
筑前海区区画漁業権 

１ 

 (1) 免許番号 筑区第１号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 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  糸島市大字加布里加布里漁港北側 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 55号 加布里漁港西防波堤灯台 

(ｲ) 基点第 55号から真方位 274度 50分 345メートルの点 

(ﾛ) 基点第 55号から真方位 299度 30分 418メートルの点 

(ハ) 基点第 55号から真方位 304度 15分 378メートルの点 

(ニ) 基点第 55号から真方位 319度 40分 510メートルの点 

(ホ) 基点第 55号から真方位 350度 35分 434メートルの点 

(ヘ) 基点第 55号から真方位 350度 35分 80メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市加布里、同市岩本及び同市神在 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第２号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 のり養殖業 10月１日から翌年３月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区姪浜小戸地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 62号 福岡市西区小戸３丁目 58の１、小戸ヨットハーバー北防波堤突端に設

置した灯標 

(ｲ) 基点第 62号から真方位 294度 39分 1,392メートルの点 

(ﾛ) 基点第 62号から真方位 335度 45分 740メートルの点 

(ﾊ) 基点第 62号から真方位 298度 16分 353メートルの点 

(ﾆ) 基点第 62号から真方位 273度 33分 1,264メートルの点 



 (4) 地元地区 福岡市西区愛宕浜及び同区姪浜 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第３号              

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 のり養殖業 10月１日から翌年３月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区室見川沖 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ﾎ) 、(ﾍ) 、(ﾄ) 及び(イ) を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 

基点第 63号 福岡市西区姪浜姪浜船溜東防波堤の北西角に設置した標識 

(イ)  基点第 63号から真方位 012度 04分 1,008メートルの点 

(ロ)  基点第 63号から真方位 065度 41分 2,216メートルの点 

(ハ)  基点第 63号から真方位 076度 47分 2,047メートルの点 

(ﾆ)  基点第 63号から真方位 081度 23分 2,017メートルの点 

(ﾎ)  基点第 63号から真方位 079度 05分 1,674メートルの点 

(ﾍ)  基点第 63号から真方位 074度 15分 1,719メートルの点 

(ﾄ)  基点第 63号から真方位 019度 47分 566メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市西区愛宕浜及び同区姪浜 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 101号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈鹿家地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第１号 福岡・佐賀県界に設置した標石（包石） 

基点第 48号 鹿家漁港串崎防波堤記念碑 



(イ)  基点第 48号から真方位 234度 33分 1,506メートルの点 

(ロ)  基点第 48号から真方位 277度 51分 1,042メートルの点 

(ハ)  基点第 48号から真方位 278度 53分 545メートルの点 

(ニ)  基点第 48号から真方位 170度 22分 540メートルの点 

 (ホ)  基点第１号から真方位 352度 00分 490メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈吉井及び同市二丈福井 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 102号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈片山大崎内側 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 及び基点第 50号を順次に結んだ直線並びに(イ) 及び基点第 50号の間の

最大高潮時海岸線から沖合 10メートルの線によって囲まれた区域 

基点第 50号 深江漁港西防波堤の付根に設定した標識 

基点第 51号 深江漁港西側大崎防波堤の付根に設定した標識 

(イ)  基点第 51号から真方位 093度 35分 192メートルの点 

(ロ)  基点第 51号から真方位 135度 55分 276メートルの点 

(ハ)  基点第 50号から真方位 177度 00分 158メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈深江及び同市二丈片山 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 103号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈片山大崎南側 

  ウ 漁場の区域 



    次の基点第 52号、(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ホ) 及び基点第 52号を順次に結んだ直線によって

囲まれた区域 

基点第 52号 深江漁港西側大崎防波堤突端に設定した標識 

(イ)  基点第 52号から真方位 282度 20分 193.5メートルの点 

(ロ)  基点第 52号から真方位 303度 00分 375.5メートルの点 

(ハ)  基点第 52号から真方位 322度 00分 338メートルの点 

(ニ)  基点第 52号から真方位 320度 00分 184メートルの点 

(ホ)  基点第 52号から真方位 003度 50分 115.5メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈深江及び同市二丈片山 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 104号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区大字志賀島道切地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 66号 福岡市東区大字志賀島志賀島漁港西１号防波堤灯台 

