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令和３年度ライセンス制実施の主な内容

（対象魚種：サクラマス）
胆振海区委員会指示内容

１ 期 間 制限期間 １２月１５日から ３月１５日まで（３ヶ月間）
（申請期間：原則１１月２５日まで）

２ 承 認 船舶毎の委員会承認
承認対象船舶：遊漁船・プレジャーボート（原則総トン数２０トン未満）

３ 承認船の ライセンス海域 下 記 海 域 図
遵守事項等 釣 獲 時 間 Ａ海域 日の出から14:00まで

Ｂ海域 日の出から正午まで
章 旗 の 形 状 別図のとおり
そ の 他 章旗の掲揚・釣果報告の提出

４ 乗船者の遵守事項
漁具及び漁法の制限 竿釣りに限定。なお、同時に使用する竿数は１人１本（ただし、プ

レジャーボートに乗船して行う場合を除く）
釣獲尾数制限 釣獲し、保持することができるサクラマスは１日１人１０尾以内
そ の 他 ・釣獲魚の廃棄の禁止：釣獲したさくらますは、放流する場合を除

き持ち帰らなければならない。
・釣獲魚の販売等の禁止

※北海道漁業調整規則で全長２０センチメートル未満は採捕禁止となっています。
※全長２０センチメートル以上の魚は、リリースが可能です。

５ 指示に従わない者への措置
指示に従わない場合は船舶承認の取り消し又は次回の承認を行わない等の措置をとる。

章旗の形状は、左図の寸法以上とする。

・各文字及び数字は、明りょうに表示すること。

・「さくらます」の文字の大きさは、縦１０センチメートル以上

横５センチメートル以上、太さは１センチメートル以上、

間隔は０．５センチメートル以上とする。

・文字及び数字は緑色とする。

・章旗の地色は、遊漁船は緑色、プレジャーボートはオレンジ色とする。

実行協議会規約内容

６ 協力金額 （承認期間に関わらず次の額とする）
遊漁専業船 ３３, ０００円 遊漁兼業船 ３３, ０００円
プレジャーボート ７, ０００円

７ 保険加入
賠償責任保険額が３,000万円以上、捜索救助費用保険額が200万円以上の加入をお願いして

おります。冬期間であることから、海難にあう確率が高くなっています。
万が一のためにも保険の加入を励行してください。

※ライセンス海域は裏側です。



- 2 -

ライセンス海域 各点の座標値

緯度 経度
点 名 度 分 秒 度 分 秒
点１ ４２ ２７ １５ １４１ ５４ ５６
点２ ４２ １８ ４１ １４１ ４９ ０８
点３ ４２ ２２ １４ １４１ ３５ ５０
点４ ４２ ０９ ２９ １４１ １５ ００
点５ ４２ １３ ０４ １４１ ００ ４０
点６ ４２ ２１ ５１ １４１ １３ １５
点７ ４２ ３０ １６ １４１ ２８ ４６
点８ ４２ ３２ ５３ １４１ ３９ ０９
点イ ４２ ２１ ５３ １４１ ５１ １８
点ロ ４２ ３０ ００ １４１ ３０ ００
点ハ ４２ １７ １７ １４１ ０９ ０９
点ニ ４２ １０ ５０ １４１ ０９ ３５



さくらます船釣りライセンスの取得について 
 

令和３年度「胆振管内さくらます船釣りライセンス」の申請につきまして 
次のとおりご案内します。 
 なお、次の記載事項によるほか、別添の「申請方法の説明」をご確認の上、 
申請してください。 
 
１．団体申請と個人申請の区分について 

①団体申請について 

次の団体に所属している方は、所属団体へ申請してください。 

室蘭漁業協同組合、いぶり中央漁業協同組合、苫小牧漁業協同組合、鵡川漁業協同組合、

苫小牧遊漁船会、登別マリンクラブ、白老マリンクラブ、北海道シーマンクラブ、㈱エ

ンルムマリーナ室蘭 

②個人申請について 

上記に記載の団体に所属していない方は、直接、実行協議会事務局（（株）エンルムマリー

ナ室蘭内）へ申請してください。 

 

２．ライセンス区分について 

ライセンス区分は次の３区分とします。 

※区分(専・兼業とＰＢ)により、協力金や申請時必要な添付書類が異なります。 

※専業者と兼業者の方は、実績資料の作成上の理由により別区分とします。 

・専 業 者 ・・・  遊漁者を漁場まで案内することを専らの生業とするため、 

遊漁船業の適正化に関する法律（昭和 63 年法律第 99 号）   

第３条に基づき登録している者 

・兼 業 者 ・・・  漁業者で専業者と同様の業を行うため、遊漁船業の適正化に

関する法律第３条に基づき登録している者 

・ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ使用者 ・・・ レジャーを目的とする船舶で業として行わない者 

（ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ使用者とは、自己が使用権限を持つ船舶又は使用権限を持つ他人から使用を 

認められた船舶により、さくらます船釣りをする者） 

    

３．協力金について 

●専業者・兼業者 ・・・ ３３，０００円／隻 

●ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ使用者 ・・・   ７，０００円／隻 

 

４．申請期間および交付について 

①令和３年１１月２５日(木)迄に実行協議会事務局((株)エンルムマリーナ室蘭内)に申請書 

(添付書類一式)と協力金が到着したものは、１２月８日（水）より実行協議会事務局((株)エ 

ンルムマリーナ室蘭内)で交付します。但し、発送を希望する方は、個々の発送を承ります 

が、郵送で発送を希望する方は２１０円分の郵便切手を申請時に同封してください。それ以

外の方は着払いの宅配便で送付します。 

なお、団体に申請する方は所属団体事務局へ団体の締め切り日までに申請書を提出し、協

力金の支払いをしてください。また、団体申請分は各事務局へまとめて発送しますが、実行

協議会事務局で受取りを希望する方や個々の発送を希望する場合は前記の内容で発送させ

ていただきます。 

②令和３年１１月２６日(金)以降の申請につきましては、申請が到着したその週の金曜日まで

の分毎に取りまとめを行い、交付いたします。また、交付は実行協議会事務局((株)エンルム

マリーナ室蘭内)で受取りとなりますが、発送を希望する方は①に記した内容で対応させて

いただきます。 

③実行協議会事務局((株)エンルムマリーナ室蘭内)の受付時間は、午前９時より午後５時迄で 

毎週木曜日が定休日(祝日の場合は翌日)となっております。 

なお、年末年始の休みは１２月３０日(木)から翌年１月８日(土)迄です。 

◆（株）エンルムマリーナ室蘭ＨＰ：http://enrum-marina.jp/  

※サクラマス船釣りライセンス制に係る情報は、胆振海区漁業調整委員会の HP から

も見る事が出来ます。 http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/kaiku/ 



【申請方法の説明】 

申請に必要な 

書類および 

協力金 

 

(１)さくらます船釣りライセンス申請書（別記第１号様式） 

※記載例をよくお読みの上、記入・提出してください。 

(２)添付する書類 

●船舶検査証書（写） 

※上記の証書の他に、胆振海区漁業調整委員会が特に必要と認め 

た書類を提出していただく場合があります。 

(３)協力金の額 

●遊漁専業船・遊漁兼業船  ３３，０００円／隻 

●プ レ ジ ャ ー ボ ー ト   ７，０００円／隻 

申請期限と 

申請書の提出先 

および協力金の 

支払先 

 

 原則、申請期限は、１１月２５日(木)迄です。 

なお、それ以後も申請は可能ですが、ライセンス証は１週間分毎（金曜

日まで）に申請を取りまとめた上での交付となります。 

 

【団体申請者】 

(１)団体申請をする方は、所属する団体に提出・支払いしてください。 

(２)協力金の扱いについては、団体によって異なり、各自が実行協議 

会の口座へ直接振込をするか、所属団体で一括して振込かを、各 

所属団体の事務局へご確認してください。 

(３)各所属団体へ団体の締め切り日までに申請をしてください。 

【個人申請者】 

(１)個人申請をする方は、直接実行協議会事務局（(株)エンルムマリー 

ナ室蘭内）へ提出・支払いしてください。 

(２)申請書類は郵送でも可ですが、協力金については、各自が実行協議 

会の口座へ振込か現金を事務局まで持参願います。 

(３)締切り日は、１１月２５日(木)ですが、それ以後も申請が可能です。 

但し、それ以後の提出の場合は１週間分毎（金曜日まで）に取りま

とめた上での交付となります。 

振込先口座名 
㈱北洋銀行 室蘭中央支店 普通預金 口座番号３２１３７１１ 

口座名：胆振管内さくらます船釣りライセンス制実行協議会 

           会長 伊藤 信孝 

協議会事務局 
胆振管内さくらます船釣りライセンス制実行協議会 
〒051-0035 室蘭市絵鞆町４丁目２番地１４ ㈱エンルムマリーナ室蘭内 

ＴＥＬ：０１４３－２７－４１８８ ＦＡＸ：０１４３－２７－４１７３ 

 その他不明な点がありましたら、実行協議会事務局(㈱エンルムマリーナ室蘭内)、胆振総合

振興局水産課、胆振海区漁業調整委員会事務局にお問い合わせください。 


