
第２回
海の宝！

水産女子の元気プロジェクト
推進会議

令和元年６月７日





所　　　　　属 氏　　名 備　　  　 考

山陰旋網漁業協同組合 井本　慶子 団体職員

有限会社新井崎水産 大西　幸子
漁業（定置網（陸送ほか）、海女漁（（アワビ、サザエ、ナマコ、ワカメ、アラメ、ウニ、
ガンガラ、ヒトデ（堆肥用））

全国漁業協同組合連合会 金田　奈都子 団体職員

川内谷漁業部 川内谷　幸恵 漁業（ウニ、アワビ、刺し網）

湊水産株式会社
湊水産 結のいえ保育園
石巻うまいもの株式会社

木村　朱見 製造(たらこ、明太子)、石巻市女性活躍推進会議委員

株式会社小島水産 小島　沙綾佳 水産卸・加工業（養殖(乙女鯛・乙女鰤)）

三重県漁協女性部連合会
鳥羽磯部漁業協同組合

小寺　めぐみ 海女見習い(あわび・さざえ・わかめ・ひじき)

マルショウ小西鮮魚店 小西　良子 鮮魚卸売、鮮魚発送

天草海部 正角  雅代 海の学習支援

Navire noir（ナヴィル ノワール）
噴火湾鮮魚卸龍神丸

舘岡　志保
漁業プロデューサー、営業広報マネージャー（刺し網漁、エビかご漁、干物（鰈、ホッ
ケ）、広告宣伝、販売）

天草地区漁業士会、民宿一二海 田辺　麻弓 漁業(一本釣り)、民宿

株式会社かき村 谷本  明穂 水産小売業（真牡蠣、三倍体牡蠣、冷凍牡蠣、ちりめん、練り物類の販売）

株式会社ツッテ 中川　めぐみ 釣りアンバサダー（PR、メディア運営、コンテンツ企画運営・コーディネート）

樋長（東京都中央卸売市場） 中嶋　麻緒 水産物仲卸業（マグロ仲卸）

株式会社ゲイト 西地　絵美 商品開発(仲買・加工・運送・飲食店接客)

日本電気株式会社 早坂  真美子 事業開発、鯖愛好家

株式会社 布長
東京築地目利き協会

本間  奈々 豊洲市場仲卸（冷凍まぐろ）

音楽家 牧野　くみ ピアノ演奏、作曲、歌唱など

有限会社友榮水産
株式会社クリエーションWEB PLANNING

益田　沙央里 車海老養殖・加工・販売

株式会社ゲイト 松村  ありす 商品開発(仲買・加工・運送・飲食店接客)

三重県魚食リーダー
こだわり野菜栽培ユニット すいーとぽたけ

吉川　　 文 三重県魚食リーダー・農業

株式会社NTTドコモ　 横井　優子

株式会社モンベル 佐藤　和志

株式会社モンベル 黒瀬　美保

株式会社メトロ アド エージェンシー 井上　達也 オブザーバー

株式会社メトロ アド エージェンシー 諏訪　裕也 オブザーバー

株式会社メトロ アド エージェンシー 土肥　征爾 オブザーバー

株式会社メトロ アド エージェンシー 栗原　義徳 オブザーバー

水産庁次長 山口　英彰

水産庁漁政部漁政課長 栗原　秀忠

水産庁増殖推進部研究指導課長 廣山　久志 事務局

水産庁増殖推進部研究指導課課長補佐
（普及育成班担当）

南　　 哲也 事務局

水産庁増殖推進部研究指導課研究管理官 丸山　徳仁 事務局

水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班
普及改善係長

宮崎　潤太 事務局

第２回「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」推進会議　出席者名簿

令和元年６月７日（金） 



海の宝！水産女子の元気プロジェクトについて



プロジェクト設立の経緯

資料：農林⽔産省「漁業就業動向調査（平成29（2017）年）」（漁業就業者）及び「2013年漁業センサス」（陸上作業
従事者及び⽔産加⼯場従事者）に基づき⽔産庁作成

漁業就業者に占める女性の割合は約14％と低くなっているが、漁獲物の仕分けなどの水揚げ後の陸上作業（女性
約38％）や、漁獲物の主要な需要先である水産加工業（女性約62％）においては、女性が重要な役割を果たしてい
る。

男性 女性 合計

漁業就業者 132,510 20,980 153,490

陸上作業従事者 155,993 97,268 253,261

水産加工場従業者 72,057 116,178 188,235

合計 360,560 234,426 594,986
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➢ 漁業・水産業に従事する女性にスポットライトを当て、
自らの意欲と能力を発揮して前向きに取り組む女性を応援

➢「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」を立ち上げ

漁業・水産業全体に占める女性の割合
約39％



「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」～概要～

水産女子の知恵

取組内容

➢ 企業等への参画呼びかけ、水産女子と企業等のマッチング、水産女子と企業等とのコラボ商品等の創造
➢ 水産女子間の交流・ネットワーク化、水産女子間のコラボ
➢ 水産女子の活動情報の紹介
➢ 水産女子イベントの開催、他業種との交流・連携 等

○ 漁業・水産業の現場で働く女性の存在感を高める。
○ 漁業・水産業の現場で働く女性自らの意識の改革、発想力・創造力等の発展を促す。
○ 女性の職業の選択肢に「漁業・水産業」を加える。