(イ)  基点第 66号から真方位 098度 40分 1,097メートルの点 

(ロ)  基点第 66号から真方位 121度 10分 1,384メートルの点 

(ハ)  基点第 66号から真方位 140度 30分 650メートルの点 

(ニ)  基点第 66号から真方位 106度 25分 204メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区大字志賀島 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 105号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 



  イ 漁場の位置 福岡市東区大字志賀島叶の浜地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ホ) 、(ヘ) 、(ト) 、(チ) 及び(イ) を順次に結んだ直線によって囲まれた区

域 

基点第 66号 福岡市東区大字志賀島志賀島漁港西 1号防波堤灯台 

基点第 67 号 福岡市東区大字志賀島蒙古軍供養塔から真方位 220 度 48 分 70 メー

トルの点に設定した標識 

(イ)  基点第 66号から真方位 202度 50分 219メートルの点 

(ロ)  基点第 66号から真方位 192度 00分 359メートルの点 

(ハ)  基点第 66号から真方位 244度 50分 951メートルの点 

(ニ)  基点第 67号から真方位 163度 35分 749メートルの点 

(ホ)  基点第 67号から真方位 174度 40分 599メートルの点 

(ヘ)  基点第 67号から真方位 163度 05分 499メートルの点 

(ト)  基点第 67号から真方位 154度 25分 641メートルの点 

(チ)  基点第 66号から真方位 253度 10分 886メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区大字志賀島 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 106号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区大字弘地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 67 号 福岡市東区大字志賀島蒙古軍供養塔から真方位 220 度 48 分 70 メー

トルの点に設定した標識 

 (イ)  基点第 67号から真方位 155度 30分 375メートルの点 

(ロ)  基点第 67号から真方位 183度 05分 553メートルの点 

(ハ)  基点第 67号から真方位 232度 00分 505メートルの点 

(ニ)  基点第 67号から真方位 283度 05分 722メートルの点 

(ホ)  基点第 67号から真方位 303度 00分 552メートルの点 

(ヘ)  基点第 67号から真方位 232度 00分 220メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区大字弘 



 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 

 

１０ 

 (1) 免許番号 筑区第 107号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区大字勝馬字赤石地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 44号 福岡市東区大字弘弘漁港北防波堤に設置した標識 

(イ)  基点第 44号から真方位 181度 30分 190メートルの点 

(ロ)  基点第 44号から真方位 223度 45分 390メートルの点 

(ハ)  基点第 44号から真方位 321度 05分 1,202メートルの点 

(ニ)  基点第 44号から真方位 338度 05分 1,130メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区大字弘 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 108号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区大字志賀島東側 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 46号 福岡市東区大字志賀島志賀島漁港北防波堤灯台 

(イ)  基点第 46号から真方位 069度 12分 2,650メートルの点 

(ロ)  基点第 46号から真方位 040度 48分 1,210メートルの点 

(ハ)  基点第 46号から真方位 025度 00分 1,915メートルの点 

(ニ)  基点第 46号から真方位 055度 00分 3,050メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区大字志賀島 



 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 109号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福津市津屋崎新川地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の基点第 69号、(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 及び基点第 69号を順次に結んだ直線によって囲ま

れた区域 

基点第 69号 津屋崎漁港東防波堤灯台 

(イ)  基点第 69号から真方位 111度 10分 764メートルの点 

(ロ)  基点第 69号から真方位 089度 30分 824メートルの点 

(ハ)  基点第 69号から津屋崎漁港東防波堤沿いに北東へ 348メートルの点 

(ニ)  基点第 69号から津屋崎漁港東防波堤沿いに北東へ 204メートルの点 

 (4) 地元地区 福津市津屋崎及び同市渡 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 110号 

 (2) 漁業権者 北九州市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 北九州市小倉北区大字馬島天使地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 75号 北九州市小倉北区大字馬島天使 293番地に設置した標柱 

