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第５回水産女子プロジェクト
推進会議

令和４年２月２５日

資料１





水産女子の元気プロジェクトとは…
水産業界で輝く女性たちが繋がり、新たな価値を創り出し、それを伝える活動を応援

することで、100年先も豊かな水産業を目指すプロジェクトです。

✔水産業界における女性の存在感を高める
✔「水産業」の魅力を高める
✔女性の力で水産業をもっと元気にする

・全国のメンバーと交流
・勉強会開催
・悩みの共有

・活動紹介
・SNS発信
・講演活動
・イベント参加

・企業やPJメンバーとのコラボ
・女性目線での商品開発
・イベント等企画

＼海の宝︕／

水産女子の元気プロジェクトとは…



水産女子メンバーの参画状況

割合（%）
漁業 23
養殖業 7
加工業 20 
流通※2 40 
魚食普及 11
広報 6
団体職員 5 
飲食業 6
その他※3 16

２．各業種に関わるメンバーの割合※1

※1 兼業含む
※2 卸売、仲買・仲卸、小売含む
※3 音楽家、IT関連、宿泊業など

現在の
メンバー数
88名

（令和４年２月時点）

令和４年１月現在で計88名（第1期より41名増加）
全国より、水産に関わる多様な業種・幅広い年齢層のメンバーが所属

１．メンバーの年齢構成

３．都道府県別メンバー数
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第３期の活動実績
（R2.11～R3.10）



今期は新型コロナウイルス感染症の対応として、
年間を通してオンラインよる全体ミーティング
や地域別ミーティングを開催しました。



第３期活動方針（R2.11～R3.10）

グループ同士の繋がりづくりによる
全国の水産女子メンバー同士・事務局間のネットワーク強化

１ 水産女子メンバーの自主的な活動の推進

２ 水産女子メンバー同士のネットワークづくりの促進

３ SDGsに係る取組の促進

・水産女子SNSアカウント
を活用し、皆様が各地で
行っているイベント等を広
くお知らせ

・Web会議開催による定
期的な意見交換

等を予定︕



第３期活動方針（R2.11～R3.10）
具体的に言うと…︖

１ 水産女子メンバーの自主的な活動の推進

２ 水産女子メンバー同士のネットワークづくりの促進

３ SDGsに係る取組の促進

・SNSを活用した広報活動
→定期的なネタ掘り出しを行います
→現地の写真や参加されるイベント情報を事務局までお知らせください ＃水産女子
・各地・個人での活動を後押し
→ピンバッジやチラシ等を作成・配布することによって認知度アップ

・連絡体制の整備
→誰でも簡単に事務局へ連絡できるよう、HP上のフォームを改良
→水産女子プロジェクト公式LINEを作成し、メール以外でもお知らせ
・各種イベントの紹介、参加者募集
→事務局にお寄せいただいた情報をもとに皆様に共有、各種イベントの参加者募集等を行います

・話し合う、顔を合わせる場の提供
→Web会議を活用し個人と事務局で簡単な意見を交換し合える場の提供（適宜）
→分科会（漁業・養殖業／加工・流通業／魚食普及・広報）を活用し、全国各地の同業種の方々との意見交換会を開催

（年１～２回程度を予定）
→お住まいの地域ごと少人数のブロックに分けミーティング（年１回程度）
→その他、必要に応じフランクに会話をできる環境を整備
・情報共有の場を提供
→個人で参加されるイベントや業務において水産女子の協力を呼びかける際、周知依頼に事務局等を活用

・女性の存在感を高める
・働く女性自らの意識改革や女性が働きやすい漁業・水産業の現場改革
・職業としての魅力向上 等



・コロナ禍における新しい会議の開催方法としてWebミーティングを採用し、

メンバー同士のつながりの場を提供。

WEBミーティングの開催状況

日程 概要

R3.6.17 第１回 全体 初の開催ということでまずは事務局や出席者の自己紹介や、メン
バー同士の相談、ざっくばらんなやり取り等を行った。

R3.7.21 第２回 目的別
「水産女子メンバーこだわり発表会」と題し、出席者自身の普段の
活動や紹介したい取組みについて発表。こだわりの商品や水産業へ
の思いを語り合う場となった。

R3.8.25 第３回 勉強会
参画企業の株式会社NTTドコモ様を講師にお招きし、「スマート
水産業入門～ドコモの取組から考える私たちの水産業～」と題しオ
ンライン勉強会を開催。

R3.10.12～11.24 第４回 地域別 地域特有の悩みや意見交換の場として4地域に分けて開催。（中国
四国九州・東海北陸関西・関東・北海道東北地域の順に開催）

R3.12.23 第５回 全体 事務局からのお知らせを主に行い、推進会議に向けた話題を主に提
供した。

テーマ



水産女子Facebookの閲覧者の動向

人気記事例

フォロワー年齢構成フォロワー性別構成

フォロワー数



参画企業との連携①

会社名 株式会社NTTドコモ

プロジェクト名 スマート水産業応援プロジェクト

事業内容

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。

進捗状況
令和３年８月に第１回勉強会を開催。ドコモと業
務提携を結んでいるグッドイートカンパニー×水
産女子のコラボに向けた企画を検討中。

会社名 株式会社モンベル

プロジェクト名
モンベルフィールドウエア（漁業ウェア）開発
プロジェクト

事業内容
水産女子の目線で、快適かつファッショナブ
ルなウェアを開発する。

進捗状況
令和元年10月からモニター４名が実験的に着用中。令
和２年夏、その感想や改善すべき点等を担当者に伝え
るWebミーティングが開催された。

会社名 株式会社 メトロ アド エージェンシー

プロジェクト名 ジャムムプロジェクト

事業内容

水産×ジャムムのＬＩＮＥスタンプの制作、オ
リジナルキャラクターの制作、イベントでの
タイアップ（着ぐるみの貸し出しなど）により、
漁業・水産業に従事する方を盛り上げる。

進捗状況
コラボスタンプを令和２年１月にリリース。大きな反響
があった。

会社名 カネコ総業株式会社

プロジェクト名
可愛くて愛着があり、いつもそばに置きたい、
らっくらく～の道具づくり開発プロジェクト

事業内容
水産女子の現場での声を集め、女性のため
の道具づくりを通して水産業を盛り上げる
お手伝いを行う。

進捗状況
令和３年４月にモニター募集を実施し、６名が参加。商
品案を修正し、令和4年4月以降に試作品を作成予定。



参画企業との連携②

会社名 株式会社テイクジーン

プロジェクト名
＜みんなでキレイな手！＞水産女子による
HAPPY！PROJECT

事業内容

水産女子の手の悩みに適したハンドクリー
ムを、その悩みに寄り添いながら一緒に開
発。ゆくゆくは消費者まで広め、水産女子を
PRしながら＜みんなでキレイな手！＞を目
指す。

進捗状況
令和２年12月にモニター募集を実施し、６名が参加。
試作品のアンケートを実施し、回答をもとに商品の改
良中。

会社名 株式会社NECライベックス

プロジェクト名 海の宝、発掘プロジェクト

事業内容
水産女子が活躍するビジネスとの協業。魚
を使用した社員食堂メニュー化により、水
産女子の活動と水産業の力を情報発信する。

進捗状況
令和２年度より（株）NECの２つの事業所の社員食堂
にてコラボを開催し、好評を博した。令和３年度からは
本社を含めた３拠点でコラボ開催を計画中。

会社名 田中産業株式会社

プロジェクト名
水産女子×農業発Bloomブランド「映え」る水産
女子プロジェクト

事業内容

水産女子や、働く女性が欲しい！と感じる
公式商品などを企画開発し、インスタグラム
等SNSで映える水産女子をPR。認知向上
と将来の水産を担う世代に海の宝を引き継
ぐブランディングプロジェクト。

進捗状況
令和３年５月にシリコンシューズカバーのモニター募集
を実施し、８名が参加。安全性の観点からの試作品の
改良に時間を要している状況。

会社名 株式会社地元カンパニー

プロジェクト名 「地元の水産女子 カタログギフト」プロジェクト

事業内容
日本全国の水産女子の水産物を載せた「地
元の水産女子 カタログギフト」を発売する。

進捗状況
令和３年７月にカタログギフトの募集を実施し、
8名が参加。令和４年２月頃にカタログギフトを
発売予定。



参画企業との連携③

会社名 株式会社 三越伊勢丹

プロジェクト名
FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA
×農業女子PJ×水産女子PJコラボ企画

事業内容

FOOD & TIME ISETAN 
YOKOHAMAに出店しているテナントと協
力し、水産女子の水産物をコラボ商品とし
て販売。企画を通じて水産女子プロジェクト
と水産物の美味しさをPR。

進捗状況
令和３年９月に提供商品の募集を実施し、１店舗でコラ
ボが実現、１名が参加。令和４年１月より順次販売を開
始。他ショップでも企画進行中。

会社名 楽天グループ株式会社

プロジェクト名 ラクマ産直プロジェクト

事業内容

フリマアプリの楽天「ラクマ」にて実施する
特別プロジェクトを通じて、水産女子のみな
さまの販路拡大につながるプロモーション・
PRを行います。

進捗状況
令和３年8月に出店の募集を実施し、6名が参加。12
月より特設ページで試験販売を開始。現在、4店舗が
出店中。公式オープンは令和４年春頃を予定。

会社名 味の素株式会社

プロジェクト名
味の素＋農業女子PJ＋水産女子PJ
減塩レシピレシピコンテスト

事業内容

農業女子及び水産女子から減塩レシピを募
集、ビッグ・エーで減塩レシピの展開と消費
者キャンペーンを行い、レシピコンテストを
開催します。

進捗状況
令和3年12月に減塩レシピを募集し、１名が採用。令和
４年３月に減塩レシピの展開・消費者キャンペーン、4
月にレシピコンテストを開催予定。



第４期活動に向けて
（R3.11～R4.10）



今後の活動に向けた計画や進め方について
ご紹介します。

・第４期活動方針
・各種SNSの活用について
・コロナ禍におけるプロジェクトの実施

…など



第４期活動方針（R3.11～R4.10）

【引き続き】
グループ同士の繋がりづくりによる

全国の水産女子メンバー同士・事務局間のネットワーク強化

１ 水産女子メンバーの自主的な活動の推進

２ 水産女子メンバー同士のネットワークづくりの促進

３ オンライン・SNS等のフル活用

・ピンバッジやチラシ等を作成・配布することによって認知度アップ
・事務局にお寄せいただいた情報をもとに皆様に共有、各種イベントの参加者募集等を行います

・個人やグループ、地域間のネットワーク作りの推進
・話し合う、顔を合わせる場の提供

・水産女子SNSアカウントを活用し、皆様が各地で行っているイベント等を広くお知らせ
・Web会議開催による定期的な意見交換



SNSを活用した広報活動

新規水産女子

メンバー自己紹介

今が旬︕○○を使った美味
しいレシピ(クックパッド

連携)

こだわりの

商品紹介

お仕事中の風景、

地元の紹介

○○さんの記事が▲▲に掲
載されました︕

イベントの開催

コロナ禍の取組

水産女子メンバー出席

オンライン

セミナーのご案内

事務局より

活動報告

・水産女子メンバーの普段のお
仕事や活動などの紹介

・イベントのお知らせ
・アイデア・知恵の紹介
・レシピや調理の基本を紹介
など、様々な情報を発信

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

投稿例

注意事項
○以下のいずれかに該当するものは投稿できません。
①情報の真偽又は事実関係が確認できないもの
②行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づく保
有個人情報であって、農林水産省が公表することが適切でないもの
③農林水産省が過去に公表した情報との整合性が無いもの
④その他公表することで第三者に不利益が生じたり行政活動に支障が生じる可能性があ
るもの
○商品紹介等を行う場合、水産女子メンバーとしての活動との関係や商品へのこだわりな
ど、必ず本文中に明記してください。(商品の斡旋のみはできません)
○事実と異なる内容を投稿したことが発覚した場合は、必ず直ちに事務局までお知らせく
ださい。 （当該投稿及びコメントの削除、訂正した旨を投稿することになります。)
○投稿内容に対して批判的なコメント等が殺到し、Facebook運営に支障をきたしていること
(いわゆる「炎上」)を確認した場合には、事務局にて当該投稿及びコメントを削除させてい
ただきます。



