
 

令和 4 年度やるぞ内水面漁業活性化事業 採択結果 
【青森県】２団体 

★ 岩木川漁業協同組合 

★ 青森県内水面漁業協同組合連合会 

【山形県】３団体 

★最上漁業漁業協同組合 

★小国川漁業協同組合 

★赤川漁業協同組合 

【群馬県】３団体 

★阪東漁業協同組合 

★東毛漁業協同組合 

★利根漁業協同組合 

【千葉県】１団体 

★手賀沼漁業協同組合 

【愛知県】１団体 

★巴川漁業協同組合 

【和歌山県】１団体 

★紀ノ川漁業協同組合 

【岡山県】２団体 

★新見漁業協同組合 

★旭川中央漁業協同組合 

【高知県】２団体 

★鏡川漁業協同組合 

★野根川漁業協同組合 

【宮崎県】１団体 

★●川内川上流漁業協同組合 

【山口県】1 団体 

★佐波川漁業協同組合 

【岩手県】5 団体 

★ 鵜住居川漁業協同組合 

★ 南部馬淵川漁業協同組合 

★ 安家川漁業協同組合 

★ 盛岡河川漁業協同組合 

★ 下安家漁業協同組合 

★  

【福島県】１団体 

★阿賀川非出資漁業協同組合 

【山梨県】１団体 

★峡東漁業協同組合 

【愛媛県】２団体 

★面河川漁業協同組合 

★肱川上流漁業協同組合 

取組内容 件数
★ICT導入 51
★●ICT導入・ゾーニング管理 1

合計 52

【富山県】２団体 

★富山漁業協同組合 

★中新川内水面漁業協同組合 

 

【静岡県】3 団体 

★阿多古川漁業協同組合 

★原野谷川非出資漁業協同組合 

★大井川非出資漁業協同組合 

【島根県】５団体 

★高津川漁業協同組合 

★周布川漁業協同組合 

★三隅川漁業協同組合 

★八戸川漁業協同組合 

★江川漁業協同組合 

【広島県】２団体 

★江の川漁業協同組合 

★田総川漁業協同組合 

【長野県】1 団体 

★天竜川漁業協同組合 

【新潟県】４団体 

★三面川鮭産漁業協同組合 

★新潟県内水面漁業協同組合 

連合会 

★関川水系漁業協同組合 

★大川漁業協同組合 

【岐阜県】７団体 

★揖斐川久瀬漁業協同組合 

★益田川漁業協同組合 

★長良川漁業協同組合 

★和良川漁業協同組合 

★美山漁業協同組合 

★飛騨川漁業協同組合 

★馬瀬川上流漁業協同組合 

【京都府】１団体 

★京淀川漁業協同組合 

【石川県】1 団体 

★白山手取川漁業協同組合 



令和４年度やるぞ内水面漁業活性化事業 採択結果

都道府県順 都道府県名 団体名 概要

1 青森県 岩木川漁業協同組合 ICT導入

2 青森県 青森県内水面漁業協同組合連合会 ICT導入

3 岩手県 鵜住居川漁業協同組合 ICT導入

4 岩手県 南部馬淵川漁業協同組合  ICT導入

5 岩手県 安家川漁業協同組合  ICT導入

6 岩手県 盛岡河川漁業協同組合 ICT導入

7 岩手県 下安家漁業協同組合 ICT導入

8 山形県 最上漁業協同組合 ICT導入

9 山形県 小国川漁業協同組合 ICT導入

10 山形県 赤川漁業協同組合 ICT導入

11 福島県 阿賀川非出資漁業協同組合 ICT導入

12 群馬県 阪東漁業協同組合 ICT導入

13 群馬県 東毛漁業協同組合 ICT導入

14 群馬県 利根漁業協同組合 ICT導入

15 千葉県 手賀沼漁業協同組合 ICT導入

16 新潟県 三面川鮭産漁業協同組合 ICT導入

17 新潟県 新潟県内水面漁業協同組合連合会 ICT導入

18 新潟県 関川水系漁業協同組合 ICT導入

19 新潟県 大川漁業協同組合 ICT導入

20 富山県 富山漁業協同組合 ICT導入

21 富山県 中新川内水面漁業協同組合 ICT導入

22 石川県 白山手取川漁業協同組合 ICT導入

23 山梨県 峡東漁業協同組合 ICT導入

24 長野県 天竜川漁業協同組合 ICT導入

25 岐阜県 揖斐川久瀬漁業協同組合 ICT導入

26 岐阜県 益田川漁業協同組合 ICT導入

27 岐阜県 長良川漁業協同組合 ICT導入

28 岐阜県 和良川協同組合 ICT導入

29 岐阜県 美山漁業協同組合 ICT導入

30 岐阜県 飛騨川漁業協同組合 ICT導入

31 岐阜県 馬瀬川上流漁業協同組合 ICT導入
32 静岡県 阿多古川 漁業協同組合 ICT導入
33 静岡県 原野谷川非出資漁業協同組合 ICT導入
34 静岡県 大井川非出資漁業協同組合 ICT導入
35 愛知県 巴川漁業協同組合 ICT導入
36 京都府 京淀川漁業協同組合 ICT導入
37 和歌山県 紀ノ川漁業協同組合 ICT導入
38 島根県 高津川漁業協同組合 ICT導入
39 島根県 周布川漁業協同組合 ICT導入
40 島根県 三隅川漁業協同組合 ICT導入
41 島根県 八戸川漁業協同組合 ICT導入
42 島根県 江川漁業協同組合 ICT導入
43 岡山県 新見漁業協同組合 ICT導入
44 岡山県 旭川中央漁業協同組合 ICT導入
45 広島県 江の川漁業協同組合 ICT導入
46 広島県 田総川漁業協同組合 ICT導入
47 山口県 佐波川漁業協同組合 ICT導入
48 愛媛県 面河川漁業協同組合 ICT導入
49 愛媛県 肱川上流漁業協同組合 ICT導入
50 高知県 鏡川漁業協同組合 ICT導入
51 高知県 野根川漁業協同組合 ICT導入
52 宮崎県 川内川上流漁業協同組合 ICT導入・ゾーニング管理
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