
第一種共同漁業
公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第2号 しじみ漁業

基線第一号から基点第五号と基点第六号とを結ぶ線までの揖斐川
　基線第一号　大垣市今福町地先と安八郡輪之内町南波地先に設置された難波野
えん堤下流端の線
　基点第五号　養老郡養老町大巻地内揖斐川右岸の国土交通省河川
距離標二十七・二キロメートルの点
　基点第六号　養老郡養老町大巻地内揖斐川左岸の国土交通省河川
距離標二十七・二キロメートルの点

大垣市、養老郡養老町及
び安八郡輪之内町

西濃水産漁業協同組合

第五種共同漁業
公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第3号

こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
なまず漁業及びも
ろこ漁業

基線第二号から上流の大江川及び東大江川並びにそれらの支派川
　基線第二号　海津市海津町油島地内大江排水機閘門の下流端の線

海津市 海津市漁業協同組合

内共第4号

こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
なまず漁業及びも
ろこ漁業

基線第三号から上流の中江川及びその支派川
　基線第三号　海津市海津町万寿新田地内中江排水機閘門の下流端の線

海津市 海津市漁業協同組合

内共第5号

あまご漁業、こい
漁業、ふな漁業、
うなぎ漁業、なま
ず漁業、おいかわ
漁業及びうぐい漁
業

基点第一号と基点第二号とを結ぶ線から基点第三号と基点第四号とを結ぶ線まで
の揖斐川、田鶴川、長除川、津屋川及び五三川並びにそれらの支派川
　基点第一号　海津市南濃町田鶴地内揖斐川右岸の国土交通省河川距離標十六・
六キロメートルの点
　基点第二号　海津市海津町地内帆引新田排水機樋管の下流端
　基点第三号　海津市平田町今尾と養老郡養老町大巻とに架かる今尾橋の右岸上
流端から上流三百メートルの点
　基点第四号　海津市平田町今尾と養老郡養老町大巻とに架かる今尾橋の左岸上
流端から上流三百メートルの点

海津市及び養老郡養老
町

養老郡漁業協同組合
海津市漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第6号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
ふな漁業、うなぎ
漁業、なまず漁
業、おいかわ漁
業、うぐい漁業及
びもくずがに漁業

基点第三号と基点第四号とを結ぶ線から基点第七号と基点第八号とを結ぶ線まで
の揖斐川、基線第四号から下流の牧田川、金草川、石畑川、杭瀬川、相川、色目
川、泥川、大谷川、矢道川、薬師川、梅谷川、大滝川、岩手川、大栗毛川、菅野川、
奥川、東川、中川、深町川、小畑川、水門川、中之江川、新規川、平野井川及び東
平野井川並びに基線第五号から下流の根尾川並びにそれらの支派川
　基点第三号　海津市平田町今尾と養老郡養老町大巻とに架かる今尾橋の右岸上
流端から上流三百メートルの点
　基点第四号　海津市平田町今尾と養老郡養老町大巻とに架かる今尾橋の左岸上
流端から上流三百メートルの点
　基点第七号　安八郡神戸町落合地内揖斐川右岸の国土交通省河川距離標四十
六・二キロメートルの点
　基点第八号　瑞穂市宮田地先と揖斐郡大野町下座倉地先とに設置された根尾川
第五床固めえん堤の右岸下流端
　基線第四号　養老郡養老町高田と同町直江とに架かる高田橋の下流端の線
　基線第五号　瑞穂市宮田地先と揖斐郡大野町下座倉地先とに設置れた根尾川第
五床固めえん堤の下流端の線

大垣市（平成十八年三月
二十六日における大垣市
の区域に限る。）、瑞穂
市、養老郡養老町、不破
郡垂井町及び関ケ原町、
安八郡神戸町、輪之内町
及び安八町並びに揖斐郡
大野町及び池田町

西濃水産漁業協同組
合

内共第7号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、うなぎ漁業、
おいかわ漁業及
びうぐい漁業

基線第四号から上流の牧田川、五日市川、今須川、赤尾川及び東谷川並びに基点
第九号と基点第十号とを結ぶ線から下流の藤古川並びにそれらの支派川
　基線第四号　養老郡養老町高田と同町直江とに架かる高田橋の下
流端の線
　基点第九号　不破郡関ケ原町大字玉字川向一〇一一番地の北東端
　基点第十号　不破郡関ケ原町大字玉字夫婦岩二〇三番地の一の北西端

大垣市（平成十八年三月
二十六日における養老郡
上石津町の区域に限
る。）、養老郡養老町及び
不破郡関ケ原町

牧田川漁業協同組合

内共第8号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、ふな漁
業、おいかわ漁業
及びうぐい漁業

基線第五号から上流の根尾川、花田川、三水川、菅瀬川、府内川及び根尾東谷
川、基線第六号から上流の糸貫川、基線第七号から上流の五六川並びに基線第八
号から上流の犀川及び政田川並びにそれらの支派川
　基線第五号　瑞穂市宮田地先と揖斐郡大野町下座倉地先とに設置
された根尾川第五床固めえん堤の下流端の線
　基線第六号　本巣市小柿と本巣郡北方町高屋とに架かる新糸貫橋の下流端の線
　基線第七号　瑞穂市荒川と同市本田とに架かる五六橋の下流端の線
　基線第八号　瑞穂市美江寺地内美江寺橋の下流端の線

