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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考
渡海共第１号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 山越郡長万部町地先 なし

こんぶ漁業  
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第２号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 山越郡長万部町地先
しらうお刺し網漁業 ３月１日から７月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで  
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで  
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで

ます・ほっけ・かれい
小型定置網漁業

４月１日から8月31日まで

すけとうだら底建網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで  
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

渡海共第３号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 二海郡八雲町地先 なし
のり漁業  
ふのり漁業
わかめ漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、ほっけ・かれい底建網漁業の方法について次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。
（４）漁業権行使規則には、すけとうだら底建網漁業の方法について次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。
オ　２月１日から11月30日までの間は、漁具を敷設してはならない。

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡島 別紙漁場図のとお
り

長万部漁業協
同組合

長万部漁業協
同組合

八雲町漁業協
同組合
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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第４号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 二海郡八雲町地先
しらうお刺し網漁業 ３月１日から７月31日まで  
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで  
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで  
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで  
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 １1月１日から翌年8月31日まで  
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで
ます・ほっけ・かれい
小型定置網漁業

12月1日から翌年8月31日まで  

すけとうだら底建網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで  
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで  

渡海共第５号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 二海郡八雲町地先 なし
ふのり漁業  
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第６号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 二海郡八雲町地先
しらうお刺し網漁業 ３月１日から７月31日まで  
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月16日から翌年8月31日まで
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで
ます・ほっけ・かれい
小型定置網漁業

12月16日から翌年8月31日まで

すけとうだら底建網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から９月15日まで及び１２
月１５日から翌年２月末日まで

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、ほっけ・かれい底建網漁業の方法について次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。
（４）漁業権行使規則には、すけとうだら底建網漁業の方法について次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。
オ　２月１日から11月30日までの間は、漁具を敷設してはならない。

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、ほっけ・かれい底建網漁業の方法について次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。
（４）漁業権行使規則には、すけとうだら底建網漁業の方法について次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。
オ　２月１日から11月30日までの間は、漁具を敷設してはならない。

渡島

落部漁業協同
組合

別紙漁場図のとお
り

八雲町漁業協
同組合

落部漁業協同
組合



3/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第７号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡森町地先 なし
こんぶ漁業  
のり漁業
ふのり漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第８号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡森町地先
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで  
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 １月１日から８月31日まで
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで
ほっけ・いわし・いかなご
小型定置網漁業

１月１日から８月31日まで

すけとうだら底建網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

渡海共第９号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡森町地先 なし
こんぶ漁業  
のり漁業
ふのり漁業
わかめ漁業
えぞわすれがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、ほっけ・かれい底建網漁業の方法について次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。
（４）漁業権行使規則には、すけとうだら底建網漁業の方法について次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。
オ　２月１日から11月30日までの間は、漁具を敷設してはならない。

渡島 森漁業協同組
合

森漁業協同組
合

砂原漁業協同
組合

別紙漁場図のとお
り
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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第１０号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡森町地先
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで  
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで  
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・いわし・いかなご
小型定置網漁業

１2月１6日から翌年8月31日まで

すけとうだら底建網漁業 １月１日から12月31日まで  
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで  

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

渡海共第１１号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡鹿部町地先 なし
こんぶ漁業  
ちがいそ漁業
のり漁業
ふのり漁業
わかめ漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第１２号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡鹿部町地先
たら刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで  
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで  

ます・ほっけ・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、ほっけ・かれい底建網漁業の方法について次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。
（４）漁業権行使規則には、すけとうだら底建網漁業の方法について次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。
オ　２月１日から11月30日までの間は、漁具を敷設してはならない。

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。

渡島 別紙漁場図のとお
り

砂原漁業協同
組合

鹿部漁業協同
組合

鹿部漁業協同
組合
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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第１３号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第１４号 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで 　
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで 　
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで 　
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで
ます・ほっけ・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで 　

渡海共第１５号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

函館市地先

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しな
　ければならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、100メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島

函館市地先

南かやべ漁業
協同組合

南かやべ漁業
協同組合

南かやべ漁業
協同組合



6/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第１６号 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで 　
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで 　
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年３月31日まで 　
はたはた小型定置網漁業 11月１日から翌年１月31日まで 　
ます・ほっけ・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで 　

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで
渡海共第１７号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 椴法華漁協

こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第１８号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 椴法華漁協
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで

渡海共第１９号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 えさん漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

函館市地先

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁
　船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

函館市地先

函館市地先

函館市地先

別紙漁場図のとお
り

渡島 南かやべ漁業
協同組合

えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合



7/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第２０号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 えさん漁協
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで 　

