
福岡県有明海区区画漁業権 

１ 

(1)免許番号 有区第１号 

(2)漁業権者 大川漁業協同組合、川口漁業協同組合、大野島漁業協同組合、柳川漁業

協同組合 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 かきひび建養殖業 １月１日から 12 月 31 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市昭南町地先 

  ウ 漁場の区域 

次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ

直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０９分１０．８秒  東経１３０度２１分３０．８秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０８分５０．８秒  東経１３０度２１分３４．６秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０８分４１．３秒  東経１３０度２１分３４．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０８分１４．７秒  東経１３０度２１分３８．９秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０８分１５．０秒  東経１３０度２１分４５．１秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０８分４１．５秒  東経１３０度２１分３９．６秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０８分５０．９秒  東経１３０度２１分４０．４秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０９分１１．８秒  東経１３０度２１分３６．２秒の点 

(4)地元地区 大川市及び柳川市（柳川市三橋町及び柳川市大和町を除く） 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２ 

(1)免許番号 有区第２号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

        次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ

直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０７分３７．５秒  東経１３０度２１分５７．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０７分１５．９秒  東経１３０度２１分５４．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０７分０７．９秒  東経１３０度２１分５１．２秒の点 



    (ﾆ) 北緯３３度０７分０４．３秒  東経１３０度２１分４５．１秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０７分０４．５秒  東経１３０度２１分３５．２秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０７分２５．７秒  東経１３０度２１分３４．０秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０７分５９．４秒  東経１３０度２１分３４．１秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０７分５９．４秒  東経１３０度２１分３６．１秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３ 

(1)免許番号 有区第３号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０７分１６．８秒  東経１３０度２２分１３．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分４６．８秒  東経１３０度２１分４９．６秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分５１．８秒  東経１３０度２１分４０．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０７分３１．７秒  東経１３０度２１分５９．６秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４ 

(1)免許番号 有区第４号                           

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 



  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０６分３２．１秒 東経１３０度２２分５３．５秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分４８．３秒  東経１３０度２１分５１．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０７分１５．６秒  東経１３０度２２分１３．４秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０６分５９．７秒  東経１３０度２２分２７．９秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０６分５３．４秒  東経１３０度２２分２４．３秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０６分４６．２秒  東経１３０度２２分３５．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

５ 

(1)免許番号 有区第５号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容  

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０６分１４．３秒  東経１３０度２３分０２．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分５９．８秒  東経１３０度２２分４２．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０６分１３．７秒  東経１３０度２２分２８．３秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０６分２７．７秒  東経１３０度２２分４８．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

６ 

(1)免許番号 有区第６号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 



漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)、(ﾇ)、(ﾙ)、(ｦ)、(ﾜ)及

び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域（ただし、(ﾛ)、(ﾊ)、

(ﾙ)、(ｦ)及び(ﾛ)の各点並びに(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾘ)、(ﾇ)及び(ﾆ)の各点を順次に結ん

だ直線によって囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０５分５９．０秒 東経１３０度２２分４１．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分４６．０秒  東経１３０度２２分２４．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分４５．２秒  東経１３０度２２分２３．０秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分３２．２秒  東経１３０度２２分０５．５秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０５分３１．６秒  東経１３０度２２分０４．７秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０５分２４．４秒  東経１３０度２１分５５．２秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０５分３９．１秒  東経１３０度２１分５３．０秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０５分４３．３秒  東経１３０度２１分５０．４秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０５分４４．１秒  東経１３０度２１分５１．６秒の点 

      (ﾇ) 北緯３３度０５分４６．８秒  東経１３０度２１分５０．０秒の点 

    (ﾙ) 北緯３３度０５分５９．５秒  東経１３０度２２分０７．９秒の点 

    (ｦ) 北緯３３度０６分００．３秒  東経１３０度２２分０９．０秒の点 

    (ﾜ) 北緯３３度０６分１２．９秒  東経１３０度２２分２７．２秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

７ 

(1)免許番号 有区第７号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

      次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０５分５７．１秒 東経１３０度２３分２０．４秒の点 



    (ﾛ) 北緯３３度０５分４０．８秒  東経１３０度２３分０２．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分５９．１秒  東経１３０度２２分４３．７秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０６分１３．４秒  東経１３０度２３分０２．９秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

