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製糖工場の分布図 (6)島別工芸施設の現況 (7)島別工芸品生産の現況　(8)離島市
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離島市町村別漁獲量の推移 (6)離島市町村別魚種別漁獲量 (7)離島市町村別海面養
殖業の現況 (8)離島市町村別漁業協同組合の現況

　この八重山要覧は、平成29年1月に沖縄県企画部地域・離島課より発行された『離島関係資料』から、八重山圏域３市町に
該当する部分を抜粋したものである。
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度 (4)平成24年度～平成27年度

(1)歳入 (2)歳出　

(1)昭和47年度～昭和59年度 (2)昭和60年度～平成3年度 (3)平成4年度～平成13年
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況


