
〈附表２〉 地区内漁業の概況

○ 共同漁業権一覧表

免許番号 漁 業 の 種 類 漁　 場　 の　 位　 置 関　　　係　　　地　　　区 

共第１号 第１、２種 中津市から豊後高田市に至る間の地先 中津市、宇佐市及び豊後高田市

共第２号 第１、２、３種 中津市の地先 中津市

共第3号 第１、２、３種
宇佐市大字下庄から大字下乙女に至る間の
地先

宇佐市大字下庄、大字上高家、大字下高家、大字東高家、大字西高家、大
字浜高家、大字乙女新田、大字尾永井及び大字下乙女

共第4号 第１、２、３種
宇佐市大字江須賀から豊後高田市呉崎に
至る間の地先

宇佐市大字江須賀、大字住江、大字神子山新田、大字郡中新田、大字高砂
新田、大字順風新田、貴船町、子安町、住吉町、沖須町、大字下乙女、大字
長洲、大字蜷木、大字松崎、大字西大堀、大字佐々礼、大字岩保新田、大
字久兵衛新田、大字北鶴田新田及び南鶴田新田並びに豊後高田市（中真
玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土、臼野、香々地、見目、上香々地、
夷、小畑、堅来及び羽根を除く。）

共第5号 第１、２種
豊後高田市中真玉、西真玉、大平、城前、
大岩屋、黒土及び臼野の地先

豊後高田市中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土及び臼野

共第6号 第１、２、３種
豊後高田市香々地、見目、上香々地、夷、
小畑、堅来及び羽根の地先

豊後高田市香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

共第7号 第１、２、３種 国東市国見町の地先 国東市国見町

共第8号 第１、２、３種 東国東郡姫島村の地先 東国東郡姫島村

共第9号 第１、２、３種 国東市国東町の地先 国東市国東町

共第10号 第１、２、３種 国東市武蔵町の地先 国東市武蔵町

共第11号 第１、２、３種 国東市安岐町の地先 国東市安岐町

共第12号 第１種 杵築市大字狩宿及び大字奈多の地先 杵築市大字狩宿及び大字奈多

共第13号 第１種 杵築市大字守江の地先 杵築市大字守江

共第14号 第１種
杵築市大字南杵築から大字熊野に至る間の
地先

杵築市大字南杵築、大字杵築、大字大内、大字片野及び大字熊野

共第15号 第１、２、３種 杵築市の地先 杵築市

共第16号 第１、２、３種 速見郡日出町の地先 速見郡日出町

共第17号 第１、２、３種 別府市の地先 別府市

共第18号 第１種
大分市大字神崎から大分臨海工業地帯５号
埋立地に至る間の地先

大分市（大字馬場、大字本神崎、大字木佐上、大字大平、大字志生木、大字
佐賀関、大字白木、大字一尺屋、大字今市、大字入蔵、大字太田、大字上
詰、大字沢田、大字下原、大字高原、大字竹矢、大字辻原、大字荷尾杵、大
字野津原、大字福宗及び大字廻栖野を除く。）

共第20号 第２、３種
大分市大字神崎から大字家島に至る間の地
先

大分市（大字馬場、大字本神崎、大字木佐上、大字大平、大字志生木、大字
佐賀関、大字白木、大字一尺屋、大字今市、大字入蔵、大字太田、大字上
詰、大字沢田、大字下原、大字高原、大字竹矢、大字辻原、大字荷尾杵、大
字野津原、大字福宗及び大字廻栖野を除く。）

共第21号 第１、２、３種
大分市大字馬場、大字本神崎、大字大平及
び大字志生木の地先

大分市大字馬場、大字神崎、大字大平及び大字志生木

共第22号 第１、２、３種 大分市大字佐賀関及び大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第24号 第１、２、３種 大分市大字一尺屋の地先 大分市大字一尺屋