広く社会に発信

「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」は、漁業・
水産業の現場で活躍されている女性が、日々の生活や
仕事、自然との関わりの中で培った知恵を、様々な企
業及び団体等の技術、ノウハウ、アイデアなどと結び
つけ、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会全
体に発信していくためのプロジェクトです。

新たな
商品

サービス
情報開発

水産女子 参画企業等

企業の力



rロゴマークの決定について



「女性の愛情で持続可能な水産をつくる！」ハートは女性を象徴。
魚は無限大(∞)をモチーフとすることで持続可能な漁業をイメージ。

コンセプト

出品者 舘岡志保さん（北海道）





rプロジェクトの進捗状況について



第１回「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」推進会議
（プロジェクト立ち上げ） 平成30年11月16日



Fish-1グランプリへのブース出展
平成30年11月25日

第５回国際女性会議WAW！/W20
へのブース出展

平成31年３月23日



１６名 ３4名

発足時
（平成30年11月）

現在
（令和元年６月）

釣り
その
他

漁業
団体

漁船
漁業

仲卸

魚食営業

海女 販売加工養殖

様々な業態の女子が参加 意欲と能力を発揮して前向きに取り組む女性たち



「第５回国際女性会議WAW!/W20」に水産女子の加工品を提供
（平成31年３月２３日 於：ホテルニューオータニ東京）



【葱・魚】三重県産☆カリっとおいしい！
葱香る骨唐揚げ
【Green Onion・Fish】 Made in MIE★Crispy & Tasty ! 
Fried Fishbone Flavored with Green Onion



定期的に広報誌を発行（空港・観光案内所等にも設置）



水産業の活性化などに取り組む若手漁業者団体の設立



釣りを通じた地域の魅力発信



漁師の仕事をメディアで発信



海女漁で獲った魚やヒトデを観覧施設へ提供



平成30年度（第57回）農林水産祭
日本農林漁業振興会会長賞受賞（女性の活躍部門）



新たな
商品

サービス
情報開発

水産女子 民間企業・団体

水産女子の知恵

企業の力



株式会社 NTTドコモ 株式会社 モンベル

スマート水産業
応援プロジェクト

モンベルフィールドウエア
（漁業ウエア）
開発プロジェクト

水産女子の考える「スマート
水産業」実現のため、IoTや
ICTを用いて、現場での課題
解決を図る。
渚泊などの推進やブランディ
ングなどでも協業し、女性発
信による水産業の力、企業イ
メージを情報発信する。

水産女子の目線で、快適かつ
ファッショナブルなウエアを開
発する。



１．企業等とのコラボの推進

２．水産女子コミュニティの創設

３．テーマごとの分科会の設置

４．積極的な情報発信



１．企業等とのコラボの推進
○企業等と連携した個別プロジェクト（新たな商品やサービス、
情報づくり）に向けたアイデア、意見の募集

↓
コラボを希望する企業等（業種）及びその内容を随時募集して
います。ご提案の内容を検討のうえ、事務局が適当な企業等に
参画の申し入れを行います。

※応募先
☞水産女子HP「アイデア、意見フォーム」

https://www.contactus.maff.go.jp/jfa/form/kenkyu/181213.html

または、
☞「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」事務局

suisanjoshi@maff.go.jp



２．水産女子コミュニティの創設

○水産女子メンバー ＆ 水産庁職員（有志）限定のSNSグルー
プを設置

↓
水産女子間の日常対話、グループ内でのイベント企画、悩み
相談や成功体験などの情報交換を行うことにより、水産女子間
の交流・連携をはかります。
また、企業等とのコラボの提案など、プロジェクトに関するこ
とはもちろんのこと、その他水産庁に相談したいこと、提案し
たいことなど、何でも気軽に自由な対話を可能とします。



３．テーマごとの分科会の設置

○Web会合又は現地会合を想定
↓

様々な地域、業態の女子メンバーが参加されていることから、
それぞれ異なる女性ならではの悩みがあると思います。
その内容によってテーマごとに集まる場を設定し、水産庁女性
職員チーム（仮称）が中心となってその悩み解決に取り組み
ます。

テーマ別分科会例 ＞
①地区別（北海道地区、東北地区、・・・）
②業種別（漁業、流通加工、消費・レジャー・広報、・・・）
③関心別（ウェア、情報、食育、漁船・船具、・・・）
④○○別（・・・）

※複数の分科会所属も可



４．積極的な情報発信

○水産女子Facebook（公開）を設置
○皆さんが参加する各地の水産イベントを応援

↓
水産女子Facebookから、水産女子メンバーの活動を広く発信
します。まずは、週１回メンバーお一人ずつの活動紹介（自己
紹介）を配信する予定ですのでご協力をお願いします。
また、メンバーからもPRしたい日頃の活動やイベント情報、地
域の魅力紹介（旬な魚、グッズ、名所等）等、積極的な投稿
をお願いします。
ご自身のSNSアカウントで「＃水産女子」をつけた投稿も歓迎
します。「＃水産女子」のついた投稿をあらためてシェアします。
さらに、各地で行われる水産イベントには、PRをはじめ可能な
範囲でお手伝いさせていただきます。



次回推進会議

本年１０～１１月頃、開催予定

・１年間の活動の総括
・次期活動目標の検討
・情報交換 等



講 演
「東日本大震災、２ｍを超える津波からの再出発」

講 師
木村 朱見 氏

湊水産株式会社取締役（宮城県石巻市）
水産女子メンバー
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