瑞穂市、本巣市、揖斐郡
揖斐川町（平成十七年一
月三十日における揖斐郡
谷汲村の区域に限る。）
及び大野町並びに本巣郡
北方町

根尾川筋漁業協同組
合

内共第9号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
うなぎ漁業、おい
かわ漁業及びうぐ
い漁業

基点第七号と基点第八号とを結ぶ線から基線第九号までの揖斐川、白石川、桂
川、粕川、高橋谷川、長谷川及び表川並びにそれらの支派川
　基点第七号　安八郡神戸町落合地内揖斐川右岸の国土交通省河川距離標四十
六・二キロメートルの点
　基点第八号　瑞穂市宮田地先と揖斐郡大野町下座倉地先とに設置された根尾川
第五床固めえん堤の右岸下流端
　基線第九号　揖斐郡揖斐川町三倉地先と同町鎌曽地先とに設置された西平えん
堤の下流端の線

安八郡神戸町並びに揖
斐郡揖斐川町（平成十七
年一月三十日における揖
斐郡揖斐川町、春日村及
び久瀬村の区域に限
る。）、大野町及び池田町

揖斐川中部漁業協同
組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第10号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁業、おいかわ漁
業及びうぐい漁業

基線第九号から基点第十一号と基点第十二号とを結ぶ線までの揖斐川、飛鳥川、
高知川及び日坂川並びにそれらの支派川
　基線第九号　揖斐郡揖斐川町三倉地先と同町鎌曽地先とに設置された西平えん
堤の下流端の線
　基点第十一号　揖斐郡揖斐川町西津汲字大牧一九八〇番地の五の北西端
　基点第十二号　揖斐郡揖斐川町樫原字小倉一番地の五の南端

揖斐郡揖斐川町（平成十
七年一月三十日における
揖斐郡揖斐川町、谷汲村
及び久瀬村の区域に限
る。）

揖斐川久瀬漁業協同
組合

内共第11号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁、おいかわ漁業
及びうぐい漁業

基点第十一号と基点第十二号を結ぶ線から基点第十三号と基点第十四号とを結ぶ
線までの揖斐川、坂内川、白川、大谷川、広瀬浅又川、八草川及び原谷川並びに
それらの支派川
　基点第十一号　揖斐郡揖斐川町西津汲字大牧一九八〇番地の五の北西端
　基点第十二号　揖斐郡揖斐川町樫原字小倉一番地の五の南端
　基点第十三号　揖斐郡揖斐川町鶴見字大津瀬四番地の五の北端
　基点第十四号　揖斐郡揖斐川町東杉原字奥山一二一九番地の南西端

揖斐郡揖斐川町（平成十
七年一月三十日における
揖斐郡藤橋村及び坂内
村の区域に限る。

揖斐川上流漁業協同
組合

内共第12号

あまご漁業、こい
漁業、ふな漁業、
うなぎ漁業、なま
ず漁業、おいかわ
漁業及びうぐい漁
業

基点第十五号と点イとを結ぶ線から基線第十号までの長良川及び桑原川並びにそ
れらの支派川
　基点第十五号　海津市海津町木曽川・長良川瀬割堤上岐阜・愛知県境標識
　点イ　基点第十五号から二百二十一度の線と長良川右岸との交点
　基線第十号　安八郡輪之内町東大藪と羽島市堀津町入ノ戸とに架かる大藪大橋
の下流端の線

羽島市、海津市（平成十
七年三月二十七日におけ
る海津郡海津町及び平田
町の区域に限る。）及び
安八郡輪之内町

木曽長良川下流漁業
協同組合
海津市漁業協同組合

内共第13号

あまご漁業、こい
漁業、ふな漁業、
うなぎ漁業、なま
ず漁業、おいかわ
漁業及びもくずが
に漁業

基線第十号から基線第十一号までの長良川並びに基線第十二号から下流の犀
川、境川、新荒田川、岩戸川、岩地川及び大江川並びにそれらの支派川
　基線第十号　安八郡輪之内町東大藪と羽島市堀津町入ノ戸とに架
かる大藪大橋の下流端の線
　基線第十一号  岐阜市茶屋新田と大垣市墨俣町墨俣とに架かる長良大橋の下流
端の線
　基線第十二号  大垣市墨俣町墨俣地内犀川樋門の下流端の線

岐阜市、大垣市（平成十
八年三月二十六日におけ
る安八郡墨俣町の区域に
限る。）、羽島市、各務原
市、羽島郡岐南町並びに
安八郡輪之内町及び安
八町

長良川漁業協同組合
西濃水産漁業協同組
合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第14号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
ふな漁業、うなぎ
漁業、なまず漁
業、もろこ漁業、
おいかわ漁業、う
ぐい漁業及びもく
ずがに漁業