共第25号 第１、２、３種 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

共第26号 第１、２、３種 臼杵市大字下ノ江の地先 臼杵市大字下ノ江

共第27号 第１、２、３種
臼杵市大字中津浦から大字深江に至る間の
地先

臼杵市（大字佐志生及び大字下ノ江を除く。）

共第28号 第１、２、３種
津久見市大字長目から大字四浦に至る間の
地先

津久見市（大字保戸島を除く。）

共第29号 第１、２、３種 津久見市大字長目字無垢島の地先 津久見市（大字保戸島を除く。）



免許番号 漁 業 の 種 類 漁　 場　 の　 位　 置 関　　　係　　　地　　　区 

共第30号 第１、２種 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

共第32号 第１、２、３種 佐伯市上浦の地先 佐伯市上浦

共第33号 第１、２、３種
佐伯市大字狩生、大字二栄及び大字護江
（以下「西上浦」という。）の地先

佐伯市西上浦

共第34号 第１、２種
佐伯市大字狩生から大字鶴望（坂之浦）に
至る間の地先

佐伯市大字海崎、大字戸穴及び大字鶴望（坂之浦）及び大字霞ヶ浦（以下
「霞ヶ浦」という。）

共第35号 第１、２種
佐伯市大字高松から大字石間に至る間の地
先

佐伯市大字高松浦、大字片神浦（字竹ｹ谷を除く）、大字久保浦、大字守後
浦、及び大字石間浦（以下「大入島西部」という。）

共第36号 第１、２種
佐伯市大字荒網代浦から大字日向泊浦に
至る間の地先

佐伯市大字荒網代浦、大字日向泊浦、大字片神浦字竹ｹ谷及び大字塩内
（以下「大入島東部」という。）

共第37号 第１、２種 佐伯市葛港から大江灘に至る間の地先 佐伯市（西上浦、霞ｹ浦、大入島西部及び大入島東部を除く。）

共第38号 第１、２、３種
佐伯市鶴見大字吹浦、大字地松浦、大字沖
松浦及び大字有明浦の地先

佐伯市鶴見大字吹浦、大字地松浦、大字沖松浦及び大字有明浦

共第39号 第１、２、３種
佐伯市鶴見大字羽出浦及び大字中越浦の
地先

佐伯市鶴見大字羽出浦及び大字中越浦

共第40号 第１、２、３種
佐伯市鶴見大字丹賀浦及び大字梶寄浦の
地先

佐伯市鶴見大字丹賀浦及び大字梶寄浦

共第41号 第１、２、３種 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見大字大島

共第42号 第１、２種 佐伯市鶴見大字大島字水ノ子島の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦、大字梶寄浦及び大字大島

共第43号 第１、２、３種 佐伯市米水津の地先 佐伯市米水津

共第44号 第１、２、３種
佐伯市蒲江大字畑野浦、大字楠本浦、大字
竹野浦河内及び大字西野浦の地先

佐伯市蒲江大字畑野浦、大字楠本浦、大字竹野浦河内及び大字西野浦

共第45号 第１、２種
佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦の
地先

佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

共第46号 第１、２、３種
佐伯市蒲江大字野々河内から大字波当津
浦に至る間の地先

佐伯市蒲江大字野々河内、大字森崎浦、大字丸市尾浦、大字葛原浦及び
大字波当津浦

共第47号 第１、２種 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

共第48号 第１種 大分市大字佐賀関及び大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第59号 第３種つきいそ 速見郡日出町大字深江の地先 速見郡日出町

共第60号 第３種つきいそ 速見郡日出町大字深江の地先 速見郡日出町

共第61号 第３種つきいそ 速見郡日出町大字深江の地先 速見郡日出町

共第63号 第３種つきいそ 別府市の地先 別府市

共第64号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関及び大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第66号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 大分市大字高島の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第67号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 大分市大字高島の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第68号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 大分市大字蔦島の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第69号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 大分市大字佐賀関（平瀬）の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第70号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 大分市大字佐賀関（松ｹ鼻）の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第71号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第72号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第73号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第75号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第76号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第77号 第３種つきいそ 大分市大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木



免許番号 漁 業 の 種 類 漁　 場　 の　 位　 置 関　　　係　　　地　　　区 

共第78号 第３種つきいそ 大分市大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第80号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第81号 第３種つきいそ 臼杵市大字深江の地先
臼杵市大字臼杵、大字板知屋、大字大泊、大字風成、大字深江及び大字市
浜

