
農林水産省では、「2018 年漁業センサス」を平成 30 年 11 月

1 日現在（流通加工調査は平成 31 年１月１日現在）で、全国一

斉に実施します。 

■ 国が行う重要な統計調査です。

「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかに

するとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりまく実態

と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づく基幹統計調

査として 5 年ごとに行う大規模な調査です。 

この調査は、特定の方のみを調査するものでなく、漁業に関係する

すべての方を対象とした全数調査であり、報告の義務があります。 

ご多忙中のところ恐縮ですが、調査への協力をよろしくお願いしま

す。 

■ 法律に基づく調査で、個人情報は厳格に保護されます。

調査内容は、統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められ

た目的以外に使うことを法律で禁じられているので調査の結果が税

金の徴収などに使われることは一切ありません。また、統計調査員を

はじめ、統計調査に従事する者には守秘義務があり、調査で知り得た

情報を他人に漏らすこともありません。 

■ ありのままをご記入願います。

漁業センサスの結果は、漁業や漁村の振興など、水産行政の基礎と

なるものですので、ありのままを記入してください。 

2018 年漁業センサスへの 

ご協力のお願い 

漁業経営体調査 

（参考４）

①海面漁業調査　漁業経営体調査



■ オンラインでの回答が可能です。

漁業センサスは、インターネットを利用したオンラインでも調査票

の回答（入力・送信）が可能です。 

オンラインによる回答が可能な場合には、統計調査員から「政府統

計共同利用システムログイン情報」をお渡ししますので、「オンライ

ン調査システム操作ガイド」を参考にデータの入力・送信のご検討を

お願いします。（オンラインで回答された場合は、統計調査員による

調査票の回収は行いません。） 

オンラインで回答されなかった場合は、統計調査員が調査票を回収

に伺いますので、調査票を記入の上、準備をお願いします。 

コココーーールルルセセセンンンタタターーーのののごごご案案案内内内
調査の内容、調査票の記入方法、オンラインによる回答方法などについての

ご質問は、下記の漁業センサスコールセンターにお問い合わせください。 

0570-018-632（ナビダイヤル） 
ＩＰ電話の場合：03-5539-0276 

設置期間：平成 30 年 11 月 30 日まで  

受付時間：11 月 14 日までは、午前９時～午後８時 

（土・日・祝日にもご利用いただけます。） 

11 月 15 日からは、午前９時～午後５時 

（土・日・祝日はご利用いただけません。） 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。

※ ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、全国一律に市内

通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ

所定の通話料金となります。 

※ ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

【オンライン回答期限】 

10 月 24 日（水）までに送信をお願いします。 

【統計調査員連絡先】 

氏  名： 

電話番号： 

【市区町村連絡先】 



農林水産省では、「2018 年漁業センサス」を平成 30 年 11 月

1 日現在（流通加工調査は平成 31 年１月１日現在）で、全国一

斉に実施します。 

■ 国が行う重要な統計調査です。

「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかに

するとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりまく実態

と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づく基幹統計調

査として 5 年ごとに行う大規模な調査です。 

この調査は、特定の方のみを調査するものでなく、漁業に関係する

すべての方を対象とした全数調査であり、報告の義務があります。 

ご多忙中のところ恐縮ですが、調査への協力をよろしくお願いしま

す。 

■ 法律に基づく調査で、個人情報は厳格に保護されます。

調査内容は、統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められ

た目的以外に使うことを法律で禁じられているので調査の結果が税

金の徴収などに使われることは一切ありません。また、統計調査に従

事する者には守秘義務があり、調査で知り得た情報を他人に漏らすこ

ともありません。 

■ ありのままをご記入願います。

漁業センサスの結果は、漁業や漁村の振興など、水産行政の基礎と

なるものですので、ありのままを記入してください。 

海面漁業地域調査・内水面漁業地域調査 

2018 年漁業センサスへの 

ご協力のお願い 

②海面漁業調査　海面漁業地域調査・
内水面漁業調査　内水面漁業地域調査



■ オンラインでの回答が可能です。

漁業センサスは、インターネットを利用したオンラインでも調査票

の回答（入力・送信）が可能です。 

同封の「オンライン調査システム操作ガイド」を参考にデータの入

力・送信のご検討をお願いします。 

インターネットの環境が整っていないなど、オンライン回答ができ

ない場合には、紙の調査票に回答を記入、同封の返信用封筒に封入の

上、投函をお願いします。 

【回答期限】 

11 月 20 日（火）までに送信（または投函）をお願いします。 

