
ルールを守って

釣りを楽しむみなさまへ

～ 知 っ て お こ う 釣 り の ル ー ル ～

霞ヶ浦北浦はみんなのもの

ルールを守り、ゆずり合って、

みんなが楽しめる湖にしましょう

霞ヶ浦北浦水産振興協議会

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所

保護水面･禁漁区域
を守ろう！

ごみは拾って
持ち帰ろう！

禁止期間を守ろう！

霞ヶ浦北浦の湖の幸

こい

水産加工品（佃煮･煮干など）

しらうお

てながえび（川えび） わかさぎ
・霞ヶ浦北浦を代表する魚

です。
・寿命は１年で、１～２月

に水深１ｍ前後の砂地底
に産卵をします。

・他の産地より成長が早い
ため魚体が大きく、栄養
価が高いのが特徴です。

・成長するとオスの手が体
長より長くなることから
この名前がつきました。

・寿命は１～２年で、６～
９月に産卵をします。

・秋に獲れる小型のえびは
”ざざえび“と呼ばれて
います。

・生きている時は体が透明
で、その姿から“霞ヶ浦
のダイヤモンド”とも呼
ばれます。

・寿命は１年で、３～４月
に水深1ｍ前後の砂地に
産卵をします。

・寿命は１０年以上で、５
～６月に岸辺の水草等に
産卵をします。

・霞ヶ浦北浦では網いけす
による養殖が盛んに行わ
れており、全国で１位の
生産をあげています。

・霞ヶ浦北浦の周辺では、湖でとれたわかさぎやしらうお、えび、はぜ等を使い、佃煮や煮干、焼
き物などの生産が盛んに行われています。

・これらの水産加工品は、江戸時代に始まる伝統ある特産品で、保存性が高いほか、小魚やえびを
丸ごと食べられるため、タンパク質やカルシウムなどが豊富に摂れる優れた食品です。

・霞ヶ浦北浦の周辺には50以上の加工場があり、年間約2千トンの加工品が生産されています。

うみ

NO！移植放流！迷惑駐車はやめよう！

霞ヶ浦北浦は、我が国第２位の面積を誇る湖で、首都圏に近いこともあり、
釣りなどの遊漁が盛んに行われています。しかし、一方で、漁業者との間で
様々なトラブルも生じています。

釣りなどの遊漁は、何でも自由にできると思われがちですが、法律や県の
漁業調整規則などで、漁法・区域・期間・サイズなどに決まりがあります。

ルールやマナーを知り、ゆずり合って、みんなが楽しめる湖にしましょう

釣りをしてはいけない場所

水産動物の産卵や生育に適した区域が「保護水面」
や「禁止区域」に指定されており、水産動物を捕る
ことが禁止されています。
みんなで霞ヶ浦北浦の魚を守りましょう。

保･禁

点滅ブイ

★保護水面や禁止区域にはその区域
を示すために湖岸に標柱、沖合に
点滅ブイがありますので目印にし
てください。

★また、堤防平場にも「保護水面」
や「禁止区域」の表示があります。

標柱

点滅ブイ
標柱

釣ったり捕ったりしては
いけない時期・大きさ

移植放流
ブラックバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッ
シュなどを、生きたまま湖外へ持ち出すことや、湖内
に持ち込むことは禁止されています。 ゴミや釣った魚を捨てないで

湖岸をきれいに
保ちましょう。

釣り以外の漁法

投網

さで網

徒手採捕（手づかみ）

※ 投網などは船を使用しないで用いる場合に限ります。
※ まき餌釣りは禁止されています。

たも網
（たま網）

やす

は具

釣り以外で一般の方が行ってよい漁法は、
下記のものに限られています。

マナーを守ろう
霞ヶ浦北浦はみんなのもの。みんなで楽しく
過ごせるよう、マナーを守りましょう。

ゴミは持ち帰って、みんなが楽しめる
環境をつくりましょう。
湖岸清掃にもご協力をお願いします。

通行や漁業操業の支障になるような
駐車はやめましょう。

湖岸周辺にはトイレが少ないので、
事前に場所を確認しておきましょう。

安全航行を心がけましょう

緊急時は110番

危険な航行などの通報は各警察署へ

いさざ･ごろひき網漁業(通称：横ひき) わかさぎ･しらうおひき網漁業(通称：トロール)

