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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

長　海区第１号
長万部漁業協同
組合

第一種区画漁業
かき養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業

１月１日から１２月３１日まで 山越郡長万部町地先 長万部町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、6,365台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、4,171
台以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

八　海区第１号
八雲町漁業協同
組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業

１月１日から１２月３１日まで 二海郡八雲町地先

八雲町（東野、落部、栄浜、入沢、熊石
泉岱町、熊石折戸町、熊石相沼町、熊
石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、
熊石見日町、熊石鮎川町、熊石大谷
町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石根崎
町、熊石雲石町、熊石鳴神町、熊石西
浜町及び熊石関内町を除く）

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、5,646台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、3,632
台以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

別添漁場図のとおり渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

八　海区第２号
落部漁業協同組
合

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
うに養殖業

１月１日から１２月３１日まで 二海郡八雲町地先 八雲町東野、落部、栄浜及び入沢

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、4,195台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、2,000
台以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

森　海区第１号 森漁業協同組合 第一種区画漁業
かき養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡森町地先 森町（森町字砂原を除く）

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、5,000台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、2,830
台以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

別添漁場図のとおり渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

森　海区第２号
砂原漁業協同組
合

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡森町地先 森町字砂原

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、1,182台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、578台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

森　海区第３号
砂原漁業協同組
合

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡森町地先 森町字砂原

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、168台以
内とし、このうち成貝養殖施設台数は、120台以
内でなければならない。（幹綱100メートルをもっ
て1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

別添漁場図のとおり渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

鹿　海区第１号
鹿部漁業協同組
合

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡鹿部町地先 鹿部町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、769台以
内とし、このうち成貝養殖施設台数は、453台以
内でなければならない。（幹綱100メートルをもっ
て1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

鹿　海区第２号
鹿部漁業協同組
合

第一種区画漁業

こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡鹿部町地先 鹿部町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、706台以
内とし、このうち成貝養殖施設台数は、470台以
内でなければならない。（幹綱100メートルをもっ
て1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

別添漁場図のとおり渡島



5/11

第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

鹿　海区第３号
鹿部漁業協同組
合

第一種区画漁業

こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 茅部郡鹿部町地先 鹿部町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、327台以
内とし、このうち成貝養殖施設台数は、159台以
内でなければならない。（幹綱100メートルをもっ
て1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

函　海区第１号
南かやべ漁業協
同組合

第一種区画漁業

うに養殖業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市岩戸町、双見町、大船町、豊
崎町、臼尻町及び安浦町

(1) 区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セン
チメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては
電灯その他の照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
(2) ほたてがい養殖業の総施設台数は、540台以
内とし、このうち成貝養殖施設台数は、540台以
内でなければならない。（幹綱100メートルをもっ
て1台とする。）
(3) 本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
(4) 毎年度の生産実績を知事に報告しなければ
ならない。
(5) 知事は漁場管理上及び試験調査のため必要
があると認めるときは、承認施設台帳及び施設配
置図の提出を求めることがある。
(6) ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐れ
があるときは、知事は当該稚仔確保のために必
要な措置を指示することがある。

別添漁場図のとおり渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

函　海区第２号
南かやべ漁業協
同組合

第一種区画漁業
うに養殖業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市川汲町、尾札部町、木直町及
び古部町

函　海区第３号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
かき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　椴法華漁協

函　海区第４号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　えさん漁協

函　海区第５号
えさん漁業協同組
合

第二種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

　　なし 旧　えさん漁協

函　海区第６号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　えさん漁協

函　海区第７号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　えさん漁協

函　海区第８号
えさん漁業協同組
合

第二種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

　　なし 旧　えさん漁協

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

渡島



7/11

第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

函　海区第９号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　えさん漁協

函　海区第10号
えさん漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先

函館市銚子町、新浜町、新八幡町、
絵紙山町、新恵山町、富浦町、島泊
町、元村町、恵山岬町、恵山町、柏野
町、御崎町、古武井町、日ノ浜町、髙
岱町、吉畑町、豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、日和山町及
び日浦町

旧　えさん漁協

函　海区第11号
戸井漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市原木町、新二見町、浜町、館
町、泊町及び弁才町

