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ⅩⅨ 東日本大震災からの復旧・復興状況 

 １ 被災３県における農林業経営体の状況 
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  ２ 東日本大震災による甚大な被害を受けた３県における漁業関係の動向 
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   (2) 漁協等が管理・運営する漁業経営体数及び漁業従事者数･･････････････････････････････ 751 

   (3) 岩手県における漁業関係の動向 

      ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 752 

   ｂ 海面漁業生産量及び海面漁業産出額･･････････････････････････････････････････････ 752 

  (4) 宮城県における漁業関係の動向 

      ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 753 

   ｂ 海面漁業生産量及び海面漁業産出額･･････････････････････････････････････････････ 753 

  (5) 福島県における漁業関係の動向 

    ａ 漁業センサスにおける主な調査結果･･････････････････････････････････････････････ 754 

   ｂ 海面漁業生産量及び海面漁業産出額･･････････････････････････････････････････････ 754 
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