基線第十一号から基点第十六号と点イとを結ぶ線までの長良川、基線第六号から
下流の糸貫川、基線第十三号から下流の伊自良川並びに基点第十六号と基点第
十七号を結ぶ線から下流の津保川、荒田川、論田川、根尾川、板屋川、早田川、則
武川、新堀川、正木川、鷺山川、鳥羽川、天神川、新川、石田川、椎倉川、東川、椿
川、城田寺川、しびり川、両満川及び山田川並びにそれらの支派川
　基線第六号　本巣市小柿と本巣郡北方町高屋とに架かる新糸貫橋の下流端の線
　基線第十一号　岐阜市茶屋新田と大垣市墨俣町墨俣とに架かる長良大橋の下流
端の線
　基線第十三号　山県市長滝地内に設置された伊自良えん堤の下流端の線
　基点第十六号　岐阜市上芥見地内の津保川と桐谷川の合流点下流端から下流
百四十メートルの点
　基点第十七号　岐阜市上芥見地内各務用水排水口の下流端から上流三十メート
ルの点
　基点第十八号  岐阜市上芥見地内長良川左岸の岐阜県河川距離標五十九・八キ
ロメートルの点
　点イ  基点第十八号から三百十五度四十七分の線と長良川右岸との交点

岐阜市（平成十七年十二
月三十一日における岐阜
市の区域に限る。）、大垣
市（平成十八年三月二十
六日における安八郡墨俣
町の区域に限る。）、山県
市、瑞穂市、本巣市（平成
十六年一月三十一日に
おける本巣郡真正町の区
域に限る。）及び本巣郡
北方町

長良川漁業協同組合

内共第15号

こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
なまず漁業、もろ
こ漁業、おいかわ
漁業、うぐい漁業
及びもくずがに漁
業

基線第十二号から基線第八号までの犀川並びに基線第七号から下流の五六川、
天王川、中川、新堀川、高野川、新高野川及び長護寺川並びにそれらの支派川
　基線第七号　瑞穂市荒川と同市本田とに架かる五六橋の下流端の線
　基線第八号　瑞穂市美江寺地内美江寺橋の下流端の線
　基線第十二号  大垣市墨俣町墨俣地内犀川樋門の下流端の線

大垣市（平成十八年三月
二十六日における安八郡
墨俣町の区域に限る。）
及び瑞穂市

長良川漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第16号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
おいかわ漁業、う
ぐい漁業、あじめ
どじょう漁業、かじ
か漁業及びよしの
ぼり漁業

基点第十六号と点イとを結ぶ線から点ロと点ハとを結ぶ線までの長良川、基点第二
十号と基点第二十一号を結ぶ線から下流の武儀川並びに基点第二十二号と基点
第二十三号とを結ぶ線から下流の板取川、福富川、エゴ川、余取川、片知川、神洞
川及び半道川並びにそれらの支派川
　基点第十六号  岐阜市上芥見地内の津保川と桐谷川の合流点下流端から下流百
四十メートルの点
　基点第十八号　岐阜市上芥見地内長良川左岸の岐阜県河川距離標五十九・八キ
ロメートルの点
　基点第十九号  美濃市洲原地内中部電力株式会社長良川発電所制水口の中心
　基点第二十号  山県市中洞と関市武芸川町谷口とに架かる若鮎橋右岸下流端か
ら下流百六十メートルの点
　基点第二十一号  山県市中洞と関市武芸川町谷口とに架かる若鮎橋左岸下流端
から下流百六十メートルの点
　基点第二十二号　美濃市大字乙狩字細野一六四番地の一の北東端基点第二十
三号  関市洞戸下洞戸一七二五番地の南端
　点イ　基点第十八号から三百十五度四十七分の線と長良川右岸との交点
　点ロ　基点第十九号から三百三十度の線と長良川左岸との交点
　点ハ　基点第十九号から三百十七度の線と長良川右岸との交点

岐阜市、関市（平成十七
年二月六日における関市
並びに武儀郡洞戸村及び
武芸川町の区域に限
る。）、美濃市及び山県市

長良川中央漁業協同
組合

内共第17号

あゆ漁業、あまご
漁業、いわな漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、おいかわ
漁業、うぐい漁
業、あじめどじょう
漁業、かじか漁業
及びよしのぼり漁
業

点イと点ロとを結ぶ線から上流の長良川、粥川、亀尾島川、吉田川、小駄良川、神
路川、落部谷川、栗巣川、古道川、大間見川、小間見川、牛道川、阿多岐川、板倉
川、曽部地川及び鷲見川並びにそれらの支派川
　基点第十九号　美濃市洲原地内中部電力株式会社長良川発電所制水口の中心
　点イ　基点第十九号から三百三十度の線と長良川左岸との交点
　点ロ　基点第十九号から三百十七度の線と長良川右岸との交点

郡上市（平成十六年二月
二十九日における郡上郡
八幡町、大和町、白鳥町
（昭和三十三年十月十四
日における福井県大野郡
石徹白村の区域を除
く。）、高鷲村、美並村及
び明宝村の区域に限る。

郡上漁業協同組合

内共第18号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
ふな漁業、うなぎ
漁業、おいかわ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業及びよしのぼり
漁業

基点第十六号と基点第十七号とを結ぶ線から基点第二十四号と基点第二十五号と
を結ぶ線までの津保川、関川、吉田川、蜂屋川及び詰田川並びにそれらの支派川
　基点第十六号　岐阜市上芥見地内の津保川と桐谷川の合流点下流端から下流
百四十メートルの点
　基点第十七号　岐阜市上芥見地内各務用水排水口の下流端から上流三十メート
ルの点
　基点第二十四号　関市肥田瀬字上野一九八九番地の四の北東端
　基点第二十五号　加茂郡富加町高畑字下川原五六五番地の三の北端

