2013 年 漁業センサス報告書
農林水産省大臣官房統計部 編集

本体価格8,500円＋税

第１巻 海面漁業に関する統計（全国・大海区編）

ISBN978-4-541-04061-9

Ⅰ 海面漁業の生産構造及び就業構造に関する統計
１．漁業経営体

２．個人経営体

３．海面養殖業

営体階層別家族・雇用者別漁業従事者数）

５．11 月１日現在の海上作業従事者（経

４．漁業就業者

６．世帯員（個人経営体出身）

Ⅱ 漁業種類の組合せ統計
１．単一操業経営体

２．複数漁業操業経営体

Ⅲ 漁船に関する統計
１．経営体階層別統計（漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数）

２．動力漁船トン数規模別統計

Ⅳ 大海区別統計
１．北海道太平洋北区
６．日本海北区

２．太平洋北区

７．日本海西区

３．太平洋中区

８．東シナ海区

４．太平洋南区

５．北海道日本海北区

９．瀬戸内海区

Ⅴ 漁業管理組織に関する統計
１．運営主体と漁業管理の組合せ別統計

２．管理対象漁業種類別統計

３．参加漁業経営体数規模別統計

Ⅵ 海面漁業地域に関する統計
１．漁場環境の変化

２．遊漁の状況

３．活性化の取組状況
本体価格4,000円＋税

第２巻 海面漁業に関する統計（都道府県編）

ISBN978-4-541-04062-6

Ⅰ 海面漁業の生産構造及び就業構造に関する統計
１．漁業経営体に関する基本的項目

２．漁業経営体

３．個人経営体

６．11 月１日現在の海上作業従事者（家族・雇用者別）

４．海面養殖業

７．世帯員（個人経営体出身）

５．漁業就業者
８．漁船

Ⅱ 漁業管理組織に関する統計
１．管理対象魚種別延べ組織数
４．管理対象漁業種類別組織数

２．運営主体と漁業管理の組合せ別組織数
５．管理対象漁業種類数別組織数

理対象漁業種類別延べ参加漁業経営体数

３．管理対象魚種数別組織数

６．参加漁業経営体数別組織数

８．漁業管理に係る調整範囲別組織数

７．管

９．漁業管理の内容別組織

数

Ⅲ 海面漁業地域に関する統計
1．漁場環境の変化 ２．遊漁の状況 ３．活性化の取組

第３巻 海面漁業に関する統計（市区町村編）

本体価格10,000円＋税
ISBN978-4-541-04063-3

１．漁業経営体に関する基本的項目
２．漁業経営体
(1)経営体階層別経営体数
別経営体数

(2)経営組織別経営体数

(5)動力漁船保有隻数別経営体数

(3)主とする漁業種類別経営体数

(4)営んだ漁業種類

(6)漁獲物・収獲物の販売金額別経営体数

(7)出荷先別延べ

経営体数
３．個人経営体
(1)自家漁業の専兼業別経営体数
帯員状況別経営体数

(2)漁業の主従別営んだ兼業種類別経営体数

(3)兼業経営体の漁業従事世

(4)自家漁業の世代構成別経営体数

４．漁業就業者
(1)漁業就業者数

(2)男女別年齢階層別漁業就業者数

５．11 月１日現在の海上作業従事者（家族・雇用者別）
６．世帯員（個人経営体出身

男女別年齢階層別）

７．漁船
８．漁業管理組織
(1)運営主体別組織数

(2)管理の内容別組織数

９．海面漁業地域
遊漁関係団体との取組別漁協数

第４巻 海面漁業に関する統計（漁業地区編）
第１分冊 北海道・東北・北陸

本体価格10,000円＋税
ISBN978-4-541-04064-0

第２分冊

関東・東海・近畿

本体価格10,000円＋税
ISBN978-4-541-04065-7

第３分冊

中国・四国

本体価格8,800円＋税
ISBN978-4-541-04066-4

第４分冊

九州・沖縄

本体価格 9,400 円＋税
ISBN978-4-541-04067-1

目次：各分冊共通
１．漁業経営体に関する基本的項目
２．漁業経営体
(1)経営体階層別経営体数
別経営体数

(2)経営組織別経営体数

(5)動力漁船保有隻数別経営体数

(3)主とする漁業種類別経営体数

(4)営んだ漁業種類

(6)漁獲物・収獲物の販売金額別経営体数

(7)出荷先別延べ

経営体数
３．個人経営体
(1)自家漁業の専兼業別経営体数
帯員状況別経営体数

(2)漁業の主従別営んだ兼業種類別経営体数

(4)自家漁業の世代構成別経営体数

４．漁業就業者
(1)漁業就業者数

(2)男女別年齢階層別漁業就業者数

５．11 月１日現在の海上作業従事者（家族・雇用者別）
６．世帯員（個人経営体出身
７．漁船

男女別年齢階層別）

(3)兼業経営体の漁業従事世

(5)自家漁業の後継者の有無別経営体数

本体価格11,000円＋税

第５巻 海面漁業の構造変化に関する統計

ISBN978-4-541--04068-8

