
　　　第１条～第２条　　略 　　　第１条～第２条　　略

（遊漁についての制限） （遊漁についての制限）

第３条 遊漁者は、山梨県漁業調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げ 第３条 遊漁者は、山梨県漁業調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げ

る魚種については、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内でエ欄の期間 る魚種については、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内でエ欄の期間

中でオ欄の全長以上で、カ欄の尾数以下でなければ遊漁してはならない。 中でオ欄の全長以上で、カ欄の尾数以下でなければ遊漁してはならない。

ウ､区域 オ､全長 カ､尾数 ウ､区域 オ､全長 カ､尾数

竿釣り  １月１日～５月１５日 竿釣り 　　１月1日から

 （ただし、釣竿  １０月１日～１２月３１日 （ただし､釣竿は 　　４月15日まで、

 の間で組合が提示する期間 　　10月1日から

 （遊漁の時間は日の出１時 　　12月31日まで、

 間前から日没１時間後まで  　 (遊漁の時間は

 の間)　  　 日の出１時間前

  　から日没１時間

  　   　後までの間)

   　１月1日から

 １月１日～１２月３１日   　12月31日まで、

 （遊漁の時間は日の出１時   　(遊漁の時間は

 間前から日没１時間後まで 1日あた   　日の出１時間前 18cm 1日あた

 の間)　 り15尾  　 から日没１時間 り15尾

18cm  　 後までの間) 18cm

15cm 15cm

10cm 10cm

イ、漁具・漁法のワーム類の内容 イ、漁具・漁法のワーム類の内容

　①軟質プラスチック製疑似餌及び合成素材付け餌を使用しての採捕。 　①軟質プラスチック製疑似餌及び合成素材付け餌を使用しての採捕。

　②上記のうちスピーナーベイト､ラバージグ､ポークリンド(天然素材のもの)は除外。 　②上記のうちスピーナーベイト､ラバージグ､ポークリンド(天然素材のもの)は除外。