(イ)  基点第 75号から真方位 142度 00分 378メートルの点 

(ロ)  基点第 75号から真方位 148度 50分 384メートルの点 

(ハ)  基点第 75号から真方位 167度 00分 151メートルの点 

(ニ)  基点第 75号から真方位 150度 30分 135メートルの点 



 (4) 地元地区 北九州市小倉北区大字馬島 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 111号 

 (2) 漁業権者 北九州市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 北九州市小倉北区大字馬島字金崎１番地地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 76号 北九州市小倉北区大字馬島字金崎１番地地先の石柱 

(イ)  基点第 76号から真方位 355度 30分 134メートルの点 

(ロ)  基点第 76号から真方位 018度 30分 232メートルの点 

(ハ)  基点第 76号から真方位 049度 20分 210メートルの点 

(ニ)  基点第 76号から真方位 055度 00分 100メートルの点 

 (4) 地元地区 北九州市小倉北区大字馬島 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 112号 

 (2) 漁業権者 北九州市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 北九州市門司区大里地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 77号 北九州市門司区松原二丁目大瀬戸導灯第２号（前灯） 

(イ)  基点第 77号から真方位 000度 00分 29メートルの点 

(ロ)  基点第 77号から真方位 333度 00分 77メートルの点 

(ハ)  基点第 77号から真方位 240度 00分 339メートルの点 

(ニ)  基点第 77号から真方位 231度 00分 333メートルの点 



 (4) 地元地区 北九州市門司区青葉台、同区泉ヶ丘、同区稲積、同区梅ノ木町、同区奥田、

同区風師、同区片上海岸、同区片上町、同区上二十町、同区上藤松、同区

上本町、同区上馬寄、同区吉志、同区北川町、同区葛葉、同区黄金町、同

区小松町、同区小森江、同区寺内、同区下二十町、同区下馬寄、同区社ノ

木、同区城山町、同区新原町、同区瀬戸町、同区大里、同区大里桜ヶ丘、

同区大里新町、同区大里戸ノ上、同区大里原町、同区大里東、同区大里東

口、同区大里本町、同区大里元町、同区大里桃山町、同区高田、同区中二

十町、同区中町、同区永黒、同区西新町、同区羽山、同区原町別院、同区

光町、同区東新町、同区東馬寄、同区藤松、同区二タ松町、同区不老町、

同区別院、同区本町、同区松崎町、同区松原、同区緑ヶ丘、同区南本町、

同区桃山台、同区柳原町、同区柳町、同区矢筈町、小倉北区下富野、同区

香春口、同区上富野、若松区青葉台南及び小倉南区守恒 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 113号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区箱崎地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 11号 博多港西防波堤灯台北灯台 

(イ)  基点第 11号から真方位 048度 55分 1,748メートルの点 

(ロ)  基点第 11号から真方位 055度 29分 1,887メートルの点 

(ハ)  基点第 11号から真方位 061度 43分 1,656メートルの点 

(ニ)  基点第 11号から真方位 054度 43分 1,497メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区箱崎 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 114号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈吉井地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 49号 糸島市二丈吉井国土地理院四等三角点 

(イ)  基点第 49号から真方位 301度 34分 576メートルの点 

(ロ)  基点第 49号から真方位 257度 31分 444メートルの点 

(ハ)  基点第 49号から真方位 258度 10分 520メートルの点 

(ニ)  基点第 49号から真方位 266度 51分 574メートルの点 

(ﾎ)  基点第 49号から真方位 294度 54分 679メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈吉井及び同市二丈福井 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 115号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩新町地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 57号 糸島市志摩岐志岐志漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 57号から真方位 123度 41分 957メートルの点 

(ロ)  基点第 57号から真方位 118度 37分 987メートルの点 

(ハ)  基点第 57号から真方位 119度 41分 1,036メートルの点 

(ニ)  基点第 57号から真方位 124度 10分 1,012メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩岐志及び同市志摩新町 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 201号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 



 (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 小割式魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩船越地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 56号 糸島市志摩船越船越漁港南防波堤突端に設定した標識 

(イ)  基点第 56号から真方位 280度 56分 185メートルの点 

(ロ)  基点第 56号から真方位 229度 34分 899メートルの点 

(ハ)  基点第 56号から真方位 205度 09分 875メートルの点 

(ニ)  基点第 56号から真方位 129度 07分 148メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩船越及び同市志摩久家 