Ⅰ 全国編
1．総括
(1) 全経営体

(2)個人経営体

2．新規着業経営体（経営体階層別）
(1) 漁業経営体

(2)個人経営体

Ⅱ 大海区編
１．北海道太平洋北区
(1)全経営体

(2)個人経営体

２．太平洋北区
３．太平洋中区
４．太平洋南区
５．北海道日本海北区
６．日本海北区
７．日本海西区
８．東シナ海区
９．瀬戸内海区

Ⅲ 都道府県編
１．全経営体
(1)経営体階層移動経営体数（北海道～沖縄県）

(2)漁獲物・収穫物の販売金額規模移動経営体数（北海道

～沖縄県）
２．個人経営体
(1)自家漁業の専兼業移動経営体数（北海道～沖縄県）

(2)基幹的漁業従業者の年齢階層移動経営体数（北

海道～沖縄県）
本体価格5,700円＋税

第６巻 海面漁業の団体経営体に関する統計

ISBN978-4-541-04069-5

Ⅰ 経営組織別統計
１．漁業経営体に関する基本的項目
２．経営体階層別経営体数
(1) 経営体階層別経営体数

(2)漁業層別経営体数

３．主とする漁業種類別経営体数
４．営んだ漁業種類別経営体数
５．営んだ漁業種類数別経営体数
６．漁船使用の有無別経営体数
７．動力漁船保有隻数別経営体数
８．漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数

Ⅱ 団体経営に関する統計
１．経営体階層別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

獲物・収穫物の販売金額別経営体数
２．都道府県別統計

(2)主とする漁業種類別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(7)漁

(1)漁業経営体に関する基本的項目
だ漁業種類別経営体数

(2)経営体階層別経営体数

(5)営んだ漁業種類数別経営体数

(3)主とする漁業種類別経営体数

(6)漁船使用の有無別経営体数

(4)営ん

(7)動力漁船保有

(8)漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数

隻数別経営体数

Ⅲ 会社に関する統計
１．経営体階層別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

獲物・収穫物の販売金額別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(8)本所・支所の区分別経営体数

(9)会社の種類別経営体数

(7)漁

(10)従業

者規模別経営体数
２．従業者規模別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

獲物・収穫物の販売金額別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(8)本所・支所の区分別経営体数

(7)漁

(9)会社の種類別経営体数

３．都道府県別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
だ漁業種類別経営体数

(5)営んだ漁業種類数別経営体数

(8)漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数

隻数別経営体数
類別経営体数

(2)経営体階層別経営体数

(3)主とする漁業種類別経営体数

(6)漁船使用の有無別経営体数

(4)営ん

(7)動力漁船保有

(9)本所・支所の区分別経営体数

(10)会社の種

(11)従業者規模別経営体数

Ⅳ 共同経営に関する統計
１．経営体階層別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

獲物・収穫物の販売金額別経営体数

(8)出資金規模別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(7)漁

(9)出資者規模別経営体数

２．出資金規模別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

獲物・収穫物の販売金額別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(7)漁

(8)出資者規模別経営体数

３．出資者規模別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
(4)営んだ漁業種類数別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船使用の有無別経営体数