共第87号 第３種つきいそ 津久見市大字四浦の地先 津久見市（大字保戸島を除く。）

共第90号 第３種つきいそ 津久見市大字保戸島の地先 津久見市、臼杵市並びに大分市大字佐賀関、大字白木及び大字一尺屋

共第91号 第３種つきいそ 津久見市大字保戸島の地先 津久見市、臼杵市並びに大分市大字佐賀関、大字白木及び大字一尺屋

共第92号 第３種つきいそ 津久見市大字保戸島の地先 津久見市、臼杵市並びに大分市大字佐賀関、大字白木及び大字一尺屋

共第98号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 佐伯市鶴見大字大島字水ノ子島の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦、大字梶寄浦及び大字大島

共第99号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦、大字梶寄浦及び大字大島

共第100号 第３種つきいそ 佐伯市蒲江大字蒲江浦の地先 佐伯市蒲江大字猪串浦及び大字蒲江浦

共第102号 第３種ぶり飼付 佐伯市上浦大字最勝海浦字納ヶ内の地先 佐伯市上浦大字浅海井浦、大字津井浦及び大字最勝海浦

共第103号 第３種つきいそ 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

共第106号 第３種ぶり、たい、いさき、あじ飼付 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

共第107号 第３種つきいそ 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見

共第108号 第３種つきいそ 佐伯市鶴見大字梶寄浦の地先 佐伯市鶴見

共第109号 第３種たい、いさき、あじ飼付 津久見市大字長目の地先 津久見市（大字保戸島を除く。）

共第110号 第３種たい、いさき飼付 臼杵市大字深江の地先 臼杵市

共第112号 第３種ぶり、いさき、たい飼付 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

共第113号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関及び大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

共第114号 第３種つきいそ 大分市大字佐賀関の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木



○ 区画漁業権一覧表

免許番号 漁 業 の 種 類 漁　場　の　位　置 関　　係　　地　　区

区第203号  第１種のり養殖業 中津市の地先
中津市小祝新町、字小祝、大字角木、下正路町、角木町、船頭町、船場町、
片端町、大字大塚､大字牛神、大字東浜、大字大新田、大字田尻、大字是
則、大字定留及び大字諸田

区第209号  第１種のり養殖業 中津市の地先
中津市小祝新町、字小祝、大字角木、下正路町、角木町、船頭町、船場町、
片端町､大字大塚、大字牛神、大字東浜及び大字大新田

区第402号  第１種のり養殖業 宇佐市柳ヶ浦の地先
宇佐市大字江須賀、大字住江、大字神子山新田、大字郡中新田、大字高砂
新田、大字順風新田、貴船町、子安町、住吉町、沖須町及び大字下乙女

区第405号  第１種のり、ひじき養殖業 宇佐市大字長洲の地先 宇佐市大字長洲

区第408号  第１種のり養殖業 宇佐市和間の地先
宇佐市大字蜷木、大字松崎、大字西大堀、大字佐々礼、大字岩保新田、大
字久兵衛新田、大字北鶴田新田及び大字南鶴田新田

区第611号 第１種ひじき養殖業 豊後高田市堅来の地先 豊後高田市香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

区第701号 第１種ひじき養殖業 国東市国見町竹田津の地先 国東市国見町

区第712号  第１種わかめ、こんぶ養殖業 国東市国見町櫛来の地先 国東市国見町

区第713号  第１種わかめ養殖業 国東市国見町向田の地先 国東市国見町

区第810号  第１種わかめ養殖業 東国東郡姫島村字両瀬の地先 東国東郡姫島村

区第811号  第１種ひとえぐさ養殖業 東国東郡姫島村の地先 東国東郡姫島村

区第812号  第１種こんぶ養殖業 東国東郡姫島村の地先 東国東郡姫島村

区第910号  第１種わかめ・ひじき養殖業 国東市国東町富来の地先 国東市国東町

区第911号  第１種ひじき養殖業 国東市国東町重藤の地先 国東市国東町

区第912号  第１種ひじき養殖業 国東市国東町富来の地先 国東市国東町

区第913号  第１種ひじき養殖業 国東市国東町富来の地先 国東市国東町

区第1010号  第１種ひじき養殖業 国東市武蔵町池ノ内の地先 国東市武蔵町

区第1011号  第１種ひじき養殖業 国東市武蔵町池ノ内の地先 国東市武蔵町

区第1110号  第１種ひじき養殖業 国東市安岐町塩屋の地先 国東市安岐町

区第2511号  第１種わかめ、こんぶ養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2512号  第１種わかめ、こんぶ養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2516号  第１種わかめ養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2701号  第１種ひとえぐさ養殖業 臼杵市大字諏訪の地先 臼杵市大字諏訪及び大字大浜

