
第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

室　海区第１号
室蘭漁業協同組
合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 室蘭市地先 室蘭市

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、24
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数
は、13台以内でなければならない。（幹綱
100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

室　海区第２号
室蘭漁業協同組
合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 室蘭市地先 室蘭市

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
240台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、110台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

別添漁場図のとおり胆振
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

室　海区第３号
室蘭漁業協同組
合

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 室蘭市地先 室蘭市

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
252台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、100台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

伊　海区第１号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 伊達市地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
1,367台以内とし、このうち成貝養殖施設
台数は、751台以内でなければならない。
（幹綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

別添漁場図のとおり胆振
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

伊　海区第２号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 伊達市地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
673台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、377台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

伊　海区第３号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 伊達市地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
1648台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、658台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

別添漁場図のとおり胆振
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

伊　海区第４号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 伊達市地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、50
台以内とし、全て成貝養殖施設であっては
ならない。（幹綱100メートルをもって1台と
する。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

虻　海区第１号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 虻田郡洞爺湖町地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
890台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、650台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

別添漁場図のとおり胆振
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

虻　海区第２号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 虻田郡洞爺湖町地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
1,600台以内とし、このうち成貝養殖施設
台数は、1,150台以内でなければならな
い。（幹綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

豊浦海区第１号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 虻田郡豊浦町地先
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
676台以内とし、このうち成貝養殖施設台
数は、381台以内でなければならない。（幹
綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。

別添漁場図のとおり胆振
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０年９月１日から令和５年８月３１日まで）

振興局 漁場番号 漁業権者 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 漁場の位置 漁場の区域 地元地区 制限又は条件 備考

胆振 豊浦海区第２号
いぶり噴火湾漁業
協同組合

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業 １月１日から１２月３１日まで 虻田郡豊浦町地先 別添漁場図のとおり
伊達市、洞爺湖町及び
豊浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそ
れぞれ80センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに
設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、
2,757台以内とし、このうち成貝養殖施設
台数は、915台以内でなければならない。
（幹綱100メートルをもって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実
態を調査し、調査結果を知事に報告しな
ければならない。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しな
ければならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のた
め必要があると認めるときは、承認施設台
帳及び施設配置図の提出を求めることが
ある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる
恐れがあるときは、知事は当該稚仔の確
保のために必要な措置を指示することがあ
る。
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