(3)営んだ漁業種類別経営体数

(6)動力漁船保有隻数別経営体数

(7)漁

獲物・収穫物の販売金額別経営体数
４．都道府県別統計
(1)漁業経営体に関する基本的項目
だ漁業種類別経営体数
隻数別経営体数

(2)経営体階層別経営体数

(5)営んだ漁業種類数別経営体数

(8)漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数

(3)主とする漁業種類別経営体数

(6)漁船使用の有無別経営体数
(9)出資金規模別経営体数

(4)営ん

(7)動力漁船保有

(10)出資者規模別経

営体数

Ⅴ 大海区別統計
１．北海道太平洋北区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

る統計（出資者規模別）
２．太平洋北区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
３．太平洋中区

(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

(2)会社に関する統計（従業者規模別）

(3)共同経営に関す

る統計（出資者規模別）
４．太平洋南区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
５．北海道日本海北区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
６．日本海北区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
７．日本海西区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
８．東シナ海区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）
９．瀬戸内海区
(1)団体経営体に関する統計（経営体階層別）
る統計（出資者規模別）

第７巻

本体価格8,500円＋税

内水面漁業に関する統計

ISBN978-4-541-04070-1

第１ 総括
全国・都道府県編
経営組織別及び都道府県別統計
内水面漁業経営体数

第２ 内水面養殖業の部
Ⅰ 全国編
１．養殖業経営体
(1)主とする養殖種類別統計

(2)養殖業従事者規模別統計

(3)営んだ養殖種類別統計

(4)養殖施設の稼働

割合別統計
２．個人経営体
(1)主とする養殖種類別統計

(2)専兼業別統計

(3)養殖施設の稼働割合別統計（自家漁業の専兼業別経営体

数）
３．養殖業従事者
主とする養殖種類別統計
男女別年齢別養殖業従事者数
４．自家養殖業就業者
(1)主とする養殖種類別統計

(2)男女別年齢別統計

５．世帯員
主とする養殖種類別統計
世帯員総数及び満 14 歳以下の世帯員数

Ⅱ 都道府県編

１．養殖業経営体
(1)養殖業の基本構成
営体数

(2)経営組織別経営体数

(5)主とする養殖方法別経営体数

規模別経営体数及び１経営体平均面積

(3)主とする養殖種類別経営体数

(6)営んだ養殖方法別経営体数

(4)営んだ養殖種類別経

(7)主とする養殖方法別養殖面積

(8)過去１年間の養殖業従事者数別経営体数及び１経営体平均面積

(9)過去１年間の収獲物の販売金額別経営体数
２．個人経営体
(1)自家漁業の専兼業別経営体数

(2)兼業経営体の営んだ兼業種類別経営体数

(4)自家養殖業従事世帯員数別経営体数

１経営体平均世帯員数

家漁業の後継者の有無別経営体数

(3)世帯員数別経営体数及び

(5)自家漁業の世代構成別経営体数

(6)自

(7)民宿を行っている経営体数及び利用者数

３．養殖業従事者
男女別年齢別養殖業従事者数
４．自家養殖業就業者
(1)自家漁業とそれ以外の仕事との主従別自営養殖業就業者数
(3)従事日数別自家養殖業就業者数

(2)兼業種類別延べ自家養殖業就業者数

(4)男女別主な仕事の種類別自家養殖業就業者数

(5)新規就業者数

５．世帯員
世帯員総数及び満 14 歳以下の世帯員数

Ⅲ 市区町村編
１．養殖業の基本構成
(1)経営体数

(2)養殖池数

(3)養殖面積

(4)養殖業従事者数

２．営んだ養殖種類別経営体数
３．主とする養殖方法別経営体数
４．営んだ養殖方法別経営体数
５．過去１年間の養殖業従事者数別経営体数及び１経営体平均従事者数
６．過去１年間の収獲物の販売金額別経営体数
７．養殖方法別養殖面積

