
漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称

特区第1号 シャコガイ地蒔式養殖業 伊平屋村田名岬地先

特区第2号 サンゴひび建て式養殖業 伊平屋村田名岬地先

特区第3号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村字田名地先

特区第4号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊平屋村字田名地先

特区第5号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村字前泊地先

特区第6号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊平屋村字前泊地先

特区第7号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村字我喜屋地先

特区第8号 魚類小割式養殖業 伊平屋村伊平屋漁港内

特区第9号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊平屋村字島尻地先

特区第10号 魚類小割式養殖業 伊平屋村字島尻地先

特区第11号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村字島尻及び字野甫地先

特区第12号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村字島尻地先

特区第13号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村田名漁港地先

特区第14号 モズクひび建て式養殖業 伊平屋村田名漁港地先

特区第15号 モズクひび建て式養殖業 伊是名村具志川島地先

特区第16号 モズクひび建て式養殖業 伊是名村仲田港地先

特区第17号 シャコガイ小割式養殖業 伊是名村伊是名漁港内

特区第18号 モズクひび建て式養殖業 伊是名村伊是名島と屋那覇島の間

特区第19号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊是名村伊是名漁港地先

特区第20号 モズクひび建て式養殖業 伊是名村字勢理客屋ノ下島地先

特区第21号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊是名村字内花地先

特区第22号 モズクひび建て式養殖業 国頭村字伊部地先

特区第23号 モズクひび建て式養殖業 国頭村字安田地先

特区第24号 モズクひび建て式養殖業 東村字川田地先

特区第25号 モズクひび建て式養殖業 東村字慶佐次地先

特区第26号 モズクひび建て式養殖業 国頭村字鏡地地先

特区第27号 ライブロック小割式養殖業 国頭村字辺土名地先

特区第28号 サンゴひび建て式養殖業 国頭村字辺土名地先

特区第29号 ライブロック小割式養殖業 国頭村字辺土名地先

特区第30号 モズクひび建て式養殖業 大宜味村塩屋漁港地先

特区第31号 シャコガイ小割式養殖業 大宜味村塩屋漁港地先

特区第32号 サンゴひび建て式養殖業 大宜味村塩屋漁港地先

特区第33号 サンゴ小割式養殖業 大宜味村塩屋漁港地先

特区第34号 モズクひび建て式養殖業 大宜味村宮城島地先

特区第35号 カキ垂下式養殖業 大宜味村字宮城地先

特区第36号 ウニ小割式養殖業 大宜味村字宮城地先

特区第37号 魚類小割式養殖業 大宜味村字宮城地先

特区第38号 カキひび建て式養殖業 大宜味村字宮城地先

特区第39号 ヒトエグサひび建て式養殖業 大宜味村字大保地先

特区第40号 ヒトエグサひび建て式養殖業 大宜味村字津波地先

特区第41号 クロマグロ小割式養殖業 大宜味村字津波地先

特区第42号 魚類小割式養殖業 大宜味村字津波地先

特区第43号 クロマグロ小割式養殖業 名護市字源河地先

特区第44号 魚類小割式養殖業 名護市字源河地先

特区第45号 モズクひび建て式養殖業 名護市字済井出地先

特区第46号 ヒトエグサひび建て式養殖業 名護市字屋我地先

特区第47号 アオノリひび建て式養殖業 名護市字屋我地先

特区第48号 ヒトエグサひび建て式養殖業 名護市字饒平名地先

特区第49号 魚類小割式養殖業 名護市字我部前垣地先

特区第50号 魚類小割式養殖業 名護市字運天原地先

特区第51号 クロマグロ小割式養殖業 名護市字運天原地先

特区第52号 魚類小割式養殖業 名護市字運天原地先

