
解禁日 時刻 日券 年券

南佐久南部漁業協同組
合(0267(92)2167 大石川　八千穂高原I.C付近
http://www.nangyo.server
-

　　　　千曲川と大石川合流付近
shared.com/

佐久漁業協同組合 イ.佐久穂町栄橋下三ヶ用水頭首口から宿岩橋下流コンクリート護岸まで。

(0267(62)0764 ロ.佐久市臼田橋から住吉橋まで。

http://www.geocities.jp/sa
kugyokyou/

ハ.野沢橋上流床止め堰堤から下流佐久公共下水道水管橋まで。

二.佐久市中津橋上流50mから下流浅科大橋上流100mまで。

上小漁業協同組合 ①和合橋から千曲川合流の浦野川と

(0268(22)0813 　　　　　　堀之内堰堤下から浦野川合流の産川

②上田橋から常田新橋

③生田観測所上流300m(滝の頭)から大屋橋

　　　　　　及び千曲川合流から川久保橋までの神川

④羽毛山堰堤上流90mから境橋

　　　　　　及び北御牧小学校裏堰堤下流30ｍまでの鹿曲川

⑤千曲川合流から(内村川を含む。) 一丁田橋までの依田川

⑥学校橋から望月橋までの鹿曲川

更埴漁業協同組合

(026(275)1536

http://www.valley.ne.jp/~k
-gyokyo/

千曲川漁業協同組合 2,000
(026(245)2136 2,800

(現場売り)

北信漁業協同組合

(026(253)6696

奈良井川漁業協同組合

(0263(53)1505

http://www.naraigawa.jp/

北安中部漁業協同組合

(0261(22)7107

犀川殖産漁業協同組合

(026(262)2212

http://www.ngn.janis.or.jp/
~saigawa/
諏訪東部漁業協同組合
(0266(73)5060(0266(73)5060 上川　前橋～やすらぎ橋

宮川　木船～安国寺橋

天竜川漁業協同組合

(0265(72)2445

三峰川水系3河川（山室川、黒川、藤沢川） 7月13日(土) AM6:00 2,200 8,800

◎天竜川

◎伊那市長谷  杉島堰堤より下流の三峰川

◎伊那市長谷  黒河内堰堤より下流の黒川

◎辰野町　　  小野川合流点より下流の横川川

コロガシ釣り 天竜川 9月10日(火) AM6:00 2,200 8,800
年券に限り、障がい者、高
校生は半額。[要証明書]

コロガシ釣り、ひっかけ釣り、餌釣り、ドブ釣り等友釣り以外の
あゆ釣り漁法解禁する。

http://www6.ueda.ne.jp/~j
osyogyokyo/

注） 2次解禁までは、午後6時～翌日午前4時の時間帯のみ

年券に限り、障がい者、高
校生は半額。[要証明書]

友釣り専用区
専用区域/太田橋～郷原橋まで （9月30日まで)
※友釣り専用区では投網・コロガシは全面禁止。

友釣り 犀川　 6月16日(日)

AM6:00

日の出 1,000 5,000 オトリのみコロガシ釣り可能です。

7月14日(日) AM8:00 1,200 6,500

8,800

http://www1.inacatv.ne.jp/
~tenryugawa-gyokyo/

2019年度 アユ釣り解禁情報

2019年5月21日現在

AM8:00 9,000 中学生・障害者は半額（要証明書）友釣り 千曲川　関崎橋～小布施橋まで 7月6日(土)

釣り方法

友釣り

漁　協　名 漁　場　区　域
遊漁料(単位:円)

備考

河川名
　・千曲川　・湯川
　※期　間
　　　解禁日から8月10日（土）までとし、8月11日（日）午前6時 投網解禁とする。
　　　ただし、野沢橋上流堰堤から下流佐久大橋までは、9月30日(月) までとする。

河川名
　・千曲川
　・依田川、内村川
　・鹿曲川
　・神川
　・浦野川
　

放流場所：昭和橋上流

解　禁

12,960

8,400友釣り 7月6日(土)

注) 友釣り解禁から9月10日までの間は、友釣り以外の漁法は
      禁止する。
注） リールを使った友釣りは禁止とする。

PM6:00投網 1次 8月17日(土)

AM6:00

2,100

2,000 8,000

千曲川　専用区　大正橋～上小漁協境 6月22日(土)