クックパッド

水産女子の公式クックパッドについては、メニューやレシピの投稿が活発な農林水産省
の公式クックパッド「農林水産省のキッチン」への投稿に移行します。
農林水産省の公式クックパッドに投稿する新しいメニューやレシピを募集しますので、

皆様のアイデアレシピをお待ちしています︕



コロナ禍におけるプロジェクトの実施

▷水産女子の更なる活躍推進のため、コロナ禍にあってもこれまで以上に活動を推進

▷リスクを最小限にする、「水産女子のコロナ対策５つのルール」を制定

対面とオンラインの併用

対面による活動は大切ですが、
対面の必要がないものについては
オンラインを活用しましょう︕

三密防止の徹底

密集・密接・密閉の空間を避け、
頻繁な換気を徹底しましょう

COCOAのインストール

新型コロナウイルス接触確認アプリ
COCOAをインストールすれば、
感染者との接触を通知で確認出来ます

体調は自分で管理

37.5度以上の熱がある時や、
咳が出る場合は無理をせず
外出は控えましょう

マスクの着用と手洗い

手洗いうがいと、
マスクの着用は確実に
行いましょう︕

水産女子の
コロナ対策
５つのルール



意見交換会

一昨年からの新型コロナウイルス感染
症の流行の中、取り組んできた活動や工
夫、これからチャレンジしようとしてい
ることなどについて、意見交換していた
だき、今後の活動のヒントになればと思
います。

資料２



意見交換会は、全体ルームから漁業・
養殖業、加工・流通・販売業、魚食普
及・広報の分科会ごとのルームに分かれ
て行います。

この意見交換の内容は取りまとめて全
体ルームで発表、共有します。



意見交換会の流れ

○ルームへの移動は、水産庁事務局で対応
○進行と記録は、水産庁事務局で対応

○意見交換の内容
・コロナの中でどのような活動に取り組んできたか
・コロナの前と後で活動がどのように変化したか
・活動が制限される中、どんな工夫をしたか
・こんな風にしたら良いと感じたか
・これからの活動をどうするのか
・新しいチャレンジを考えているのか

…など



○各分科会ごとに意見交換
・参加者ごとに取組などを紹介して意見交換
・画面共有（ワード）で見ながら取りまとめ
・意見交換の内容は取りまとめて、全体ルームで発表
・休憩（ 5分程度、この間にルーム移動）
・休憩中に発表者は発表内容を確認
・全体ルームで発表

○ルームに移動後
・自己紹介（1人×1分程度）
・全体ルームでの発表者の決定

○分科会ごとのルーム担当（水産庁事務局）
・漁業・養殖業 ： 佐倉、宮園
・加工・流通・販売業 ： 弓立、源川
・魚食普及・広報 ： 村井、笠原





海の宝！水産女子の元気プロジェクト事務局 
 

水産女子メンバー

活動報告書 
【令和４年２月】 

 
資料３ 





 
 
 
 
 

報告 

『お魚生活すすめ隊』のミッションは２つ、１つ目はお魚の本当のおいしさを伝えること、２つ目は日本人が
古くから培ってきたお魚を食べるという文化を次世代に繋ぐこと。コロナ禍活動が制限されることもありました
が、JR四国さんと食育ツアーを実施したり、海ごみのワークショップやイベントなど行ってきた。 
また、総務省の過疎認定を受けた町で漁業者の高齢化も進み、農林水産省の助成金を受け地元の宿泊施設や飲

食店、漁師さんと一緒に『さぬき津田地区漁業活性化協議会』を立ち上げ、地元地域の魅力再発見ということで
共に活動中である。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

水産女子の皆さんと海のことや
お魚のこと、これからの水産業
のことについてお話をしてみた
い。 
お互いの活動が繋がると広がる
ことや役に立つことがきっとあ
ると思っている。 

お魚を食べる人が減っている
中、もっとたくさんの人にお魚
を食べて頂くため、そして魚食
文化を次世代に繋ぐためにも、
お魚の魅力や食べ方についても
発信したい。また海を守る活動
として海ごみのことや海洋プラ
スティックの問題についても活
動をしながら伝えていきたい。 
また、瀬戸内海や瀬戸内のお魚
についても地域の皆と一緒に伝
えて行く。 

メンバー同士のコラボ商品やコ
ラボイベントなど地域を超えた
活動に挑戦してみたい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由：水産女子のメンバーともっと繋がりたい。知名度も上げたい！ 

氏 名：安岐 麗子（あき れいこ） 
所 在 地：香川県さぬき市   
所属/業種：水産加工業     
分 科 会：          



 
 
 
 
 

報告 

2019年より水産女子の元気プロジェクトメンバーとして活動しております。 
 薬膳アテンダントとしての活動において、魚を使った薬膳レシピの開発、魚の薬膳的効能を積極的に提案して
おります。 
全日本さば連合会の広報担当として、サバに関する情報発信/また食文化ジャーナリストとしての魚に関する

情報発信を行っていますが、意識して女性が中心となって開発した商品などを取り上げたり、女性目線での情報
発信を心掛けています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

他のメンバーの方とオンライン
で交流できればと思います。コ
ロナ後は取材にもお伺いさせて
いただきたいです。 

・コロナ渦において、新たに取り
組んだ女性のチャレンジなどに
ついて、情報発信ができたらと
思います。 
・お魚の薬膳的効能をよりお伝
えしたいと思います。 

水産女子のみなさんと「おさか
な薬膳商品」や「おさかな薬膳レ
シピ」のコラボレーション企画
ができたらと思います。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
お魚の美と健康効果をより多くの方に遡及するべく「お魚薬膳商品/レシピ」をコラボレーション企画できたら
と考えています。 

氏 名：池田 陽子（いけだ ようこ） 
所 在 地：東京都青梅市     
所属/業種：薬膳アテンダント/全日本さば連合会広報担
当/食文化ジャーナリスト 
分 科 会：魚食普及・広報分科 



 
 
 
 
 

報告 

     2020年 12月より本プロジェクトに参加させていただいております。WEBミーティングに参 
加させていただいてはおりますが、具体的に水産女子としての活動はまだまたできていない状況です。 
新たな環境循環を子供達と一緒に作るプロジェクトを準備中ですので、ぜひ、皆様とご一緒 
させていただきたいです。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・オンラインで可能な勉強会を
企画し、講師の方をお呼びして
未来につながる水産業を考えて
いきたい。 
・ぜひ皆様とリアルでお会いし
て意見交換をしたい。 

・各メディアや SNSの活用によ
り、環境循環プロジェクトを発
信していきたい。 
・プレゼンの精度や経験を積み、
より伝わりやすい発信を継続し
ていきたい。 

・地球環境の新たな循環を生む
子供のおもちゃを作りたい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：伊藤 慶子（いとう けいこ） 
所 在 地：北海道 千歳市  
所属/業種：株式会社WMI   
分 科 会：          



報告 

韓国まで約 49キロと国境に位置する対馬、大陸からの漂着ゴミが非常に多く流れ着いています。 
海ゴミ問題の啓発活動や日頃の生活を見直しゴミを減らす活動も始めました。 
食害魚と言われる魚をはじめ未利用魚の有効活動、山と海の繋がりを意識した食育等の活動を行っています。 

山を守ることが海を守ることに繋がる、小中学校に出向きお話をさせていただいています。又地元漁業者を巻き 
込んだ、体験型スタディツアーの開発も行いました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる つたえる つくる

海を守る活動等を行われている
水産女子と意見交換をしたい。 
魚食普及についても意見交換し
たい。 
水産女子の方の活動や熱い思い
を聞きたい。 

自社ホームページ等で海を守る
運動等、わかりやすく伝わるよ
う努力していきたい。 
簡単な魚のさばき方や、料理法
などの食育を兼ねた教室等開き
もっと身近に魚が食卓に上がる
ようにしたい。 
海ゴミは私達の陸上での生活が
大きな影響を及ぼしていること
を子供たちに伝えたい。 

農業従事者、林業従事者、漁業
者、その他の方、行政をも含み
色々な職種の方々のネットワー
クを構築し、海を守るために何
ができるのかをそれぞれの立場
から知恵を頂き、その知恵を生
かす仕組みづくりを行いたい。

自由記載欄 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可）
つながる つたえる つくる ☐その他（ ）
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可）
地域（ ） 九州地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ）
☐その他（ ）

回答の詳細・理由 

氏 名：犬束 ゆかり （いぬづか ゆかり） 
所 在 地：長崎県対馬市
所属/業種：対馬地区漁協女性部 
分 科 会：水産加工、飲食業 



 
 
 
 
 

報告 

水産女子が立ち上がった最初から参加しております。 
最近はなかなか推進会議に参加出来ておらず申し訳ございません。普段は、タイや鰤など 
を捌いて加工しております。 

 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

なかなか推進会議に参加出来て
おらず申し訳ございません。 
今年は参加できればと思ってお
ります。 
コロナがおさまれば皆様と対面
してお話したいです。 

水産女子の Facebook に投稿し
て頂けることがあればご連絡さ
せて下さい。 

テイクジーン様とのハンドクリ
ームを完成させたいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：猪師 沙綾佳（いのし さやか） 
所 在 地：高知県須崎市    
所属/業種：水産卸・加工・営業 
分 科 会：加工        



   
 
 
 
 

報告 

水産政策審議会資源管理分科会特別委員として、まき網漁業者の立場から資源管理施策に 
    ついて意見を述べている。 
     また、お魚かたりべの肩書もあり、お魚教室の開催等、魚食普及活動は勿論のこと、 

コミュニティ FM ラジオの「お魚インフォメーションコーナー」を担当、毎週情報発信を行っている。 
組合が保有する「境港水産物直売センター」は水産物販売店舗 12、飲食店 2、土産物店 1が入居し、

その管理、運営を担当。なお、本施設は国の補助金を受け、本年 4月にリニューアルオープンする。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  
・大臣許可漁業に関係する女性メ
ンバーを増やし交流したい。 
 
・先に記載した組合所有の水産物
販売の集合店舗「境港水産物直売
センター」が 4月にリニューアル
オープンするので、水産女子メン
バーにも是非遊びに来て欲しい。 

・水産物の消費拡大や魚食普及を
推進する中で、消費者に対し、漁
業者自らが資源管理に対する取組
を発信する機会を増やすべきだと
思う。また、それは漁業者にとっ
ても資源管理に向かう自身の決意
を強くすることにも繋がると思う
から。 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 業種別（沖合底曳きとかイカ釣りとかの大臣許可漁業） 
☐目的別（ ）☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
大臣許可漁業関係のメンバーが他にいない。 

氏 名：井本 慶子（いもと けいこ） 
所 在 地：鳥取県境港市 
所属/業種：団体職員 
分 科 会：漁業・養殖業 



 
 
 
 
 
 
 

報告 

三陸宮古の魚屋です。日本の魚離れを防ぎたく、時代に合った魚の提供ができるよう、試行錯誤しております。 
Facebookやインスタグラム、ブログで家庭の魚料理レシピや、鮮魚・海産物情報などを発信しています。 
コロナ禍以前は地元の子供向けイベントに参加し、水産の魅力を伝える機会もありましたが、去年は対面の 

活動ができませんでした。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

家庭での魚食の在り方を時代に
合った形で提案していけるよ
う、メンバーとアイデア交換な
どしたい。 
また、意見交換だけでなく一緒
に活動もしたい。 
地方の市場や、魚屋が生き残っ
ていく術をメンバーと交流しな
がら勉強したい。 

魚介類を簡単に美味しく家庭で
お料理するにはどうすればよい
か、今は SNSで発信したい。コ
ロナが落ち着いたら、イベント
などにも出たい。 

全国の地魚レシピをまとめた本
を作りたい。 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 

氏 名：岩船 良子（いわふね りょうこ） 
所 在 地：岩手県宮古市      
所属/業種：（有）岩船商店、小売業 
分 科 会：            



岩本

報告 

2021 年から参加をしています。静岡県東部に 4 つの養殖池があり、ニジマス、サクラマスを生産しています。 
 食用は富士山サーモン、ホワイトサーモン、ベビーサーモン、海面養殖用種苗はトラウト、サクラマス。 
水産女子チームに参加したものの幽霊部員となっています。すみません。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる つたえる つくる
日々の魚のお世話に追われてい
ますが、山の中の養殖業から、
海の魚流通加工のプロたちへと
魚をつないでいきたいと思いな
がら、早 15 年。。。富士箱根伊
豆国立公園あたりで、山と海と
魚でつながりたいです。 