８ 

(1)免許番号 有区第８号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

      次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)、(ﾇ)、(ﾙ)、(ｦ)、(ﾜ)、

(ｶ)、(ﾖ)、及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域（ただし、

(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾜ)、(ｶ)及び(ﾊ)の各点並びに(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾙ)、(ｦ)及び(ﾄ)の各点を

順次に結んだ直線によって囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０５分４０．１秒 東経１３０度２３分０１．６秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分３１．８秒  東経１３０度２２分４５．５秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分２８．６秒  東経１３０度２２分４２．４秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分２７．７秒  東経１３０度２２分４１．６秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０５分２３．４秒  東経１３０度２２分３７．４秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０５分１７．９秒  東経１３０度２２分３２．２秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０５分１２．１秒  東経１３０度２２分２６．６秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０５分１１．２秒  東経１３０度２２分２６．１秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０４分５３．３秒  東経１３０度２２分０１．９秒の点 

    (ﾇ) 北緯３３度０５分２３．２秒  東経１３０度２１分５５．５秒の点 

    (ﾙ) 北緯３３度０５分３０．７秒  東経１３０度２２分０５．５秒の点 

    (ｦ) 北緯３３度０５分３１．３秒  東経１３０度２２分０６．４秒の点 

    (ﾜ) 北緯３３度０５分４５．１秒  東経１３０度２２分２５．０秒の点 

    (ｶ) 北緯３３度０５分４４．４秒  東経１３０度２２分２４．０秒の点 

    (ﾖ) 北緯３３度０５分５８．３秒  東経１３０度２２分４２．６秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 



(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

９  

(1)免許番号 有区第９号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０５分２４．８秒 東経１３０度２３分１９．１秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０５分１６．３秒  東経１３０度２３分１０．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分３１．６秒  東経１３０度２２分５０．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分３７．３秒  東経１３０度２３分０３．１秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１ ０  

(1)免許番号 有区第 10 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０５分１５．５秒 東経１３０度２３分０９．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分５３．０秒  東経１３０度２２分４４．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分０８．４秒  東経１３０度２２分２４．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分３１．０秒  東経１３０度２２分４８．８秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大



牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１１ 

(1)免許番号 有区第 11 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)、(ﾇ)、(ﾙ)、(ｦ)、(ﾜ)及

び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域（ただし(ﾛ)、(ﾊ)、

(ﾙ)、(ｦ)及び(ﾛ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０４分５１．７秒 東経１３０度２２分４３．４秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分３０．９秒  東経１３０度２２分２１．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分２７．７秒  東経１３０度２２分２０．０秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分０５．６秒  東経１３０度２１分５５．９秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０４分１１．７秒  東経１３０度２１分４８．７秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０４分２９．４秒  東経１３０度２１分５１．３秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０４分２１．５秒  東経１３０度２２分０１．７秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０４分２２．８秒  東経１３０度２２分０３．１秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０４分３１．８秒  東経１３０度２１分５１．５秒の点 

    (ﾇ) 北緯３３度０４分３９．１秒  東経１３０度２１分５２．６秒の点 

    (ﾙ) 北緯３３度０４分４４．６秒  東経１３０度２１分５８．３秒の点 

    (ｦ) 北緯３３度０４分４６．８秒  東経１３０度２２分００．５秒の点 

    (ﾜ) 北緯３３度０５分０７．１秒  東経１３０度２２分２３．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１２ 

(1)免許番号 有区第 12 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 



漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０５分０９．３秒 東経１３０度２３分４２．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分５９．２秒  東経１３０度２３分３２．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０５分１５．３秒  東経１３０度２３分１１．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分２５．４秒  東経１３０度２３分２２．２秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１３ 

(1)免許番号 有区第 13 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

       次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれ

た区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分５８．２秒 東経１３０度２３分３１．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分３６．１秒  東経１３０度２３分０６．９秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分５２．１秒  東経１３０度２２分４６．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分１４．６秒  東経１３０度２３分１０．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１４ 

(1)免許番号 有区第 14 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 



(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)、(ﾇ)、(ﾙ)、(ｦ)及び(ｲ)

の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域（ただし(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾇ)、(ﾙ)

及び(ﾛ)の各点並びに(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾁ)、(ﾘ)及び(ﾆ)を順次に結んだ直線によって

囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０４分３４．７秒 東経１３０度２３分０５．４秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分１３．９秒  東経１３０度２２分４３．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分１１．３秒 東経１３０度２２分４１．２秒の点 

     (ﾆ) 北緯３３度０３分４８．４秒  東経１３０度２２分１６．５秒の点 

    (ﾎ)  北緯３３度０３分４７．６秒  東経１３０度２２分１５．６秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分３６．７秒  東経１３０度２２分０３．９秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０４分０１．１秒  東経１３０度２１分４６．５秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０４分１０．０秒  東経１３０度２１分４７．９秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０４分０４．９秒  東経１３０度２１分５６．９秒の点 

    (ﾇ) 北緯３３度０４分２６．９秒  東経１３０度２２分２１．１秒の点 

    (ﾙ) 北緯３３度０４分２９．９秒  東経１３０度２２分２２．３秒の点 

    (ｦ) 北緯３３度０４分５０．７秒  東経１３０度２２分４４．６秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１５ 

(1)免許番号 有区第 15 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 



    (ｲ) 北緯３３度０５分０４．３秒  東経１３０度２４分０６．８秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分４６．９秒  東経１３０度２３分４７．９秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分５８．２秒  東経１３０度２３分３３．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分１５．５秒  東経１３０度２３分５２．０秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１６ 

(1)免許番号 有区第 16 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分４６．０秒 東経１３０度２３分４６．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分２３．６秒  東経１３０度２３分２２．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分３５．１秒  東経１３０度２３分０８．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分５７．２秒  東経１３０度２３分３２．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１７ 

(1)免許番号 有区第 17 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた



区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分２２．３秒 東経１３０度２３分２１．４秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分０１．４秒  東経１３０度２２分５９．０秒の点 

     (ﾊ) 北緯３３度０４分１２．８秒  東経１３０度２２分４４．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分３３．８秒  東経１３０度２３分０６．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１８ 

(1)免許番号 有区第 18 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ

直線によって囲まれた区域（ただし(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾍ)、(ﾄ)及び(ﾛ)の各点を順次に

結んだ直線よって囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０３分５８．７秒  東経１３０度２２分５７．２秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分３６．１秒  東経１３０度２２分３２．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分３５．２秒  東経１３０度２２分３１．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分２０．２秒  東経１３０度２２分１５．６秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分３５．２秒  東経１３０度２２分０５．０秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分４６．４秒  東経１３０度２２分１７．１秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０３分４７．２秒  東経１３０度２２分１８．１秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０４分１０．０秒  東経１３０度２２分４２．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

１９ 

(1)免許番号 有区第 19 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 



  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分５１．３秒  東経１３０度２４分２４．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分３３．６秒  東経１３０度２４分０５．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分４５．８秒  東経１３０度２３分４９．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分０３．３秒  東経１３０度２４分０８．１秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２０ 

(1)免許番号 有区第 20 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分３２．７秒 東経１３０度２４分０４．１秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分１０．５秒 東経１３０度２３分３９．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分２２．７秒 東経１３０度２３分２４．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分４５．０秒 東経１３０度２３分４８．１秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２１ 

(1)免許番号 有区第 21 号 



(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分０９．１秒 東経１３０度２３分３８．４秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分４８．４秒 東経１３０度２３分１５．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分００．５秒 東経１３０度２３分００．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分２１．３秒 東経１３０度２３分２２．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２２ 

(1)免許番号 有区第 22 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ

直線によって囲まれた区域（ただし(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾍ)、(ﾄ)及び(ﾛ)の各点を順次に

結んだ直線によって囲まれた区域を除く。） 

    (ｲ) 北緯３３度０３分４６．０秒  東経１３０度２３分１３．５秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分２３．７秒  東経１３０度２２分４９．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分２２．７秒  東経１３０度２２分４８．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分０３．７秒  東経１３０度２２分２７．４秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分１９．２秒  東経１３０度２２分１６．４秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分３４．４秒  東経１３０度２２分３２．９秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０３分３５．３秒  東経１３０度２２分３３．８秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０３分５７．９秒  東経１３０度２２分５８．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大



牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２３ 

(1)免許番号 有区第 23 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域  

    (ｲ) 北緯３３度０４分４１．０秒 東経１３０度２４分３７．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０４分２４．０秒  東経１３０度２４分３１．９秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分１８．０秒  東経１３０度２４分２５．５秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分３２．５秒  東経１３０度２４分０６．２秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０４分５０．３秒  東経１３０度２４分２５．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２４ 

(1)免許番号 有区第 24 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分１６．９秒  東経１３０度２４分２４．４秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分５４．７秒  東経１３０度２４分００．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０４分０９．５秒  東経１３０度２３分４１．１秒の点 



    (ﾆ) 北緯３３度０４分３１．７秒  東経１３０度２４分０５．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２５ 

(1)免許番号 有区第 25 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分５３．４秒  東経１３０度２３分５８．７秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分３２．５秒  東経１３０度２３分３６．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分４７．４秒  東経１３０度２３分１７．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分０８．２秒  東経１３０度２３分４０．０秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２６ 

(1)免許番号 有区第 26 号                         

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分３０．３秒  東経１３０度２３分３３．７秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分０８．３秒  東経１３０度２３分０９．６秒の点 



    (ﾊ) 北緯３３度０３分２２．９秒  東経１３０度２２分５０．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分４５．２秒  東経１３０度２３分１４．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２７ 

(1)免許番号 有区第 27 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分０７．３秒  東経１３０度２３分０８．６秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分４３．０秒  東経１３０度２２分４２．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分０２．７秒  東経１３０度２２分２８．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分２２．０秒  東経１３０度２２分４９．２秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２８ 

(1)免許番号 有区第 28 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分２０．３秒  東経１３０度２４分３０．０秒の点 



    (ﾛ) 北緯３３度０３分５６．０秒  東経１３０度２４分２３．９秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分４３．４秒  東経１３０度２４分１５．０秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分５３．７秒  東経１３０度２４分０１．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

２９ 

(1)免許番号 有区第 29 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分４１．８秒  東経１３０度２４分１３．８秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分１７．１秒  東経１３０度２３分５６．３秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分３１．５秒  東経１３０度２３分３７．３秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分５２．４秒  東経１３０度２４分００．１秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３０ 

(1)免許番号 有区第 30 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 



    (ｲ) 北緯３３度０３分１４．９秒  東経１３０度２３分５３．７秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分５２．０秒  東経１３０度２３分３０．６秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分０７．４秒  東経１３０度２３分１０．６秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分２９．５秒  東経１３０度２３分３４．８秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３１ 

(1)免許番号 有区第 31 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０２分５１．１秒  東経１３０度２３分２９．７秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分２９．０秒  東経１３０度２３分０７．３秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分３１．０秒  東経１３０度２３分０４．９秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０２分２６．３秒  東経１３０度２２分５４．０秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０２分４２．０秒  東経１３０度２２分４２．９秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分０６．４秒  東経１３０度２３分０９．６秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３２ 

(1)免許番号 有区第 32 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 



  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先                     

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)及び(ｲ)の各点を順次に

結んだ直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分５０．９秒  東経１３０度２４分２８．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分４１．８秒  東経１３０度２４分３２．４秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分３４．４秒  東経１３０度２４分３２．４秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分１８．８秒  東経１３０度２４分２６．３秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分１３．５秒  東経１３０度２４分２２．６秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分１７．８秒  東経１３０度２４分１２．４秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０３分１１．０秒  東経１３０度２４分０７．５秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０３分１６．１秒  東経１３０度２３分５７．４秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０３分５２．９秒  東経１３０度２４分２３．８秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３３ 

(1)免許番号 有区第 33 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分００．２秒  東経１３０度２４分１８．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分２８．２秒  東経１３０度２４分０４．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分５１．３秒  東経１３０度２３分３１．７秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分１４．４秒  東経１３０度２３分５５．０秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分０７．９秒  東経１３０度２４分０４．５秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分０９．５秒  東経１３０度２４分０６．０秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 



 

３４ 

(1)免許番号 有区第 34 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)及び(ｲ)の各点を順次に

結んだ直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０２分２７．２秒  東経１３０度２４分０３．３秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分０９．２秒  東経１３０度２３分５１．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分１５．３秒  東経１３０度２３分４２．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０２分２７．９秒  東経１３０度２３分３５．２秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０２分２４．９秒  東経１３０度２３分３２．７秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０２分１２．４秒  東経１３０度２３分３９．５秒の点 