特区第53号 魚類小割式養殖業 名護市字運天原地先

特区第54号 モズクひび建て式養殖業 今帰仁村字古宇利地先

特区第55号 ヒトエグサひび建て式養殖業 今帰仁村字古宇利アジャーケ崎地先

特区第56号 ヒトエグサひび建て式養殖業 今帰仁村字湧川地先

特区第57号 魚類小割式養殖業 今帰仁村字湧川ウンバラ地先

特区第58号 シャコガイ小割式養殖業 今帰仁村運天漁港地先

特区第59号 ライブロック小割式養殖業 今帰仁村字渡喜仁地先

特区第60号 ヒトエグサひび建て式養殖業 今帰仁村字崎山地先

特区第61号 モズクひび建て式養殖業 本部町字新里地先

特区第62号 モズクひび建て式養殖業 本部町字備瀬高良原地先

特区第63号 ヒトエグサひび建て式養殖業 本部町字備瀬後備浜原地先

特区第64号 モズクひび建て式養殖業 本部町字備瀬後備浜原地先

特区第65号 シャコガイ小割式養殖業 本部町字備瀬後備浜原地先

特区第66号 モズクひび建て式養殖業 本部町字浜元港原地先

特区第67号 シャコガイ小割式養殖業 本部町字浜元港原地先

漁場番号
漁業権者

漁業の名称 漁場の位置

伊平屋村漁業協同組合沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋217番地の30

沖縄県島尻郡伊是名村字勢理客2809番地の３ 伊是名漁業協同組合

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名264番地３地先 国頭漁業協同組合

沖縄県名護市字仲尾次510番地の７ 羽地漁業協同組合

沖縄県国頭郡今帰仁村字運天962番地４ 今帰仁漁業協同組合

沖縄県国頭郡本部町字谷茶28番地 本部漁業協同組合

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで



漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称
漁場番号

漁業権者
漁業の名称 漁場の位置

特区第68号 クロマグロ小割式養殖業 本部町字大浜地先

特区第69号 魚類小割式養殖業 本部町字大浜地先

特区第70号 モズクひび建て式養殖業 本部町字大浜地先

特区第71号 モズクひび建て式養殖業 本部町瀬底大橋の北

特区第72号 モズクひび建て式養殖業 本部町瀬底大橋の南

特区第73号 モズクひび建て式養殖業 本部町字崎本部地先

特区第74号 モズクひび建て式養殖業 本部町水納港の西

特区第75号 モズクひび建て式養殖業 本部町水納島の南

特区第76号 サンゴひび建て式養殖業 伊江村東江前浜崎原地先

特区第77号 モズクひび建て式養殖業 伊江村字川平地先

特区第78号 モズクひび建て式養殖業 伊江村具志漁港地先

特区第79号 モズクひび建て式養殖業 伊江村字川平地先

特区第80号 シャコガイ小割式養殖業 伊江村字川平地先

特区第81号 サンゴひび建て式養殖業 伊江村字川平地先

特区第82号 魚類小割式養殖業 伊江村字川平地先

特区第83号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊江村字川平地先

特区第84号 モズクひび建て式養殖業 伊江村字川平地先

特区第85号 ヒトエグサひび建て式養殖業 伊江村字西江前地先

特区第86号 サンゴひび建て式養殖業 名護市字嘉陽地先

特区第87号 モズクひび建て式養殖業 名護市字久志地先

特区第88号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字安富祖地先

特区第89号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字瀬良垣満茶原地先

特区第90号 シャコガイ地蒔式養殖業 恩納村字恩納浜崎地先

特区第91号 シャコガイ小割式養殖業 恩納村字恩納浜崎地先

特区第92号 サンゴひび建て式養殖業 恩納村字恩納浜崎地先

特区第93号 ヒトエグサひび建て式養殖業 恩納村字恩納赤崎原地先

特区第94号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字恩納赤崎原地先

特区第95号 シャコガイ地蒔式養殖業 恩納村字恩納赤崎原地先

特区第96号 シャコガイ小割式養殖業 恩納村字恩納赤崎原地先

特区第97号 サンゴ小割式養殖業 恩納村字恩納赤崎原地先

特区第98号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字谷茶地先

