
香川県　漁業権に関する情報一覧 ※空欄については別添の通り
【共同漁業権】
第一種共同漁業
免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 関係地区 条件
共第1号 東讃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第2号 東讃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第3号 東讃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第4号 東讃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第5号 東讃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第6号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第7号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第8号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第9号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第10号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第11号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第12号 さぬき市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第13号 さぬき市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第14号 さぬき市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第15号 鴨庄漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第114号 鴨庄漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第16号 牟礼漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　庵治漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
　　　さぬき市漁業協同組合

　　　牟礼漁業協同組合

共第17号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第18号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第19号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第20号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第21号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第22号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　庵治漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
　　　屋島漁業協同組合

共第23号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第24号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第25号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第26号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第27号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第28号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第29号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第30号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第31号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第32号 唐櫃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第33号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第34号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第35号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第36号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第37号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第38号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第39号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第40号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第41号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第42号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第43号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第44号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第45号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第46号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第47号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

共第115号

共第116号



共第48号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第49号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第50号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第51号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第52号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第53号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第54号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第55号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第56号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第57号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第58号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第59号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　香西漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

　　　下笠居漁業協同組合

　　　坂出市漁業協同組合

代表　香西漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

　　　下笠居漁業協同組合

　　　坂出市漁業協同組合

共第62号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第63号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第64号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第65号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第66号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第67号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第68号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　坂出市漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
　　　松山漁業協同組合

共第121号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第122号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第123号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第124号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第125号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第126号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第127号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第128号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第129号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第130号 与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31

代表　与島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
　　　宇多津漁業協同組合

共第82号 宇多津漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第132号 宇多津漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第133号 丸亀市漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第134号 丸亀市漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第135号 丸亀市漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第87号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第88号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第136号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第137号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第138号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第139号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第140号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第141号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第142号 本島漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第89号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第90号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

共第131号

共第120号

共第60号

共第61号



共第91号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第143号 多度津町高見漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第144号 多度津町高見漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第145号 多度津町高見漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第146号 多度津町高見漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第92号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第93号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第94号 三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第95号 三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第96号 詫間漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第97号 詫間漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第147号 詫間漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第148号 詫間漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　詫間漁業協同組合

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

共第100号 三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第101号 西かがわ漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第102号 西かがわ漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第103号 西かがわ漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第104号 西かがわ漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　観音寺漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　西かがわ漁業協同組合

代表　観音寺漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　西かがわ漁業協同組合

共第149号 伊吹漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第150号 伊吹漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第151号 伊吹漁業協同組合 R2.12.1～R5.12.31
共第117号 高松市漁業協同組合連合会 R2.12.1～R5.12.31
共第118号 高松市漁業協同組合連合会 R2.12.1～R5.12.31
共第119号 高松市漁業協同組合連合会 R2.12.1～R5.12.31

第二種共同漁業（建網） ※空欄については別添の通り
免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 関係地区 条件
共第201号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第202号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第203号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第204号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第205号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第206号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第207号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第208号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第209号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第210号 さぬき市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　牟礼漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　さぬき市漁業協同組合

　　　鴨庄漁業協同組合

　　　庵治漁業協同組合

代表　庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　さぬき市漁業協同組合

　　　鴨庄漁業協同組合

　　　牟礼漁業協同組合

代表　庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　屋島漁業協同組合

共第214号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第215号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

共第213号

共第211号

共第212号

共第105号

共第106号

共第98号

共第99号



代表　土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　池田漁業協同組合

共第217号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第218号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第219号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　唐櫃漁業協同組合

代表　土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　唐櫃漁業協同組合

代表　四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　北浦漁業協同組合

共第223号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第224号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第225号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　池田漁業協同組合

共第227号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第228号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第229号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　香西漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

　　　下笠居漁業協同組合

　　　坂出市漁業協同組合

代表　香西漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

　　　下笠居漁業協同組合

　　　坂出市漁業協同組合

共第232号 直島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第233号 高松市漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第234号 高松市漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第235号 高松市漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31

代表　坂出市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

　　　香西漁業協同組合

　　　松山漁業協同組合

　　　宇多津漁業協同組合

　　　丸亀市漁業協同組合

代表　丸亀市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　坂出市漁業協同組合

　　　宇多津漁業協同組合

　　　多度津町漁業協同組合

　　　白方漁業協同組合

共第238号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第239号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第240号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第241号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第242号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第243号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第244号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第245号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第246号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第247号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第248号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第249号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第250号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第251号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第252号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31

共第236号

共第237号

共第230号

共第231号

共第226号

共第220号

共第221号

共第222号

共第216号



共第253号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第254号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第255号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第256号 塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31

代表　塩飽漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　詫間漁業協同組合

　　　三豊市漁業協同組合

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　詫間漁業協同組合

　　　三豊市漁業協同組合

代表　詫間漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

　　　三豊市漁業協同組合

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　詫間漁業協同組合

　　　三豊市漁業協同組合

代表　観音寺漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　西かがわ漁業協同組合

共第263号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第264号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第265号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

第二種共同漁業（桝網） ※空欄については別添の通り
免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 関係地区 条件

代表　引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　北灘漁業協同組合

共第302号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第303号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第304号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第305号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第306号 引田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第307号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第308号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第359号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第310号 東讃漁業協同組合連合会 H26.1.1～R5.12.31
共第311号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第312号 さぬき市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第313号 鴨庄漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　牟礼漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　さぬき市漁業協同組合

代表　牟礼漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　さぬき市漁業協同組合

　　　庵治漁業協同組合

共第316号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第317号 庵治漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第318号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第319号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第320号 土庄中央漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第321号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第322号 四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　四海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　北浦漁業協同組合

　　　土庄中央漁業協同組合

共第324号 唐櫃漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
代表　内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

共第314号

共第315号

共第323号

共第325号

共第301

共第258号

共第259号

共第260号

共第261号

共第262号

共第257号



　　　池田漁業協同組合

共第326号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第327号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第328号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第329号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第330号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第331号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第332号 内海漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第333号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第334号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第335号 池田漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第336号 屋島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第337号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第338号 東瀬戸漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　下笠居漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　香西漁業協同組合

代表　下笠居漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　香西漁業協同組合

共第341号 松山漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第342号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第343号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第344号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第345号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第346号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第347号 本島漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第348号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第349号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第350号 白方漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

代表　詫間漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

　　　三豊市漁業協同組合

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

　　　観音寺漁業協同組合

　　　西かがわ漁業協同組合

共第353号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第354号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第355号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第356号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第357号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第358号 伊吹漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

第三種共同漁業（地びき網、つきいそ） ※空欄については別添の通り
免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁場の区域 漁業の種類 漁業時期 存続期間 関係地区 条件

代表　三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　三豊市漁業協同組合

共第402号 三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
代表　観音寺漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
　　　西かがわ漁業協同組合

共第501号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第502号 津田町漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第503号 松山漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31
共第504号 三豊市漁業協同組合 H26.1.1～R5.12.31

共第340号

共第351号

共第352号

共第401号

共第403号

共第325号

共第339号
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