岐阜市、関市、美濃加茂
市及び加茂郡富加町

長良川中央漁業協同
組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第19号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
ふな漁業、うなぎ
漁業、おいかわ漁
業、うぐい漁業及
びあじめどじょう
漁業

基点第二十四号と基点第二十五号とを結ぶ線から上流の津保川、川浦川、大洞
川、廿屋川、太市川、納古川、志津野川、小野川、轡野川、祖父川川、中之保川、
水成川、武儀倉川、小那比川及び少合川並びにそれらの支派川
　基点第二十四号  関市肥田瀬字上野一九八九番地の四の北東端
　基点第二十五号　加茂郡富加町高畑字下川原五六五番地の三の北端

関市（平成十七年二月六
日における関市並びに武
儀郡板取村、武芸川町、
武儀町及び上之保村の
区域に限る。）、美濃加茂
市、郡上市（平成十六年
二月二十九日における郡
上郡八幡町の区域に限
る。）及び加茂郡富加町

津保川漁業協同組合

内共第20号

あゆ漁業、あまご
漁業、うなぎ漁
業、おいかわ漁
業、うぐい漁業及
びあじめどじょう
漁業

基点第二十号と基点第二十一号とを結ぶ線から上流の武儀川、西洞川、日永谷
川、出戸川、船越川、神崎川及び伊住戸川並びにそれらの支派川
　基点第二十号  山県市中洞と関市武芸川町谷口とに架かる若鮎橋右岸下流端か
ら下流百六十メートルの点
　基点第二十一号  山県市中洞と関市武芸川町谷口とに架かる若鮎橋左岸下流端
から下流百六十メートルの点

山県市 美山漁業協同組合

内共第21号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、うなぎ漁業、
おいかわ漁業、う
ぐい漁業及びあじ
めどじょう漁業

基点第二十二号と基点第二十三号とを結ぶ線から上流の板取川及び基線第十四
号から下流の柿野川並びにそれらの支派川
　基点第二十二号　美濃市大字乙狩字細野一六四番地の一の北東端
　基点第二十三号　関市洞戸下洞戸一七二五番地の南端
　基線第十四号　山県市柿野地内御園下橋の下流端の線

関市（同市武芸川町谷口
並びに平成十七年二月
六日における武儀郡洞戸
村及び板取村の区域に
限る。）

板取川上流漁業協同
組合

内共第22号

あゆ漁業、あまご
漁業、うなぎ漁
業、おいかわ漁
業、うぐい漁業及
びあじめどじょう
漁業

基線第十四号から上流の柿野川及びその支派川
　基線第十四号  山県市柿野地内御園下橋の下流端の線

山県市 美山漁業協同組合

内共第23号

にじます漁業、こ
い漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
わかさぎ漁業、も
ろこ漁業、おいか
わ漁業及びうぐい
漁業

基点第二十六号と点イとを結ぶ線から上流の可児川、矢戸川、横市川、久々利川、
姫川、大森川、中郷川、瀬田川、比衣川、真名田川、唐沢川、平芝川、切木川及び
津橋川並びにそれらの支派川
　基点第二十六号  可児市大脇四八〇三番地の北東端
　点イ  基点第二十六号から六十八度四十分の線と可児川右岸との交点

多治見市、瑞浪市、可児
市（平成十七年四月三十
日における可児市の区域
に限る。）及び可児郡御
嵩町

可児漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第24号
こい漁業及びうな
ぎ漁業

基線第十五号から基線第十六号までの木曽川並びに基点第二十七号と基点第二
十八号とを結ぶ線から下流の飛驒川及び深渡川並びにそれらの支派川
　基線第十五号　美濃加茂市古井町下古井地先と可児市今渡地先と
に設置された今渡えん堤の下流端の線
　基線第十六号　加茂郡八百津町和知地先と可児市兼山地先とに設置された兼山
えん堤の下流端の線
　基点第二十七号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大
橋の右岸下流端から下流二十四メートルの点
　基点第二十八号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大
橋の左岸下流端から下流十二メートルの点

美濃加茂市、可児市、加
茂郡八百津町及び可児
郡御嵩町

日本ライン漁業協同組
合
木曽川中流漁業協同
組合

内共第25号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、おいかわ
漁業及びうぐい漁
業

基線第十六号から基線第十七号までの木曽川及びその支派川
　基線第十六号　加茂郡八百津町和知地先と可児市兼山地先とに設置された兼山
えん堤の下流端の線
　基線第十七号　恵那市飯地町岩浪地先と瑞浪市大湫町深山地先とに設置された
笠置えん堤の下流端の線

瑞浪市、恵那市、可児市
（平成十七年四月三十日
における可児郡兼山町の
区域に限る。）、加茂郡八
百津町及び可児郡御嵩
町

木曽川中流漁業協同
組合

内共第26号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁業、もろこ漁
業、おいかわ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業及びかじか漁
業