旧　東戸井漁協

函　海区第12号
戸井漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市原木町、新二見町、浜町、館
町、泊町及び弁才町

旧　東戸井漁協

函　海区第13号
戸井漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市原木町、新二見町、浜町、館
町、泊町及び弁才町

旧　東戸井漁協

函　海区第14号
戸井漁業協同組
合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 函館市地先 函館市瀬田来町、汐首町及び釜谷町 旧　戸井町漁協

函　海区第15号
戸井漁業協同組
合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先 函館市小安町 旧　戸井町漁協

函　海区第16号
函館市漁業協同
組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先 函館市石崎町、白石町及び鶴野町 旧　函館市漁協

函　海区第17号
銭亀沢漁業協同
組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市古川町、石倉町、新湊町及び
銭亀町

函　海区第18号
銭亀沢漁業協同
組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市古川町、石倉町、新湊町及び
銭亀町

函　海区第19号
函館市漁業協同
組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 函館市地先
函館市赤坂町、瀬戸川町、高松町、
志海苔町及び根崎町

旧　根崎・函館市漁協

北斗海区第１号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業
かき養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 北斗市地先 北斗市 旧　上磯町漁協

北斗海区第２号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 北斗市地先 北斗市 旧　上磯はまなす漁協

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

北斗海区第３号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

あわび養殖業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 北斗市地先 北斗市 旧　上磯はまなす漁協

木　海区第１号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

うに養殖業
かき養殖業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
わかめ養殖業
ほや養殖業
ひじき養殖業

１月１日から１２月３１日まで 上磯郡木古内町地先
木古内町、知内町字中の川及び森
越

旧　木古内町漁協

木　海区第２号
上磯郡漁業協同
組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 上磯郡木古内町地先 木古内町 旧　木古内町漁協

木　海区第３号
上磯郡漁業協同
組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 上磯郡木古内町地先 木古内町 旧　木古内町漁協

木　海区第４号
上磯郡漁業協同
組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 上磯郡木古内町地先 木古内町 旧　木古内町漁協

木　海区第５号
上磯郡漁業協同
組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 上磯郡木古内町地先 木古内町 旧　木古内町漁協

知　海区第１号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

かき養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 上磯郡知内町地先 知内町 旧　知内町漁協

知　海区第２号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

あわび養殖業
うに養殖業
かき養殖業
こんぶ養殖業
ほたてがい養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 上磯郡知内町地先 知内町 旧　知内町漁協

知　海区第３号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

あわび養殖業
うに養殖業
こんぶ養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 上磯郡知内町地先 知内町 旧　知内町漁協

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

　　なし

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

知　海区第４号
上磯郡漁業協同
組合

第一種区画漁業

あわび養殖業
うに養殖業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 上磯郡知内町地先 知内町 旧　知内町漁協

福　海区第１号
福島吉岡漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡福島町地先 福島町

福　海区第２号
福島吉岡漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡福島町地先 福島町

福　海区第３号
福島吉岡漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡福島町地先 福島町

福　海区第４号
福島吉岡漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡福島町地先 福島町

松　海区第１号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町 　　なし

松　海区第２号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

松　海区第３号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町 　　なし

松　海区第４号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業
こんぶ養殖業
ほや養殖業
わかめ養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

松　海区第５号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第６号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

　　なし

渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

松　海区第７号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第８号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 あわび養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第9号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町 　　なし

松　海区第10号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業
第三種区画漁業

あわび養殖業
うに養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

松　海区第11号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町 　　なし

松　海区第12号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第13号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 こんぶ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第14号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第15号
松前さくら漁業協
同組合

第三種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第16号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 ほっけ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第17号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 ほっけ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第18号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業
ほっけ養殖業
あわび養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第19号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 うに養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

　　なし

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

渡島
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第１４次 海面区画漁業権免許状況一覧
（免許日：平成３０年９月１日　　存続期間：平成３０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 地元地区 制限又は条件 備考

松　海区第20号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 ほっけ養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第21号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業 あわび養殖業 １月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

松　海区第22号
松前さくら漁業協
同組合

第一種区画漁業
ほっけ養殖業
あわび養殖業

１月１日から１２月３１日まで 松前郡松前町地先 松前町

別添漁場図のとおり

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面1.5メートル以
上の高さに設置しなければならない。

渡島
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