 (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 筑区第 202号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 小割式魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市大島大島漁港内 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 71号 宗像市大島大島漁港南３号防波堤灯台 

(イ)  基点第 71号から真方位 356度 48分 236メートルの点 

(ロ)  基点第 71号から真方位 015度 53分 187メートルの点 

(ハ)  基点第 71号から真方位 298度 45分 37メートルの点 

(ニ)  基点第 71号から真方位 299度 52分 100メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市大島 

 (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 筑区第 203号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 



 (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 小割式魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市鐘崎地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 72号 宗像市鐘崎鐘崎漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 72号から真方位 218度 00分 1,380メートルの点 

(ロ)  基点第 72号から真方位 220度 00分 1,820メートルの点 

(ハ)  基点第 72号から真方位 213度 00分 1,890メートルの点 

(ニ)  基点第 72号から真方位 207度 00分 1,400メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市鐘崎、同市上八、同市田野、同市池田、同市田熊及び同市大井台 

 (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 筑区第 204号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 小割式魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市大島大島漁港内 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 88号 大島漁港東 1号防波堤突端に設置した灯標 

(イ)  基点第 88号から真方位 104度 59分 70メートルの点 

(ロ)  基点第 88号から真方位 066度 26分 148メートルの点 

(ハ)  基点第 88号から真方位 083度 14分 181メートルの点 

(ニ)  基点第 88号から真方位 117度 00分 124メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市大島 

 (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 筑区第 205号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 



 (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 小割式魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩姫島姫島漁港内 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 87号 姫島漁港東防波堤灯台 

(イ)  基点第 87号から真方位 265度 48分 69メートルの点 

(ロ)  基点第 87号から真方位 241度 26分 163メートルの点 

(ハ)  基点第 87号から真方位 253度 54分 180メートルの点 

(ニ)  基点第 87号から真方位 283度 46分 101メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩姫島 

 (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 筑区第 301号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈松末地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 54号 糸島市二丈浜窪箱島神社 

(イ)  基点第 54号から真方位 256度 14分 951メートルの点 

(ロ)  基点第 54号から真方位 257度 02分 610メートルの点 

(ハ)  基点第 54号から真方位 242度 12分 547メートルの点 

(ニ)  基点第 54号から真方位 231度 28分 1,435メートルの点 

(ホ)  基点第 54号から真方位 244度 39分 1,508メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市加布里、同市岩本及び同市神在 

 (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 筑区第 302号 



 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩久家立石崎地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 56号 糸島市志摩船越船越漁港南防波堤突端に設定した標識 

(イ)  基点第 56号から真方位 122度 32分 909メートルの点 

(ロ)  基点第 56号から真方位 115度 49分 931メートルの点 

(ハ)  基点第 56号から真方位 116度 27分 1,148メートルの点 

(ニ)  基点第 56号から真方位 117度 20分 1,228メートルの点 

(ホ)  基点第 56号から真方位 121度 08分 1,205メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩船越及び同市志摩久家 

 (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 筑区第 303号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩岐志地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 57号 糸島市志摩岐志岐志漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 57号から真方位 142度 21分 251メートルの点 

(ロ)  基点第 57号から真方位 142度 17分 702メートルの点 

(ハ)  基点第 57号から真方位 179度 28分 878メートルの点 

(ニ)  基点第 57号から真方位 207度 09分 585メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩岐志及び同市志摩新町 

 (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 

 

２７ 



 (1) 免許番号 筑区第 304号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩野北野北漁港内 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) を順次に結んだ直線及び防波堤によって囲まれた区域 

基点第 59号 野北漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 59号から真方位 297度 50分 391メートルの点 

(ロ)  基点第 59号から真方位 285度 53分 253メートルの点 

(ハ)  基点第 59号から真方位 273度 40分 292メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩野北 

 (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 筑区第 305号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩久家地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、（ホ）、（ヘ）、（ト）及び(イ) を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 

