
1 2 3 1 2 3

1 大竹市 くば

2 大竹市 阿多田島

3 廿日市市 浜毛保

4 廿日市市 大野町

5 廿日市市 大野

6 廿日市市 宮島

7 廿日市市 地御前

8 広島市 広島市

9 広島市 井口

10 広島市 大河

11 広島市 仁保

12 広島市 海田市

13 広島市 矢野

14 坂町 坂町

15 江田島市 美能

16 江田島市 沖

17 江田島市 三高

18 江田島市 鹿川

19 江田島市 内能美

20 江田島市 大原

21 江田島市 深江

22 江田島市 大柿町

23 江田島市 東江

24 江田島市 江田島

25 江田島市 切串

26 呉市 音戸

27 呉市 田原

28 呉市 早瀬

29 呉市 倉橋西部

30 呉市 倉橋島

31 呉市 吉浦

32 呉市 阿賀

33 呉市 広

34 呉市 仁方

35 呉市 蒲刈町

36 呉市 下蒲刈町

37 呉市 川尻

38 呉市 安浦

39 呉市 呉豊島

40 東広島市 早田原

41 東広島市 安芸津

42 大崎上島町 大崎上島

43 大崎上島町 大崎内浦

44 竹原市 芸南

45 三原市 幸崎

46 三原市 三原

47 尾道市 瀬戸田

48 尾道市 吉和 小型底引き網

49 尾道市 尾道

50 尾道市 尾道東部

51 尾道市 浦島

52 尾道市 向島町

53 尾道市 因島市

54 福山市 松永

55 福山市 福山市

56 福山市 鞆の浦

57 福山市 走島

58 福山市 千年

59 福山市 横島

60 福山市 田島

タコ

かき養殖

イワシ サバ・アジ小型底引き網 二艘いわし船曳網 小型まき網 エビ・タチウオ・ナマコ

小型底引き網 かき ナマコ・カレイ

あさり

小型底引き網 刺し網 タコツボ漁 ナマコ・カレイ メバル・カレイ

かき

メバル・カレイ漁船漁業 ハマチ・タイ・かき イワシ

かき

養殖 二艘いわし船曳網

あさり

かき養殖 かき

かき

海苔

かき養殖

海苔

かき養殖

かき養殖 養殖 養殖 かき ワカメ

あさり養殖 刺し網

かき養殖

かき養殖 刺し網

メバル・アジ・チヌ

チヌ・タイ・メバル

タイ・メバル・クロダイ タイ・メバル・クロダイ

エビ・カレイ

メバル・ホゴ・イカ

つぼ網 かき

一本釣り漁業 かき ハゲ・チヌ

小型底引き網 刺し網 一本釣り漁業 エビ・ウシノシタ・カレイ

かき養殖 刺し網

タイ・チヌ・スズキ

メバル・タナゴ

一本釣り漁業 小型底引き網 タイ･ハマチ・メバル

メバル・タイ・イカ タコ

一本釣り漁業 小型底引き網

一本釣り漁業 刺網 タコツボ漁 タイ･ハマチ・メバル

タイ・メバル・カサゴ

エビ・カレイ サワラ・アジ

エビ・カレイ・デンチョウ タイ・メバル

エビ・舌ヒラメ・イカ

一本釣り漁業 小型底引き網 刺し網 太刀魚・サバ・アジ

かき養殖 小型底引き網 流し刺網 かき・海苔

かき養殖 二艘いわし船曳網

かき養殖 かき

小型底引き網 かき

メバル・アイナメ・ハゲ

イワシ メバル

イワシ カレイ・ヒラメ・メバル

かき養殖 巻網 刺し網 かき

かき養殖 一本釣り漁業 かき

ナマコ・エビ メバル・カレイ

かき養殖 二艘いわし船曳網

かき養殖 小型底引き網 刺し網 かき

小型底引き網 かき

クロダイ

かき

イワシ エビ・カレイ

ナマコ

かき養殖 かき

かき養殖 刺し網 小型底引き網 かき

メバル・カレイ

かき養殖 二艘いわし船曳網 ナマコ・エビ小型底引き網 かき

小型底引き網 刺し網 養殖 エビ・カレイ

メバル・カレイ

イワシ

エビいわし船曳網 小型定置網 小型底引き網 タイ・スズキ・ヒラメイワシ

刺し網 エビ・カニ・カレイ

海苔 タイ・チヌ・スズキ

キス・メバル・チヌ・イカ

タイ・クロギ・チヌ・スズキ キス・メバル・チヌ・イカ

マダイ カワハギ小型定置網 海苔

小型底引き網 小型定置網

海苔養殖 魚類養殖

小型底引き網 刺し網 エビ・カニ・カレイ

二艘いわし船曳網 海苔養殖 つぼ網 イワシ

タイ・チヌ・スズキ タイ・チヌ・ハネ小型底引き網 つぼ網 刺し網 カニ・エビ・シャコ

ホゴ・イカ タコ

セイゴ・ハネあさり養殖 刺し網 あさり養殖

延縄漁業 刺し網 タコツボ漁 太刀魚

チヌ・クロソイ一本釣り漁業 養殖漁業 チヌ・タイ・アコウ

海苔・ワカメ・アサリ

養殖 アサリ

あさり養殖 刺し網 延縄漁業 アサリ・ガザミ・チヌ

カレイ アナゴ

吾智網

刺し網 小型底引き網 延縄漁業 クロダイ

延縄漁業 エビ類 タイ・チヌ

タモリ・アコウ タコ

タイ・アコウ・カサゴ サワラ・ゲンチョウ

アナゴ

タコツボ漁 ３枚建刺網 流し刺し網 タコ

小型底引き網 刺し網 一本釣り漁業 エビ・メダカカレイ

一本釣り漁業 タイ・メバル・カサゴ

ヒラメ クロダイ刺し網 一本釣り漁業 魚類養殖業 カレイ

タイ カレイ

小型底引き網

かき養殖 かき

刺し網 エビ・タチウオ・ナマコ

刺網 まきえ釣 養殖 タナゴ・カレイ・スズキ

中心となる魚種中心となる漁業種類

刺し網 あなご籠

小型底引き網 刺し網 タコツボ漁

小型定置網

メバル・カレイ タコ

エビ・カレイ タコ

養殖

ナマコ・カレイ

かき養殖 小型底引き網

タコ・ハモ・アナゴ

一本釣り漁業 小型底引き網 タイ・メバル・カサゴ エビ・舌ヒラメ・イカ

タコツボ漁 かき

船曳網

あさり養殖

かき

あさり養殖かき養殖

かき養殖

かき養殖

かき

あさり

かき

タチウオ・タイ・メバル

番号 市町村名 組合名

かき養殖

かき

アサリ・海苔

かき養殖

組合別主要漁業・魚介類

スズキ・クロダイ・ガザミ

アナゴメバル・クロダイかき

一本釣り漁業 延縄漁業