    (ﾄ) 北緯３３度０２分０９．６秒  東経１３０度２３分３６．９秒の点 

    (ﾁ) 北緯３３度０２分２８．６秒  東経１３０度２３分０８．９秒の点 

    (ﾘ) 北緯３３度０２分５０．３秒  東経１３０度２３分３０．８秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３５ 

(1)免許番号 有区第 35 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 みやま市高田町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０４分３１．９秒  東経１３０度２４分５２．９秒の点 



    (ﾛ) 北緯３３度０４分１６．３秒  東経１３０度２４分５６．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分５３．６秒  東経１３０度２４分３２．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分５６．５秒  東経１３０度２４分２７．７秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０４分４０．４秒  東経１３０度２４分４２．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３６ 

(1)免許番号 有区第 36 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分３１．６秒  東経１３０度２５分１２．６秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分２６．８秒  東経１３０度２５分０７．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分５１．９秒  東経１３０度２４分３２．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０４分１４．９秒  東経１３０度２４分５６．８秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３７ 

(1)免許番号 有区第 37 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 



     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分２５．８秒  東経１３０度２５分０６．８秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分０９．０秒  東経１３０度２４分５０．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分２１．４秒  東経１３０度２４分３２．４秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分３４．５秒  東経１３０度２４分３７．１秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分５１．０秒  東経１３０度２４分３１．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３８ 

(1)免許番号 有区第 38 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分０７．７秒  東経１３０度２４分４８．６秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分４９．４秒  東経１３０度２４分３０．３秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分５５．５秒  東経１３０度２４分２１．７秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分０９．０秒  東経１３０度２４分２５．４秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分１９．８秒  東経１３０度２４分３１．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

３９ 

(1)免許番号 有区第 39 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 



漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０２分４８．０秒  東経１３０度２４分２９．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分３０．７秒  東経１３０度２４分１１．８秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分５３．７秒  東経１３０度２４分２０．９秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４０ 

(1)免許番号 有区第 40 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分３０．９秒 東経１３０度２５分１２．８秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分２０．４秒  東経１３０度２５分１６．６秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分２６．４秒  東経１３０度２５分０８．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４１ 

(1)免許番号 有区第 41 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 



  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分１８．４秒  東経１３０度２５分１７．３秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分５１．８秒  東経１３０度２５分１４．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分０８．７秒  東経１３０度２４分５０．６秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分２５．４秒  東経１３０度２５分０７．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４２ 

(1)免許番号 有区第 42 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０２分５０．４秒  東経１３０度２５分１３．１秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分２９．７秒  東経１３０度２４分５８．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分４９．０秒  東経１３０度２４分３０．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分０７．３秒  東経１３０度２４分４９．２秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４３ 

(1)免許番号 有区第 43 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 



第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０２分２８．５秒  東経１３０度２４分５７．１秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０２分０４．６秒  東経１３０度２４分４１．１秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０２分０４．２秒  東経１３０度２４分０８．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０２分０６．４秒  東経１３０度２４分０２．０秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０２分２９．３秒  東経１３０度２４分１１．２秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０２分４７．７秒  東経１３０度２４分２９．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４４ 

(1)免許番号 有区第 44 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０１分４４．４秒  東経１３０度２４分２１．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０１分１９．９秒  東経１３０度２３分５０．５秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０１分３９．１秒  東経１３０度２３分３２．７秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０１分５４．２秒  東経１３０度２３分５０．８秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０１分５７．２秒  東経１３０度２４分０８．２秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４５ 



(1)免許番号 有区第 45 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０１分４１．１秒  東経１３０度２４分２１．２秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０１分２１．３秒  東経１３０度２４分４３．６秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度００分５８．８秒  東経１３０度２４分１５．８秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０１分０４．１秒  東経１３０度２４分１０．３秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度００分５６．２秒  東経１３０度２４分００．７秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０１分１１．０秒  東経１３０度２３分４３．７秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４６ 

(1)免許番号 有区第 46 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ８月１日から翌年４月３０日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ)  北緯３３度００分５９．２秒  東経１３０度２４分２１．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度００分４０．６秒  東経１３０度２４分２９．０秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度００分２２．４秒  東経１３０度２３分３９．２秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度００分２７．５秒  東経１３０度２３分３６．６秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度００分４２．２秒  東経１３０度２３分３５．０秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大



牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４７ 

(1)免許番号 有区第 47 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０１分３９．５秒  東経１３０度２４分５７．５秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０１分２８．８秒  東経１３０度２４分４３．１秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０１分３６．６秒  東経１３０度２４分３４．９秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０１分４７．４秒  東経１３０度２４分４９．３秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４８ 

(1)免許番号 有区第 48 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第１種区画漁業 のり養殖業 ９月１日から翌年４月 30 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３２度５９分５８．９秒  東経１３０度２３分４７．０秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度００分０８．４秒  東経１３０度２４分２８．７秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度００分０５．３秒  東経１３０度２４分２９．９秒の点 



    (ﾆ) 北緯３２度５９分５５．８秒  東経１３０度２３分４８．０秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市、柳川市、みやま市瀬高町及び高田町並びに大

牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

４９ 

(1)免許番号 有区第 301 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第３種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から 12 月 31 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲まれた

区域 

    (ｲ) 北緯３３度０６分５１．４秒 東経１３０度２２分３６．５秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０６分４８．１秒  東経１３０度２２分４３．２秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０６分５２．３秒  東経１３０度２２分４５．９秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０６分５５．７秒  東経１３０度２２分３８．５秒の点 

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市及び柳川市（大和町を除く） 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

５０ 

(1)免許番号 有区第 302 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第３種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から 12 月 31 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市大和町地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０５分２１．１秒 東経１３０度２３分４６．８秒の点 

     (ﾛ) 北緯３３度０５分１６．４秒  東経１３０度２３分４２．７秒の点 



    (ﾊ) 北緯３３度０５分１５．７秒  東経１３０度２３分４２．１秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０５分２５．４秒  東経１３０度２３分２８．４秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０５分２８．９秒  東経１３０度２３分３３．８秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０５分２５．６秒 東経１３０度２３分３９．２秒の点 

(4)地元地区 柳川市大和町並びにみやま市瀬高町及び高田町 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

５１ 

(1)免許番号 有区第 303 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

  漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第３種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から 12 月 31 日まで 

  イ 漁場の位置 大牟田市地先 

  ウ 漁場の区域 

     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)、(ﾍ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によっ

て囲まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０３分４２．８秒 東経１３０度２５分１０．９秒の点 

    (ﾛ) 北緯３３度０３分２４．２秒  東経１３０度２５分１８．１秒の点 

    (ﾊ) 北緯３３度０３分１５．４秒  東経１３０度２５分２０．６秒の点 

    (ﾆ) 北緯３３度０３分１６．７秒  東経１３０度２５分２５．３秒の点 

    (ﾎ) 北緯３３度０３分２４．８秒  東経１３０度２５分２２．９秒の点 

    (ﾍ) 北緯３３度０３分４３．０秒  東経１３０度２５分１５．２秒の点 

(4)地元地区 大牟田市 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 

 

５２ 

(1)免許番号 有区第 304 号 

(2)漁業権者 福岡有明海漁業協同組合連合会 

(3)免許の内容 

  ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

 漁業種類 漁業の名称 漁業時期 

第３種区画漁業 あさり養殖業 １月１日から 12 月 31 日まで 

  イ 漁場の位置 柳川市橋本町地先 

  ウ 漁場の区域 



     次の(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾎ)及び(ｲ)の各点を順次に結んだ直線によって囲

まれた区域 

    (ｲ) 北緯３３度０７分２３．４秒 東経１３０度２２分０６．５秒の点  

   (ﾛ) 北緯３３度０７分２２．７秒  東経１３０度２２分１３．５秒の点  

   (ﾊ) 北緯３３度０７分１４．６秒  東経１３０度２２分１２．０秒の点  

   (ﾆ) 北緯３３度０７分０８．７秒  東経１３０度２２分１０．５秒の点  

   (ﾎ) 北緯３３度０７分０９．３秒  東経１３０度２２分０３．８秒の点  

(4)地元地区 久留米市城島町、大川市及び柳川市（大和町を除く） 

(5)制限又は条件 なし 

(6)存続期間 平成 30 年９月１日から令和５年８月 31 日まで 
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