特区第99号 サンゴひび建て式養殖業 恩納村字谷茶地先

特区第100号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字冨着地先

特区第101号 シャコガイ地蒔式養殖業    恩納村字前兼久地先

特区第102号 シャコガイ小割式養殖業 恩納村字前兼久地先

特区第103号 サンゴひび建て式養殖業 恩納村字仲泊地先

特区第104号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字仲泊地先

特区第105号 モズクひび建て式養殖業 恩納村字真栄田地先

特区第106号 モズクひび建て式養殖業 宜野座村字松田地先

特区第107号 モズクひび建て式養殖業 宜野座村字宜野座地先

特区第108号 モズクひび建て式養殖業 宜野座村字宜野座地先

特区第109号 モズクひび建て式養殖業 宜野座村字惣慶地先

特区第110号 モズクひび建て式養殖業 宜野座村字漢那地先

特区第111号 モズクひび建て式養殖業 金武町字金武崎原地先

特区第112号 ヒトエグサひび建て式養殖業 金武町字金武崎原地先

特区第113号 モズクひび建て式養殖業 金武町字金武地先

特区第114号 モズクひび建て式養殖業 金武町字伊芸加武川原地先

特区第115号 モズクひび建て式養殖業 金武町字伊芸クラシ原地先

特区第116号 モズクひび建て式養殖業 金武町字屋嘉地先

特区第117号 モズクひび建て式養殖業 金武町字屋嘉地先

特区第118号 カキ垂下式養殖業 うるま市金武港湾石川地区地先

特区第119号 ウニ小割式養殖業 うるま市字宇堅地先

特区第120号 カキ垂下式養殖業 うるま市字具志川地先

特区第121号 カキ垂下式養殖業 うるま市字具志川地先

特区第122号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城伊計地先

特区第123号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城池味阿茂地先

特区第124号 モズクひび建て式養殖業 うるま市池味漁港地先

特区第125号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城宮城瀬味原地先

特区第126号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城宮城桃原地先

特区第127号 魚類小割式養殖業 うるま市与那城宮城桃原地先

特区第128号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城宮城桃原地先

特区第129号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城平安座の東

特区第130号 モズクひび建て式養殖業 うるま市金武湾港平安座南地区地先

特区第131号 モズクひび建て式養殖業 うるま市金武湾港平安座南地区地先

特区第132号 モズクひび建て式養殖業 うるま市藪地島地先

特区第133号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城平安座の西

特区第134号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城池味地先

沖縄県国頭郡伊江村字川平498番地 伊江漁業協同組合

沖縄県国頭郡本部町字谷茶28番地 本部漁業協同組合

沖縄県名護市城三丁目１番１号 名護漁業協同組合

沖縄県国頭郡恩納村字前兼久59番地 恩納村漁業協同組合

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1703番地の４ 宜野座村漁業協同組合

沖縄県国頭郡金武町字金武4363番地の７ 金武漁業協同組合

沖縄県うるま市石川石崎二丁目１番地 石川漁業協同組合

沖縄県うるま市与那城平安座9396番地６ 与那城町漁業協同組合

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで



漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称
漁場番号

漁業権者
漁業の名称 漁場の位置

特区第135号 魚類小割式養殖業 うるま市与那城池味地先

特区第136号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城伊計の北