第３ 湖沼漁業の部
Ⅰ 全国編
１．団体経営体及び年間湖上作業従事日数 30 日以上の個人経営体
(1)湖沼漁業経営体

(2)個人経営体

(3)湖上作業従事者

(4)自家漁業就業者

(5)世帯員

２．年間湖上作業従事日数 29 日以下の個人経営体
(1)経営体階層別統計

(2)主とする漁業種類別統計

Ⅱ 湖沼・道県編
１．団体経営体及び年間湖上作業従事日数 30 日以上の個人経営体
(1)湖沼漁業経営体

(2)個人経営体

(3)湖上作業従事者

(4)自家漁業就業者

(5)世帯員

２．年間湖上作業従事日数 29 日以下の個人経営体
(1)営んだ漁業種類別経営体数
数

(2)自家漁業の専兼業別経営体数

(4)漁船使用の有無別経営体数

(3)兼業経営体の営んだ兼業種類別経営体

(5)保有漁船隻数及び使用動力漁船合計トン数 (6)家族・雇用者別湖上作

業従事者数

Ⅲ 湖沼・市町村編
団体経営体及び年間湖上作業従事日数 30 日以上の個人経営体
(1)湖沼漁業の基本構成
経営対数

(2)過去１年間の湖上作業従事者数別経営体

(4)営んだ漁業種類別経営対数

第４ 内水面漁業地域の部
都道府県編

(3)過去１年間の漁獲物の販売金額別

１．組合員
(1)正・准別組合員数

(2)組合員数別漁協数

２．生産条件
(1)漁場環境

(2)遊漁の状況

３．活性化の取組
(1)漁業体験を行った参加人数規模別漁協数及び年間延べ参加人数
別漁協数及び年間延べ参加人数
べ参加人数

(2)魚食普及活動を行った参加人数規模

(3)その他の活性化の取組活動を行った参加人数規模別漁協数及び年間延

(4)水産物直売所を運営する利用者規模別漁協数、施設数及び年間延べ利用者人数
本体価格10,100円＋税

第８巻 流通加工業に関する統計

ISBN978-4-541--04071-8

（全国・都道府都道府県・市町村編）

第１ 魚市場の部
Ⅰ 全国編
１．魚市場の年間取扱金額別統計
(1)市場の種類別魚市場数
積

(2)開設者の種類別魚市場数

(4)水産物卸売業者数別魚市場数

(3)市場の市場面積規模別魚市場数及び総売場面

(5)水産物買受人数別魚市場数

(6)年間取扱高

(7)年間取扱数量

(8)水産物の品質・衛生管理機器種類別延べ魚市場数

規模別魚市場数

２．市場の種類別統計
水産物の品質・衛生管理機器種類別延べ魚市場数

Ⅱ 都道府県編
１．市場の種類別魚市場数
２．開設者の種類別魚市場数
３．市場の売場面積規模別魚市場数及び総売場面積
４．水産物卸売業者数別魚市場数
５．水産物買受人数別魚市場数
６．年間取扱高
７．年間取扱数量規模別魚市場数
８．年間取扱金額規模別魚市場数
９．水産物の品質・衛生管理機器種類別延べ魚市場数