基点第 56号 糸島市志摩船越船越漁港南防波堤突端に設定した標識 

(イ)  基点第 56号から真方位 076度 50分 162メートルの点 

(ロ)  基点第 56号から真方位 047度 22分 357メートルの点 

(ハ)  基点第 56号から真方位 092度 40分 680メートルの点 

(ニ)  基点第 56号から真方位 106度 11分 940メートルの点 

(ホ)  基点第 56号から真方位 135度 31分 858メートルの点 

(ヘ)  基点第 56号から真方位 139度 02分 493メートルの点 

(ト)  基点第 56号から真方位 110度 03分 522メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩船越及び同市志摩久家 

 (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 筑区第 306号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩岐志地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 57号 糸島市志摩岐志岐志漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 57号から真方位 225度 20分 317メートルの点 

(ロ)  基点第 57号から真方位 231度 27分 1,173メートルの点 

(ハ)  基点第 57号から真方位 239度 12分 1,176メートルの点 

(ニ)  基点第 57号から真方位 253度 56分 335メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩岐志及び同市志摩新町 

 (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 

 

３０ 

 (1) 免許番号 筑区第 307号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区能古地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 61号 福岡市西区能古土手崎突端に設置した標識 

(イ)  基点第 61号から真方位 132度 25分 113メートルの点 

(ロ)  基点第 61号から真方位 112度 50分 198メートルの点 

(ハ)  基点第 61号から真方位 146度 51分 331メートルの点 

(ニ)  基点第 61号から真方位 163度 29分 289メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市西区能古 

 (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 筑区第 308号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市東区志賀島志賀島漁港内 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 66号 福岡市東区志賀島志賀島漁港西防波堤灯台 

(イ)  基点第 66号から真方位 305度 51分 82メートルの点 

(ロ)  基点第 66号から真方位 293度 24分 33メートルの点 

(ハ)  基点第 66号から真方位 238度 03分 104メートルの点 

(ニ)  基点第 66号から真方位 230度 12分 137メートルの点 

(ホ)  基点第 66号から真方位 249度 20分 151メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市東区志賀島 

 (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 筑区第 309号 

 (2) 漁業権者 北九州市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 北九州市若松区小竹地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 74号 北九州市若松区の響灘新港西第１防波堤東灯台 

(イ)  基点第 74号から真方位 230度 37分 83メートルの点 

(ロ)  基点第 74号から真方位 190度 13分 358メートルの点 

(ハ)  基点第 74号から真方位 230度 37分 1,104メートルの点 

(ニ)  基点第 74号から真方位 244度 45分 944メートルの点 

 (4) 地元地区 北九州市若松区大字小竹、同区久岐の浜、同区花野路、同区畠田、同区下

原町、同区東小石町、同区鴨生田、同区栄盛川町、同区迫田町、同区二島、



同区青葉台南、同区原町、同区響南町、同区修多羅、同区波打町、同区東

二島、同区桜町、同区浜町、同区本町、同区乙丸、同区宮丸、同区西小石

町、同区高須西、同区塩屋、同区小糸町、同区大字畠田、同区古前、同区

上原町及び同区大字小石 

 (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 筑区第 310号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福津市津屋崎漁港内 

  ウ 漁場の区域 

    次の基点第 82号、(イ) 、(ロ) 及び基点第 83号を順次に結んだ直線並びに防波堤によって

囲まれた区域 

基点第 82号 津屋崎漁港第１号防波堤西北端から防波堤に沿って東へ 216メートル

の点 

基点第83号 津屋崎漁港第１号防波堤西北端から防波堤に沿って東へ49メートルの

点 

(イ)  基点第 82号から真方位 330度 14分 50メートルの点 

(ロ)  基点第 83号から真方位 330度 14分 50メートルの点 

 (4) 地元地区 福津市津屋崎及び同市渡 

 (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 筑区第 311号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区大字宮浦地先 

  ウ 漁場の区域 

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



基点第 60号 唐泊漁港唐泊防波堤灯台 

(イ)  基点第 60号から真方位 076度 50分 45メートルの点 

(ロ)  基点第 60号から真方位 084度 08分 352メートルの点 

(ハ)  基点第 60号から真方位 049度 02分 745メートルの点 

(ニ)  基点第 60号から真方位 041度 06分 733メートルの点 

(ホ)  基点第 60号から真方位 059度 38分 313メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市西区大字宮浦 