小割式養殖業(通称：網いけす養殖業) 張網漁業(定置網)

漁業者が操業している付近を航行するときは速度をおとし周囲に注意しましょう。

・底層びきの操業中は船尾からでている2本のロープだけしか見えません。
・表中層びきの操業中は更に後方に数個のブイが浮いているのが見えます。
・操業中は網を曳いているため低速で走っており、敏速な動きができません。

・水面上には杭と浮きだけが見えます。
・ルアーやワーム、プレジャーボート

のスクリューで網が破られる被害が
出ています。

・網にひっかかったルアーやワームの
針で漁業者がケガをする被害が出て
います。

・網にひっかかったルアーやワームの
針で漁業者がケガをする被害が出て
います。

・網が破られ、魚に逃げられる大きな
被害が出ています。

・付近での釣りはやめましょう。
・網いけすの固定杭に釣船をつなぐのはやめましょう。

茨城県農林水産部漁政課
０２９-３０１-４０８０

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所
０２９-８２２-７２６９

茨城県警察本部地域部地域課
０２９-３０１-０１１０（代）

発行：霞ヶ浦北浦水産振興協議会
〒300-0051茨城県土浦市真鍋5-17-26
茨城県霞ヶ浦北浦水産事務所内

平成３０年３月

漁 期 周  　年 漁 期 3/1 ～ 翌年1/20

操 業 時 間

漁 場

終日設置

第 ２ 種 共 同 漁 業 権 漁 場

釣りのルール等に関するお問い合わせ先

〔網いけす養殖施設〕

※ 上記漁業の操業内容は、特別な許可により変更される場合が
あります。

漁 期

操 業 時 間

漁 場

主に AM2:00 ～ 9:00
（時期によって異なる）

主に第２種共同漁業権漁場外

7/21 ～ 12/31漁 期 3/1 ～ 翌年1/20

操 業 時 間

漁 場

日 の 出 か ら 日 没 ま で

全 域

・漁船は人が歩くほどの速さで
ゆっくりと横方向に移動して
います。（止まっているよう
に見えます。）

・操業中は水面上に漁船とブイ
しか見えません。

・水中では進行方向に約９００
ｍのロープが、後方に約４０
ｍの網がひかれています。

以下のホームページでも関係情報がご覧いただけます。
○イベント情報など → 霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ

http://www.kasumikita-sinkou.jp/index.html
○魚の種類や生態など → 茨城県水産試験場内水面支場ホームページ

http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/naisuishi/index.html

茨城県水上安全条例などを遵守し、周囲に注意して航行
しましょう。

※法令の改正により、平成３０年２月１日から、
乗船者のライフジャケット着用が義務化となりました。

土浦市 ・かすみがうら市 土浦警察署 029 - 821 - 0110

石岡市 ・小美玉市 石岡警察署 0299 - 28 - 0110

潮来市 ・行方市 行方警察署 0299 - 72 - 0110

鉾田市 鉾田警察署 0291 - 34 - 0110

鹿嶋市 鹿嶋警察署 0299 - 82 - 0110

神栖市 神栖警察署 0299 - 90 - 0110

稲敷市 ・美浦村 稲敷警察署 029 - 893 - 0110

阿見町 牛久警察署 029 - 871 - 0110



地
図
№

店舗名 住所 電話番号

1 小松屋(佃煮とうなぎ)小松屋食品(株) 土浦市大和町5-3 ０２９-８２１-０３７３

2 ＪＡ土浦農産物直販所ｻﾝﾌﾚｯｼｭはすの里 土浦市木田余3140 ０２９-８４６-７９３３

3 タイヨー土浦店 土浦市東真鍋4-1 ０２９-８２２-９５７１

4 タイヨーベストリカー土浦北店 土浦市真鍋4丁目2277-2 ０２９-８６９-９６７１

5 (有)田中屋川魚店 土浦市川口1-5-9 ０２９-８２１-１６５０

6 (株)佃屋 土浦市生田町9-8 ０２９-８２４-６８７２

7 出羽屋　イオン土浦店　　　　   　　  　【地魚】土浦市上高津367 イオン土浦店１Ｆ ０２９-８２２-５５０８

8 出羽屋　ピアタウン店　　　　   　  　　【地魚】土浦市真鍋新町18-13 ﾋﾟｱﾀｳﾝｶｽﾐ１Ｆ ０２９-８２４-０９３３

9 タイヨー神栖店 神栖市大野原2-31-31 ０２９９-９２-０２１９

10 常磐商店 土浦市沖宿町742-2 ０２９-８２８-０４４０

11 箕輪名産店 土浦市大和町7-22 ０２９-８２１-０３２９

12 タイヨー阿見店 稲敷郡阿見町大字阿見２９５８-２ ０２９-８４０-２８０１

13 陽霞水産 稲敷郡阿見町廻戸388予科練平和記念館前 ０２９-８８７-５８５６

14 橋本金兵衛商店 稲敷郡美浦村木原590 ０２９-８８５-２２５７

15 稲敷直売所 稲敷市柴崎9188 ０２９７-８７-７７７７

16  霞ヶ浦水産問屋伊藤商店 稲敷市浮島4843-1 ０２９-８９４-６９２７

17 タイヨー江戸崎店 稲敷市江戸崎甲3555 ０２９-８９２-１８７１

18 直売所浮島 稲敷市浮島6074 ０２９-８９４-６６２２

19 ユニー(株) アピタ佐原東店 稲敷市西代1480 ０２９９-８０-５５１１

20 （株）安部　          　　　　　　     　　【地魚】かすみがうら市牛渡2716-13 ０２９-８９８-２６６４

21 小沼水産(株) かすみがうら市田伏470-2 ０２９-８９６-１１１１

22 貝塚忠三郎商店ガーデンパークシェル     【地魚】かすみがうら市坂1917 ０２９-８９６-００２８

23 (株)栗山商店 かすみがうら市柏崎925 ０２９-８９６-０６４５

24 ＪＡ土浦農産物直販所ｻﾝﾌﾚｯｼｭ霞ヶ浦店 かすみがうら市深谷3467-4 ０２９-８９７-０６８２

25 (株)島田商店 かすみがうら市牛渡2623-1 ０２９-８９７-１６１８

26 出羽屋　本社工場 かすみがうら市加茂3385 ０１２０-８８３-０８８

27 (株)中村商店 かすみがうら市坂3-1 ０２９-８９７-０８２１

28 タイヨー石岡店 石岡市府中2-8-10 ０２９９-２４-３３０２

29 (有)大形屋商店 小美玉市小川1343-25 ０２９９-５８-２７０３

30 スカイアリーナ 小美玉市与沢1601-55 茨城空港ﾋﾞﾙ２Ｆ ０２９９-３７-２３４５

31 空のえき そらら物産館((一社)小美玉観光協会) 小美玉市山野1628-44 ０２９９-５６-５７００

32 海老澤商店 行方市宇崎307番地 ０２９９-７３-３２３５

33 木川水産 行方市山田2583-2 ０２９１-３５-２５０８

34 ＪＡ農産物直売所　楽郷（らっきょう） 行方市玉造甲1824-1 ０２９９-５５-４４４１

35 天王崎観光交流センターコテラス 行方市麻生419-1 ０２９９-８０-６６２２

36 行方市観光物産館こいこい　　　　　　  【地魚】行方市玉造甲1963-5 ０２９９-３６-２７８１

37 辺田商店　　　　　　　　　　    　　　 【地魚】行方市白浜353 ０２９９-７３-３０２０

38 コモリ食品　　　　　　　　　    　　　 【地魚】鉾田市中居330 ０２９１-３９-３２４１

39 ＪＡｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽほこた(株)ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄなだろう 鉾田市飯名537-1 ０２９１-３４-８８８８