基線第十七号から基点第二十九号と基点第三十号とを結ぶ線までの木曽川、沢尻
川、中野方川、力石川、千田川、和田川、柏ケ根川、阿木川、濁川、横町川、永田
川、田違川、定蓮寺川、飯沼川、岩村川、湯壺川、富田川、吉田川、飯羽間川、一
色川、野田川、久須田川、寺川、千旦林川、坂本川、一之瀬川、付知川、狩宿川、
麦搗川、木積沢川、松島川、長根川、柏原川、横川、山の田川、中津川、四ツ目川、
後田川、前川、落合川、湯舟沢川、島田川、牧沢川、外洞川及び川上川並びにそれ
らの支派川
　基線第十七号　恵那市飯地町岩浪地先と瑞浪市大湫町深山地先とに設置された
笠置えん堤の下流端の線
　基点第二十九号　主要地方道中津川田立線と岐阜県・長野県境との交差部南端
　基点第三十号　中津川市山口五番地の一の北東端

中津川市及び恵那市 恵那漁業協同組合

内共第27号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、おいかわ
漁業、うぐい漁
業、あじめどじょう
漁業及びよしのぼ
り漁業

基点第二十七号と基点第二十八号とを結ぶ線から基線第十八号までの飛驒川、雄
鳥川、飯田川、水無瀬川、尾賀野川、神渕川、飯高川、葛屋川、間見川、奥田川、
八日市川、葉津川、杉洞川、白川、田代沢川、黒川、赤川、栃平川、柿反川、洞山
川、柏本川、西洞川、佐広川、曲坂川、大明神川、新巣川、佐見川、稲田川、小野
日蔭川及び菅田川並びにそれらの支派川
　基点第二十七号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大
橋の右岸下流端から下流二十四メートルの点
　基点第二十八号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大
橋の左岸下流端から下流十二メートルの点
　基線第十八号　下呂市金山町井尻地先と同市金山町田島地先とに設置された七
宗発電所えん堤の下流端の線

中津川市（平成十七年二
月十二日における恵那郡
加子母村の区域に限
る。）、美濃加茂市、下呂
市（平成十六年二月二十
九日における益田郡金山
町の区域に限る。）並び
に加茂郡川辺町、七宗
町、八百津町、白川町及
び東白川村

飛騨川漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第28号
あゆ漁業、おいか
わ漁業及びうぐい
漁業

基線第十八号から基線第十九号までの飛驒川及びその支派川
　基線第十八号　下呂市金山町井尻地先と同市金山町田島地先とに設置された七
宗発電所えん堤の下流端の線
　基線第十九号  下呂市金山町金山と同市金山町大船渡とに架かる金山橋の下流
端の線

下呂市（平成十六年二月
二十九日における益田郡
金山町の区域に限る。）

益田川漁業協同組合
飛騨川漁業協同組合
馬瀬川下流漁業協同
組合

内共第29号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、おいか
わ漁業、うぐい漁
業、あじめどじょう
漁業、かじか漁業
及びよしのぼり漁
業

基線第十九号から基線第二十号までの飛驒川、門和佐川、竹原川、輪川、乗政
川、神梨川、般若川、白山川、山之口川、カジヤ谷川、大ヶ洞川、小坂川、大洞川及
び兵衛谷川並びにそれらの支派川
　基線第十九号　下呂市金山町金山と同市金山町大船渡とに架かる金山橋の下流
端の線
　基線第二十号  下呂市小坂町栃洞と高山市久々野町阿多粕とに架かるＪＲ東海
高山本線第十六益田川橋梁の下流端の線

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
久々野町の区域に限
る。）及び下呂市

益田川漁業協同組合

内共第30号

あゆ漁業、あまご
漁業、いわな漁
業、こい漁業、ふ
な漁業、うなぎ漁
業、おいかわ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業及びかじか漁
業

基線第二十号から上流の飛驒川、無数河川、八尺川、青屋川、九蔵川、秋神川、道
後谷川、塩蔵川、黍生川、小長谷川、脇谷川、日和田川及び幕岩川並びにそれら
の支派川
　基線第二十号  下呂市小坂町栃洞と高山市久々野町阿多粕とに架かるＪＲ東海
高山本線第十六益田川橋梁の下流端の線

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
宮村、久々野町、朝日村
及び高根村の区域に限
る。）及び下呂市（平成十
六年二月二十九日におけ
る益田郡小坂町の区域に
限る。）

益田川上流漁業協同
組合

内共第31号

あゆ漁業、あまご
漁業、いわな漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、おいかわ
漁業、わかさぎ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業及びかじか漁
業

基線第十九号から基点第三十一号と基点第三十二号とを結ぶ線までの馬瀬川並
びに基線第二十一号から下流の和良川、戸川及び弓掛川並びにそれらの支派川
　基線第十九号  下呂市金山町金山と同市金山町大船渡とに架かる金山橋の下流
端の線
　基線第二十一号  下呂市金山町坂ヶ洞地先と郡上市和良町方須地先とに設置さ
れた中原用水えん堤の下流端の線
　基点第三十一号  下呂市馬瀬下山栂峠五二八番の一地先の標識
　基点第三十二号  下呂市金山町弓掛細越六九番の二地先の標識

郡上市（平成十六年二月
二十九日における郡上郡
明宝村及び和良村の区
域に限る。）及び下呂市
（平成十六年二月二十九
日における益田郡金山町
及び馬瀬村の区域に限
る。）

馬瀬川下流漁業協同
組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第32号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁業、おいかわ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業及びかじか漁
業

