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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
檜海共第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 檜山郡上ノ国町地先 なし

こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜海共第２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 檜山郡上ノ国町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第３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 檜山郡江差町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

第７次 海面共同漁業権免許状況一覧
（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）

檜山 別紙漁場図のとお
り

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。



2/5

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
（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）

檜海共第４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 檜山郡江差町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第５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 爾志郡乙部町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜海共第６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 爾志郡乙部町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第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 二海郡八雲町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜山

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

別紙漁場図のとお
り

ひやま漁業協同
組合

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。



3/5

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
（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）

檜海共第８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 二海郡八雲町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第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 久遠郡せたな町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜海共第10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 久遠郡せたな町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第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 久遠郡せたな町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
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

檜山 別紙漁場図のとお
り

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。



4/5

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
（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）

檜海共第12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 久遠郡せたな町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第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 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜海共第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
さめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第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 奥尻郡奥尻町地先 なし
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
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
えぞばかがい漁業
かき漁業
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

檜山 ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

久遠郡せたな町地先

久遠郡せたな町地先 （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  ベニズワイガニ及び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、100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。

（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  ベニズワイガニ及び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、100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。



5/5

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
（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）

檜海共第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 奥尻郡奥尻町地先
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 １月１日から12月31日まで
たなご・そい刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
ほていうお刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 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6月30日まで
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ
小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで

かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 １月１日から12月31日まで
がざみ・ひらつめがにかご漁業 １月１日から12月31日まで

檜海共第17号 ひやま漁業協同
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 檜山郡上ノ国町及び江
差町、爾志郡乙部町、二
海郡八雲町、久遠郡せ
たな町並びに奥尻郡奥
尻町地先

なし

檜海共第18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 10月１日から翌年4月30日まで
さめ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
たら刺し網漁業 10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
ほっけ刺し網漁業 １月１日から12月31日まで
めばる刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

檜山

ひやま漁業協同
組合

ひやま漁業協同
組合

檜山郡上ノ国町及び江
差町、爾志郡乙部町、二
海郡八雲町、久遠郡せ
たな町並びに奥尻郡奥
尻町地先

（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 ベニズワイガニ及び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。

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  ベニズワイガニ及び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、100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。
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