40 特産品直売所 さんて旬菜館　   　 　　　【地魚】鉾田市上幡木1342-3 ０２９１-３４-５５００

41 片波見商店 鹿嶋市谷原842-2 ０２９９-８２-２５５９

42 タイヨーサンポート店 鹿嶋市鉢形1526-3 ０２９９-８３-１８２１

43 タイヨービッグハウス鹿嶋店 鹿嶋市宮中353 ０２９９-８２-６５１１

44 (株)セイミヤ　潮来店　　　　　　   　   【地魚】潮来市潮来617 ０２９９-６３-３２１１

45 (株)セイミヤ　延方店　　　　　　　      【地魚】潮来市小泉南1365 ０２９９-６６-６６１１

46 大黒天 潮来市潮来5065 ０２９９-６２-２２８９

47  はしもと特産品センター 潮来市永山629-1 ０２９９-６４-２２８８

48 (有)増田 潮来市潮来571 ０２９９-６２-２２０５

49 道の駅いたこ 潮来市前川1326-1 ０２９９-６７-１１６１

50 山沢商店 潮来市徳島1920 ０２９９-６６-１３４５

51 大地のめぐみ（阿見産直センター） 稲敷郡阿見町小池２１５７－１

注） ・店舗情報は霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ「味わいマップ」コーナーから転載しました。

　※ 店舗の詳細は「味わいマップ」 コーナーをご覧下さい。

       →  http://www.kasumikita-sinkou.jp/map/index.html
・【地魚】と記載された店舗は「いばらきの地魚取扱店」です。

　※ 詳細は「JF茨城沿海地区漁業協同組合連合会」ホームページをご覧下さい。

       →  http://www.ibaraki-jizakana.jp/

 霞ヶ浦北浦の魚が
　

買える店

地
図
№

店舗名 住所 電話番号

101 レストパーク四季 神栖市下幡木604-1 ０２９９-９２-２７４９

102 天ぷら 八起 土浦市大和町4-4 ０２９-８２７-２３０８

103 ふぐ･あんこう喜作　　　　　　　　       【地魚】土浦市神立中央1-11-18 ０２９-８３１-７４７２

104 食楽酒房 かばす 稲敷郡阿見町中郷2-8-8 ０２９-８８６-３８９３

105 あたりや食堂　　　　　　　　　　　　  【地魚】稲敷郡美浦村大谷1621-1 ０２９-８８５-２０１６

106 喜久 稲敷市信太古渡91-1 ０２９-８９２-０６００

107 居酒屋 海鮮処 なかやま かすみがうら市深谷74-12 ０２９-８７５-４７１４

108 かすみキッチン かすみがうら市坂4784（歩崎公園内） ０２９-８９６-１２２７

109 割烹旅館 いづみ荘 石岡市高浜735 ０２９９-２６-３２３２

110 北浦宝来温泉 つるるんの湯宿 北浦湖畔荘【地魚】行方市山田3969 ０２９１-３５-０１２３

111 行方市観光物産館こいこい　　　　　　  【地魚】行方市玉造甲1963-5 ０２９９-３６-２７８１

112 藤屋 行方市玉造甲408 ０２９９-５５-００６８

113 民宿 しをみ食堂 行方市麻生575 ０２９９-７２-０４７０

114 レストラン大湖 行方市麻生403-3 ０２９９-７２-０３６１

115 活魚割烹 よこ多 鉾田市野友567-1 ０２９１-３２-６００７

116 魚文ドライブイン 潮来市永山229 ０２９９-６４-２８８２

117 割烹 清水屋 潮来市永山2651 ０２９９-６４-２０１１

118 錦水 潮来市潮来107-2 ０２９９-６２-３３７４

119 長崎屋食堂 潮来市あやめ2-18-6 ０２９９-６３-２７２２

 霞ヶ浦北浦の魚が
　

食べられる店

※平成３０年３月時点の情報を掲載しています。

この地図の作成に当たっては，国土地理院長の承認を得て，同院発行の電子地形図（タイル）を使用した。（承認番号 平２８情使，第９０３号）