カメラを習い中で、生産現場や
お料理を発信するため、カメラ
を買いました。
いまさらですが Instagramを
毎週 UPすることが目標です。

ECサイトの、スペシャリテを
作ることと、絶品鱒寿司をつく
ること。 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可）
つながる ☐つたえる つくる ☐その他（ ）
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可）
☐地域（ ） 地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ）
☐その他（ ）

回答の詳細・理由 
2.5㎏くらいのサーモンを静岡界隈でフィレにすることはとても難しいです。 
アジなどの魚は第一次加工はできますが、大きな魚の受け入れはほぼなし。
ぬめりはありますが、おいしい魚なので、地道にファンを増やしていきたいと思います。

氏 名：岩本いづみ（いわもといづみ） 
所 在 地：静岡県田方郡函南町 
所属/業種：柿島養鱒（株） 
分 科 会：①漁業・養殖業 



 
 
 
 
 

報告 

 Instagramにて水産アカウントを開設し、多くの海苔養殖業又は漁業者と繋がる事が出来ました。 
その事により他県での活動など知る事が出来た。 
これからも SNSでの繋がりを増やす事とそこから漁業をどう PRしていくかを考えたいと思っています。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

 
Instagramにて多くの方と 
繋がれた 

 
まだ少しですが料理動画や海苔
養殖の事を伝える事が出来てい
ると思う 

 
新しい情報発信方法を考え中 
ラジオなど 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（漁業） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 
全国の漁師の奥さんと繋がり 苦労や楽しい事 ご当地魚料理の情報交換をしていきたい 

氏 名： 魚 永理（うお えり） 
所 在 地：兵庫県      
所属/業種：漁業       
分 科 会：漁業・養殖分科会 



  

報告 

2022年 1月から参加させて頂きました。今回の zoom会議は出席できず申し訳ありません。 
参加したばかりで、水産女子の活動内容はあまりわかっていないのが現状です。 
銚子市で塩さばを製造している会社で、スーパーマーケット等の量販店への営業を行なっております。 

今後みなさまと交流させて頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

  
製造業のため漁船に乗ったこ

とがなく、魚が漁獲されてから
港に着くまでの流れやイメージ
がわきません。水産女子の漁師
さん方からお話を聞いたり、漁
に出たりしてみたいです。 

 
・自社 EC サイトを立ち上げた
いと考えておりますが、課題が
多く奮闘中です。 
・魚価が変動しても量販店での
売価は 298円、398円、498円
…とある程度固定されています
が、天然魚だからこその価格変
動を一般消費者の方にも伝えて
いければ、漁業が少し身近に感
じて貰えるのではと思います。 

 
量販店で販売されている水産

加工品は若年層よりも年配者の
方からの購買が多いかと思いま
すが、若い方にも興味を持って
購買して頂けるような商品を作
りたいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：大﨑 桃子（おおさき ももこ） 
所 在 地：千葉県銚子市      
所属/業種：(株)カネジョウ大﨑/営業 
分 科 会：②加工・流通・販売業  



 

 

 

 

 

報告 

自社漁獲物と魚食普及上田勝彦とコラボ YouTube チャンネル 

海女と vtuber による海女漁紹介 

魚食普及会開催 

漁港地域創生プロジェクトアドバイザー支援 

他県漁師交流会 

音声 SNS clubhouse による海のプロフェッショナル講座開催 

 

 

 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

⚫    

自由記載欄 

氏 名： 大西幸子   （よみ ） 

所 在 地： 

所属/業種： 

分 科 会： 



 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 

（以下は不要であれば削除してください） 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 

✓つながる  ✓つたえる  ✓つくる  ☐その他（ ） 

② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 

☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ✓全国 ✓業種別（ ） ☐目的別（ ） 

☐その他（ ） 

 

回答の詳細・理由 

 



 

 

 

 

 

報告 

コロナ禍でなかなか活動することが難しい状況になっておりますが その中でも、横浜中央卸売市場など、魚食

普及のお仲間との交流は保ちながら、「おさかなマイスター」の出前授業も続けております。アドバイスしており

ましたマーケットの店頭での活動は難しいですが お惣菜の開発やアドバイスを続けています。 

 

 

 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

他のメンバーの活動を、現地に

赴いたりして勉強したいです。

また、市場で知り合った方々と

食育活動をされている会社、コ

ミュニティなど架け橋になって

行きたい。 

魚食になじみの少ない子供達に

に魚の素晴らしさを伝え、魚料

理に二の足を踏む若い方々に、

やさしい、美味しい、栄養のある

料理を伝えて行きたい。 

出来ればオンラインも活用して

みたい。 

未利用魚と言われる魚の、おい

しく素敵な料理を作って行きた

い。例えばマーケットの惣菜コ

ーナーでも並べられる様に。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 

（以下は不要であれば削除してください） 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 

✓つながる  ✓つたえる  ✓つくる  ☐その他（ ） 

② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 

☐地域（ ） ✓地方ブロック（ ） ✓全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 

☐その他（ ） 

 

回答の詳細・理由 

氏 名 大貫 圭（おおぬき けい ） 

所 在 地：神奈川県平塚市 

所属/業種：日本おさかなマイスター協会 茶道教授 

分 科 会：魚食普及 



水産女子プロジェクトとしての勉強会（色々な分野の）をして頂きたい。 

コロナ禍で無くても 延方の方も参加できるオンライン形式で。 

 



 
 
 
 
 

報告 

    2019年 12月から水産女子メンバーとなり、第三回推進会議から活動しております。 
    2020年 4月以降は宮城県に転勤となり、養殖魚を対象とした水産用飼料の販売営業として 
    関東～北陸、東北地区を走り回っています。 
    水産女子として様々な魚種の生産物や養殖業の魅力について発信していけたらなと考えています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・地域別に分科会を実施し、情報
交換したいです。 
・養殖業を消費者にとってより
身近に感じられるものにしたい
です。 

・仕事柄、様々な魚種や養殖方法
について触れる機会が多いの
で、生産者の思いやこだわりを
消費者に伝えたいです。 

・新型コロナウイルス蔓延によ
り生産物の売れ行きが伸び悩ん
でいる顧客先が多いので、消費
者の購買意欲をより高めていく
ような仕組み作りに携わってい
きたいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） 地方ブロック（ ） ☐全国 業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：尾川 美和（おがわ みわ） 
所 在 地：宮城県仙台市 
所属/業種：日清丸紅飼料㈱ 東日本水産営業部 
分 科 会：②加工・流通・販売業 



 

 

 

 

 

報告 

アパレルと漁業(事務)の兼業、割烹や料亭、お寿司屋さんや百貨店に納品。 
 
2020 年コロナ禍になり⾼級鮮⿂をご家庭でも⾷べれるように全国販売を開始し、漁師さんのメンバーを集め順 
調に売上を伸ばす。 
 
2021 年アパレルを退職。販売をしながら全国、世界に『愛媛県産』ではなく『今治産』の天然鮮⿂を知ってもら 
うため、そしてコロナ禍で⼤変な周りの漁師さん達を助けるために⽇々活動中。 
 
 

今後の⽬標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

地元だけではなく⾊々な漁場の 
⽅や飲⾷店の⽅と仲良くなり、 
情報の共有や仕事の提供(仲介) 
を個⼈的に取り計らっていま 
す。 
 
⾃分だけが得をするのではなく 
助け合いで⽔産業を盛り上げて 
いこうと思っています。 
 
これから販売したい⽅、卸先を 
探している⽅、何か困っている 
⽅はご連絡ください(^^) 
⼀緒に考えていきましょう︕ 

私は⿂を触るのも⾷べるのも得 
意ではありません。 
そういう⼈だからこそ伝えれる 
⽬線があり強みだと考えていま 
す。 
 
対⾯販売ではなく EC 販売だか 
らこそ、⾔葉がとても⼤事だと 
思い感じた事思った事を伝える 
努⼒をしています。 
 
漁師ってこんな⼈ 
漁業ってこんな仕事 
経費はこんなにかかる 
⿂についてあれこれ質問 
 
買って⾷べるたけでなくバック 
ヤードを知ってもらい 
更に⿂の価値を上げています。 

今治は⿂がとても美味しいのに 
タオルやみかん、造船しか全国 
に知られていません。 
 
これからの取り組みとして 
⿂の販売の仕⽅(加⼯)や特定の 
お⿂への付加価値付け 
 
お⿂での観光業、飲⾷業などを 
進めています。 

 
 
 

⽒ 名︓越智 智美（ おち ともみ ） 
所 在 地︓愛媛県今治市 
所属/業種︓EBISU☆FISHERY (えびす⽔産) 
分 科 会︓漁業 鮮⿂販売 



⾃由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご⾃由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、⼒をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地⽅ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐⽬的別（ ） 
その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
お⿂好きな⽅は全国のお⿂が⾷べたいし、飲⾷店の⽅も全国の美味しいお⿂を使いたい。 
⾃分の漁場に無い⿂を卸先が探している時に紹介してあげれば皆が助かります。 
損をしたと思う事もあるかもしれません。でも先を⾒据えれば絶対に倍以上に返ってきます。 



 
 
 
 
 

報告 

コロナウイルスの影響を受け 2年目。オンライン・オフラインと繰り返す中、都会と地方の差が縮まるという
ことは表面上であり、地方の小さな町、個人が持続可能であり続けるためにどう行動するのか考えさせられた一
年でした。年々水揚げが減る鮮魚に追い打ちをかけるべく、今年度は天候や潮の流れが悪い日が多く、沿岸漁業
をどう支えることができるのかという課題ができました。良いも悪いも、海や水揚げ状況を食堂に来ていただく
お客様に伝えることで、消費者の方にも海の変化が自分たちの食事にも直結していること少しでも感じてもらえ
ればと思っています。 
また、新鮮な鮪や鮮魚の本来の美味しさを多くの方に知ってもらうために、 できるだけ手を加えずに食べて

もらい、美味しくない・臭いというイメージを変えられるよう日々努めており、多くの方に魚のイメージアップ
を図っています！ 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

持続可能な漁業（特に沿岸漁業）
のために活動をされている方と
つながりたい！ 
 
 子供・若い世代へ魚食普及や海 
の守る取り組みをされている方 
とつながり、勉強をしていきた 
い。  
 

海の町でも魚離れしている子供
や若い世代に、地魚の美味しさ
を知ってもらえるよう活動をす
る。 
 
マグロや鮮魚目当て来町する観
光の方へも美味しいだけではな
く、さらにおいしく感じる魚の
いろはを伝えていく。 

美味しい魚を食べ続けられるよ
う、海を守る活動をされる方と
料理など取り入れコラボなどし
ていきたい。 
 
また、地方ならではの美味しい
もの知ってもらうために加工品
や産直便などを作っていきた
い。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：片原 桜子（かたはら さくらこ） 
所 在 地：和歌山県那智勝浦町 
所属/業種：片原魚店（生鮪・鮮魚仲卸業/鮮魚入札担
当）市場ごはんしげ（食堂）経営 
分 科 会：           



 
 
 
 
 

報告 

漁業者の生活や経営を支える JF グループの全国団体「全国漁業協同組合連合会（JF 全漁連）」の広報として、
WEBメディア「Sakanadia」（https://sakanadia.jp/）等で漁師・漁協・漁業のことを発信してきました。 

JF全漁連が沿岸漁業や漁協の情報拠点になるよう、昨年秋からは、各都道府県漁連・漁協の広報誌の情報やイ
ベント情報の中かから、広く皆さんに知っていただきたい情報を抜粋し「Sakanadia」に掲載しています
（https://sakanadia.jp/writer/jf_group/）。  
私自身、沿岸漁家の家で育ち、肌で感じた漁師のカッコよさ、偉大さ、意外な姿がたくさんありました。そん

な様子を多くの方に知っていただくことで、誤解なく、日本の漁師・漁業の姿が伝わることを目指しています。 
一見漁業に関係ない一般の方が発信する情報、シェアする情報が生産現場に良くも悪くも影響を与えかねない

時代です。より真実に近い姿をより多くの方に知っていただくことで、生産者の活動が正当に評価され、より良
い活動に発展するようにサポートしていきたいと考えています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

昨年から、水産現場の女性起業
家をサポートする（一社）うみひ
とネットの会員になり、勉強会
やオンラインミーティングを通
して、全国各地の多世代の浜の
起業女性たちとつながりができ
ました。 
また、当プロジェクトを通して、
様々な方面から水産業にかかわ
る方がいらっしゃることを知り
ました。 
今後もこれまでのご縁と、これ
からの出会いを大切にしていき
たいです。 
 

