
旧トン数 新トン数

1 操業区域（別記の操業区
域をいう。以下同じ。）の
１から８まで

浮きはえ縄 周年 80トン以上120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）

120トン以上200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　11

2 操業区域の１から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上180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）

120トン以上260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から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上240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）

120トン以上320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から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上300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）

120トン以上380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　10

5 操業区域の１から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上360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）

120トン以上440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　68

6 操業区域の１から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上420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）

120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　84

7 操業区域の１から８まで 浮きはえ縄 周年 80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）

120トン以上580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

8 操業区域の１から８まで 浮きはえ縄 周年 80トン以上
（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）

120トン以上
（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

9 操業区域の９ 浮きはえ縄 周年 10トン以上80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）

10トン以上120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　38

10 操業区域の９ 浮きはえ縄 周年 10トン以120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）

10トン以上200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　０

11 操業区域の10 浮きはえ縄 周年 10トン以上20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）

10トン以上20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　217

12 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上180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）

120トン以上180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　12

13 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上240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）

120トン以上240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　０

14 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上300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）

120トン以上300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 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上360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）

120トン以上360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　０

16 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上420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）

120トン以上420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　０

　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、かつお・まぐろ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。

　　令和２年12月１日　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                            　　　　　　　　　　　農林水産省
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17 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80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）

120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　７

18 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上580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）

120トン以上580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

19 操業区域の１から８まで 釣り 周年 80トン以上
（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）

120トン以上
（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　17

20 操業区域の９ 釣り 周年 10トン以上80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）

10トン以上120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　35

21 操業区域の９ 釣り 周年 10トン以180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）

10トン以上180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　０

22 操業区域の10 釣り 周年 10トン以上20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）

10トン以上20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　０

23 操業区域の10 浮きはえ縄及
び釣り

周年 10トン以上20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）

10トン以上20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

備考
　１　「新トン数」とは、昭和57年７月18日以降で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
の修繕をいう。）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。

別記　操業区域
　（全海域）
　１　第1海区　オーストラリアの南海岸線と東経141度の線との交点から南緯55度東経141度の点に至る直線、南緯55度東経141度の点から南緯55度東経150度の点に至る直線、南緯55度東経150度の点から南緯６０度東経
150度の点に至る直線、南緯60度東経150度の点から南緯60度西経130度の点に至る直線、南緯60度西経130度の点から南緯４度西経130度の点に至る直線、南緯４度西経130度の点から南緯４度西経150度の点に至る直線
及び南緯４度以北の西経150度の線から成る線以西の太平洋の海域
　２　第２海区　オーストラリアの南海岸線と東経141度の線との交点から南緯55度東経141度の点に至る直線、南緯55度東経141度の点から南緯55度東経80度に至る直線、南緯55度東経80度の点から南緯45度東経80度に至
る直線、南緯45度東経80度の点から南緯45度東経30度の点に至る直線及び南緯45度東経30度の点から東経30度の線とアフリカ大陸南海岸線との交点に至る直線から成る線以北のインド洋の海域
　３　第３海区　北緯30度の線以北、西経45度の線以東の大西洋の海域（地中海を含む。）
　４　第４海区　アフリカ大陸の西海岸線と北緯30度の線との交点から北緯30度西経45度の点に至る直線、北緯30度西経45度の点から北緯10度西経45度の点に至る直線、北緯10度西経45度の点から北緯10度西経35度に至
る直線、北緯10度西経35度の点から北緯５度西経35度の点に至る直線、北緯５度西経35度の点から北緯５度西経30度の点に至る直線、北緯５度西経30度の点から赤道と西経30度との交点に至る直線、赤道と西経30度との交
点から赤道と西経25度との交点に至る直線、赤道と西経25度との交点から南緯50度西経25度の点に至る直線、南緯50度西経25度の点から南緯50度東経30度の点に至る直線及び南緯50度東経30度の点からアフリカ大陸の
南海岸線と東経30度の線との交点に至る直線から成る線以東の大西洋の海域
　５　第５海区　北緯35度以北の西経45度の線、北緯35度西経45度の点から北緯35度西経65度の点に至る直線、北緯35度西経65度の点から北緯20度西経65度の点に至る直線及び北緯20度西経65度の点以西の北緯20度の
線から成る線以西の大西洋の海域
　６　第６海区　西経65度以西の北緯20度の線、北緯20度西経65度の点から北緯35度西経65度の点に至る直線、北緯35度西経65度の点から北緯35度西経45度の点に至る直線、北緯35度西経45度の点から北緯10度西経45
度の点に至る直線、北緯10度西経45度の点から北緯10度西経35度の点に至る直線、北緯10度西経35度の点から北緯５度西経35度の点に至る直線、北緯５度西経35度の点から北緯５度西経30度の点に至る直線、北緯５度西
30度の点から赤道と西経30度の線との交点に至る直線、赤道と西経30度の線との交点から赤道と西経25度との交点に至る直線、赤道と西経25度との交点から南緯50度西経25度の点に至る直線、南緯50度西経25度の点から
南緯50度西経50度の点に至る直線、南緯50度西経50度の点から南緯60度西経50度の点に至る直線、南緯60度西経50度の点から南緯60度西経67度16分の点に至る直線及び南緯60度西経67度16分の点から南アメリカ大陸
の南海岸線と西経67度16分の線との交点に至る直線から成る線以西の大西洋の海域
　７　第７海区　南アメリカ大陸の南海岸線と西経67度16分の交点から南緯60度西経67度16分の点に至る直線、南緯60度西経67度16分の点から南緯60度西経130度の点に至る直線、南緯60度西経130度の点から南緯４度西
経130度の点に至る直線、南緯４度西経130度の点から南緯４度西経150度の点に至る直線及び南緯４度以北の西経150度の線から成る線以東の太平洋の海域
　８　第８海区　第１海区から第７海区までを除く全海域
　（近海）
　９　北緯50度の線、次に掲げるイからリまでの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経100度の線により囲まれた海域（漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第２条１に規定する海域を除く。）のうち、総トン数
20トン未満の動力漁船については、我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域（東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。）を除く海域
　　イ　北緯50度西経150度の点
　　ロ　南緯４度西経150度の点
　　ハ　南緯４度西経130度の点
　　ニ　南緯25度西経130度の点
　　ホ　南緯25度東経155度の点
　　ヘ　南緯11度30分東経129度の点
　　ト　南緯11度３０分東経113度28分の点
　　チ　南緯10度東経113度28分の点
　　リ　南緯10度東経100度の点
　（小型）
　10　北緯50度の線、次に掲げるイからリまでの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経100度の線により囲まれた海域（漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第２条１に規定する海域を除く。）のうち、北緯50
度の線、北緯20度の線、西経150度の線及び東経170度の線により囲まれた海域並びに我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域（東京都小笠原村南鳥島
に係る排他的経済水域及び領海を除く。）を除く海域
　　イ　北緯50度西経150度の点
　　ロ　南緯４度西経150度の点
　　ハ　南緯４度西経130度の点
　　ニ　南緯25度西経130度の点
　　ホ　南緯25度東経155度の点
　　ヘ　南緯11度30分東経129度の点
　　ト　南緯11度３０分東経113度28分の点
　　チ　南緯10度東経113度28分の点
　　リ　南緯10度東経100度の点