コココーーールルルセセセンンンタタターーーのののごごご案案案内内内

調査の内容、調査票の記入方法、オンラインによる回答方法などについての
ご質問は、下記の漁業センサスコールセンターにお問合せください。 

0570-018-632（ナビダイヤル） 
ＩＰ電話の場合：03-5539-0276 

設置期間：平成 30 年 11 月 30 日まで  

受付時間：11 月 14 日までは、午前９時～午後８時 

（土・日・祝日にもご利用いただけます。） 

11 月 15 日からは、午前９時～午後５時 

（土・日・祝日はご利用いただけません。） 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。

※ ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、全国一律に市内

通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ

所定の通話料金となります。 

※ ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

【地方農政局等連絡先】 



農林水産省では、「2018 年漁業センサス」を平成 30 年 11 月

1 日現在（流通加工調査は平成 31 年１月１日現在）で、全国一

斉に実施します。 

■ 国が行う重要な統計調査です。

「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかに

するとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりまく実態

と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づく基幹統計調

査として 5 年ごとに行う大規模な調査です。 

この調査は、特定の方のみを調査するものでなく、漁業に関係する

すべての方を対象とした全数調査であり、報告の義務があります。 

ご多忙中のところ恐縮ですが、調査への協力をよろしくお願いしま

す。 

■ 法律に基づく調査で、個人情報は厳格に保護されます。

調査内容は、統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められ

た目的以外に使うことを法律で禁じられているので調査の結果が税

金の徴収などに使われることは一切ありません。また、統計調査員を

はじめ、統計調査に従事する者には守秘義務があり、調査で知り得た

情報を他人に漏らすこともありません。 

■ ありのままをご記入願います。

漁業センサスの結果は、漁業や漁村の振興など、水産行政の基礎と

なるものですので、ありのままを記入してください。 

内水面漁業経営体調査 調査員調査 

2018 年漁業センサスへの 

ご協力のお願い 

③内水面漁業調査　内水面漁業経営体調査



■ オンラインでの回答が可能です。

漁業センサスは、インターネットを利用したオンラインでも調査票

の回答（入力・送信）が可能です。 

オンラインによる回答が可能な場合には、統計調査員から「政府統

計共同利用システムログイン情報」をお渡ししますので、「オンライ

ン調査システム操作ガイド」を参考にデータの入力・送信のご検討を

お願いします。（オンラインで回答された場合は、統計調査員による

調査票の回収は行いません。） 

オンラインで回答されなかった場合は、統計調査員が調査票を回収

に伺いますので、調査票を記入の上、準備をお願いします。 

コココーーールルルセセセンンンタタターーーのののごごご案案案内内内

調査の内容、調査票の記入方法、オンラインによる回答方法などについての
ご質問は、下記の漁業センサスコールセンターにお問い合わせください。 

0570-018-632（ナビダイヤル） 
ＩＰ電話の場合：03-5539-0276 

設置期間：平成 30 年 11 月 30 日まで  

受付時間：11 月 14 日までは、午前９時～午後８時 

（土・日・祝日にもご利用いただけます。） 

11 月 15 日からは、午前９時～午後５時 

（土・日・祝日はご利用いただけません。） 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。

※ ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、全国一律に市内

通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ

所定の通話料金となります。 

※ ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

【オンライン回答期限】 

10 月 24 日（水）までに送信をお願いします。 

【統計調査員連絡先】 

氏  名： 

電話番号： 

【地方農政局等連絡先】 



農林水産省では、「2018 年漁業センサス」を平成 30 年 11 月

1 日現在（流通加工調査は平成 31 年１月１日現在）で、全国一

斉に実施します。 

■ 国が行う重要な統計調査です。

「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかに

するとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりまく実態

と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づく基幹統計調

査として 5 年ごとに行う大規模な調査です。 

この調査は、特定の方のみを調査するものでなく、漁業に関係する

すべての方を対象とした全数調査であり、報告の義務があります。 

ご多忙中のところ恐縮ですが、調査への協力をよろしくお願いしま

す。 

■ 法律に基づく調査で、個人情報は厳格に保護されます。

調査内容は、統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められ