浜の皆さんの活躍を正しく、広
く伝えるために、私自身も生産
現場を経験してみたいと思って
います。 
・日本の沿岸漁師は、「海」をど
んなふうにとらえているのか 
・漁師にとって「船」とはどうい
う存在なのか 
・豊漁の喜びはどんなものなの
か など 
そういった熱のある現場の様子
や心情をきちんと言葉で伝える
ことで、国の水産政策や制度設
計などに現場との乖離がなくな
ることを目指したいです。 

noteで、「漁師の娘」としての個
人で言葉を紡げる場を作りたい
と思っています。 
所属にとらわれず、漁師がどん
な目線で海を見て、漁師の家族
がどんなことを思っているのか
を、リアルな言葉で伝えたいで
す。 

自由記載欄 

女子も男子も、男も女も関係なく、役割があるのが日本の漁業の素晴らしいところだと思っています。 
それぞれが認め合い、尊重し合える業界になればよいだけのような気がします。 
「水産女子プロジェクト」と銘打ってはいますが、老若男女問わずたくさんの方たちが繋がり関わることができ
るプロジェクトになることを願います。 

氏 名：金田 奈都子（かねた なつこ） 
所 在 地：千葉県流山市 
所属/業種：全国漁業協同組合連合会（広報） 
分 科 会：③魚食普及・広報 

https://sakanadia.jp/
https://sakanadia.jp/writer/jf_group/


報告 

2021年より水産女子に加入致しました。「海なし県の埼玉県で海水魚のサバを育てるプロジェクト」として 2020
年 6月に始動。現在は、株式会社温泉道場の系列店である「おふろ café 白寿の湯」にてサバの陸上養殖場の開
設と運営を行っております。養殖業で地域を盛り上げるべく、サバを絡めたイベント 
を多数実施しております。新しく面白く、そして地域の活性につながる取り組みを実施できればと思います。 
宜しくお願い致します。 
2021年 3月 サバの日イベント開催 生鯖刺身を系列店 3店舗にてふるまい 
2021年 10月 温泉サバ陸上養殖場オープン サバを使った食事提供・見学サービスを開始 
2021年 11月 神川水産学校 vol.1開催 こんぶ湯開催＠おふろ café utatane / 白寿の湯 
2021年 12月 オリジナル商品「サバ焼き」販売(サバの形をしたたい焼き)  
2022年 1月  マグロの解体ショー＆競り体験 イベントの開催＠白寿の湯          現在に至る 

今後の目標・やりたいこと 

つながる つたえる つくる

お風呂屋さんならではのイベン
ト企画を実施したいと考えてお
ります。ご興味がある事業者様は
ぜひ、一緒に地域と養殖業・漁業・
水産業を盛り上げるイベントが
出来ればと存じます。

お風呂屋さんの店舗があるため
地域のお客様に対して、リアルで
体感できる発信をしたいと考え
ております。「神川水産学校」とい
うイベントを定期で開催し、養殖
業について知ってもらうための
イベントを実施しております。コ
ラボできる事業者様を随時募集
しております。

将来的にはオリジナルのサバ缶
を作りたいと考えております。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可）
つながる つたえる ☐つくる ☐その他（ ）
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可）
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 業種別（ ） ☐目的別（ ）
☐その他（ ）

回答の詳細・理由 養殖業含め業界に対しての知見が浅いためぜひ、皆様のお力添えを頂きたく存じます。 

氏 名：鎌田 奈津実（かまた なつみ） 
所 在 地：埼玉県さいたま市
所属/業種：おふろ café utatane / サービス業 
分 科 会：養殖業 



 
 
 
 
 

報告 

昨年は、感染対策を強化しながら食育体験「たらこ、つくろう」を県外からの修学旅行生も受け入れて実施。 
水産女子の活動としてはコロナ禍の影響で ZOOMを通しての参加と、企業のモニターに参加した程度でしたが、
11月に東京ビックサイトで開催された展示商談会で、水産女子のメンバーのセミナーがあり、しばらくぶりにお
会いして生の活動の様子を見たり聞いたりしたときに、やはりリアルに集まって学ぶものは ZOOM では補えな
いものがあると感じました。早くコロナが落ち着いて、またメンバーのみなさんと集まれる機会が出来ることを
願っています。水産女子の活動もまだ手探りですが、女子ならではのしなやかさやがんばりを活かした関わりが
できるといいなと思っています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・メンバーの関わっている食材と
コラボした商品開発をして販売し
たい。 
・メンバーの地元へ視察？見学？
に行くツアーを企画してみたい。 
・ワークショップを行っているメ
ンバーがいたら参加して進行の仕
方や運営を学びたい。 

・発信という観点から、自分にできること
をもっと考え、事務局ともアイデア出し
合い、活発な動きが出来るといいと思う。 
・コロナが落ち着いたら希望者を募って
集まり、これまでを検証して今後の具体
的な活動を決めていけたらと思う。 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ ） 地方ブロック（ ） 全国 業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
参加の可否をその都度選べると良いと思う。 

氏 名: 木村 朱見（きむら あけみ） 
所 在 地：宮城県石巻市 
所属/業種：湊水産・保育園運営 
分 科 会：加工・流通・販売業 



 

 

 

 

 

報告 

2021 年 11 月より水産女子元気プロジェクトに参加させていただいております。家庭で魚を食べていただくに

はどうしたらよいか。 

また、魚を好きになってもらうにはどうしたら良いかを考え魚食普及活動をしています。 

まだ参加したばかりで、分からないことばかりですか 

以前よりしている活動を更に強化していきたいと思います。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

コロナが落ちついたら、メンバ

ーの活動を勉強に行きたいで

す。 

また、漁業関係の方ともっと繋

がりを持ち消費者と繋いでいき

たいです。 

昨年、「ととけん」がファイナル

を大分県佐伯市で迎える際に同

時開催で「プレお魚技術検定」を

行いました。 

ととけん理事と繋がっているの

で、 

これからの事を行政と一緒に考

えていきたいです。 

また、更なるオンライン活動の

強化を計り、より多くの方に魚

の魅力を伝えて行きたいです。 

おしゃれな水産グッズ、カッコ

いい 

水産グッズで 

機能性の高いものを開発したい

です。 

また、ご当地の 

魚や海に纏わるグッズを作りた

いです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 

（以下は不要であれば削除してください） 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 

✓つながる  ✓つたえる  ✓つくる  ☐その他（ ） 

② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 

✓地域（ ） ✓地方ブロック（ ） ✓全国 ✓業種別（ ） ✓目的別（ブルーツーリズム ） 

☐その他（ ） 

 

回答の詳細・理由 

体験型民泊をリニューアルオープンいたします。冬場の体験を初めて、他の地域でうまくいっている体験を知り

氏 名：久野由香 （よみ くのゆか ） 

所 在 地：大分県佐伯市 

所属/業種：講師業、海に纏わる体験学習支援、魚事業

コーディネート、水産、水産業の PR 活動 

分 科 会：魚食普及、広報分科会 



たい。 

 



 
 
 
 
 

報告 

 2021年 11月に参加しました。漁具鍛冶屋として、各地の現場のニーズを調査し、使いやすい道具を作ることで
漁業を応援していきたいと切に思います。昨年は従来の牡蠣剥きナイフの改良点を作業場へ調査しに行き、現在
商品化に向けて試作しております。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

年明け早々、トンガの火山噴火に
よる津波で養殖漁業の被害状況
が心配です。 
近場では今のところ大きな被害
は な い 様 で す が 、 今 後 は
Facebook で水産女子メンバー
ズと情報交換していきたいです。 
 
 
 
 

公式 LINE があれば便利だと思
います！ 
 

こんなのあったらいいな。や、昔
から使ってる漁具なんだけど、
再現できる？など大募集です!! 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） 地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：熊谷 咲輝子(くまがい さきこ) 
所 在 地：岩手県 大船渡市  
所属/業種：浅海漁具専門鍛冶屋 
分 科 会：          



 
 
 
 
 

報告 

２０２１年１２月にメンバー登録させていただきました。 
石川県では、初のメンバーとなります。 
全国の皆さまへ石川県のおさかなを、そして全国のおさかなを石川県に伝えていきたいです。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

全国の漁師さん、仲卸さんと繋
がりたいです。 
そして、水産メンバーのお仕事
や活動をもっと知りたいので、
現地に足を運び、現場の声を聞
いてみたいです。 
 

地元では食べなかったり、馴染
みのないおさかなの魅力を発信
していきたいです。 
日本には、本当に素晴らしい海
産物がいっぱいあることを消費
者に伝えていきます。 
（私自身も勉強中なので、いろ
いろなおさかなのことを教えて
いただきたいです。） 
また、MSC・ascなどを通して環
境などの水産業界の取り組みに
ついても、知ってほしいです。 

イベント出店、ワークショップ
等『食べる』ということを通し
て、消費者におさかなの魅力が
伝わる場を作っていきます。 
おさかなをもっと手軽に、身近
に感じてもらえるように活動し
ていきます。 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 業種別（漁師さん 仲卸さん MSC,asc取り扱い関係者） ☐

目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：公文 ゆき（くもん ゆき） 
所 在 地：石川県金沢市 
所属/業種：おさかなゆきちゃん/小売業・イベント出
店・ワークショップ・料理教室等 
分 科 会： 



 
 
 
 
 

報告 

 全国漁協女性部連絡協議会「フレッシュミズ部会」をきっかけに、水産庁「海の宝！水産女子の元気プロジェ
クト」に参加させていただきました。海女漁(あわび・さざえ・わかめ・ひじき)を操業しています。生活も仕事
も人生の一部、自然と社会の中での自立と共生の在り方が「海女（海女文化）」と感じています。母・妻・嫁の他
に、漁村女性の自分に何ができるか、地域の資源を守りながら生かし、小さな経済が回り続けるにはどうすべき
か、考えながら試みています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・JF 全国女性連や水産関係団体
と連携や情報交換 

・海の豊かさの問題と解決に向
けた取り組み 

・メンバーの魚食レシピやオン
ラインショップ 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  ☐つくる  その他（知る、学ぶ、考える） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：小寺 めぐみ（こでら めぐみ） 
所 在 地：三重県 鳥羽市 
所属/業種：鳥羽磯部漁業協同組合菅島支所女性部/海女 
分 科 会：漁業・養殖業 



 
 
 
 
 

報告 

2020 年の夏に水産女子プロジェクトに参画しました。感染症の影響で水産女子として大きな活動はできません
でしたが、何名かの水産女子の方とご縁をいただき、オンラインでの打ち合わせや取材などを行い、また公式
Facebookに告知投稿などをさせていただきました。 
水産業界を盛り上げる・また海や魚という限りある資源を未来に残すといった SDGsに関連する活動をテクノロ
ジー観点から多く発信していきたいと思っています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・生産〜加工〜流通〜卸や販売
など、川上から川下までの様々
なメンバーとコラボレーション
できないか、意見交換をオンラ
イン（コロナが落ち着いたら対
面）で行いたい。 
・それぞれの現場見学をして知
見を深めたい。 

・水産女子 Instagram を開設
し、魚介類や海鮮料理、商品、働
くかっこいい女子たちの素顔な
どを発信したい！ 
・水産女子 Facebook も、フォ
ロワー目標やコンテンツのテー
マを決めるなど（お題を決めて
回していくなど）、運用改善をし
たい。 
 

・水産女子のメンバーとコラボ
して、水産女子の商品を販売す
るフェアなどのイベント企画
や、持続可能性に配慮した魚介
類の商品化をしたい！ 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
ウミトロンのA I/IoT技術で育てた養殖魚の販路や商品形態を多様化したいと考えており、意見交換したいです！ 

氏 名：佐藤 彰子（さとう あきこ） 
所 在 地：東京  
所属/業種：ウミトロン株式会社/情報・IT 
分 科 会：    



 

報告 

築地場外市場で天然鮭を中心とした塩鮭を販売しております。 
昨年は３年かけて執筆した「鮭とご飯の組み立て方」（誠文堂新光社）を出版しました。執筆のきっかけは、第
一に自社の商材である鮭の不漁が続き、マーケットが縮小するにつれ目利きや加工の歴史が消滅していくことに
危機感を覚えたから。第二に消費者が買った鮭を残したり捨てたりせずに食べきって欲しいと願い、美味しく食
べる方法を伝えたかったこと。この異なる２つの目的を１冊にまとめました。 
 