 (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 筑区第 312号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区大字宮浦地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ホ) 、(ヘ) 、(ト) 、(チ) 及び(イ) を順次に結んだ直線によって囲まれた区

域 

基点第 60号 唐泊漁港唐泊防波堤灯台 

(イ)  基点第 60号から真方位 233度 11分 165メートルの点 

(ロ)  基点第 60号から真方位 223度 57分 585メートルの点 

(ハ)  基点第 60号から真方位 177度 56分 941メートルの点 

(ニ)  基点第 60号から真方位 164度 06分 2,042メートルの点 

(ホ)  基点第 60号から真方位 124度 04分 2,134メートルの点 

(ヘ)  基点第 60号から真方位 105度 00分 1,851メートルの点 

(ト)  基点第 60号から真方位 069度 28分 850メートルの点 

(チ)  基点第 60号から真方位 095度 22分 639メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市西区大字宮浦 

 (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 筑区第 313号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈片山大崎内側 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 及び(ニ) を順次に結んだ直線並びに (イ) 及び(ニ) の間の最大高潮時海岸線

から沖合 10メートルの線によって囲まれた区域 

基点第 51号 深江漁港西側大崎防波堤の付根に設定した標識 

(イ)  基点第 51号から真方位 049度 30分 79メートルの点 

(ロ)  基点第 51号から真方位 163度 30分 202メートルの点 

(ハ)  基点第 51号から真方位 135度 55分 276メートルの点 

(ニ)  基点第 51号から真方位 093度 35分 192メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈深江及び同市二丈片山 

 (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 筑区第 314号 

 (2) 漁業権者 北九州市漁業協同組合 

 (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 かき養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 北九州市若松区小竹地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の基点第 84号、(イ) 、(ロ) 及び基点第 85号を順次に結んだ直線並びに防波堤によって

囲まれた区域 

基点第 84号 脇之浦漁港南防波堤南端から防波堤に沿って西へ 40メートルの点 

基点第 85号 脇之浦漁港南防波堤南端から防波堤に沿って西へ 120メートルの点 

(イ)  基点第 84号から真方位 167度 30分 5メートルの点 

(ロ)  基点第 85号から真方位 167度 30分 5メートルの点 

 (4) 地元地区 北九州市若松区大字小竹、同区久岐の浜、同区花野路、同区畠田、同区下

原町、同区東小石町、同区鴨生田、同区栄盛川町、同区迫田町、同区二島、

同区青葉台南、同区原町、同区響南町、同区修多羅、同区波打町、同区東

二島、同区桜町、同区浜町、同区本町、同区乙丸、同区宮丸、同区西小石

町、同区高須西、同区塩屋、同区小糸町、同区大字畠田、同区古前、同区

上原町及び同区大字小石 

 (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 筑区第 401号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 わかめ・あかもく養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市大島大島避難港南側 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 70号 宗像市大島大島港外防波堤灯台 

(イ)  基点第 70号から真方位 143度 44分 120メートルの点 

(ロ)  基点第 70号から真方位 170度 37分 426メートルの点 

(ハ)  基点第 70号から真方位 197度 09分 439メートルの点 

(ニ)  基点第 70号から真方位 233度 03分 158メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市大島 

 (5) 制限又は条件 漁期終了までに当該養殖施設を撤去しなければならない。 

 (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 筑区第 501号 

 (2) 漁業権者 福岡市漁業協同組合 

 (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 あわび養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 福岡市西区玄界島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 86号 玄界島漁港第１号防波堤灯台 

(イ)  基点第 86号から真方位 055度 07分 147メートルの点 

(ロ)  基点第 86号から真方位 057度 42分 221メートルの点 

(ハ)  基点第 86号から真方位 075度 35分 202メートルの点 

(ニ)  基点第 86号から真方位 074度 40分 170メートルの点 

 (4) 地元地区 福岡市西区大字玄界島 

 (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 筑区第 601号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 ふともずく養殖業 12月１日から翌年６月15日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市地島泊地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 73号 宗像市地島泊地島漁港（泊地区）竜宮護岸付根に設置した標識 