第２ 冷凍・冷蔵、水産加工場の部
Ⅰ 全国編
１．冷凍・冷蔵工場に関する統計
(1)工場の事業区分別統計

(2)従業者規模別統計

(3)冷蔵能力別統計

(2)従業者規模別統計

(3)主とする加工種類別統計

２．水産加工場に関する統計
(1)工場の事業区分別統計

Ⅱ 都道府県編
１．冷凍・冷蔵工場に関する統計
(1)形態別工場数
規模別工場数

(2)営んだ事業区分別工場数

(3)主とする事業区分別工場数

(6)常時従業者以外の従業者割合別工場数

人割合別工場数

(9)利用区分別工場数

(4)従業者数

(7)従業者の女割合別工場数

(10)利用者区分別工場数

(5)従業者

(8)従業者の外国

(11)主な利用者区分別工場数

(12)冷

蔵・凍結能力
２．水産加工場に関する統計
(1)形態別工場数

(2)営んだ事業区分別工場数

(3)主とする事業区分別工場数

(4)従業者数

(5)従業者

規模別工場数

(6)常時従業者以外の従業者割合別工場数
(9)営んだ加工種類別工場数

人割合別工場数

(12)年間製品販売金額別工場数
場数

(7)従業者の女割合別工場数

(10)主とする加工種類別工場数

(13)原材料に占める国産品の割合別工場数

(15) HACCP 手法の導入状況別工場数

(8)従業者の外国

(11)加工種類別生産量

(14)原材料の仕入れ先別工

(16)HACCP 手法の導入理由別延べ工場数

Ⅲ 市区町村編
１．冷凍・冷蔵工場に関する統計
(1)工場数

(2)従業者数

(3)冷蔵能力

(4)１日当たり凍結能力

２．水産加工場に関する統計
(1) 工場数

(2)従業者数

(3)営んだ加工種類別工場数
本体価格11,400円＋税

第９巻 流通加工業に関する統計（漁業地区編）

ISBN978-4-541--04072-5

統計表
漁業地区編
北海道～日高振興局
1．冷凍・冷蔵工場に関する統計（都道府県計は非沿海を含む）
(1)工場数

(2)従業者数

(3) 冷蔵能力

(4)１日当たり凍結能力

北海道～日高振興局
2．水産加工場に関する統計（都道府県計は非沿海を含む）
(1) 工場数

(2)従業者数

(3)営んだ加工種類別工場数
本体価格8,500円＋税

別冊 ２０１３年漁業センサス 総括編

ISBN978-4-541--04073-2

Ⅰ 累年統計
１．海面漁業
(1)経営体階層別経営体数

(2)主とする漁業種類別経営体数

(5)漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数

女別・年齢階層別漁業就業者数
(7)都道府県別個人経営体数

(3)自家漁業の専兼業別個人経営体数

(8)都道府県別漁業就業者数

(4)男

(6)都道府県別漁業経営体数

(9)都道府県別漁船隻数

２．内水面漁業
(1)養殖業経営体

(2)湖沼漁業経営体（主要湖沼別経営体数） (3)都道府県別養殖業経営体数

(4)都道府県

別養殖面積
３．流通加工業
(1)魚市場

(2)形態別冷凍・冷蔵工場数

(5)都道府県別冷凍・冷蔵工場数

(3)主とする加工種類別水産加工場数

(6)都道府県別水産加工場数

Ⅱ 海面漁業に関する全国統計
１．漁業経営体
(1)漁業経営体に関する基本的項目

(2)経営体階層別統計

２．個人経営体
(1)経営体階層別統計

(2)専兼業別、基幹的漁業従事者の男女別年齢層別統計

３．漁業就業者
自家漁業のみ・漁業雇われ別男女別年齢階層別漁業就業者数
４．11 月 1 日現在の海上作業従事者
経営体階層別家族・雇用者別漁業従事者数
５．世帯員（個人経営体出身）

(4)都道府県別魚市場数

(1)自家漁業専兼業別統計

(2)男女別年齢階層別統計

６．漁船
(1)経営体階層別統計

(2)動力漁船トン数規模別統計

７．団体経営体
(1)団体経営体（経営体階層別統計）

(2)会社（経営体階層別統計）

(3)共同経営（経営体階層別統計）

８．海面漁業の構造変化
(1)全経営体

(2)個人経営体

９．漁業管理組織（運営主体と漁業管理の組合せ別統計）
(1)管理している漁業

(2)参加漁業経営体数別組織数

(3)漁業管理に係る調整範囲別組織数

Ⅲ 海面漁業に関する都道府県・大海区別統計
１．漁業経営体
(1)漁業経営体に関する基本的項目

(2)経営体階層別経営体数

(3)経営組織別経営体数

(4)主とする漁業

種類別経営体数
２．個人経営体
(1)自家漁業の専兼業別経営体数
年間延べ利用者数

(2)漁業の主従別営んだ兼業種類別経営体数

(4)遊漁船業を営む経営体数及び年間延べ利用者数

(3)民宿を営む経営体数及び

(5)自家漁業の世代構成別経営体数

(6)自家漁業の後継者の有無別経営対数
３．漁業就業者
(1)漁業就業者数

(2)男女別年齢階層別漁業就業者数

４．11 月 1 日現在の海上作業従事者（家族・雇用者別）
５．漁船
(1)漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数