　　　第２項～第３項　　略 　　　第２項～第３項　　略

　　　第４条～第８条　　略 　　　第４条～第８条　　略

　　　様式１‐（１）様式１-（２）　　略 　　　様式１‐（１）様式１-（２）　　略

 いを除く撒き餌 いを除く撒き餌

 の禁止、トロー の禁止、トロー

わ か さ ぎ
わかさぎ以外の

 胴付き釣仕掛け 胴付き釣仕掛け

おおくちばす

 リングの禁止、

25cm おおくちばす

リングの禁止、

 並びにふな、こ 並びにふな、こ

河口湖漁業協同組合遊漁規則の変更について

ア、魚　種 イ、漁具・漁法 エ、期　　間 ア、魚　種 イ、漁具・漁法 エ、期　　間

新旧対照表（下線：変更部分）

変更案 現行規則

河口湖漁業協同組合内共第１４号第五種共同漁業権遊漁規則 河口湖漁業協同組合内共第１４号第五種共同漁業権遊漁規則

25cm 及びワーム類で 及びワーム類で

 下記欄外に示す 下記欄外に示す

全　域

こ　　　い  止する｡　　　　 こ　　　い   止する｡　　　　

ふ　　　な ふ　　　な

に じ ま す
 とおりの内容に

18cm に じ ま す
とおりの内容に

 ついて使用を禁 ついて使用を禁

全　域

わ か さ ぎ

 は１人２本以内。 １人２本以内。

 わかさぎ以外の

お い か わ お い か わ

う  な  ぎ う  な  ぎ



別表　第４条第１項に定める前売り遊漁料の納付場所 別表　第４条第１項に定める前売り遊漁料の納付場所

電話番号 電話番号

0555-72-5633 0555-72-5633

0555-83-2052 0555-83-2052

0555-83-2700 0555-83-2700

0555-83-2211

0555-72-1745 0555-72-1745

0555-72-1120 0555-72-1120

0555-72-0853

0555-72-0283 0555-72-0283

0555-72-2298

0555-72-0830 0555-72-0830

0555-73-3111 0555-73-3111

0555-72-0540 0555-72-0540

0555-73-3420

0555-72-5172 0555-72-5172

0555-72-1588 0555-72-1588

0555-83-3233

0555-72-0784 0555-72-0784

0555-72-3082 0555-72-3082

0555-73-2228 0555-73-2228

0555-72-0132

0555-72-0041 0555-72-0041

0555-72-0254 0555-72-0254

0555-72-1103 0555-72-1103

0555-72-0299 0555-72-0299

0555-72-1109 0555-72-1109

0555-72-0349 0555-72-0349

0555-72-0465

0555-76-8300

0555-76-6869 0555-76-6869

0555-76-7629 0555-76-7629

河口湖漁業協同組合釣り券取扱所 河口湖漁業協同組合釣り券取扱所

販売店名 住　　　　所 代表者 販売店名 住　　　　所 代表者

新旧対照表（下線：変更部分）

変更案 現行規則

伏見 富士河口湖町勝山225 在原　惧根 伏見 富士河口湖町勝山225 在原　惧根

道の駅かつやま 富士河口湖町勝山3754-1 勝山観光協会 道の駅勝山 富士河口湖町勝山3754-1 渡辺　凱保

（削除） 富士ビューホテル 富士河口湖町勝山511 三浦　和正

さかなや 富士河口湖町勝山441 小林　芳秀 さかなや 富士河口湖町勝山441 小林　芳秀

大岩売店 富士河口湖町小立 339-1 相沢　誠治 大岩売店 富士河口湖町小立 339-1 相沢　誠治

西宮荘 富士河口湖町小立 331-2 大石　幹雄 西宮荘 富士河口湖町小立 331-2 大石　幹雄

国友 富士河口湖町小立1037先 渡辺　勇一 国友 富士河口湖町小立1037先 渡辺富美子

（削除） 白須ボート 富士河口湖町小立1037先 白須　芳枝

赤石 富士河口湖町小立1186 渡辺　晴長 赤石 富士河口湖町小立1186 渡辺　晴長

（削除） 湖水荘 富士河口湖町小立1182 渡辺陽太郎

ﾆｭｰﾌﾞﾘｯﾁﾞｷｬﾝﾌﾟ場 富士河口湖町小立 1200 松浦　康弘 ﾆｭｰﾌﾞﾘｯﾁﾞｷｬﾝﾌﾟ場 富士河口湖町小立 1200 松浦　康弘

河口湖ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 富士河口湖町小立 1226 渡辺　正樹 河口湖ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 富士河口湖町小立 1226 渡辺　正樹

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ登山道店 富士河口湖町船津 6773 渡辺　良孝 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ登山道店 富士河口湖町船津 6773 天野　冬美

（削除） ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ店 富士河口湖町船津 6897 堀内　家臣

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ河口湖船津店 富士河口湖町船津 392-1 梶原　弘光 （追加）

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大橋南店 富士河口湖町船津 568-6 内山　滋 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大橋南店 富士河口湖町船津 568-6 梶原　忠

河口湖ハーブ館 富士河口湖町船津6713-18 古屋　義和 河口湖ハーブ館 富士河口湖町船津6713-18 渡辺　凱保

キャリル 富士河口湖町船津 6713-118 沢村　幸弘 キャリル 富士河口湖町船津 6713-118 沢村　幸弘

（削除） 山澄園 富士河口湖町船津72 中村　博

ロイヤルホテル 富士河口湖町船津6713 山下　茂 ロイヤルホテル 富士河口湖町船津6713 山下　茂

佐藤売店 富士河口湖町船津4014 佐藤　慶子 佐藤売店 富士河口湖町船津4014 佐藤　慶子

さざなみ 富士河口湖町船津4010 小佐野広明 さざなみ 富士河口湖町船津4010 小佐野弘士

マリモ 富士河口湖町船津996-8 梶原　徳一 マリモ 富士河口湖町船津996-8 梶原　徳一

高田屋 富士河口湖町船津3860 高田　稔 高田屋 富士河口湖町船津3860 高田　稔

湖波 富士河口湖町浅川367-1 外川　秀樹 湖波 富士河口湖町浅川367-1 外川　秀樹

浅川釣舟 富士河口湖町浅川1047 外川　勇季 浅川釣舟 富士河口湖町浅川1047 外川　勇季

（削除） ＪＡ北富士 富士河口湖町河口 3131 ＪＡ北富士

（削除） 富久澄キャンプ場 富士河口湖町浅川1-1 清　幸四郎

ハワイ 富士河口湖町河口2986 渡辺　一孝 ハワイ 富士河口湖町河口2986 渡辺　一孝

河口湖漁業協同組合 富士河口湖町河口2985 外川　強 河口湖漁業協同組合 富士河口湖町河口2985 吉田　三男



0555-76-7429

0555-76-7138 0555-76-7138

0555-20-4121 0555-20-4121

0555-76-6004 0555-76-6004

0555-76-6157

0555-76-7736 0555-76-7736

0555-76-7157 0555-76-7157

0555-76-6656

0555-82-2527 0555-82-2527

0555-82-2128 0555-82-2128

0555-82-2703 0555-82-2703

0555-20-4511 0555-20-4511

0555-83-3233

　　※　尚、この表の定めるもののほか「河口湖漁業協同組合　遊漁券取扱所」 　　※　尚、この表の定めるもののほか「河口湖漁業協同組合　遊漁券取扱所」

　　　　の幟旗の立つ所も納付場所とする。 　　　　の幟旗の立つ所も納付場所とする。

新旧対照表（下線：変更部分）

変更案 現行規則

浅間丸 富士河口湖町河口1083 宮下　高全 （追加）

河口湖ボートハウス 富士河口湖町河口2308-1 大町　悦章 河口湖ボートハウス 富士河口湖町河口2308-1 大町　悦章

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口店 富士河口湖町河口 851-1 渡辺　良孝 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ河口店 富士河口湖町河口 851-1 天野　冬美

（削除） 魚釣り戸 富士河口湖町大石2953-1 貴家　新三

サニーデ 富士河口湖町大石2549 井出　道済 サニーデ 富士河口湖町大石2549 井出　道済

大石商店 富士河口湖町大石1494-1 堀内真太郎 大石商店 富士河口湖町大石1494-1 堀内真太郎

北浜荘 富士河口湖町大石2953 梶原　宗行 北浜荘 富士河口湖町大石2953 梶原　宗行

奥の湖 富士河口湖町長浜 508 三浦　友弥 奥の湖 富士河口湖町長浜 508 三浦　友弥

（削除） ローザンヌ 富士河口湖町大石2123-85 中村　泰之

奥河口湖マリン 富士河口湖町長浜1281 常盤　庄司 奥河口湖マリン 富士河口湖町長浜1281 常盤　庄司

長浜旅館 富士河口湖町長浜795 宮下　昇 長浜旅館 富士河口湖町長浜795 宮下　弘

（削除） ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ河口湖船津店 富士河口湖町船津392-1 梶原  弘光

足和田キャンプ場 富士河口湖町長浜2183 森田　晋 足和田キャンプ場 富士河口湖町長浜2183 森田　晋