(イ)  基点第 73号から真方位 075度 36分 380メートルの点 

(ロ)  基点第 73号から真方位 078度 02分 590メートルの点 

(ハ)  基点第 73号から真方位 092度 12分 585メートルの点 

(ニ)  基点第 73号から真方位 098度 02分 380メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市地島 

 (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 筑区第 602号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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 ふともずく養殖業 12月１日から翌年６月15日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市地島泊地先  

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 73 号  宗像市地島泊地島漁港（泊地区）竜宮護岸付根に設置し       

た標識 

(イ)  基点第 73号から真方位 324度 03分 440メートルの点 

(ロ)  基点第 73号から真方位 308度 31分 190メートルの点 

(ハ)  基点第 73号から真方位 273度 46分 325メートルの点 

(ニ)  基点第 73号から真方位 300度 38分 515メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市地島 



 (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 筑区第 701号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 わかめ・ふともずく養殖業 10月１日から翌年６月15日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩芥屋地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ホ) 、(ヘ) 、(ト) 及び(イ) を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 

基点第 58号 糸島市志摩芥屋地先 筑前ノウ瀬灯標 

(イ)  基点第 58号から真方位 055度 40分 896メートルの点 

(ロ)  基点第 58号から真方位 043度 29分 942メートルの点 

(ハ)  基点第 58号から真方位 038度 13分 941メートルの点 

(ニ)  基点第 58号から真方位 035度 34分 1,044メートルの点 

(ホ)  基点第 58号から真方位 045度 46分 1,053メートルの点 

(ヘ)  基点第 58号から真方位 051度 20分 1,001メートルの点 

(ト)  基点第 58号から真方位 058度 27分 965メートルの点 

(4) 地元地区 糸島市志摩芥屋 

 (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 筑区第 801号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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 こんぶ養殖業 10月１日から翌年５月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市志摩芥屋地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 58号 糸島市志摩芥屋地先 筑前ノウ瀬灯標 

(イ)  基点第 58号から真方位 057度 57分 872メートルの点 

(ロ)  基点第 58号から真方位 055度 39分 896メートルの点 



(ハ)  基点第 58号から真方位 058度 26分 965メートルの点 

(ニ)  基点第 58号から真方位 060度 38分 943メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市志摩芥屋 

 (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 筑区第 901号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

        基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 092度 42分 80メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 056度 23分 312メートルの点 

(ハ)  基点第 68号から真方位 067度 28分 344メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 108度 09分 144メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 902号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 344度 44分 111メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 352度 38分 157メートルの点 



(ハ)  基点第 68号から真方位 003度 31分 151メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 000度 02分 102メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 903号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 012度 00分 385メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 016度 09分 421メートルの点 

(ハ)  基点第 68号から真方位 019度 38分 403メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 015度 38分 366メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 904号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 026度 08分 339メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 035度 48分 434メートルの点 



(ハ)  基点第 68号から真方位 047度 32分 404メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 040度 38分 296メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 905号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 027度 43分 427メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 030度 34分 461メートルの点 

(ハ)  基点第 68号から真方位 033度 48分 446メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 031度 08分 411メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 906号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 89号 糟屋郡新宮町大字相島朝鮮通信使関係遺跡群石碑 

(イ)  基点第 89号から真方位 067度 22分 155メートルの点 

(ロ)  基点第 89号から真方位 025度 27分 160メートルの点 



(ハ)  基点第 89号から真方位 033度 24分 188メートルの点 

(ニ)  基点第 89号から真方位 066度 15分 188メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 907号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠母貝養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 208度 37分 33メートルの点 

(ロ)  基点第 68号から真方位 182度 32分 125メートルの点 

(ハ)  基点第 68号から真方位 187度 28分 127メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 221度 13分 41メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 1001号 

 (2) 漁業権者 新宮相島漁業協同組合 

 (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 真珠養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糟屋郡新宮町大字相島地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の(イ) 、(ロ) 、(ハ) 、(ニ) 、(ホ) 、(ヘ) 、（ト）を順次に結んだ直線並びに(イ) 及び(ト) の間の最大高