執筆〜出版の間にコロナが世界をかけめぐり、当店も来店者の激減に成す術をなくしました。 
通販の機会を増やすことで、売上の減少を留めたいと努力していますが、難しい現状です。 
 
サーモンの隆盛に反比例して新巻鮭の時代は終わったかのように思われがちです。ですが、塩蔵は素晴らしい加
工法であり、塩鮭は時代を超える伝統の食材だと思います。自分も固定概念にとらわれず、常に新しい視点で販
売方法、食べ方の工夫等を見出していきたいと思っています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

地元築地は、場内市場の豊洲移転
後も魚を中心にまちづくりを推
進しています。 
昨年は、築地の応援歌「あさりと
きりみのおだいどこ音頭」が誕生
し、今年はこの音頭を盆踊りに編
曲して築地本願寺の夏祭りで披
露する計画です。 
私は NPO築地食のまちづくり協
議会で理事として、この音頭の今
後の展開を企画しています。 
皆様のご意見を伺いたいです。 
踊ろう！！ 

あさりときりみのおだいどこ音頭 

https://youtu.be/xh5KAbb6o3U 

居住地の東京都中央区勝どきで、
子ども食堂のボランティアをし
ています。 
今年度は、築地場外市場の食材を
使用し、「築地コラボ」によるレ
シピを制作し、魚食普及に取り組
んでおります。 
今後は食育に力を入れていきた
いので、水産女子の皆様と情報交
換や連携ができればと思ってお
ります。 
当地の子ども食堂は、高齢者にも
ご利用いただいております。シニ
アメニュー開発にも取り組みた
いので「61 歳からの食卓」の連
載を企画しています。 
 

当店は塩鮭の物販専門店ですが、
現在、店舗を改装しており、春以
降、鮭おにぎりの販売をスタート
させます。 
今年度出版した「鮭とご飯の組み
立て方」の実地版で、鮭＋ご飯＋
築地のアナザワン（野菜・雑穀・
乾物・漬物など）を組み合わせた
鮭おにぎりを誕生させる計画で
す。 
おにぎりで、当店の鮭の美味しさ
をご紹介するとともに、全国のお
にぎり屋さんに参考にしていた
だけるような新しいレシピを開
発していきます。 

氏 名：佐藤 友美子 （さとう ゆみこ） 
所 在 地：東京都中央区築地 
所属/業種：（有）昭和食品/塩鮭の卸売小売業 
分 科 会：         



自由記載欄 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる 
昨年、ご紹介いただいた楽天ラクマさんには、出品後も引き続きサゼッションをいただき、感謝しております。 
NTTさんの通販については昨年は見送りとなりましたが、今年改めて水産女子とのコラボを企画いただくとのこ
とで、期待しています。 
今年も通販各社さんへ、ご紹介いただきたく存じます。 
 
□つたえる 
SNS（facebook)を通じて情報を拡散できるのは大変ありがたいです。今年はさらに多角的な情報拡散をしてい
きたいと思います。 
 
☐つくる 
先日 BEAMSが農作業服を発売したというニュースを見ました。今年は、水産女子の高機能でオシャレな作業服
が生まれることを願っています。服だけでなく、女子に適した軽量な長靴やカバン、無香料ハンドクリームなど
もぜひ！ 
 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（鮭漁獲地＝北海道） ☐地方ブロック（こども食堂の素材提供） ☐全国（おだいどこ音頭の普及） ☐

業種別（アパレル） ☐目的別（通販各社） 
☐その他（ ） 
 
 



 
 
 
 
 

報告 

2019 年より水産女子プロジェクトに参加しております。管理栄養士の資格を持ち、中央卸売市場の管理栄養
士として、何ができるかを考え業務にあたっています。普段は食育をはじめ、メニュー提案、情報発信、営業支
援と多岐にわたります。 
今年はコロナ禍の中、シャープ様の主催でウェビナーを開催させていただきました。初めてのオンラインでの

食育でしたが、シャープ様のおかげで 60人の方に聴いていただくことができました。 
大日本水産会様、地方行政の皆様（愛媛県、徳島県、鳥取県）と大学の皆様（摂南大学、相愛大学、大阪樟蔭

女子大学 約 300人）と「産」「官」「学」の三味一体でお魚料理教室を行いました。食に関する事を学んでいる
学生を対象に、地域の水産物だけでなく、野菜・果物も使用し、ご当地の食べ方で素材の良さや文化を知っても
らう調理実習を行いました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・産地から消費地への橋渡し、素
材の良さをお伝えできればと思
い、産、官、学でつながって、食
育を行う事が目標です。 
・他のメンバーがどのようなこ
とを行っておられるかをお伺い
し、連動していく可能性を模索し
たいと考えております。 

・産地の皆さんと将来を担って
いく学生の皆さんをつなぎ、地域
の特色がある食材を生かした調
理法で魚の良さを感じてもらい
食普及に繋げていきたいと考え
ています。 

水産物をメインとしたミールキ
ットやメニュー（内食、中食、外
食）を考案し、多様化するライフ
スタイルの食文化の中で現代に
見合った水産物の企画、販売に寄
与していきたいと考えておりま
す。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
水産業界の様々な方と出会い、魚食普及と水産物の普及に繋げていきたい為 

氏 名：下川 明日実（しもかわ あすみ） 
所 在 地：大阪府大阪市 
所属/業種：株式会社うおいち/販促営業広報課 
分 科 会：②加工・流通・販促業 



 
 
 
 
 

報告 

私が所属する天草海部(任意団体)では 2021 年度はコロナ禍の影響を受けつつも、2020 年度に引き続き新しい
こと（水産系ガイド養成講座 https://umi-bu.com/fishries-guide-seminar/）に挑戦し、好評で次回以降の開催
を望まれるプログラムを開発し実施することができました。これからも地域をはじめ水産業の魅力と一緒に水
産系の人材を教育育成できるように努力していきたいと思います。 
また、2021 年 11 月からは 13 年ぶりに養殖業者に勤務し、ブリの養殖に携わっています。17 年間ペーパー船
長でしたがちゃんと船長になりました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

全国の水産業の人材教育育成に
携わる方たちと繋がりたい。 
また、そのために様々な業種の
方たちと繋がり、どういった人
材を求めているかなどをヒアリ
ングしたい。 

水産関連人材の教育・育成を行
っていくために、プログラムを
開発・実施し、特に地域の水産業
をおいしく学べる機会を設け伝
えていきたい。 

水産関連人材の教育・育成実現
するためのプログラムを開発・
実施した。今後はさらに改善・発
展したプログラムを開発し、持
続可能な水産業に取り組める人
材育成に努め、水産業の人材不
足解消に役立ちたい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  その他（水産業支援） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ ） 地方ブロック（ ） 全国 業種別（水産業支援） 目的別（人材教育育成および各水産
業種の皆様）☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：正角 雅代（しょうかく まさよ） 
所 在 地：熊本県天草市 
所属/業種：天草海部部長/養殖業者勤務 
分 科 会：③ 魚食普及・広報 

https://umi-bu.com/fishries-guide-seminar/


   

報告 

2022.１月より水産女子のメンバーとして参加させていただく事となりました。 
普段は、主にホタテを担当しておりまして水産物の輸出や国内販売の業務をしております。職業柄男性が多いこ
とから水産に関わる女性の方々との交流が少ないのが現状です。SNSを利用した活動を強化し水産の魅力や 
今後の活動が広がりたくさん興味を持っていただける活動を心掛けていきたいです。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

定期的にミーティング等で、情
報交換、新規プロジェクトの企
画等が構築されていけたらと思
います。 

SNS の日々の発信で魅力を伝
え、個々のブランド力を高める
活動をしていきたいです。 
 

コロナ渦で生活様式が急激に変
化しつつありますの、ニーズに
合った商品開発。また水産女子
がかかわる水産品の販売もして
いきたいと思います。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ 海外） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：須永 真理子    （すなが まりこ） 

所 在 地：東京都江東区豊洲 
所属/業種：築地魚市場(株)   
分 科 会：流通・卸・販売  



 

  

報告 

  2021年から水産女子プロジェクトメンバーに。地方から漁師さんを呼んで料理教室を開催予定だった 
が、コロナ禍のため中止に。自身の受けもつ料理教室では、発酵（糀）を取り入れた魚料理を伝えた。 
また、ライターを務める JF全漁連の Sakanadiaサカナディア（https://sakanadia.jp/）では月１回 
お魚食育コラムを寄稿。SNSでは魚食推進のアピールになればと魚料理などをアップしている。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

コロナが落ち着いたら… 
・水産女子のリアル会議に参加
したい。 
・知り合いの漁師さんや水産業
の方に会いに行きたい。 

・漁師さんの料理教室を実現し
たい。 
・子育て世帯の人口増加中の地
元で、共働き家庭対象の魚料理
教室・発酵食教室をしたい。 
・かんたん料理のミニ動画配信
をしたい。 
・読者に伝わる執筆活動をした
い。 

・特にありませんが、魚加工品の
商品開発には興味あります。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
その他（今はあまりイメージできていません。） 
 
回答の詳細・理由 
お世話になっております。平日は別の仕事をしている会社員のため、Web ミーティングにほとんど参加できず
申し訳ありません。今後、リアルミーティングの機会があれば仕事を調整して参加したいです。 

氏 名： 高木 佐知子（たかぎ さちこ） 
所 在 地： 千葉県 流山市 
所属/業種： Cozy Kitchen／発酵料理家・企画 
分 科 会： 魚食普及・広報分科会 

https://sakanadia.jp/


 
 
 
 
 

報告 

2020年 12月に水産女子プロジェクトに参加しました。 
普段の業務では「MSC認証」という持続可能な漁業の認証プログラムの普及を行っています。 
今年は水産女子 PJのご縁から深海合唱団さんとの対談に参加させていただきました。他の PJメンバーの活動

を堀下げて知ることができたと同時に、自分自身の海や水産業に対する考えも改めて整理することができました。
今後もこのプロジェクトで水産業界のみなさんとの交流を深め日本の水産業について学び、普段の業務に活かし
ていきたいです。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

日本の水産業の現場、現状
について知りたいので、現
地に伺ったり、普段の操業
のお話を聞ける機会があ
ると嬉しいです。 
持続可能な漁業や、次世代
への普及活動に関心があ
る方々ともお話してみた
いです。 

サステナビリティを切り口に、水産業界の内外で
持続可能な消費への関心が高まりつつあるのを
感じています。最近では水産に直接関連しない企
業でも持続可能な漁業の水産物を使用した社食
の提供等が始まっています。そういった“サステ
ナビリティ×水産”のトレンドを皆様と共有でき
たらと思っています。 
ライフワークとして行っている海の環境教育に
ついても SNSを通して発信して、食べる以外の
海の魅力もお伝えしていきたいです。 

皆様の活動内容を参
考に今後考えていき
たいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 業種別（漁業） 目的別（持続可能な漁業の推進） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：高橋 麻美（たかはし あさみ） 
所 在 地：東京都中央区 
所属/業種：MSCジャパン 
分 科 会： 

 



 
 
 
 
 

報告 

令和元年より、個人で地魚専門の料理教室を開催し、次年度からは市の林業水産課から委託を受け、坂井市お
さかな教室を運営しています。 
地域にいる漁師・海女・漁師の妻と私の４人で、地魚や岩海苔などの海藻類、漁や魚屋さんの仕事内容につい

て配信し、魚の背景を知ってもらうことで、地魚をまた食べたい！と思ってもらえることに繋がるよう、
Instagramでの発信を行っています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・ぜひ、分科会の仲間同士で繋が
り、その先には、互いが発信して
いる SNS を通じても繋がりた
い。 
 
・年に１，２回程度の繋がりで
は、繋がりとはいえないので、日
常での繋がりを密にすること
で、相互の活動をさらに活性化
させたい。 

・水産女子の Facebook の活用
の利点があるのか分からいな
い。新しいフォロワーさんは、公
の組織のＳＮＳをフォローしよ
うという動きにならない。 
 
・今までのように個人発信およ
び地域の仲間との発信に努めて
いく。 

・分科会の仲間と話し合って、今
後なにができるか考えていきた
い。全国各地の魚食文化をアピ
ールするための動画等を作成
し、互いに共有し、個人配信をし
ていきたい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） 目的別（魚食普及を目的に活動している人） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
魚離れが起きている原因は、魚の始末の仕方、食べ方、そもそもの美味しさを知らないからと考える。子ども