区第2711号  第１種わかめ養殖業 臼杵市大字深江の地先 臼杵市大字深江

区第2712号  第１種わかめ養殖業 臼杵市大字風成の地先 臼杵市大字風成

区第2812号  第１種わかめ、こんぶ養殖業 津久見市大字四浦字深良津の地先 津久見市大字四浦字刀自ケ浦、字久保泊及び字深良津

区第2520号  第１種真珠母貝養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2722号  第１種真珠母貝養殖業 臼杵市大字中津浦の地先 臼杵市大字大浜及び大字中津浦

区第2723号  第１種真珠母貝養殖業 臼杵市大字深江の地先 臼杵市大字深江



区第2724号  第１種真珠母貝養殖業 臼杵市大字深江の地先 臼杵市大字深江

区第2820号  第１種真珠母貝養殖業 津久見市大字長目字伊崎の地先 津久見市大字長目

区第2821号  第１種真珠母貝養殖業 津久見市大字網代浦の地先 津久見市大字網代

区第3920号  第１種真珠母貝養殖業 佐伯市鶴見大字羽出浦の地先 佐伯市鶴見大字羽出浦

区第3921号  第１種真珠母貝養殖業 佐伯市鶴見大字中越浦の地先 佐伯市鶴見大字中越浦

区第4020号  第１種真珠母貝養殖業 佐伯市鶴見大字丹賀浦の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦及び大字梶寄浦

区第4420号  第１種真珠母貝養殖業 佐伯市蒲江大字畑野浦の地先 佐伯市蒲江大字畑野浦及び大字楠本浦

区第2530号  第１種魚類小割式養殖業 臼杵市大字佐志生及び大字下ノ江の地先
臼杵市大字佐志生、大字下ノ江、大字中津浦、大字大浜、大字諏訪、大字
臼杵、大字板知屋、大字大泊、大字風成及び大字深江

区第2730号  第１種魚類小割式養殖業 臼杵市大字大泊字津久見島の地先 臼杵市大字大泊

区第2830号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字千怒の地先 津久見市大字千怒及び高洲町

区第2831号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字網代の地先 津久見市大字網代、大字日見及び高洲町

区第2833号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字長目字楠屋の地先 津久見市大字長目及び高洲町

区第2834号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 津久見市大字四浦の地先 津久見市大字四浦字荒代、同字鳩浦及び高洲町

区第2835号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字四浦の地先 津久見市大字四浦字荒代、同字鳩浦及び高洲町

区第2840号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字四浦字田ノ浦の地先 津久見市大字四浦（字荒代及び字鳩浦を除く。）

区第2841号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 津久見市大字四浦字田ノ浦の地先 津久見市大字四浦（字荒代及び字鳩浦を除く。）

区第3030号  第１種魚類小割式養殖業 津久見市大字保戸島の地先 津久見市大字保戸島

区第3230号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3231号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3237号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市上浦大字浅海井浦の地先 佐伯市上浦大字浅海井浦

区第3238号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3239号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3240号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3241号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市上浦大字最勝海浦の地先 佐伯市上浦大字最勝海浦

区第3331号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字護江彦島の地先 佐伯市大字護江、大字狩生及び大字二栄

区第3530号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字片神浦の地先 佐伯市大字片神浦

区第3531号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字高松浦の地先 佐伯市大字高松浦

区第3532号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字久保浦の地先 佐伯市大字久保浦

区第3535号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字守後浦の地先 佐伯市大字守後浦

区第3630号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字片神浦字竹ケ谷の地先 佐伯市大字片神浦字竹ケ谷

区第3631号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字荒網代浦片白島の地先
佐伯市大字荒網代浦、大字塩内浦、大字日向泊浦及び大字片神浦字竹ケ
谷



