
【区画漁業権】 ※空欄については別添の通り
第一種区画漁業（藻類）
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 団体・個別の別 地元地区 条件
区第1号（のり） 引田漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第2号（のり） 引田漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第3号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第4号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第5号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第6号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第7号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第8号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第9号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第10号（のり） 東讃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第11号（のり） 津田町漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第12号（のり） 津田町漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第13号（のり） 津田町漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第14号（のり） さぬき市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第15号（のり） 代表　さぬき市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　牟礼漁業協同組合 団体漁業権
　　　庵治漁業協同組合 団体漁業権

区第16号（のり） 鴨庄漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第17号（のり） 牟礼漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第18号（のり） 牟礼漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第19号（のり） 代表　庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　牟礼漁業協同組合 団体漁業権
　　　さぬき市漁業協同組合 団体漁業権

区第20号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第21号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第22号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第23号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第24号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第25号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第26号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第27号（のり） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第28号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第29号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第30号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第31号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第32号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第33号（のり） 土庄中央漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第34号（のり） 四海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第35号（のり） 四海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第36号（のり） 四海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第37号（のり） 四海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第38号（のり） 四海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第39号（のり） 北浦漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第40号（のり） 北浦漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第41号（のり） 唐櫃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第42号（のり） 唐櫃漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第43号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第44号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第45号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第46号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第47号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第48号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第49号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第50号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第51号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第52号（のり） 内海漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第53号（のり） 池田漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第54号（のり） 池田漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第55号（のり） 屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権



区第56号（のり） 高松市瀬戸内漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第57号（のり） 高松市瀬戸内漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第58号（のり） 高松市瀬戸内漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第59号（のり） 東瀬戸漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第60号（のり） 香西漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第61号（のり） 香西漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第62号（のり） 香西漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第63号（のり） 代表　下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　高松市瀬戸内漁業協同組合 団体漁業権
区第64号（のり） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第65号（のり） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第66号（のり） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第67号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第68号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第69号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第70号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第71号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第72号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第73号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第74号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第75号（のり） 直島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第82号（のり） 与島漁業協同組合 R2.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第77号（のり） 代表　与島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　宇多津漁業協同組合 団体漁業権
区第78号（のり） 宇多津漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第79号（のり） 丸亀市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第80号（のり） 丸亀市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第81号（のり） 丸亀市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第201号（わかめ） 鴨庄漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第202号（わかめ） 鴨庄漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第203号（わかめ） 鴨庄漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第204号（わかめ） 代表　庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　屋島漁業協同組合 団体漁業権
区第205号（わかめ） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第206号（わかめ） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第207号（わかめ） 庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第208号（わかめ） 代表　屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　庵治漁業協同組合 団体漁業権
区第209号（わかめ） 代表　屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　庵治漁業協同組合 団体漁業権
区第210号（わかめ） 屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第211号（わかめ） 東瀬戸漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第212号（わかめ） 東瀬戸漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第213号（わかめ） 東瀬戸漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第214号（わかめ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第215号（わかめ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第216号（わかめ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第217号（わかめ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第218号（わかめ） 坂出市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第219号（わかめ） 坂出市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第220号（わかめ） 松山漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第221号（わかめ） 与島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第222号（わかめ） 与島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第223号（わかめ） 与島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第224号（わかめ） 本島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第301号（こんぶ） 代表　庵治漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権

　　　屋島漁業協同組合 団体漁業権
区第302号（こんぶ） 屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第303号（こんぶ） 屋島漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第304号（こんぶ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第305号（こんぶ） 下笠居漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第306号（こんぶ） 坂出市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権



区第307号（こんぶ） 坂出市漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第308号（こんぶ） 松山漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第401号（あおのり） 鴨庄漁業協同組合 H30.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第405号（あおのり） 宇多津漁業協同組合 R元.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第406号（あおのり） 宇多津漁業協同組合 R元.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第412号（あおのり） 本島漁業協同組合 R2.10.1～R5.9.30 団体漁業権
区第408号（あおのり） 屋島漁業協同組合庵治漁業協同組合 R2.3.1～R5.9.30 団体漁業権

代表　与島漁業協同組合 R3.4.11～R5.9.30 団体漁業権
　　　宇多津漁業協同組合

第一種区画漁業（藻類以外） ※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 団体・個別の別 地元地区 条件
区第501号（かき） 津田町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第502号（かき） さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第503号（かき） 牟礼漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第504号（かき） 代表　牟礼漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　さぬき市漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