特区第137号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城伊計の北

特区第138号 モズクひび建て式養殖業 うるま市浜比嘉島の東

特区第139号 モズクひび建て式養殖業 うるま市津堅島の北

特区第140号 モズクひび建て式養殖業 うるま市津堅島の南

特区第141号 モズクひび建て式養殖業 うるま市津堅島の西

特区第142号 モズクひび建て式養殖業 うるま市勝連平敷屋地先

特区第143号 ウニ小割式養殖業 うるま市勝連平敷屋地先

特区第144号 モズクひび建て式養殖業 うるま市勝連浜地先

特区第145号 モズクひび建て式養殖業 うるま市勝連浜地先

特区第146号 モズクひび建て式養殖業 うるま市与那城平安座の西

特区第147号 モズクひび建て式養殖業 中城湾平曽根灯台周辺

特区第148号 沖縄県うるま市勝連南風原1504番地10 南原漁業協同組合 モズクひび建て式養殖業 うるま市勝連平安名スイナ原地先

特区第149号 ヒトエグサひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬地先

特区第150号 ヒトエグサひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬地先

特区第151号 サンゴひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬地先

特区第152号 サンゴひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬の沖

特区第153号 モズクひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬の沖

特区第154号 モズクひび建て式養殖業 沖縄市泡瀬の沖

特区第155号 シャコガイ地蒔式養殖業 沖縄市泡瀬の沖

特区第156号 ヒトエグサひび建て式養殖業 沖縄市比屋根地先

特区第157号 ヒトエグサひび建て式養殖業 沖縄県総合運動公園地先

特区第158号 モズクひび建て式養殖業 北中城村中城湾港熱田地区の沖

特区第159号 モズクひび建て式養殖業 中城村字久場地先

特区第160号 モズクひび建て式養殖業 中城村字伊舎堂地先

特区第161号 シャコガイ地蒔式養殖業 中城村字安里地先

特区第162号 ヒトエグサひび建て式養殖業 中城村北浜及び南浜の地先

特区第163号 サンゴひび建て式養殖業 西原町字小那覇地先

特区第164号 サンゴ垂下式養殖業 西原町字小那覇地先

特区第165号 サンゴひび建て式養殖業 西原町字小那覇地先

特区第166号 サンゴ垂下式養殖業 西原町字小那覇地先

特区第167号 サンゴひび建て式養殖業 南城市知念字久高ウガン浜地先

特区第168号 サンゴ小割式養殖業 南城市知念字久高ウガン浜地先

特区第169号 サンゴ垂下式養殖業 南城市知念字久高ウガン浜地先

特区第170号 モズクひび建て式養殖業 南城市知念字知念地先

特区第171号 モズクひび建て式養殖業 南城市知念字知念地先

特区第172号 モズクひび建て式養殖業 南城市知念字百名から志喜屋までに至る間の地先

特区第173号 モズクひび建て式養殖業 南城市クマカ島地先

特区第174号 ヒトエグサひび建て式養殖業 南城市玉城字中山地先

特区第175号 ヒトエグサひび建て式養殖業 南城市玉城字奥武地先

特区第176号 ヒトエグサひび建て式養殖業 南城市玉城字志堅原地先

特区第177号 ヒトエグサひび建て式養殖業 読谷村字長浜地先

特区第178号 ヒトエグサひび建て式養殖業 読谷村字宇座地先

特区第179号 モズクひび建て式養殖業 読谷村字宇座地先

特区第180号 ライブロック小割式養殖業 読谷村都屋漁港地先

特区第181号 ヒトエグサひび建て式養殖業 読谷村字楚辺地先

特区第182号 ヒトエグサひび建て式養殖業 読谷村字楚辺地先

特区第183号 シャコガイ小割式養殖業 読谷村字楚辺地先

特区第186号 魚類小割式養殖業 北谷町字北谷地先

特区第187号 魚類小割式養殖業 北谷町字北前地先

特区第188号 魚類小割式養殖業 宜野湾市宜野湾漁港内

特区第189号 魚類小割式養殖業 宜野湾市宜野湾港内

特区第190号 沖縄県那覇市港町３丁目１番17号 那覇市沿岸漁業協同組合 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村ナガンヌ島の西