区第3632号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市大字日向泊浦の地先 佐伯市大字日向泊浦

区第3830号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字有明浦の地先 佐伯市鶴見大字有明浦

区第3831号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字有明浦の地先 佐伯市鶴見大字有明浦

区第3832号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字沖松浦の地先 佐伯市鶴見大字沖松浦及び大字地松浦

区第3833号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字沖松浦の地先 佐伯市鶴見大字沖松浦

区第3834号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字沖松浦の地先 佐伯市鶴見大字沖松浦

区第3835号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字有明浦の地先 佐伯市鶴見大字有明浦

区第3836号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市鶴見大字有明浦の地先 佐伯市鶴見大字有明浦

区第3930号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字羽出浦の地先 佐伯市鶴見大字羽出浦

区第3931号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字羽出浦の地先 佐伯市鶴見大字羽出浦

区第4130号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見

区第4131号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見

区第4132号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見

区第4133号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見大字大島及び大字地松浦206番地25

区第4134号  第１種くろまぐろ小割式養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見大字大島及び大字地松浦206番地25

区第4330号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字小浦の地先 佐伯市米水津大字小浦

区第4331号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字小浦の地先 佐伯市米水津大字小浦

区第4334号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字竹野浦の地先 佐伯市米水津大字竹野浦及び大字小浦

区第4335号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字浦代浦の地先 佐伯市米水津大字浦代浦

区第4336号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字色利浦の地先 佐伯市米水津大字色利浦

区第4337号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字宮野浦の地先 佐伯市米水津大字宮野浦

区第4338号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字小浦の地先 佐伯市米水津大字小浦

区第4339号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字浦代浦の地先 佐伯市米水津大字浦代浦及び大字竹野浦

区第4341号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市米水津大字小浦の地先 佐伯市米水津大字小浦

区第4430号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字畑野浦の地先 佐伯市蒲江大字畑野浦及び大字楠本浦

区第4431号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字畑野浦の地先 佐伯市蒲江大字畑野浦及び大字楠本浦

区第4433号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字西野浦の地先 佐伯市蒲江大字西野浦及び大字竹野浦河内

区第4434号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字畑野浦の地先 佐伯市蒲江大字畑野浦及び大字楠本浦

区第4435号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字西野浦の地先 佐伯市蒲江大字西野浦及び大字竹野浦河内

区第4531号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦屋形島の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4532号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦（カバネ）の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦



区第4533号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦屋形島の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4534号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦屋形島の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4630号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字丸市尾浦の地先 佐伯市蒲江大字丸市尾浦、大字葛原浦及び大字波当津浦

区第4631号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字森崎浦の地先 佐伯市蒲江大字森崎浦

区第4632号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字丸市尾浦の地先 佐伯市蒲江大字丸市尾浦、大字葛原浦及び大字波当津浦

区第4635号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字森崎浦の地先 佐伯市蒲江大字森崎浦

区第4636号  第１種魚類小割式養殖業 佐伯市蒲江大字森崎浦の地先 佐伯市蒲江大字森崎浦及び大字野々河内浦

区第240号  第１種かき養殖業 中津市の地先 中津市

区第740号  第１種かき養殖業 国東市国見町竹田津の地先 国東市国見町

区第742号  第１種かき養殖業 国東市国見町小熊毛の地先 国東市国見町

区第940号  第１種かき養殖業 国東市国東町北江の地先 国東市国東町及び武蔵町

区第941号  第１種かき養殖業 国東市国東町重藤の地先 国東市国東町

区第1040号  第１種かき養殖業 国東市武蔵町池ノ内の地先 国東市武蔵町

区第1041号  第１種かき養殖業 国東市武蔵町池ノ内の地先 国東市武蔵町

区第1140号  第１種かき養殖業 国東市安岐町塩屋　の地先 国東市安岐町

区第1540号  第１種かき養殖業 杵築市大字守江の地先 杵築市大字守江

区第1640号  第１種かき養殖業 日出町大神の地先 日出町大神及び真那井

区第2642号  第１種かき養殖業 臼杵市大字下ノ江の地先 臼杵市大字下ノ江

区第2643号  第１種かき養殖業 臼杵市大字下ノ江の地先 臼杵市大字下ノ江

区第3540号  第１種かき養殖業 佐伯市大字片神浦の地先 佐伯市大字片神浦

区第3541号  第1種かき養殖業 佐伯市大字片神浦の地先 佐伯市大字片神浦

区第3840号  第1種かき養殖業 佐伯市鶴見大字沖松浦の地先 佐伯市鶴見大字沖松浦及び大字地松浦

区第4040号  第１種かき養殖業 佐伯市鶴見大字丹賀浦の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦及び大字梶寄浦