～大人までに魚の背景を含めた調理のコツを伝え、魚のおいしさを知ってもらえる魚食普及活動をさらに続けて
ていきたい。 

氏 名：武井 ちひろ（たけい ちひろ） 
所 在 地：福井県坂井市 
所属/業種：海とおうちを繋げる魚料理教室～ちひろの海 
分 科 会：③魚食普及・広報 



 
活動報告（具体記載） 

＊FM福井ゲスト出演～ちひろの海の活動内容・思いについて特集（R4.１） 

＊坂井市 DMO企画、三国甘えびの飲食店向けレシピ集作成参加およびアドバイス（R4.１） 

＊雄島まちづくり協議会様主催 三国の地魚料理体験教室 

～地元産赤ガレイを使ってフィッシュバーガーを親子で作ろう！（R3.12） 

＊あわら市子育て支援センター様主催離乳食お魚教室（R3.10） 

＊坂井高校様 Sea級グルメレシピ（地元産甘えび、わかめレシピ開発）開発協力（R3.9） 

＊福井県農業委員会女性委員の会様 ごはんのお伴のレシピ集監修（R3.8） 

＊あわら市北潟公民館様主催 夏休み親子お魚教室～赤ガレイ、カマス、蓮子鯛（R3.8） 

＊海と日本プロジェクト放送～ちひろの海の活動特集（R3.5） 

＊HOPE～その道は明日へ放送～坂井市からの委託事業坂井市おさかな教室について（R3.5） 

＊坂井市食育ネットワーク様取材、冊子作製～坂井市おさかな教室特集（R3.3） 

＊坂井市林業水産課からの委託事業～三国旬の魚めしレシピ提供＆冊子編集 

 市内全幼保園、小中学校配布（R3.3） 

＊雄島まち協&三国母親ｸﾗﾌﾞ様主催 三国の魚を食べよう／福井新聞社様 掲載（R3.2） 

＊坂井市三国中学校の職業講演会で公演および調理体験～ハタハタ（R3.1） 

 



 
 
 
 
 

報告 

2021年 4月から水産業に携わることになり、2021年 12月に水産女子メンバーに加わりました。天洋丸は煮干
しの原料のカタクチイワシを漁獲しているまき網漁業を主に、煮干し加工品の生産、販売なども行っていま
す。広報担当として、Instagram・Facebook・Twitterを活用しており、400人から 1000人までフォロワーを
増やせました。https://www.instagram.com/tenyomaru_unzen/ ECサイトの更新も行っています。 
使い古した漁網を活用した「網エコたわし」が長崎デザインアワード 2021 大賞、SDGs の取り組みとして注目
され、県内のメディアに多数取り上げていただきました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

メンバーの方と交流を深めてい
きたい 

画像編集や動画編集はスマホ 1
つで出来るため、積極的に SNS
の更新を行っていきたい。 

漁村には多くの猫がいて、避妊・
去勢手術されてない猫ばかりで
す。保護活動のクラウドファン
ディングを行い、返礼品として
猫のおやつ（減塩煮干し）を考え
ています。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ）☐その他（ ） 
回答の詳細・理由 
メンバー皆様のＳＮＳを一覧にして頂きたいです。（すでにあるのであれば教えてください）フォローさせて頂
き、ＳＮＳを通して交流することで一般の皆様の目に留まるのではないかと思います。 

氏 名：竹下 恵理（たけした えり） 
所 在 地：長崎県雲仙市 
所属/業種：株式会社天洋丸 
分 科 会：魚食普及・広報 

https://www.instagram.com/tenyomaru_unzen/


  

 

 

 

 

報告 

プロジェクト発足時より参加。漁業現場のリアルを伝えるために広報活動や、魚介類の販売、販路開拓、漁師イ

ベントなどを行っています。コロナ禍では収益が下がる漁業者の販路開拓・促進サポート、小規模型イベント、

加工品開発、オンラインでのバーチャルツアー企画・開催。漁業者の収益向上や漁村地域の PR のため活動を主

に行っています。噴火湾鮮魚卸龍神丸営業広報マネージャ―、一般社団法人蝦夷新鮮組理事のほか、令和 2 年 7

月より落部ブルーツーリズム推進協議会会長に就任。地域の観光発展のため漁業者や農家とともに体験型観光メ

ニューを考案し多様なツーリズムを行っています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

メンバーによる交流会。 

水産業の中でも漁業に関する知

識や理解を深め、女性漁業者を

応援する流れを作りたい。 

漁業における女性の地位、役割

を知り関わることで海のこと・

魚のことに関するアイディアや

漁村への興味につながる。 

生産者のことを知らなければ水

産業も農業も良い活動は継続で

きない。そのため生産者から漁

業についての話をする機会が必

要と考えます。 

講演会や出張授業。 

水産女子がどのような活動をし

ているか、水産の女性活躍推進

において現状必要とされている

ことはどのようなことか、多種

多様のメンバーの活動報告を通

してまずは「知ってもらう」とい

うことから始め、社会全体に水

産女子の必要性をつたえる。 

海洋プラスチックをアップサイ

クルした商品や水産女子ブラン

ドの水産加工品、海洋環境に配

慮された商品など。 

水産女子公式キャラクター。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 

（以下は不要であれば削除してください） 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 

✓つながる  ✓つたえる  ✓つくる  ✓その他（学ぶ） 

② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 

✓地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ✓全国 ☐業種別（ ） ✓目的別（メンバーによる漁業・観光に積極的

な地域） 

回答の詳細・理由 

各地の水産業における女性の地位、取り組みを知ることで今後に生かしたいから 

氏 名：舘岡 志保（たておか しほ） 

所 在 地：北海道二海郡八雲町落部 

所属/業種：Navirenoir/漁業コンサルタント 

分 科 会：漁業・養殖業 



 
 
 
 
 

報告 

一般事務が主な業務です。 
昨年からＳＮＳで商品の宣伝を始めました。 
家で安全においしいものを食べてほしい！！通販サイトできました(^^♪ 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

水産関係者(女性)のお友達がで
きればいいなと思います。 
 

会社のホームページに掲載のＳ
ＮＳを担当しています。今年は
もっと広報のお勉強をします。 
 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：田中 美穂（たなか みほ） 
所 在 地：大阪府 
所属/業種：株式会社丸よし水産 
分 科 会： 



 

報告 

①横浜八景島沖で海洋保全を目的として育てられた昆布（ぶんこのこんぶ）を利活用した「こんぶせっけん」を 
考案し、2020年 10月から 1年間で 2,000個完売しました。大人のゆらぐ肌にしっとり寄り添う洗顔石鹸で、パ
ッケージには水産女子ロゴマーク入りです。今年は新しい試みとして、飴屋さんに依頼してこんぶ飴も作りまし
た。 
②企業コラボ「水産女子×NEC ライベックス」で NEC さんの社員食堂に水産女子が扱う水産物をつかったメニ
ューが並びました。とても好評でいずれの日も 30分で完売でした。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

コロナ禍で制限はあるものの、
Webではなく、実際にお会いし
て情報交換をして親睦を深め
たいです。 
様子を見ながら集まる機会が
あれば集まりたいです。 

海洋保全目的の養殖昆布を無
駄にせず、色々な活用方法があ
ることを引き続き伝えて行き
たいです。（昆活） 
 
 

困ったときに気軽に全国の水産
女子に問合せや呼びかけが出来
るように水産女子全員の LINE
グループを作りたいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
全国の水産女子と繋がり、何か行動を起こして水産女子の知名度を上げたいです。 
 

氏 名：田中 淳子（たなか じゅんこ） 
所 在 地：埼玉県さいたま市 
所属/業種：(株)大成 
分 科 会：加工・流通・販売業分科会 



 
 
 
 
 

報告 

・定置網の漁場を増やしました 
・男性漁師さんたちのスケジュール管理や業務の管理も全てやっています。 
・くまの渚伯推進協議会を通じて、１から定置網を作る体験プログラムをやっています。 
・メディアにたくさん取り上げてもらえたので、その度水産女子メンバーであることをアピールしています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・水産女子メンバーの中で、定置
網女子 LINE グループがあるの
ですが、そこで話しているお多
大の土地に行ったりしたいで
す。 
 
・Webじゃなくて全員で集まり
たい。 

・最近 Tik Tokと YouTubeを始
めたので、漁師の魅力や海、熊野
の魅力などをたくさん発信した
い。 
 
・女性でも漁師ができるという
事を伝えたい。 

・水揚げだけにとらわれないｍ
体験や実験なども出来る定置網
を作りたい。 
 
・女性や子どもにもたくさん宅
建してもらえるシステムを作り
たい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名： 田中 りみ（たなか りみ） 
所 在 地：三重県熊野市          
所属/業種：(株)ゲイト、漁師        
分 科 会：漁業・養殖業分科会       



 
 
 
 
 

報告 

水産女子設立時から参加。分科会は「広報」に所属。自身が代表を務める一般社団法人ウオーの名刺に「水産
女子」の表記をすることで、新しく知り合う方々に水産女子の紹介をさせていただいた。 
また TVや新聞、webメディアなどで取材を受ける際、肩書きとして「水産女子」の表記を依頼したり、活動

についてお話をさせていただいた。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・LINE などオンラインでの交
流。 
・メンバーに会いに行く。 

・上記の「報告」に記載した内容
の継続。 
・自身がライターを務める web
メディア等でも、、水産女子のみ
なさまや取り組みを取材させて
いただく。 

・肌に優しいけれど、海水にも負
けない日焼け止め 
・滑りにくい靴カバー 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：中川 めぐみ（なかがわ めぐみ） 
所 在 地：東京都 
所属/業種：一般社団法人ウオー代表・釣りアンバサダー 
分 科 会：広報 



 
 
 

報告 

2022年 6月より参加しております。まだまだこの業界に入ったばかりなので勉強中です。 
コロナの影響で、制限が多い環境ですが、これからますます新たな知識、交流を深めていきたいと思っておりま
す。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・対面でメンバーの皆さんにお
会いし、それぞれの現場につい
てお聞きしたいです。 
 
・メンバーの皆さんのこだわり
商品、おすすめ商品の試食会を
したいです。 

・水産業に携わることを目指す
学生に向けて水産女子を広め、
女性の活躍できる場を紹介した
いです。 

・水産女子がプロデュースした
こだわりの水産物、加工品など
を作りたいです。 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 

氏 名：長屋 有咲（ながや ありさ） 
所 在 地：東京都 
所属/業種：株式会社マルイチ産商 
分 科 会：加工流通販売業 



 
 
 
 
 

報告 

出身は島根県浜田市、浜田漁港の仲買稼業の環境で育ちました。 
東京では広告/ブランディング/デジタル分野で就業。離れてから発見した故郷の素晴らしさを伝えてゆきたいと
いう思いで、2019 年夏から水産プロデュ―サーとして起業。東京と島根 2 拠点での魚食推進活動を開始し、水
産女子としては 2019年 11月より活動開始しています。 
 
魚食推進活動には「東京築地目利き協会」理事として、ブランディング部分を担当。 
豊洲の仲卸の記事を HPやソーシャルで紹介。魚の紹介と共に目利き文化を伝えています。 
協会では、水産庁との広報連携で記事投稿を隔週で担当。豊洲市場「銀鱗文庫」とも広報連携。 
また、海の恵み底力 JAPAN「お魚の目利き」小冊子 コンテンツ提供、産経グループへの豊洲商品掲載や講座
プログラム連携、仲卸の販路化拡大となる企業タイアップなどに関わっています。自社ではブランド「MARUWA」
デーツ商品のリリースや、浜田の魚を使った料理教室を実施。水産女子による活動 PR、日本水産資源保護協会に
よる「水産女子の元気セミナー」講師として登壇を行いました。セミナーには多くの水産女子が参加しており、
コロナ過において貴重な交流の機会となりました。 
 
そして、水産女子事務局からの紹介「地元のギフト」「ラクマ」に参加させて頂き、販路拡大の機会を作って頂き
ました。今年は「田中産業」シリコンシューズカバーなどもあり、女性目線での商品開発にワクワクしています！ 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

 
メンバーだけでなく、生産者や地
域で女性応援をしている団体、地
方自治などとの共有の機会を作
りたい。 

 
オンラインやタイミングにより
リアルも今と変わらず魚食推進
を行ってゆきたい。 
出来れば「産学官連携」などの機
会で伝えてゆきたい。 

 
販売へつなげる事を推進してゆ
きたい。 
 
 