友釣り 6月22日(土) AM0:00

友釣り 6月22日(土)奈良井川、鎖川

友釣り
毛ばり釣り
ルアー釣り

 夜間瀬川

6月29日(土) AM6:00 2,200

AM5:00 2,160

13,000

12,9002,160

友釣り

AM6:00 1,800 9,000   ※オトリ　1匹600円 （組合販売のみ）

天竜川、横川川 6月22日(土) AM6:00 2,200

放流場所 ： 星川橋～穂波大橋
おとりあゆの販売 ： 解禁日に限り　7月14日(日)午前7時～　関英ドライブイン前 夜間瀬川
　　　　 〃　　　　　 ： 常設　　　　　　 湯本建設㈱　TEL 0269-33-3622
ゴロビキ漁解禁　 ： 9月1日(日） 午前8時～
※日券・年券どちらも、中学生・身体障害者半額。

友釣り 農具川 7月10日(水)

AM8:00 1,500 8,000
放流場所：犀川殖産管轄内の裾花川
※コロガシ釣り：8月15日(木)より

友釣り

友釣り 6月29日(土)

15,000

投網は、年券のみ。
障がい者、高校生は半額。
             　    [要証明書] 終日投網可能。

15,000

投網 2次 9月10日(火)
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解禁日 時刻 日券 年券

下伊那漁業協同組合 6月1日(土)

(0265(23)0327 ～

8月31日(土)

友釣り 天竜川本流・支流 6月1日(土) AM0:00

ルアー釣り 天竜川本流　弁天橋下端より下流 6月1日(土) AM0:00

天竜川本流  友釣り専用区を除く全川

阿知川　  　(旧道)万才橋より下流

飯田松川　  上溝橋より下流

売木川 　 　村沢製材所より下流丸畑橋まで

和合川　 　 上和合橋より豊発電所放水口まで

日吉川　　  豊橋より帯川橋まで

和知野川　  和知野発電所吐出より下流

遠山川　　  ＪＲ線橋粱より下流

早木戸川　  丸野橋より下流

友釣り専用区（弁天橋下流下端～明神橋下流下端） 9月1日(日) AM0:00

コロガシ釣り 

エサ釣り 

木曽川漁業協同組合

(0264(22)2580

http://park7.wakwak.com/
~kisogawa/

遠山漁業協同組合

(0260(34)2201

2,700
(現場売り)

根羽川漁業協同組合

(0265(49)2039

(0265(49)2111(役場） 10,000

http://www.mis.janis.or.jp/
~nebagawa_iwana/

販売日6/1～

冷 水 病 予 防 に ご 協 力 を お 願 い し ま す

漁　協　名 釣り方法

友釣り専用区 弁天橋橋脚下端～明神橋橋脚下端

網漁 

漁　場　区　域
解　禁

8月1日(木)

9月1日(日)

10,000

AM0:00

AM0:00

天竜川本流・支流 全域区

　☆ インターネットでの日釣券販売あります。（雑魚日釣券・あゆ日釣券)

　☆ コンビニ発券機での日釣券販売あります。（雑魚日釣券のみ)

* * * 購入方法等詳しくは、ホームページをご覧ください。* * *

AM0:00

冷水病予防のためオトリ・持込み禁止。村外からのオトリは漁協事務所にて無料で交換しま
す。
※オトリ1尾　５００円で販売している。

友釣り
遠山川
上村川
八重河内川

6月22日(土)

友釣り 根羽川　全川(禁漁区除く) 6月16日(日) 2,800 

7,000
日券・年券どちらも、中学生・身体障害者半額。
※年券は写真１枚が必要です。

2,000

http://park7.wakwak.com/
~shimoina/ayu/ayu.html

友釣り
木曽川本流
小川(支流)

7月中旬 払暁

遊漁料(単位:円)
備考

※　年券 ： 身体障害者（３級以上）、高校生は、半額。　[要証明書]

※　日釣券 ： 身体障害者（３級以上）は、半額。　[要証明書]

※　日釣券 ： 現場付加金　１，０００円

木祖～上松　　　　→　長野県産(鶴田ダム湖系)
大桑～南木曽　　 →　長野県産(阿仁川海産系)

※　年券 ： 写真１枚必要

2,000

AM0:00

2,000

8,000

9月1日(日)

アユにストレスを与えない 

冷水病にかかったアユを持ち込まな

アユに冷水病菌をつけない 
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