　基点第三十一号と基点第三十二号とを結ぶ線から上流の馬瀬川及び小原川並び
にそれらの支派川
　基点第三十一号  下呂市馬瀬下山栂峠五二八番の一地先の標識
　基点第三十二号  下呂市金山町弓掛細越六九番の二地先の標識

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
清見村の区域に限る。）
及び下呂市（平成十六年
二月二十九日における益
田郡金山町の区域に限
る。）

馬瀬川上流漁業協同
組合

内共第33号

あゆ漁業、あまご
漁業、いわな漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、おいかわ
漁業、うぐい漁
業、あじめどじょう
漁業及びかじか
漁業

　基線第二十一号から上流の和良川、土京川、鬼谷川及び入間川並びにそれらの
支派川
　基線第二十一号  下呂市金山町坂ヶ洞地先と郡上市和良町方須地先とに設置さ
れた中原用水えん堤の下流端の線

郡上市（平成十六年二月
二十九日における郡上郡
八幡町及び和良村の区
域に限る。）及び下呂市
（平成十六年二月二十九
日における益田郡金山町
の区域に限る。）

和良川漁業協同組合

内共第34号

あゆ漁業、あまご
漁業、にじます漁
業、こい漁業、うな
ぎ漁業、わかさぎ
漁業及びおいか
わ漁業

　基点第三十三号と基点第三十四号とを結ぶ線から上流の土岐川、市之倉川、辛
沢川、大原川、笠原川、大沢川、芝草川、平園川、富士下川、生田川、高田川、妻
木川、前の川、裏山川、下石川、久尻川、伊野川、肥田川、不動川、日吉川、白倉
川、狭間川、万尺川、小里川、萩原川、猿爪川、新田川、於齟齬川、田沢川、久保
原川、佐々良木川、中沢川、椋実川、藤川及び洞川並びにそれらの支派川
　基点第三十三号　多治見市市之倉一三丁目一二〇番地の南西端
　基点第三十四号　多治見市諏訪町川西一五七番地の南東端

多治見市、瑞浪市、恵那
市及び土岐市

土岐川漁業協同組合

内共第35号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
うなぎ漁業、おい
かわ漁業及びうぐ
い漁業

　点イと点ロとを結ぶ線から上流の明智川、大平川、高波川、馬木川、中沢川、小杉
川、源内川、吉田川、滝坂川、野志川及び荒井川並びにそれらの支派川
　基点第三十五号　恵那市明智町横通乳曽洞小林四四四の一の一の三番地先の
岐阜・愛知県境標識
　点イ　基点第三十五号から百三十五度の線と明智川右岸との交点
　点ロ　点イから七十度の線と明智川左岸との交点

恵那市（平成十六年十月
二十四日における恵那郡
明智町及び串原村の区
域に限る。）

岐阜県矢作川漁業協
同組合

内共第36号

あゆ漁業、あまご
漁業、こい漁業、
うなぎ漁業、おい
かわ漁業及びうぐ
い漁業

　点イと点ロとを結ぶ線から基線第二十二号までのうち恵那市上矢作町大平地内
大平橋より下流の上村川、木之実川及び飯田洞川並びにそれらの支派川並びに同
橋より上流の上村川
　基点第三十六号  愛知県豊田市押山町地内国界橋の南西端
　点イ　基点第三十六号から二百九十五度の線と上村川左岸との交点
　点ロ　基点第三十六号から二百九十三度五十分の線と上村川右岸との交点
　基線第二十二号　恵那市上矢作町と長野県下伊那郡平谷村とに設置された上村
えん堤の上流端の線

恵那市（平成十六年十月
二十四日における恵那郡
上矢作町の区域に限
る。）

岐阜県矢作川漁業協
同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第37号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁業、おいかわ漁
業、うぐい漁業、
あじめどじょう漁
業、かじか漁業及
びよしのぼり漁業

　基点第三十七号と点イとを結ぶ線から基点第三十八号と点ロとを結ぶ線までの宮
川並びに基点第三十九号と点ハとを結ぶ線から下流の小鳥川、稲越川及び金山谷
川並びにそれらの支派川
　基点第三十七号　飛驒市宮川町小豆沢焼畑地内岐阜・富山県境標識
　基点第三十八号　飛驒市古川町さいの神四五四番地の一二の南端
　基点第三十九号　高山市清見町江黒八九九番地の一の北西端
　点イ　基点第三十七号から百八十度の線と宮川右岸との交点
　点ロ　基点第三十八号から二百七十度の線と宮川左岸との交点
　点ハ　基点第三十九号から二百九十度の線と小鳥川左岸との交点

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
清見村の区域に限る。）
及び飛驒市（平成十六年
一月三十一日における吉
城郡古川町、河合村及び
宮川村の区域に限る。）

宮川下流漁業協同組
合

内共第38号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
おいかわ漁業、う
ぐい漁業、あじめ
どじょう漁業及び
かじか漁業

　基点第三十八号と点イとを結ぶ線から上流の宮川、基線第二十三号から下流の
荒城川並びに基線第二十四号から下流の小八賀川、戸市川、殿川、黒内川、畦畑
川、太江川、桐谷川、十三墓岐川、宮谷川、漆谷川、宇津江川、瓜巣川、脇谷川、
糠塚川、川上川、高曽洞川、京塚谷川、牧谷川、今谷川、大楢谷川、苔川、大八賀
川、山口川、生井川、滝川、江名子川及び常泉寺川並びにそれらの支派川
　基点第三十八号　飛驒市古川町さいの神四五四番地の一二の南端
　基線第二十三号　高山市丹生川町柏原スサコと同市国府町宮地鞍渕とに設置さ
れたスサコ頭首工の上流端の線
　基線第二十四号  高山市丹生川町新張西ケ原地先と同市丹生川町下保保木地
先とに設置された下切発電所えん堤の下流端の線