特区第191号 シャコガイ小割式養殖業 豊見城市瀬長島地先

特区第192号 シャコガイ小割式養殖業 豊見城市瀬長島地先

特区第193号 サンゴ小割式養殖業 豊見城市瀬長島地先

特区第194号 サンゴ小割式養殖業 豊見城市瀬長島地先

特区第195号 シャコガイ小割式養殖業 糸満市糸満漁港地先

特区第196号 シャコガイ地蒔式養殖業 糸満市糸満漁港地先

特区第197号 魚類小割式養殖業 糸満市糸満漁港地先

特区第198号 シャコガイ小割式養殖業 糸満市糸満漁港地先

特区第199号 カキ垂下式養殖業 糸満市糸満漁港地先

特区第200号 モズクひび建て式養殖業 糸満市字名城地先

特区第201号 シャコガイ地蒔式養殖業 糸満市字名城地先

特区第202号 ヒトエグサひび建て式養殖業 糸満市字名城地先

特区第203号 モズクひび建て式養殖業 糸満市喜屋武漁港地先

沖縄県うるま市与那城平安座9396番地６ 与那城町漁業協同組合

沖縄県うるま市勝連平敷屋3821番地18 勝連漁業協同組合

沖縄市漁業協同組合沖縄県沖縄市泡瀬一丁目11番28号

佐敷中城漁業協同組合沖縄県南城市佐敷字津波古375番地の２

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷649番地 与那原・西原町漁業協同組合

知念漁業協同組合沖縄県南城市知念字知名1198番地

沖縄県中頭郡読谷村字都屋33番地 読谷村漁業協同組合

沖縄県中頭郡北谷町字港４番地 北谷町漁業協同組合

浦添宜野湾漁業協同組合沖縄県浦添市牧港五丁目22番２号

沖縄県糸満市字糸満603番地１地先 糸満漁業協同組合

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで



漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称
漁場番号

漁業権者
漁業の名称 漁場の位置

特区第204号 シャコガイ小割式養殖業 糸満市喜屋武漁港地先

特区第205号 モズクひび建て式養殖業 糸満市字喜屋武地先

特区第206号 シャコガイ地蒔式養殖業 糸満市字喜屋武地先

特区第207号 シャコガイ小割式養殖業 八重瀬町字玻名城地先

特区第208号 サンゴ小割式養殖業 八重瀬町字玻名城地先

特区第209号 サンゴひび建て式養殖業 八重瀬町字玻名城地先

特区第210号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連ヒークシ原地先

特区第211号 ヒトエグサひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連ヒークシ原地先

特区第212号 ヒトエグサひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連トウルウルチ原地先

特区第213号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連トウルウルチ原地先

特区第214号 サンゴひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連トーエー地先

特区第215号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連地先

特区第216号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連地先

特区第217号 サンゴひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連地先

特区第218号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連地先

特区第219号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村字阿波連ヒヤルガ地先

特区第220号 シャコガイ地蒔式養殖業 渡嘉敷村ナガンヌ島地先

特区第221号 モズクひび建て式養殖業 渡嘉敷村中島地先

特区第222号 ヒトエグサひび建て式養殖業 渡嘉敷村前島地先

特区第223号 シャコガイ地蒔式養殖業 座間味村字阿佐トーマン地先

特区第224号 モズクひび建て式養殖業 座間味村字阿佐地先

特区第225号 魚類小割式養殖業 座間味村字座間味牧治の鼻地先

特区第226号 シャコガイ垂下式養殖業 座間味村字座間味牧治の鼻地先

特区第227号 モズクひび建て式養殖業 座間味村座間味港地先

特区第228号 魚類小割式養殖業 座間味村座間味港地先

特区第229号 サンゴ垂下式養殖業 座間味村座間味港地先

特区第230号 シャコガイ小割式養殖業 座間味村阿嘉漁港地先

特区第231号 ヒトエグサひび建て式養殖業 座間味村字阿嘉地先

特区第232号 沖縄県島尻郡座間味村字阿佐115番地 有限会社ケラマ真珠 真珠母貝垂下式養殖業 座間味村字阿佐留加比の鼻地先

特区第233号 シャコガイ小割式養殖業 渡名喜村安佐良地先

特区第234号 ヒトエグサひび建て式養殖業 渡名喜村安佐良地先

特区第235号 ヒトエグサひび建て式養殖業 渡名喜村塩川地先

特区第236号 モズクひび建て式養殖業 久米島町ハテノ浜の東

特区第237号 サンゴひび建て式養殖業 久米島町奥武島及びオーハ島の南

特区第238号 モズクひび建て式養殖業 久米島町奥武島及びオーハ島の南

特区第239号 モズクひび建て式養殖業 久米島町字謝名堂イーフ地先

特区第240号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町奥武島の東

特区第241号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町奥武島の西

特区第242号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字宇根クルマエビ養殖場地先

特区第243号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字宇根泊浜地先

特区第244号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字謝名堂地先

特区第245号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字銭田地先

特区第246号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字大原地先

特区第247号 ヒトエグサひび建て式養殖業 久米島町字大原地先

特区第248号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市池間島地先

特区第249号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市池間漁港地先

特区第250号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市平良字前里地先

特区第251号 サンゴ小割式養殖業 宮古島市池間大橋の北

特区第252号 サンゴひび建て式養殖業 宮古島市池間大橋の北