た目的以外に使うことを法律で禁じられているので調査の結果が税

金の徴収などに使われることは一切ありません。また、統計調査に従

事する者には守秘義務があり、調査で知り得た情報を他人に漏らすこ

ともありません。 

■ ありのままをご記入願います。

漁業センサスの結果は、漁業や漁村の振興など、水産行政の基礎と

なるものですので、ありのままを記入してください。 

魚市場調査 

2018 年漁業センサスへの 

ご協力のお願い 

④流通加工調査　魚市場調査



■ オンラインでの回答が可能です。

漁業センサスは、インターネットを利用したオンラインでも調査票

の回答（入力・送信）が可能です。 

同封の「オンライン調査システム操作ガイド」を参考にデータの入

力・送信のご検討をお願いします。 

インターネットの環境が整っていないなど、オンライン回答ができ

ない場合には、紙の調査票に回答を記入、同封の返信用封筒に封入の

上、投函をお願いします。 

【回答期限】 

１月 31 日（木）までに送信（または投函）をお願いします。 

コココーーールルルセセセンンンタタターーーのののごごご案案案内内内

調査の内容、調査票の記入方法、オンラインによる回答方法などについての
ご質問は、下記の漁業センサスコールセンターにお問合せください。 

0570-018-632（ナビダイヤル） 
ＩＰ電話の場合：03-5539-0276 

設置期間：平成 31 年２月 15 日まで  

受付時間：１月 11 日までは、午前９時～午後５時 

（土・日・祝日はご利用いただけません。） 

１月 15 日からは、午前９時～午後８時 

（土・日・祝日にもご利用いただけます。） 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。

※ ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、全国一律に市内

通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ

所定の通話料金となります。 

※ ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

【地方農政局等連絡先】 



農林水産省では、「2018 年漁業センサス」を平成 30 年 11 月

1 日現在（流通加工調査は平成 31 年１月１日現在）で、全国一

斉に実施します。 

■ 国が行う重要な統計調査です。

「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかに

するとともに、漁村、水産物流通・加工業などの漁業をとりまく実態

と変化を総合的に把握することを目的に、統計法に基づく基幹統計調

査として 5 年ごとに行う大規模な調査です。 

この調査は、特定の方のみを調査するものでなく、漁業に関係する

すべての方を対象とした全数調査であり、報告の義務があります。 

ご多忙中のところ恐縮ですが、調査への協力をよろしくお願いしま

す。 

■ 法律に基づく調査で、個人情報は厳格に保護されます。

調査内容は、統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められ

た目的以外に使うことを法律で禁じられているので調査の結果が税

金の徴収などに使われることは一切ありません。また、統計調査員を

はじめ、統計調査に従事する者には守秘義務があり、調査で知り得た

情報を他人に漏らすこともありません。 

■ ありのままをご記入願います。

漁業センサスの結果は、漁業や漁村の振興など、水産行政の基礎と

なるものですので、ありのままを記入してください。 

冷凍・冷蔵、水産加工場調査 

2018 年漁業センサスへの 

ご協力のお願い 

⑤流通加工調査　冷凍・冷蔵、水産加工場調査



■ オンラインでの調査が可能です。 

漁業センサスは、インターネットを利用したオンラインでも調査票

の回答（入力・送信）が可能です。 

オンラインによる回答が可能な場合には、統計調査員から「政府統

計共同利用システムログイン情報」をお渡ししますので、「オンライ

ン調査システム操作ガイド」を参考にデータの入力・送信のご検討を

お願いします。（オンラインで回答された場合は、統計調査員による

調査票の回収は行いません。） 

 

 

 

オンラインで回答されなかった場合は、統計調査員が調査票を回収

に伺いますので、調査票を記入の上、準備をお願いします。 

【オンライン回答期限】 

１月 16 日（水）までにお願いします。 

コココーーールルルセセセンンンタタターーーのののごごご案案案内内内 

調査の内容、調査票の記入方法、オンラインによる回答方法などについての
ご質問は、下記の漁業センサスコールセンターにお問い合わせください。 

 
0570-018-632（ナビダイヤル） 
ＩＰ電話の場合：03-5539-0276 

 

設置期間：平成 31 年２月 15 日まで   

受付時間：１月 14 日までは、午前９時～午後５時 

（土・日・祝日はご利用いただけません。） 

１月 15 日からは、午前９時～午後８時 

（土・日・祝日にもご利用いただけます。） 

 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。 

※ ナビダイヤルの通話料金は、一般固定電話の場合、全国一律に市内

通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合、それぞれ

所定の通話料金となります。 

※ ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。 

【統計調査員連絡先】 

氏  名： 

電話番号： 

【地方農政局等連絡先】 
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