潮時海岸線とによって囲まれた区域 

基点第 68号 糟屋郡新宮町大字相島相島漁港南防波堤灯台 

(イ)  基点第 68号から真方位 048度 49分 646メートルの点 



(ロ)  基点第 68号から真方位 047度 26分 569メートルの点 

(ハ)  基点第 68号から真方位 040度 04分 499メートルの点 

(ニ)  基点第 68号から真方位 048度 41分 426メートルの点 

(ホ)  基点第 68号から真方位 090度 40分 577メートルの点 

(ヘ)  基点第 68号から真方位 101度 03分 1,265メートルの点 

(ト)  基点第 68号から真方位 082度 41分 1,254メートルの点 

 (4) 地元地区 糟屋郡新宮町大字相島 

 (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 筑区第 1101号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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･魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市鐘崎地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の基点第 78号、(イ) 、(ロ) 、(ハ) 及び基点第 79号を順次に結んだ直線並びに防波堤によ

って囲まれた区域 

基点第 78 号 宗像市大字鐘崎鐘崎漁港沖防波堤の北東端から岸壁に沿って南へ 10

メートルのところに設定した標識 

基点第 79 号 宗像市大字鐘崎鐘崎漁港沖防波堤の北東端から岸壁に沿って南へ 382

メートルのところに設定した標識 

(イ)  基点第 78号から真方位 093度 30メートルの点 

(ロ)  (イ) の点から真方位 183度の線と、(ハ) の点から真方位 013度の線との交点 

(ハ)  基点第 79号から真方位 103度 30メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市鐘崎、同市上八、同市田野、同市池田、同市田熊及び同市大井台 

 (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 

 

５３ 

 (1) 免許番号 筑区第 1102号 

 (2) 漁業権者 宗像漁業協同組合 

 (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･魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 宗像市地島豊岡地先 

  ウ 漁場の区域 

    次の基点第 80号、(イ) 、(ロ) 及び基点第 81号を順次に結んだ直線並びに防波堤によって

囲まれた区域 

基点第 80 号 宗像市大字地島豊岡地島漁港（豊岡地区）第１東防波堤北西端から岸

壁に沿って東へ５メートルのところに設定した標識 

基点第 81 号 宗像市大字地島豊岡地島漁港（豊岡地区）第１東防波堤北東端から岸

壁に沿って西へ５メートルのところに設定した標識 

(イ)  基点第 80号から真方位 354度 00分 44メートルの点 

(ロ)  基点第 81号から真方位 354度 00分 44メートルの点 

 (4) 地元地区 宗像市地島 

 (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 

 

５４ 

 (1) 免許番号 筑区第 1103号 

 (2) 漁業権者 糸島漁業協同組合 

 (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･魚類養殖業 １月１日から12月31日まで 

  イ 漁場の位置 糸島市二丈吉井地先 

  ウ 漁場の区域 

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

基点第 49号 糸島市二丈吉井国土地理院四等三角点 

(イ)  基点第 49号から真方位 266度 24分 566メートルの点 

(ロ)  基点第 49号から真方位 264度 42分 941メートルの点 

(ハ)  基点第 49号から真方位 273度 22分 1,072メートルの点 

(ニ)  基点第 49号から真方位 293度 19分 1,160ートルの点 

(ホ)  基点第 49号から真方位 309度 12分 839メートルの点 

 (4) 地元地区 糸島市二丈吉井及び同市二丈福井 

 (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 



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（福吉）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（姫島）

205



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（深江）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（加布里、船越）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（岐志、芥屋）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（野北）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（唐泊）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（玄界島）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（姪浜、能古）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（箱崎）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（志賀島、弘）



区画漁業権連絡図（相島） 1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（津屋崎）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（大島）



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（鐘崎、地島）



区画漁業権連絡図（脇之浦）

1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖



1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖

区画漁業権連絡図（馬島）



区画漁業権連絡図（大里）

1～3 号 のり養殖
101～115 号 わかめ養殖
201～205 号 魚類養殖
301～314 号 かき養殖
401 号 わかめ・あかもく養殖
501 号 あわび養殖
601～602 号 ふともずく養殖
701 号 わかめ・ふともずく養殖
801 号 こんぶ養殖
901～907 号 真珠母貝養殖
1001 号 真珠養殖
1101～1103 号 かき・魚類養殖