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第２１号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 えさん漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第２２号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 旧 えさん漁協
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
くりがにかご漁業 １月１日から12月31日まで
ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

函館市地先

函館市地先

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島 えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合



8/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第２３号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 えさん漁協
こんぶ漁業
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第２４号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 えさん漁協
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

渡海共第２５号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 えさん漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

別紙漁場図のとお
り

函館市地先

函館市地先

函館市地先

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島

えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合



9/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第２６号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 えさん漁協
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第２７号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 東戸井漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第２８号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 戸井町漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第２９号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 戸井町漁協
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 12月１日から翌年4月30日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 　
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年4月30日まで 　
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

別紙漁場図のとお
り

函館市地先

函館市地先

函館市地先

函館市地先

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

渡島

戸井漁業協同
組合

戸井漁業協同
組合

戸井漁業協同
組合

えさん漁業協同
組合



10/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第３０号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで なし 旧 戸井町漁協
こんぶ漁業
ちがいそ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第３１号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 旧 戸井町漁協
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで
渡海共第３２号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし 旧 函館市漁協

こんぶ漁業
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第３３号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 旧 函館市漁協
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
第三種共同漁業 たなご地びき網漁業 １月１日から12月31日まで

別紙漁場図のとお
り

函館市地先

函館市地先 （１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島

函館市漁業協
同組合

函館市漁業協
同組合

戸井漁業協同
組合

戸井漁業協同
組合



11/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第３４号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし
こんぶ漁業
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業

渡海共第３５号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第３６号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし 旧 根崎漁協ほか1名
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島 銭亀沢漁業協
同組合

銭亀沢漁業協
同組合

函館市漁業協
同組合



12/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第３７号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 旧 根崎漁協ほか1名
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年７月14日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年７月14日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第３８号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし 旧 函館市漁協
こんぶ漁業 　
ちがいそ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あかざらがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第３９号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 旧 函館市漁協
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 12月１日から翌年４月30日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月15日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月15日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
くりがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島 函館市漁業協
同組合

函館市漁業協
同組合

函館市漁業協
同組合



13/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第４０号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 なし 旧 上磯町漁協
こんぶ漁業 　
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あかがい漁業
あかざらがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞいしかげがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
しゃこ漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第４１号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 旧 上磯町漁協
しらうお刺し網漁業 ３月１日から７月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月21日から翌年8月31日まで
かれい・いか・いわし
小型定置網漁業

12月21日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみかご漁業 １月１日から12月31日まで
くりがにかご漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

第三種共同漁業 ちか地びき網漁業 ６月１日から翌年２月末日まで

渡海共第４２号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 なし 旧 上磯はまなす漁
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あかざらがい漁業
あさり漁業
あわび漁業
かき漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数
　又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島 上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合



14/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第４３号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 旧 上磯はまなす漁
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・きゅうりうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい・いか・いわし
小型定置網漁業

12月21日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
くりがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第４４号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 なし 旧 上磯はまなす漁
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第４５号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 北斗市地先 旧 上磯はまなす漁
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい・いか・いわし
小型定置網漁業

12月21日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
くりがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島

上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合



15/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第４６号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 上磯郡木古内町地先 なし 旧 木古内町漁協
のり漁業 　
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
たいらぎ漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第４７号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 上磯郡木古内町地先 旧 木古内町漁協
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月21日から翌年８月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

渡海共第４８号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 上磯郡知内町地先 なし 旧 知内町漁協
てんぐさ漁業 　
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
たいらぎ漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

別紙漁場図のとお
り

渡島

上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合

上磯郡漁業協
同組合



16/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第４９号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 上磯郡知内町地先 旧 知内町漁協
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

12月21日から翌年８月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から12月31日まで

渡海共第５０号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡福島町地先 なし
こんぶ漁業 　
つのまた漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第５１号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡福島町地先
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

１1月１日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島 上磯郡漁業協
同組合

福島吉岡漁業
協同組合

福島吉岡漁業
協同組合



17/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第５２号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡福島町地先 なし
こんぶ漁業
つのまた漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第５３号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡福島町地先
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

１1月１日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第５４号 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先 なし
こんぶ漁業
つのまた漁業 　
てんぐさ漁業
のり漁業
ひじき漁業
ふのり漁業
まつも漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、180メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

渡島

松前さくら漁業
協同組合

福島吉岡漁業
協同組合

福島吉岡漁業
協同組合



18/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第５５号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで
たなご刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ちか・たなご小型定置網漁業 12月21日から翌年8月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

１1月１日から翌年8月31日まで

ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第５６号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先 なし
のり漁業 　
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
さざえ漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