自由記載欄 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 業種別（販売） 目的別（魚食推進） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 思いを共有し、イベント等の実施や、販売拡大につなげたい。 

氏 名：根本 朋美（ねもと ともみ） 
所 在 地：東京都 
所属/業種：合同会社MARUWA水産関連プロデューサ
ー、東京築地目利き協会 理事、島根遣島使 
分 科 会： 



 

   

報告 

令和 2年（第 3回推進会議）より参加しています。島の過疎化が進む中、基幹産業である定置網漁業を存続させ
ることで「豊かに住み続けられる島づくり」活動を行っています。令和 3年度は漁師希望者が漁や島での生活を
体験できる「漁師小屋」を作りました。漁師のみならず、島移住希望者にも開放しています。また、島民の高齢
化による耕作放棄地（畑）を開拓し、海藻やガンガゼの殻を肥料に使った無農薬のハーブや野菜作りを始めまし
た。今年は、この島のあらゆる資源を使った「体験小屋」を作りはじめています。春、夏、秋、冬と季節の体験
メニューを考案中！皆さまも遊びに来てください(^^)/。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・水産女子の方々を訪問し、いろ
いろ勉強させていただきたい。 
 
・農業女子の方とも交流してみ
たい。 

・ＦＡＣＥＢＯＯＫで島の情報
や美味しいモノの紹介を増やし
ていきたい。 
 
・子供たちやご家族、またいろん
な方へ～定置網漁業体験や魚育
体験を増やしていきたい。 
 
・実際の漁場での仕事の動画な
どをＹＯＵＴＵＢＥなどで発信
していきたい。 

・市場で出荷できない未利用魚
を使った商品作りの開発。 
 
・島の魚介類と、海藻などを肥料
とした無農薬野菜で美味しい料
理メニューの開発。 
 
・島のあらゆる資源を活かした
体験メニューの開発。 

自由記載欄 

氏 名：野﨑 清美（のざき きよみ） 
所 在 地：佐賀県 唐津市 高島 
所属/業種：株式会社 新航丸 漁業（小型定置網） 
分 科 会：漁業・養殖業分科会 



 
 
 
 
 

報告 

  2022年 1月に水産女子に参加しました。第 5回推進会議から活動予定です。 
 2021年 8月より耕作放棄地において薬剤不使用でエビの養殖を開始しました。テレビや新聞に取り 
上げられ新しい形の陸上養殖を世に知らしめる事ができたと自負しております。今年はさらに養殖場 
の規模拡大、業務拡大と邁進していく所存です。 

 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・メンバーの皆さんと新たなプ
ロジェクトを企画できたら嬉し
いです。 
・ 

・Facebook や instagram を活
用してもっと発信していきま
す。 
・ 

・今年中に加工場と 2 号養殖場
を建設します。 
・6次化商品（ガーリックシュリ
ンプ）の開発も行って行きます。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：平野 彩（ひらの あや） 
所 在 地：千葉県安房郡鋸南町 
所属/業種：陸上養殖 
分 科 会： 



 
 
 
 
 

報告 

２０２０年の３月から水産女子として参加させていただきました。 
入った当初から右も左もわからず全く行動に起こすことが出来ませんでした。 
去年は、自宅の敷地内に小さな店舗を構え自分達の獲っている魚の販売や揚げ物屋などをオープンすること 
が出来ました。が、まだまだ要領よくこなすことが難しく葛藤する日々ですが今後は苦手な SNS発信や宣伝を心
がけていこうと思います。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

ZOOM やオンラインなどで色々
な方からの知識やアドバイスを
聞きチャレンジする 

SNS をフル活用してたくさんの
人に伝える 

自分達が獲った魚を加工し 
自分達で販売する 
 
特に市場に出しても価値のつか
ない魚達を美味しく調理し色々
な人に知ってもらう。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
いつもありがとうございます。なかなか会議やイベントに参加出来ませんがこれからもよろしくお願いします 

氏 名：林 佑妃（はやし ゆうき） 
所 在 地：北海道 
所属/業種：漁業・飲食・ 
分 科 会： 



     

報告 

2019年 12月に水産女子職員チームに参加し、第３回推進会議から活動しています。 
普段は水産物直売センターを中心に facebookを使い情報発信。または、お魚教室などのお手伝い。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

他のメンバと交流出来ればと思
います。 

水産物の販路拡大や魚食普及を
推進する中で、ネットを通じて、
消費者によりと良いサービスを
提供出来ればいいなと思いま
す。 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ ） 地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：原 綾花（はら あやか） 
所 在 地：鳥取県境港市 
所属/業種：団体職員 
分 科 会：魚食普及・広報 



報告 

 当社の ECサイトで水産女子メンバーの商品を販売させていただいたり、水産に関わる 
いち女性である自身の等身大の姿を書いた本を出版するなどの活動をしました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる つたえる つくる

メンバーの地元に行き埋もれて
いる商品を発掘したい。

メンバーの思いが詰まった商品
を背景とともに発信していきた
い。

地域を超えメンバーの地元のも
のを使用した商品開発をしたい。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可）
つながる つたえる つくる ☐その他（ ）
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可）
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ）
☐その他（ ）

回答の詳細・理由 

氏 名： 深川 沙央里（ふかがわ さおり） 
所 在 地： 熊本県天草市 
所属/業種： クルマエビ養殖・水産加工・通信販売 
分 科 会： ②  



⽒名：本間 奈々（ほんま なな） 

所在地︓東京都 豊洲市場 

所属/業種︓産仲卸（冷凍まぐろ） 

分科会：流通 

報告 

 豊洲市場の仲卸の活動として、株式会社⼤成さんとコラボさせていただき、NEC の社員⾷堂にまぐろを納品

させていただきました。また舘岡さんのご紹介で、北海道⼩⻄商店さんと蟹の取引、また別の業者さんからブ

リを仕⼊れさせていただきました。今後も⽔産⼥⼦とのコラボをしていきたいと思います。 

 東京築地⽬利き協会としての活動も、⿂⾷推進をメインに⿂⾷育、料理教室等を、コロナで制限はあります

が、無理のない範囲で続けて⾏きたいと思います 

今後の目標・やりたいこと 

つながる つたえる つくる

⼀昨年、島根県浜⽥の根本さん

のセリ場、北海道余市の川内⾕

さんのウニのセリ場におじゃま

しました。今年は函館の舘岡さ

んの所におじゃましたいと考え

ております。豊洲市場で勤務し

ておりますが、現場を知るのは

とても勉強になります。可能な

範囲で、他の⽔産⼥⼦のみなさ

最近では⽔産⼥⼦の LINE はほぼ

ストップ、Facebook の投稿も

ほとんどありません。私も含め

て⽔産⼥⼦としてのモチベーシ

ョンが低下していると思いま

す。シーフードショーの後に懇

親会を開催しましたが、参加者

は 4 名。⽔産庁の⽅の出席はゼ

ロ。zoom だけではなく、この

⽔産加⼯会社の⽅と海外向けの 

コラボ商品を作りたいと思って

ます。 



んの現場にも⾒学に⾏けたらと

思います。 

ような機会に参加して、直接話

すことは⼤事だと思います。次

回は参加していただきたいで

す。 

個⼈的には⼀般の⽅向けの会社

の LINE@を作りました。買い物

情報やイベントを載せています

が、好評です。⽬標 1000 ⼈で

す。 

https://lin.ee/lDezztp 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご⾃由に記載してください。 

（以下は不要であれば削除してください） 

 

重複となりますが、シーフドショーの⽇と、ミーティングの⽇を同じ⽇にしたのはよくなかったと思います 

途中でミーティングの⽇時の変更等もできたのではないでしょうか︖ 

⽔産の現場にいる者は、zoom などに慣れていなかったり、時間を合わせるのが難しかったりします 

「100zoom は 1飲み会にしかず」直接コミュニケーションの場が増えることを期待しています 

 
 
 
 
 
1 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 

☐○つながる  ☐○つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 

2 ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 

☐地域（ ） ☐地⽅ブロック（ ） ☐○全国 ☐○業種別（ ） ☐○⽬的別（ ） 

☐その他（ ） 

 

回答の詳細・理由 

 



 
 

  

報告 

昨年の報告以後 2021 年は個人としての音楽活動・魚食普及の他、「深海合唱団」（海をテーマにした女声合唱
団）に参加し、ビーチクリーンや海洋プラスチックを利用したアクセサリーブランドとのコラボ企画を行いまし
た。 
現在はご協力頂いた水産女子メンバーとの対談企画が進行中（2022.2.5現在）で、今後もホームページや SNS

で発信してゆく予定です。音楽制作・演奏の他、魚食に関する webでのコラム執筆等も行っています。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

水産女子関連では、コロナが収束
し状況が許せば、メンバー皆様の
現場での様子をお伺いしたいと
ずっと思っています。 
メンバーが展開している釣りや
ツアーなどの体験に実際に参加
したいです。 
 
 

「つながる」で得たことを、より
温度感や臨場感を持って自身の
活動を通して伝えてゆきたいで
す。 

昨年度に引き続き、水産物や魚食
に関する楽曲制作を積極的に行
ってゆきたいです。それぞれの魚
種のおいしさや特徴が伝わるよ
うに心がけています。 
 

自由記載欄 

つながる・つたえる・つくるに関してはどれも連動していて相互に作用することなので、分けて考えるのが難し
かったです。 
 

氏 名：牧野 くみ（まきの くみ） 
所 在 地：東京都     
所属/業種：フリーランス  
分 科 会：魚食普及・広報 



 

       

報告 

料理教室や新聞・雑誌、企業ＨＰなどで作りやすい水産物のレシピを提案、ライティングもしています。dancyu 
web公式連載「昆布はどこへ行く」、webメディア「エシカルはおいしい」、では、昆布の知識、レシピ、コー
ディネートなどを担当しました。コロナ前には昆布産地の高校での昆布を知る授業をしました。 
 ２０２２年になり、SNSでほぼ毎日魚料理を発信しています。身近感が強い魚料理やハードルを下げて毎日で
も魚を食べたくなるレシピ、発見のあるレシピを意識し、フォロワーさんたちの反応を見ながら、どんな魚料理
をみんなが知りたいか、作りたいかとさぐっています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

日本全国津々浦々のメンバーと
つながり、生産者を知りたいで
す。 
メンバーみんなの仕事が回るつ
ながりにしたいです。 
 

魚好きを増やす野望を持ってい
ます。 
リアルな教室などで伝えること
が難しい現在、継続して不特定
多数にアクセス、すぐに反応し
てもらえるＳＮＳを中心にレシ
ピや産地情報を発信していま
す。 
 

 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） 地方ブロック（北海道） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
回答の詳細・理由  
 

氏 名：松田 真枝（まつだ まさえ） 
所 在 地：北海道札幌市 
所属/業種：料理家    
分 科 会：       



 
 
 
 
 

報告 

    2019年より水産女子に加入しました。 
コロナ禍では有りますが、少人数での初心者船釣り教室や、女子だけの船釣り大会も開催いたしました。

子供たちを中心に釣りから伝えられる魚食の大切さを教えています。小学校での特別授業もさせていただ
きました。 
来年度もこれらの活動をパワーアップしていきたと思っております。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

他地域の広報メンバーと繋がり
たい。将来的にはメンバーと一
緒に釣り教室を開催してみたい 

水産庁という強みを活かして
YouTube チャンネルや Tic Tok
等の発信も視野に入れると面白
いと思います 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：  三浦 愛（みうら あい）  
所 在 地： 静岡県焼津市   
所属/業種： 焼津市役所・広報 
分 科 会：③ 魚食普及・広報 



 
 
 
 
 

報告 

「食べることから知る海のこと」をコンセプトにした、海藻スイーツ（昆布クッキー、ひじきケーキ）の販売
を本格的にスタートしました。メッセージ性が強すぎて市場に受け入れてもらえないことも覚悟していましたが、
おおむね好意的な反応でホッとしています。続くコロナ禍で販路開拓に苦戦していますが、ブルーカーボンや磯
焼けの話などに興味を持つ人が増えている感触が強くあります。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