特区第253号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市大神島地先

特区第254号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市平良字狩俣地先

特区第255号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市平良字狩俣世渡崎の東

特区第256号 ヒトエグサひび建て式養殖業 宮古島市平良字狩俣地先

特区第257号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市島尻漁港地先

特区第258号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市平良字島尻地先

特区第259号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市真謝漁港地先

特区第260号 ライブロック小割式養殖業 宮古島市真謝漁港地先

特区第261号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市城辺字福里地先

特区第262号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市城辺字福里地先

特区第263号 クビレヅタひび建て式養殖業 宮古島市入江湾内

特区第264号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市来間島の北

特区第265号 ヒトエグサひび建て式養殖業 宮古島市下地字与那覇地先

特区第266号 クビレヅタひび建て式養殖業 宮古島市久松漁港地先

特区第267号 キリンサイひび建て式養殖業 宮古島市久松漁港地先

特区第268号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市平良字久貝地先

特区第269号 ヒトエグサひび建て式養殖業 宮古島市平良字久貝地先

特区第270号 ヒトエグサひび建て式養殖業 宮古島市平良字大浦地先

沖縄県糸満市字糸満603番地１地先 糸満漁業協同組合

港川漁業協同組合沖縄県島尻郡八重瀬町字港川381番地地先

渡名喜村漁業協同組合

久米島漁業協同組合

沖縄県宮古島市平良字池間90番地の１ 池間漁業協同組合

渡嘉敷漁業協同組合沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷352番地

座間味村漁業協同組合沖縄県島尻郡座間味村字座間味94番地

沖縄県島尻郡渡名喜村1997番地

沖縄県宮古島市平良字荷川取593番地の５ 宮古島漁業協同組合

沖縄県島尻郡久米島町字宇根402番地

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで



漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称
漁場番号

漁業権者
漁業の名称 漁場の位置

特区第271号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市平良字大浦間奈津原地先

特区第272号 サンゴ小割式養殖業 宮古島市平良字大浦間那津原地先

特区第273号 サンゴひび建て式養殖業 宮古島市平良字大浦間那津原地先

特区第274号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市七光湾内

特区第275号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市平良字狩俣世渡崎原地先

特区第276号 キリンサイひび建て式養殖業 宮古島市平良字狩俣世渡崎原地先

特区第277号 シャコガイ小割式養殖業 宮古島市平良字狩俣世渡崎原地先

特区第278号 ヒトエグサひび建て式養殖業 宮古島市平良字狩俣世渡崎原地先

特区第279号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市佐和田漁港地先

特区第280号 モズクひび建て式養殖業 宮古島市伊良部字伊良部渡口の浜地先

特区第281号 サンゴひび建て式養殖業 宮古島市長山港地先

特区第282号 サンゴ垂下式養殖業 宮古島市長山港地先

特区第283号 サンゴ小割式養殖業 宮古島市長山港地先

特区第284号 沖縄県宮古郡多良間村字仲筋213番地南原団地201号 波平喬 キリンサイ垂下式養殖業 多良間村字仲筋地先

特区第285号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市字伊原間玉取崎地先

特区第286号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字伊原間玉取崎地先

特区第287号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字伊原間玉取崎地先

特区第288号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字伊原間玉取崎地先

特区第289号 サンゴ垂下式養殖業 石垣市字宮良地先

特区第290号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字宮良地先

特区第291号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字宮良地先

特区第292号 シャコガイ小割式式養殖業 石垣市字宮良地先

特区第293号 ヒトエグサひび建て式養殖業 石垣市字真栄里地先

特区第294号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字真栄里地先

特区第295号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字真栄里地先

特区第296号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字真栄里地先

特区第297号 魚類小割式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第298号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第299号 シャコガイ地蒔式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第300号 ウニ小割式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第301号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第302号 シャコガイ地蒔式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第303号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市登野城漁港地先