渡海共第５７号 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで

ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい・いか
小型定置網漁業

１1月１日から翌年8月31日まで

渡海共第５８号 第一種共同漁業 こんぶ漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先 なし
のり漁業 　
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

渡島 松前さくら漁業
協同組合

松前さくら漁業
協同組合

松前さくら漁業
協同組合

松前さくら漁業
協同組合



19/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第５９号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで 松前郡松前町地先
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第６０号 落部漁業協同
組合、砂原漁業
協同組合、森漁
業協同組合、八
雲町漁業協同
組合、長万部漁
業協同組合

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 山越郡長万部町、二海
郡八雲町及び茅部郡森
町地先

なし

渡海共第６１号 第二種共同漁業 いわし刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月３０日まで
にしん刺し網漁業 10月１日から翌年６月３０日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月３１日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
はもどう漁業 ５月１日から１２月３１日まで

別紙漁場図のとお
り

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁
　船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

落部漁業協同
組合、砂原漁業
協同組合、森漁
業協同組合、八
雲町漁業協同
組合、長万部漁
業協同組合

山越郡長万部町、二海
郡八雲町及び茅部郡森
町地先

渡島 松前さくら漁業
協同組合



20/22

（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第６２号 南かやべ漁業
協同組合、鹿部
漁業協同組合

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 茅部郡鹿部町及び函館
市地先

なし

渡海共第６３号 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ながずか刺し網漁業 ３月１日から６月30日まで
にしん刺し網漁業 10月１日から翌年６月30日まで
はたはた刺し網漁業 ５月１日から翌年１月31日まで
ぶり刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第６４号 戸井漁業協同
組合、えさん漁
業協同組合、銭
亀沢漁業協同
組合、函館市漁
業協同組合

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 函館市地先 なし

渡海共第６５号 第二種共同漁業 いわし刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ぶり刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる・さば刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・かれい底建網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第６６号 上磯郡漁業協
同組合、函館市
漁業協同組合、
福島吉岡漁業
協同組合、松前
さくら漁業協同
組合

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 函館市、北斗市、上磯郡
木古内町及び知内町並
びに松前郡福島町及び
松前町地先

なし

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用
　する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
　ればならない。
ア　身網の大きさは、80メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、225メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、７メートル以下でなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁船
　の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

函館市地先

南かやべ漁業
協同組合、鹿部
漁業協同組合

戸井漁業協同
組合、えさん漁
業協同組合、銭
亀沢漁業協同
組合、函館市漁
業協同組合

別紙漁場図のとお
り

茅部郡鹿部町及び函館
市地先

渡島
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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡海共第６７号 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
いわし刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ぶり刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

渡海共第６８号 第二種共同漁業 かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
さめ刺し網漁業 11月１日から翌年７月31日まで
たら刺し網漁業 11月１日から翌年５月31日まで
ひらめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほっけ・めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁船
　の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
　さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁船
　の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

函館市、北斗市、上磯郡
木古内町及び知内町並
びに松前郡福島町及び
松前町地先

上磯郡漁業協
同組合、函館市
漁業協同組合、
福島吉岡漁業
協同組合、松前
さくら漁業協同
組合

上磯郡漁業協
同組合、函館市
漁業協同組合、
福島吉岡漁業
協同組合、松前
さくら漁業協同
組合

別紙漁場図のとお
り

松前郡松前町地先

渡島
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（免許日：平成２５年９月１日　　存続期間：平成２５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 制限又は条件 備考

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧

渡胆海共第１号 落部漁業協同
組合、砂原漁業
協同組合、森漁
業協同組合、八
雲町漁業協同
組合、長万部漁
業協同組合、い
ぶり噴火湾漁業
協同組合、室蘭
漁業協同組合

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 室蘭市、伊達市、虻田郡
洞爺湖町及び豊浦町、
山越郡長万部町、二海
郡八雲町並びに茅部郡
森町地先

なし

第二種共同漁業 かすべ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
かれい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ながずか刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
にしん刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
はたはた刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる・かじか・ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

　

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
　ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
　海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する漁船
　の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

渡胆海共第２号 落部漁業協同
組合、砂原漁業
協同組合、森漁
業協同組合、八
雲町漁業協同
組合、長万部漁
業協同組合、い
ぶり噴火湾漁業
協同組合、室蘭
漁業協同組合

室蘭市、伊達市、虻田郡
洞爺湖町及び豊浦町、
山越郡長万部町、二海
郡八雲町並びに茅部郡
森町地先

別紙漁場図のとお
り

渡島
胆振
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