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
丹生川村、清見村及び宮
村並びに吉城郡国府町
の区域に限る。）及び飛
驒市（平成十六年一月三
十一日における吉城郡古
川町及び河合村の区域
に限る。）

宮川漁業協同組合

内共第39号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、うなぎ
漁業、うぐい漁
業、あじめどじょう
漁業、かじか漁業
及びよしのぼり漁
業

　基点第四十号と基点第四十一号とを結ぶ線から上流の高原川、跡津川、山田川、
吉田川、蔵柱川、双六川、中ノ俣川、北ノ俣川及び蒲田川並びにそれらの支派川
　基点第四十号  飛驒市神岡町中山上の山山林五九三番地の三の東南端
　基点第四十一号  飛驒市神岡町中山と富山県富山市東猪谷とに架かる新猪谷橋
の右岸下流端

高山市（平成十七年一月
三十一日における吉城郡
上宝村の区域に限る。）
及び飛驒市（平成十六年
一月三十一日における吉
城郡神岡町の区域に限
る。）

高原川漁業協同組合

内共第40号 いわな漁業
基線第二十五号から上流のソンボ谷川及びそれらの支派川
　基線第二十五号  飛驒市神岡町谷地内中山橋の下流端の線

飛驒市（平成十六年一月
三十一日における吉城郡
神岡町の区域に限る。）

高原川漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第41号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、
おいかわ漁業、う
ぐい漁業、あじめ
どじょう漁業及び
かじか漁業

　基点第三十九号と点イとを結ぶ線から上流の小鳥川及び片野川並びにそれらの
支派川
　基点第三十九号　高山市清見町江黒八九九番地の一の北西端
　点イ　基点第三十九号から二百九十度の線と小鳥川左岸との交点

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
清見村の区域に限る。）

宮川漁業協同組合

内共第42号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
おいかわ漁業及
びうぐい漁業

基線第二十三号から上流の荒城川及びその支派川
　基線第二十三号　高山市丹生川町柏原スサコと同市国府町宮地鞍渕とに設置さ
れたスサコ頭首工の上流端の線

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
丹生川村及び吉城郡国
府町の区域に限る。）

丹生川漁業協同組合

内共第43号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
おいかわ漁業及
びうぐい漁業

　基線第二十四号から上流の小八賀川、大萓谷川、山口谷川、小木曽谷川及び池
ノ俣川並びにそれらの支派川
　基線第二十四号  高山市丹生川町新張西ケ原地先と同市丹生川町下保保木地
先とに設置された下切発電所えん堤の下流端の線

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
丹生川村の区域に限
る。）

丹生川漁業協同組合

内共第44号 いわな漁業
基点第四十二号と点イとを結ぶ線から上流の万波川及びその支派川
　基点第四十二号　飛驒市宮川町三八四番地と同三八五番地との境の西端
　点イ　基点第四十二号から三百十度の線と万波川左岸との交点

飛驒市（平成十六年一月
三十一日における吉城郡
宮川村の区域に限る。）

宮川下流漁業協同組
合

内共第45号 いわな漁業
基線第二十六号から上流の大長谷川及びその支派川
　基線第二十六号  飛驒市河合町二ツ屋青はげと同市河合町二ツ屋四百間とに架
かる大長谷橋の下流端の線

飛驒市（平成十六年一月
三十一日における吉城郡
宮川村の区域に限る。）

宮川下流漁業協同組
合

内共第46号

あゆ漁業、やまめ
漁業、にじます漁
業、いわな漁業、
こい漁業、ふな漁
業、うなぎ漁業、う
ぐい漁業、あじめ
どじょう漁業及び
かじか漁業

　基点第四十三号と点イとを結ぶ線から上流の庄川、加須良川、宮谷川、牛首谷
川、荒谷川、小谷川、中沢川、大白川、大白水谷川、六廐川、森茂川、尾上郷川、
大黒川、イチコ沢川、アマゴ谷川、大シウド谷川、小シウド谷川、小シウド沢川、大
日谷川、海上谷川、第三別山谷川、第二別山谷川、第一別山谷川、落部川、御手
洗川、野々俣川、町屋川、一色川、寺河戸川及び三谷川並びにそれらの支派川
　基点第四十三号  大野郡白川村小白川大洞六六二番地の北東端
　点イ　基点第四十三号から七十度の線と庄川右岸との交点

高山市（平成十七年一月
三十一日における大野郡
清見村及び荘川村の区
域に限る。）、郡上市（平
成十六年二月二十九日
における郡上郡高鷲村の
区域に限る。）及び大野
郡白川村