区第4041号  第１種かき養殖業 佐伯市鶴見大字丹賀浦の地先 佐伯市鶴見大字丹賀浦及び大字梶寄浦

区第4140号  第1種かき養殖業 佐伯市鶴見大字大島の地先 佐伯市鶴見大字大島

区第4540号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字猪串浦の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4541号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字猪串浦の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4542号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦屋形島の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4640号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字森崎浦の地先 佐伯市蒲江大字森崎浦

区第4641号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字丸市尾浦の地先 佐伯市蒲江大字丸市尾浦

区第4642号  第１種かき養殖業 佐伯市蒲江大字葛原浦の地先 佐伯市蒲江大字葛原浦



区第3950号  第１種ひおうぎがい養殖業 佐伯市鶴見大字中越浦の地先 佐伯市鶴見大字中越浦

区第4551号  第１種ひおうぎがい養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦字小蒲江の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第4552号  第１種ひおうぎがい養殖業 佐伯市蒲江大字蒲江浦字小蒲江の地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦及び大字猪串浦

区第461号  第１種かき、あかがい、いがい養殖業 豊後高田市呉崎の地先
豊後高田市（中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土、臼野、香々地、見
目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根を除く。）

区第561号  第１種あかがい養殖業 豊後高田市臼野の地先 豊後高田市中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土及び臼野

区第660号  第１種あかがい養殖業 豊後高田市堅来の地先 豊後高田市香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

区第661号  第１種あかがい養殖業 豊後高田市香々地の地先 豊後高田市香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

区第2260号  第１種あわび、わかめ、こんぶ養殖業 大分市大字佐賀関及び大字白木の地先 大分市大字佐賀関及び大字白木

区第2461号  第１種あわび、ひおうぎがい、かき養殖業 大分市大字一尺屋の地先 大分市大字一尺屋

区第2561号  第１種うに、あわび、ひおうぎがい養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2563号  第１種あわび、わかめ、こんぶ養殖業 臼杵市大字佐志生の地先 臼杵市大字佐志生

区第2861号  第１種あわび、さざえ養殖業 津久見市大字四浦字鳩浦の地先 津久見市大字四浦字荒代及び字鳩浦

区第280号  第３種あさり、はまぐり養殖業 中津市の地先
中津市小祝新町､字小祝､大字角木､下正路町､角木町､船頭町､船場町､片
端町､大字大塚､大字牛神､大字東浜､大字大新田､大字田尻､大字是則､大
字定留、大字諸田、大字全徳及び大字蛎瀬

区第281号  第３種あさり、はまぐり養殖業 中津市の地先
中津市大字田尻､大字是則､大字定留､大字今津､大字諸田､大字赤迫、大字
鍋島及び大字犬丸

区第480号  第３種あさり、はまぐり養殖業 宇佐市柳ヶ浦の地先
宇佐市大字江須賀、大字住江、大字神子山新田、大字高砂新田、大字順風
新田、貴船町、子安町、住吉町、沖須町、大字下乙女及び大字郡中新田

区第481号  第３種あさり、はまぐり養殖業 宇佐市大字長洲の地先 宇佐市大字長洲

区第482号  第３種あさり、はまぐり養殖業 宇佐市和間の地先
宇佐市大字蜷木、大字松崎、大字西大堀、大字佐々礼、大字岩保新田、大
字久兵衛新田、大字北鶴田新田及び大字南鶴田新田

区第483号  第３種あさり、はまぐり養殖業 豊後高田市呉崎の地先
豊後高田市（中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土、臼野、香々地、見
目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根を除く。）

区第485号  第３種あさり、はまぐり養殖業 豊後高田市呉崎の地先
豊後高田市（中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土、臼野、香々地、見
目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根を除く。）

区第580号  第３種あさり、はまぐり養殖業 豊後高田市中真玉の地先 豊後高田市中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土及び臼野