特区第304号 モズクひび建て式養殖業 石垣市登野城漁港の沖

特区第305号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市登野城漁港の沖

特区第306号 サンゴ小割式養殖業 石垣市登野城漁港の沖

特区第307号 モズクひび建て式養殖業 石垣市石垣港地先

特区第308号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市石垣港地先

特区第309号 サンゴ小割式養殖業 石垣市石垣港地先

特区第310号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市石垣港の沖

特区第311号 モズクひび建て式養殖業 石垣市石垣港の沖

特区第312号 オゴノリひび建て式養殖業 石垣市石垣港の沖

特区第313号 モズクひび建て式養殖業 石垣市字名蔵地先

特区第314号 ヒトエグサひび建て式養殖業 石垣市字名蔵地先

特区第315号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第316号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第317号 サンゴ垂下式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第318号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第319号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第320号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市字崎枝赤崎地先

特区第321号 モズクひび建て式養殖業 石垣市字崎枝大崎地先

特区第322号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第323号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第324号 キリンサイ垂下式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第325号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第326号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第327号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字崎枝地先

特区第328号 シャコガイ小割式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第329号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第330号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第331号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第332号 ライブロック垂下式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第333号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第334号 サンゴ垂下式養殖業 石垣市字川平底地ビーチ地先

特区第335号 真珠母貝垂下式養殖業 石垣市字桴海地先

特区第336号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字伊土名地先

特区第337号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字伊土名地先

沖縄県宮古島市平良字荷川取593番地の５ 宮古島漁業協同組合

沖縄県石垣市新栄町83番地 八重山漁業協同組合

沖縄県宮古島市伊良部字前里添１番地 伊良部漁業協同組合

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで



漁業権免許の一覧表

住所又は所在地 氏名又は名称
漁場番号

漁業権者
漁業の名称 漁場の位置

特区第338号 ライブロック小割式養殖業 石垣市字伊土名地先

特区第339号 ライブロック垂下式養殖業 石垣市字伊土名地先

特区第340号 ソフトコーラル小割式養殖業 石垣市字伊土名地先

特区第341号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字伊原間野底石崎地先

特区第342号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字伊原間野底石崎地先

特区第343号 サンゴひび建て式養殖業 石垣市字伊原間野底石崎地先

特区第344号 サンゴ小割式養殖業 石垣市字伊原間野底石崎地先

特区第345号 サンゴひび建て式養殖業 竹富町竹富東港地先

特区第346号 サンゴ小割式養殖業 竹富町竹富東港地先

特区第347号 モズクひび建て式養殖業 竹富町字竹富ヨン崎地先

特区第348号 オゴノリひび建て式養殖業 竹富町字竹富ヨン崎地先

特区第349号 サンゴひび建て式養殖業 竹富町竹富島の南

特区第350号 サンゴ小割式養殖業 竹富町竹富島の南

特区第351号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島の南西

特区第352号 サンゴひび建て式養殖業 竹富町竹富島の南西

特区第353号 サンゴ小割式養殖業 竹富町竹富島の南西

特区第354号 モズクひび建て式養殖業 竹富町字竹富コンドイ岬地先

特区第355号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島の北

特区第356号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島と浜島の間

特区第357号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島と浜島の間

特区第358号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島と小浜島の間

特区第359号 モズクひび建て式養殖業 竹富町竹富島と小浜島の間

特区第360号 モズクひび建て式養殖業 竹富町黒島の北

特区第361号 モズクひび建て式養殖業 竹富島字小浜ニシンダ地先

特区第362号 モズクひび建て式養殖業 竹富町小浜港地先

特区第363号 シャコガイ小割式養殖業 竹富町細崎漁港内

特区第364号 シャコガイ地蒔式養殖業 竹富町細崎漁港内

特区第365号 シャコガイ小割式養殖業 竹富町由布島の南

特区第366号 イバラノリひび建て式養殖業 竹富町仲間港地先

特区第367号 シャコガイ小割式養殖業 竹富町字西表舟浮地先

特区第368号 シャコガイ小割式養殖業 竹富町外離島地先

特区第369号 沖縄県石垣市字川平934番地 琉球真珠株式会社 真珠母貝垂下式養殖業 竹富町内離島地先

沖縄県石垣市新栄町83番地 八重山漁業協同組合

平成30年９月１日免許（特定区画漁業権）

免許の期間：令和５年８月31日まで