庄川漁業協同組合



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第47号

あゆ漁業、やまめ
漁業、いわな漁
業、にじます漁
業、あじめどじょう
漁業及びかじか
漁業

　基点第四十四号と基点第四十五号とを結ぶ線から上流の石徹白川及びその支派
川
　基点第四十四号　石徹白川右岸の福井県大野市小谷堂二〇字一の二と郡上市
白鳥町石徹白字鬼神山一の八との境界
（石徹白川右岸県境）
　基点第四十五号　石徹白川左岸の福井県大野市小谷堂一九字二の
九と郡上市白鳥町石徹白字大山一の二との境界

郡上市（昭和三十三年十
月十四日における福井県
大野郡石徹白村の区域
に限る。）

石徹白漁業協同組合

※

他県　第五種共同漁業
公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第１５号
（愛知県）

あゆ漁業
あまご漁業
こい漁業
ふな漁業
うなぎ漁業
おいかわ漁業
うぐい漁業

基点第９号　岐阜県恵那市上矢作町小田子字中屋地内の岐阜・愛知県境標識
　　　　　　　　（右岸）
基点第10号　岐阜県恵那市明智町横通乳曽洞小林444の１の１の３番地先の
　　　　　　　　 岐阜・愛知県境標識（右岸）
基点第11号　豊田市押山町地内国界橋の南西端基点
　ア　第９号から271度の線と矢作川左岸との交点
　イ　基点第10号から135度の線と明智川右岸との交点
　ウ　イから70度の線と明智川左岸との交点
　エ　基点第11号から295度の線と上村川左岸との交点
　オ　基点第11号から293度50分の線と上村川右岸との交点

矢作川及び　（基点第９号とアを結ぶ線から下流の豊田市浅谷町土場地内の
矢作ダム　　　寿橋上流端に至る間）
明智川　（イとウを結ぶ線から下流の矢作川合流点に至る間）
段戸川　（豊田市小滝野町地内の旭大橋の上流端から下流の矢作川合流点に
　　　　　　至る間）
上村川　（エとオを結ぶ線から下流の矢作川合流点に至る間）

上記区域に直接流入する支派川を含む。

豊田市（平成十七年三月
三十一日におけ
る旧東加茂郡旭町及び稲
武町の
区域に限る。）、岐阜県恵
那市明
智町、串原上矢作町

岐阜県矢作川漁業協
同組合
矢作川漁業協同組合
（愛知県）

内共第2号から内共第46号　
公示番号

内共第47号
平成26年１月1日から平成35年12月31日まで
平成25年9月1日から平成30年12月31日まで

免許期間



公示番号 漁業の名称 漁場の位置及び区域 関係地区 管轄漁業協同組合

内共第２３号
（愛知県）

あゆ漁業
あまご漁業
こい漁業
ふな漁業
うなぎ漁業
おいかわ漁業
うぐい漁業

基点第16号　岐阜県可児市大脇4803番地の北東端
　ア　基点第16号から68度40分の線と可児川右岸との交点
木曽川　（岐阜県可児市川合字西野と岐阜県美濃加茂市川合町１丁目に架か
　　　　　　る今渡えん堤下流端から下流の岐阜県海津市海津町大和田と愛西
　　　　　　市給父町に架かる東海大橋の上流端に至る間）
可児川　（基点第16号とアを結ぶ線から下流の木曽川合流点に至る間）

　北派川、新境川、南派川、大安寺川、追間川、加茂川、寿後川上記区域に直接流
入する支派川を含む。

稲沢市（平成十七年三月
三十一日における旧中島
郡祖父江町の区域に限
る。）、一宮市、江南市、
丹羽郡扶桑町、大口町、
犬山市、愛西市（平成十
七年三月三十一日におけ
る旧海部郡八開村の区域
に限る。）、岐阜県羽島
市、羽島郡笠松町、岐南
町、各務原市、加茂坂祝
町、美濃加茂市、可児市（
平成十七年四月三十日
における旧可児郡兼山町
の区域を除く。）

木曽川長良川下流漁
業協同組合
日本ライン漁業協同組
合
木曽川漁業協同組合
（愛知県）
愛北漁業協同組合（愛
知県）

内共第１７号
（富山県）

あゆ漁業
やまめ漁業
いわな漁業

次の基点第３号と基点第４号とを結ぶ線から基点第５号と点イとを
結ぶ線までの宮川、基点第６号と基点第７号とを結ぶ線から下流の
高原川及び中山橋下流端から下流のソンボ谷川並びにそれらの支派川
　基点第３号：　岐阜県飛騨市神岡町中山と富山県富山市蟹寺とに
架かる新国境橋の左岸下流端
　基点第４号：　富山県富山市猪谷上山割２６番地の２０北陸電力株
式会社牧送電線第２２号鉄塔頂点
　基点第５号：　 岐阜県飛騨市宮川町小豆沢焼畑地内岐阜・富山県
境標識
　基点第６号：　 岐阜県飛騨市神岡町中山上の山山林５９３番地の３
の東南端
　基点第７号：岐阜県飛騨市神岡町中山と富山県富山市猪谷とに
架かる新猪谷橋の右岸下流端
　点　　　　　 イ：　 基点第５号から１８０度の線と宮川右岸との交点

富山県富山市、岐阜県飛
騨市宮川町及び神岡町

高原川漁業協同組合
宮川下流漁業協同組
合
富山漁業協同組合（富
山県）

※
公示番号 免許期間

内共第15号、第23号（愛知県）
内共第17号（富山県）

平成26年1月1日から平成35年12月31日まで


