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令和 4年 2月 9日発行（2022年 1月号） 

 
 
≪漁模様 2021年 12月≫ 

【定置網漁業】 

メジナが平年の 1.7 倍（前年の 1.3 倍）、シイラが平年の 1.3 倍（前年の 4.8 倍）と好調

でした。一方、カタクチイワシが昨年に引き続き低調でした（平年の 1割）。全体では平年

の 6割強（前年の 8割強）とやや低調でした。 

2021 年 12 月の漁獲量（上位 10 魚種）（トン） 京都府漁協集計 

魚 種 2021 年 2020 年(前年比) 平年(平年比) 備 考 

サワラ 188.0  243.1  (77%) 193.6  (97%) ＜サワラ銘柄別＞ 
さわら大（3kg以上）： 30.2 トン 
さわら(2–3kg)： 24.2 トン 
さわら中小（1.5–2kg）：2.0 トン 
さわら小（1–1.5kg）： 0.8 トン 

さごし（0.4–1kg）： 130.5 トン 
やなぎ： 0.3 トン 
 
＜ブリ銘柄別＞ 
ぶり： 69.7 トン 
まるご： 2.5 トン 
はまち： 2.3 トン 
つばす： 70.2 トン 
 
＜イカ類＞ 
アオリイカ（秋いか）： 25.9 トン 
ソデイカ（たるいか）： 3.1 トン 
ケンサキイカ（白いか）：0.4 トン 

など 

ブリ 144.7  184.6  (78%) 128.6  (113%) 

マアジ 38.5  30.1  (128%) 57.5  (67%) 

スズキ 29.9  45.8  (65%) 23.7  (126%) 

イカ類 29.8  28.7  (104%) 49.8  (60%) 

カタクチイワシ（たれ） 18.4  21.9  (84%) 184.5  (10%) 

メジナ（つかや） 17.9  13.8  (130%) 10.4  (173%) 

シイラ 14.7  3.1  (479%) 11.2  (130%) 

サバ類 8.7  7.0  (124%) 11.8  (74%) 

タイ類 5.6  8.7  (64%) 11.0  (51%) 

その他 63.4  96.4  (66%) 201.0  (32%) 

合計 559.6  683.2  (82%) 883.1  (63%) 

<主要魚種の漁獲量の推移> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平年は過去10年平均 
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【底曳網漁業】 
ズワイガニが平年の 5 割強（前年とほぼ同じ）でした。全体の水揚量では，平年の 5割

強（前年の９割強）でした。 

2021 年 12 月の漁獲量（上位 5 魚種）（トン） 京都府漁協集計 

魚 種 2021 年 2020 年(前年比) 平年(平年比) 備 考 

ズワイガニ 7.6  7.5  (100%) 14.6  (52%) ＜ズワイガニ＞ 

雄： 3.3 トン 

雌： 4.3 トン 

 

＜カレイ類＞ 
マガレイ（あかがれい）： 2.3 トン 
ヒレグロ（黒かれい）：0.6 トン 

など 

 

カレイ類 2.9  3.7  (78%) 3.8  (76%) 

エビ類 0.1  0.1  (77%) 0.2  (61%) 

タコ類 <0.1  0.1  (70%) 0.1  (65%) 

タラ類 <0.1  0.2  (19%) 0.4  (9%) 

その他 0.6  0.8  (80%) 2.2  (29%) 

合計 11.3  12.4  (91%) 21.2  (53%) 

<主要魚種の月別漁獲量> 

 

 

 

 

 

 

 

【釣り・はえなわ漁業】 

全体の水揚量は，平年の 7割強（前年とほぼ同じ）でした。 

2021 年 12 月の漁獲量（上位 5 魚種）（トン） 京都府漁協集計 

魚 種 2021 年 2020 年(前年比) 平年(平年比) 備 考 

タイ類 2.0  1.7  (113%) 1.7  (112%) ＜タイ類＞ 
キダイ（連子鯛）： 1.7 トン 
マダイ： 0.2 トン 

など   
 
＜ブリ銘柄別＞ 
ぶり： 0.1 トン 
まるご： 0.7 トン 
はまち： 0.3 トン 
つばす： 0.1 トン 
 

アカアマダイ（ぐじ） 1.6  1.4  (112%) 1.8  (89%) 

サワラ 1.4  3.3  (44%) 1.4  (104%) 

ブリ 1.1  0.5  (206%) 1.6  (72%) 

ウマヅラハギ（長はぎ） 0.6  <0.1  (2060%) 1.0  (61%) 

その他 2.6  2.7  (97%) 5.4  (48%) 

合計 9.3  9.7  (96%) 12.9  (72%) 

 

<主要魚種の月別漁獲量> 
 

平年は過去 10 年平均 