区第505号（かき） 代表　庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
　　　屋島漁業協同組合

区第506号（かき） 代表　屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
　　　庵治漁業協同組合

区第507号（かき） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第508号（かき） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第509号（かき） 白方漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第510号（かき） 白方漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第511号（かき） 白方漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第512号（かき） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第513号（かき） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第514号（かき） 詫間漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第515号（かき） 詫間漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第516号（かき） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第601号（あかがい） 東讃漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第602号（あかがい） 津田町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第603号（あかがい） 与島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第604号（あかがい） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第605号（あかがい） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第606号（あかがい） 詫間漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第607号（あかがい） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第608号（あかがい） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第701号（あわび） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第702号（あわび） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第703号（あわび） 松山漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第751号（かき、あさり） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第752号（あさり） 代表　庵治漁業協同組合 H31.3.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　屋島漁業協同組合
区第801号（ぶり類、まだい、雑魚） 引田漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第802号（ぶり類、まだい、雑魚） 引田漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第803号（ぶり類、まだい、雑魚） 引田漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第804号（ぶり類、まだい、雑魚） 引田漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第805号（ぶり類、まだい、雑魚） 引田漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第806号（まだい、雑魚） 東讃漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第807号（まだい、雑魚） 東讃漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第808号（まだい、雑魚） 津田町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第809号（ぶり類） さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第810号（ぶり類、雑魚） さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第811号（雑魚） さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第812号（ぶり類、雑魚） 代表　さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　牟礼漁業協同組合

　　　庵治漁業協同組合

区第813号（ぶり類、雑魚） 代表　さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
　　　牟礼漁業協同組合

区第413号（あおのり）



　　　庵治漁業協同組合
区第814号（ぶり類、雑魚） 代表　さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　牟礼漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

区第815号（まだい、雑魚） さぬき市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第816号（ぶり類、まだい） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第817号（まだい、雑魚） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第818号（ぶり類、まだい、雑魚） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第819号（まだい、雑魚） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第820号（ぶり類、まだい、雑魚） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第821号（ぶり類、まだい、雑魚） 鴨庄漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第822号（まだい、雑魚） 牟礼漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第823号（まだい、雑魚） 代表　庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　牟礼漁業協同組合
　　　さぬき市漁業協同組合

区第824号（ぶり類） 代表　庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
　　　牟礼漁業協同組合
　　　さぬき市漁業協同組合

区第825号（ぶり類、まだい、雑魚） 庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第826号（ぶり類、まだい、雑魚） 庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第827号（ぶり類） 庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第828号（ぶり類、まだい、雑魚） 庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第829号（まだい、雑魚） 代表　庵治漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　屋島漁業協同組合
区第830号（雑魚） 内海漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第831号（雑魚） 内海漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第832号（雑魚） 内海漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第833号（まだい、雑魚） 代表　屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権

　　　庵治漁業協同組合
区第834号（ぶり類、まだい、雑魚） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第835号（ぶり類、まだい、雑魚） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第836号（ぶり類、まだい、雑魚） 屋島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第837号（雑魚） 高松市瀬戸内漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第838号（ぶり類、まだい、雑魚） 東瀬戸漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第839号（雑魚） 下笠居漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第840号（雑魚） 下笠居漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第841号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第842号（ぶり類、まだい、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第843号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第844号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第845号（ぶり類、まだい、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第846号（ぶり類、まだい、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第847号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第848号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第849号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第850号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第851号（雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第852号（ぶり類、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第853号（ぶり類、まだい、雑魚） 直島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第854号（まだい、雑魚） 坂出市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第855号（まだい、雑魚） 坂出市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第856号（まだい、雑魚） 坂出市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第857号（雑魚） 与島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第858号（雑魚） 与島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第875号（雑魚） 与島漁業協同組合 R2.10.1～R5.12.31 団体漁業権
区第876号（雑魚） 与島漁業協同組合 R2.10.1～R5.12.31 団体漁業権
区第859号（雑魚） 本島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第860号（ぶり類、まだい、雑魚） 本島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第861号（まだい、雑魚） 本島漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第862号（まだい、雑魚） 多度津町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第863号（まだい、雑魚） 多度津町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第864号（雑魚） 多度津町漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権



区第865号（まだい、雑魚） 多度津町高見漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第866号（まだい、雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第867号（雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第868号（ぶり類、まだい、雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第869号（雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第870号（雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第871号（雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第872号（雑魚） 三豊市漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第873号（雑魚） 西かがわ漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第874号（雑魚） 西かがわ漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第901号（真珠） 平賀泰 H26.1.1～R5.12.31 個別漁業権

第三種区画漁業 ※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 団体・個別の別 地元地区 条件
区第1001号（あかがい） 東讃漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第1002号（あさり、はまぐり） 西かがわ漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第1003号（あさり、はまぐり） 西かがわ漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第1004号（あさり、はまぐり） 観音寺漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
区第1005号（あさり、はまぐり） 観音寺漁業協同組合 H31.1.1～R5.12.31 団体漁業権
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