(2)出漁日数別動力漁船隻数

(3)主とする漁業種類別動力漁船隻

数
６．漁業管理組織
(1)管理対象漁業種類別延べ組織数

(2)管理対象漁業種類別延べ参加漁業経営体数

(3)漁業管理の内容別組

織数
７．海面漁業地域
(1)漁場環境の変化

(2)遊漁の状況

(3)活性化の取組

Ⅳ 内水面漁業に関する全国統計
１．養殖業経営体（主とする養殖種類別統計）
(1)養殖業の基本構成

(2)経営組織別経営体数

(3)過去１年間の収穫物の販売金額別経営体数

(5)営んだ養殖種類別経営体数

設の稼働割合別経営体数

(6)年齢別養殖業従事者数

(4)養殖施

(7)主とする養殖方法

別経営体数
２．個人養殖業経営体（主とする養殖種類別統計）
(1)自家漁業の専兼業別経営体数
別経営体数

(2)兼業経営体の営んだ兼業種類別経営体数

(4)過去１年間の自家養殖業従事者構成別経営体数

(3)自家養殖業従事世帯員数

(5)自家漁業の後継者の有無別経営体数

３．湖沼漁業経営体（団体経営体及び年間湖上作業従事日数３０日以上の個人経営体）（経営体階層別統計）
(1)湖沼漁業の基本構成

(2)経営組織別経営体数

使用の有無別延べ経営体数

(3)過去１年間の漁獲物の販売金額別経営体数

(5)主とする漁業種類別経営体数

(6)営んだ漁業種類別経営体数

齢別湖上作業従事者数
４．個人湖沼漁業経営体（年間湖上作業従事日数３０日以上の個人経営体）
(1)経営体階層別統計

(2)主とする漁業種類別統計

Ⅴ 内水面漁業に関する都道府県別（湖沼・道県別）統計
１．養殖業経営体

(4)漁船

(7)男女別年

(1)養殖業の基本構成

(2)経営組織別経営体数

(3)主とする養殖種類別経営体数

２．湖沼漁業経営体（団体経営体及び年間湖上作業従事日数３０日以上の個人経営体）
(1)湖沼漁業の基本構成

(2)経営組織別経営体数

(3)主とする漁獲魚種別経営体数

３．内水面漁業地域
(1)組合員数別漁協数
流した魚種別放流数量

(2)過去１年間に行った漁場環境改善への取組の有無別漁協数
(4)漁業協同組合の遊漁承認証の延べ発行枚数

(3)漁業協同組合の放

(5)漁業体験を行った参加人数規模

(6)魚食普及活動を行った参加人数規模別漁協数及び年間延べ参加人数

別漁協数及び年間延べ参加人数

Ⅵ 流通加工業に関する全国統計
１．魚市場（年間取扱金額規模別統計）
(1)市場の種類別魚市場数

(2)開設者の種類別魚市場数

(4)水産物卸売業者数別魚市場数
魚市場数

(3)市場の売場面積規模別魚市場数及び総売場面積

(5)水産物買受人数別魚市場数

(6)年間取扱高

(7)年間取扱数量規模別

(8)水産物の品質・衛生管理機器種類別延べ魚市場数

２．冷凍・冷蔵工場（冷蔵能力規模別統計）
(1)形態別工場数

(2)営んだ事業区分別工場数

(3)主とする事業区分別工場数

模別工場数

(6)常時従業者以外の従業者割合別工場数

合別工場数

(9)利用区分別工場数

(4)従業者数

(7)従業者の女割合別工場数

(10)利用者区分別工場数

(5)従業者規

(8)従業者の外国人割

(11)主な利用者区分別工場数

(12)冷蔵・冷

結能力
３．水産加工場（主とする加工種類別統計）
(1)形態別工場数

(2)営んだ事業区分別工場数

模別工場数

(6)常時従業者以外の従業者割合別工場数

合別工場数

(9)営んだ加工種類別工場数

材料に締める国産品の割合別工場数
場数
Ⅶ

(3)主とする事業区分別工場数

(7)従業者の女割合別工場数

(10)加工種類別生産量

流通加工業に関する都道府県・大海区別統計
１．魚市場
(2)年間取扱数量規模別魚市場数

2．冷凍・冷蔵工場
(1)形態別工場数

(2)従業者数

(3)冷蔵能力

(4)冷結能力

(2)従業者数

(3)営んだ加工種類別延べ工場数

３．水産加工場
(1)形態別工場数

(5)従業者規

(8)従業者の外国人割

(11)年間製品販売金額別工場数

(13)原材料の仕入れ先別工場数

(15)ＨＡＣＣＰ手法の導入理由別延べ工場数

(1)市場の種類別魚市場数

(4)従業者数

(12)原

(14)ＨＡＣＣＰ手法の導入状況別工

