
旧トン数 新トン数

15トン以上30トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

15トン以上37トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

15トン以上40トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

15トン以上48トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　３

40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　16

２そうまき 周年 15トン以上30トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

15トン以上37トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　18

２ 操業区域の１
及び２

１そうまき 周年 48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

３ 操業区域の
１、２及び４

１そうまき 周年 48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

４ 操業区域の
１、２、４、
６及び８

１そうまき 周年 40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

操業区域
漁具の種類
その他の漁業

の方法

漁業
時期

操業区域（別
記の操業区域
をいう。以下
同じ。）の１

１そうまき 周年

操業区域の
１、２及び８

１そうまき 周年

許可又は起業の認可を
すべき船舶等の数

船舶の総トン数

　　令和２年12月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                       　　　　　　　　　　　農林水産省

　漁業法（昭和24年法律第267号）第42条第１項の規定に基づき、大中型まき網漁業について漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）第
７条各号に定める制限措置の内容を次のように定める。

１

５



48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

６ 操業区域の１
及び３

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

７ 操業区域の
１、３及び７

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

８ 操業区域の１
及び４

１そうまき 周年 48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

９ 操業区域の１
及び４から６
まで

１そうまき 周年 40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

10 操業区域の
１、４から６
まで及び８

１そうまき 周年 40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　５

40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

12 操業区域の
１、６及び８

１そうまき 周年 48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

13 操業区域の１
及び７

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　４

11

14 １そうまき 周年

周年

操業区域の
１、２及び８

１そうまき 周年

操業区域の
１、４、６及
び８

１そうまき

操業区域の１
及び８

５



48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　４

200トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上351トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　８

200トン以上1,000トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上761トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　４

16 操業区域の３ １そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

17 操業区域の３
及び６から８
まで

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

18 操業区域の３
及び７

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

19 操業区域の３
及び８

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

20 操業区域の４
から６まで及
び８

１そうまき 周年 40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

21 操業区域の６
から８

１そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

22 操業区域の７ １そうまき 周年 40トン以上60トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上81トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　２

40トン以上100トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

48トン以上136トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

14

15

23

１そうまき 周年

操業区域の１
及び９

１そうまき 周年

操業区域の８

操業区域の１
及び８

１そうまき 周年



48トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　１

200トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上351トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　４

200トン以上1,000トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上761トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　13

25 操業区域の９
及び10

１そうまき 周年 200トン以上1,000トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上761トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　４

26 操業区域の10 １そうまき 周年 200トン以上500トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

200トン以上351トン未満
（現に許可又は起業の認可を受けて
いる船舶にあってはこの範囲におい
て許可又は認可を受けた際の総トン
数）

該当なし

※現に許可又は起業の認可を
受けている船舶の数　６

23

24 操業区域の９ １そうまき 周年

操業区域の８ １そうまき 周年

機密性〇情報                              〇〇限り 

別記 操業区域 

１ 北部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と東経 179 度 59 分 43 秒の線との両線間における海域（オホーツク海及び日本海の海

域を除く。） 

２ 中部太平洋海区  千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線との両線間における海域 

３ 南部太平洋海区 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と宮崎県串間市都井岬灯台正南の線との両線間における海域（漁業法施行令（昭

和 25年政令第 30号）第 16条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域（以下、「瀬戸内海の海域」という。）を除く。）  

４ 北部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外の日本海の海域 

５ 中部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線との両線間における海域 

６ 西部日本海海区 最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同県対馬市神

埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線との両線間における海域（瀬戸内海の海域を除く。） 

７ 九州西部海区 日本海における東経 129度 59分 53秒の線、宮崎県串間市都井岬灯台正南の線、東経 127度 59分 53秒の線、北緯 27度 14

秒の線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域 

８ 東海黄海海区 最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域 

９ 太平洋中央海区 東経 179 度 59 分 43 秒以西の北緯 20 度 21 秒の線、北緯 20 度 21 秒以北、北緯 40 度 16 秒以南の東経 179 度 59 分 43 秒の

線及び東経 179度 59分 43秒以東の北緯 40度 16秒の線から成る線以南の太平洋の海域（南シナ海の海域を除く。） 

10 インド洋海区 南緯 19 度 59 分 35 秒以北（東経 95 度４秒から東経 119 度 59 分 56 秒までの間の海域については、南緯９度 59 分 36 秒以

北）のインド洋の海域 

機密性〇情報                              〇〇限り 

備考 

 １ 「新トン数」とは、昭和 57 年７月 18 日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修

繕（船舶のトン数の測度に関する法律（昭和 55年法律第 40号）附則第３条第１項に定める修繕をいう。）が行われたものに適用される総トン

数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。 

２ 船舶の安全性、居住性等の確保のため大型化を図ることが適当であると水産庁長官が認めて大型化した船舶については、大型化前の総トン

数が「船舶の総トン数」の列に該当するものとする。ただし、当該船舶の制限措置の内容となる船舶の総トン数は、当該大型化による増加ト

ン数も含めたトン数とする。 