水産女子の皆さんとの繋がりは
一部を除き、挨拶程度にとどま
っています。 
 
今年は分化会をまたいだ活動と
して、「未利用魚のニックネーム
会議(仮称)」を提案します。 

「未利用魚」を伝えるキャッチ
―なネーミング、考えません
か？ 
 
すでに認知されている言葉では
ありますが、私が知り得る限り
の現場の方々はネガティブな印
象をお持ちのようです。消費者
としても「未利用」と聞くと、「安
いのかな？」という先入観が生
じます。 

提案した会議が実現し、もし良
いものが生まれたら、ステッカ
ーや配布物があると良いと思い
ます。 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
水産女子らしさというか、なんだかアガル！ネーミングを皆さんと考えたいです。 

氏 名：水島 綾子（みずしま あやこ） 
所 在 地：神奈川県       
所属/業種：さかなメデリスト   
分 科 会：魚食普及／加工・販売 



 
 
 
 
 

報告 

2021年 10月に、水産女子の元気プロジェクトメンバーに加入させていただきました。 
漁師である夫と、夫婦二人三脚でカワハギの稚魚を育てております。 

    インスタグラムではカワハギの養殖記録や、漁師町「蒲江」の情報発信をしており、 
    クラブハウス（音声ＳＮＳ）では、漁業や漁村での暮らしの魅力についてお話しています。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

・ 機会があれば、九州地区の水
産女子メンバーを訪問した
い。 

 
・ 漁業に従事している方で、食

育活動を行っている方がいら
っしゃったら、オンラインや
対面で繋がりたい。 

・ インスタグラム 
「漁師の嫁アカウント」での
情報発信を継続したい。 

 
・ 漁業の魅力や海洋環境につい

て学べる機会をつくりたい。 
↓ 

県内外の小学生を対象とした 
オンライン講座を準備中。 

 

自由記載欄 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） 目的別（食育・魚食普及） 
☐その他（ ） 
 
 
回答の詳細・理由 
 
水産大学校に進学したこともあり、縁あって漁師と結婚し、漁業に携わることになりました。 
現場で働いているからこそ発信できる情報（映像）をＳＮＳで積極的に発信しております。 
漁業に携わる中で、将来を見据えた食育活動を行うことが必要不可欠なのではないか？と考えるようになり、 
2022年は県内外問わずオンラインによる食育活動を行う予定です。 

氏 名：水本 あゆみ（みずもと あゆみ） 
所 在 地：大分県佐伯市 
所属/業種：カワハギ稚魚養殖 
分 科 会：魚食普及・広報分科会 



 
 
 
 
 

報告 

2020 年１２月に道の駅阿武町にオープンさせた「うぉっちゃ食堂」ここで阿武町の魚を使った漁師めしを提供
しています。 
ウエカツ水産の上田さんに教わったレシピを主にランチ営業で提供しています。 
メインメニューは「リュウキュウめし」「ごまさば」「鯛茶漬け」です。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

他の水産女子の皆さんと一緒に
イベントをやってみたいです。 
各地の食・魚を持ち寄ってマル
シェ的なものを開催してみたい
です。 

SNSで活動を伝える。 
阿武町の魚や漁師の活動を幅広
く知ってもらえるように活動し
たいです。 

 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：宮川 直子（みやがわ なおこ） 
所 在 地：山口県     
所属/業種：定置網・魚食堂 
分 科 会：漁業      



 
 
 
 
 

報告 

2021年より水産女子プロジェクトに参加しています。 

大阪中央卸売市場の情報発信、営業支援をはじめ、食育なども行っています。 

本年度の食育活動として具体的には、シャープ様主催の「ウェビナー」を参加者 60 名に向けて開催しました。

また他にも、産学連携の「お魚料理教室」を行いました。大日本水産会様、行政様（愛媛県、徳島県、鳥取県）

と大学様（摂南大学、相愛大学、大阪樟蔭女子大学）とともに約 300名の学生に向けて開催しました。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

＊定期的なWeb報告会 
＊水産女子の HP開設 
＊水産女子が活動した内
容の報告 HP 

 

＊月刊発行 
「商品情報＆STRATEGY」の発展繁栄 
内容 
・大阪中央卸売市場への入荷情報 
・販促カレンダー 
・浜・生産者・セリ人・企業・行政の生の声 
・食品メーカー様の販促情報コラム 
・約 2000名の会員様が閲覧 

 ・大きな繋がりの場 
＊食育活動 
 食文化を担う学生に対し、魚介類を通して
食育を行うことで、魚食に興味を持ってもら
い、水産物の消費拡大を目指す 
 

水産女子メンバーの皆様
にも 
「商品情報＆STRATEGY」 
にコラムとして掲載の提
案をしたいです。 
 
『更なる情報共有、新しい
繋がり拡張の場になる』 
と思います。 
 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  ☐つたえる  つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） 全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
回答の詳細・理由  沢山の素敵な繋がりを仕事に生かしたいです！ 

氏 名：宮崎 紗佑里（みやざき さゆり） 
所 在 地：大阪府 大阪市 
所属/業種：株式会社うおいち/販促営業広報課 
分 科 会：②加工・流通・販促業 



 
 
 
 
 

報告 

 三重県魚食リーダー二期生です。農業を営んでいますが、山と海は切っても切れない循環でできているとの想
いから県内の漁業者との連携で牡蠣殻を使用した野菜栽培や魚介類と野菜との冷凍コラボメニューの開発など
を行っています。2021年から 2年の任期で水産庁の水産白書の企画部会に委員として参加しています。 
 コロナの影響で仲間のいる漁村へ足を運ぶことができなくなり、少しさみしいです。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

三重県の隣の滋賀県琵琶湖の内
水面漁業に興味があるので見学
に行きたいと思っています。 
  

コロナの影響でお魚捌き教室な
どのイベントがないので、今の
うちに魚について、もっと勉強
したいと思います。 

県内の水産加工の会社と野菜の
コラボで未利用魚の商品作りを
行っています。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☐つながる  ☐つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 

氏 名：吉川 文 （よしかわ あや） 
所 在 地：三重県鈴鹿市 
所属/業種：三重県魚食リーダー（魚食普及） 
分 科 会：魚食普及・広報分科会 



 

報告 

２０２１年末に水産女子メンバーの仲間に入れてもらいました。まだ推進会議等には参加できていませんが 
インスタグラムや YouTubeを通して、日頃見ることのない漁の様子や、深海魚などを発信しています。 
今後は会議にも出来る限り参加して、メンバーの皆様の活動も知りたいです。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

SNS などを通じていろんな方と
も繋がりたいし、知り合った近
くのメンバーさんには会いに行
ったりもしたいです。地元の水
産女子（メンバーではない）を集
めて意見交換もしてみたいで
す。 

地元の小中学校にとれたてのメ
ヒカリをもって行くと、こども
達はとても喜んでくれました。
漁の様子や、作業風景を SNS等
を通じて発信し、地元の漁師の
仕事を伝えていきたいです。 

 

自由記載欄 

① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
つながる  つたえる  ☐つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ☐全国 業種別（ ） 目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
 

氏 名：吉田 しのぶ（よしだ しのぶ） 
所 在 地：宮崎県 延岡市 北浦町 
所属/業種：漁師（深海底引き網：大和丸） 
分 科 会：漁業・養殖分科会 



 

報告 

 2020年 10月に水産女子に入会いたしました。普段の仕事は水産の輸入・販売を行っております。 
 まだまだ水産女子に役に立っておりません、今後ぜひ活躍したく存じます。 
 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

皆様と会える日を楽しみにして
います。 
同じ水産でも養殖業、漁業、販売
様々な分類で活躍している女子
の方々とたくさんお話したいで
す。 

まだまだ水産女子会はどういう
事がやっているのかは把握して
おりませんが、できる事からや
っていきたいです。 

奇麗な海、大事だ資源を守る事
をやっていきたいです。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
 

氏 名：李 玲艶（り れいえん） 
所 在 地：千葉県野田市   
所属/業種：株式会社 SUNRISE 
分 科 会：加工・流通・販売 



 
 
 
 
 

報告 

2021年度より水産女子に参加させて頂いております。 
業務として魚食普及・商品開発・販路開拓の中で流通と販売を兼ね活動をしています。 
男尊女卑がまだまだ横行する水産業界で女性としての視線で風穴をあける事が出来ればと願っています。 
2021年思いがけず新聞等で活動を取り上げて頂きその事によって 2022年度はまた新たなチャンスを頂ける 
事になりました。水産業界に転身してから 10年この経験を新しいチャンスに結び付けて参ります。 

今後の目標・やりたいこと 

つながる  つたえる  つくる  

コロナが終息しなくても魚を美
味しく食べる方法・生産地で捨て
られてしまう未利用魚の活用等
に取り組みたいです 

水産高校等との取組をもっと沢
山の方に知って頂き生徒が中心
になる様に裏方として携わりた
い 

商品プランナーの資格を活かし
て従来通りに末端を巻き込んで
の商品開発に取り組んで行きま
す。 

自由記載欄 

 その他、メンバーや職員チームへのメッセージなどご自由に記載してください。 
（以下は不要であれば削除してください） 
① 今後、力をいれたい分野（複数選択可） 
☑つながる  ✓つたえる  ✔つくる  ☐その他（ ） 
② ①で「つながる」を選択した場合、特に交流したい範囲（複数選択可） 
☐地域（ ） ☐地方ブロック（ ） ✔全国 ☐業種別（ ） ☐目的別（ ） 
☐その他（ ） 
 
回答の詳細・理由 
 水産女子に認定された事で新しい目標が出来ました。北海道だけでなく全国を視野に入れて活動したい 

氏 名：渡部 左恵子（わたべ さえこ） 
所 在 地：北海道 札幌市 
所属/業種：カネシメ高橋水産株式会社 
分 科 会：②と③ 



これまでの活動実績
（H30.11～R3.3）

参 考





水産女子プロジェクトは平成30年11月に発足されました。

過去の活動を振り返ってみましょう。

・推進会議、分科会
・イベント（催事等出展含め）
・参画企業との連携
・情報発信（SNS、チラシ、ピンバッジ）



水産女子メンバーについて
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活動実績～平成30年度～

平成３０年１１月１６日
海の宝！水産女子の元気プロジェクト立ち上げ！

第１回推進会議が
行われました。

初期メンバーは16人。



平成30年11月25日
Fish-1グランプリに
ブース出展しました。

平成31年3月23日
第５回国際女性会
議WAW︕/W20に
ブース出展しまし

た。

活動実績～平成30年度～

Fish-1グランプリ、
第５回国際女性会議WAW！/W20に出展！



活動実績～平成31-令和元年度～

令和元年6月7日に第２回推進
会議が行われました。
メンバーは34人。

ロゴマークの登場！第２回推進会議開催



活動実績～平成31-令和元年度～

令和元年８月７日
～８月８日

こども霞ヶ関見学デー
にメンバーが登場︕

令和元年９月１８日
ＪＦ全国女性連フレッシュ・ミズ
・プログラム（西日本）でメン
バーが講演しました。

令和元年１0月1日～10月31日
阪神百貨店のチラシ

「10月は魚食普及月間」
にレシピを提供しました。

イベント続々参加！
メンバーが歌うアナゴソング「令和はアナゴで！」



活動実績～平成31-令和元年度～
令和元年11月2日

～3日
ジャパンハーヴェ
スト2019に出展し

ました。 令和元年11月8日
日経BP社

東京サステナブル･シーフー
ド･シンポジウム

分科会にメンバーが出演。

丸の内に大漁旗！
ジャパンハーヴェストで水産女子ブースも大盛況！



活動実績～平成31-令和元年度～

令和2年1月21日
第3回推進会議が行われ

ました。
メンバーは51人。

絢爛豪華な大ランチ会！第３回推進会議開催



活動実績～令和２年度～

令和２年11月４～５日
サロン・ド・アグリ・ジャポン
伊勢丹新宿店に出店しました。

こんぶの新たな可能性！
こんぶせっけんが新宿伊勢丹へ



活動実績～令和２年度～

配信を行いました！
YouTubeでアーカイブを
要チェック☝

令和２年11月1日
ジャパンハーヴェスト２０２０

Japan Harvestライブを行いました。

オンラインで開催されたジャパンハーヴェストへ！
残念ながら第４回推進会議はコロナ禍により資料配布のみ…



活動実績～令和３年度～

令和4年1月23日
FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA
でコラボ商品が発売されました。

コロナ禍で活動が大幅制限…！
少しずつ前へ！

令和3年4月7日
ピンバッジ作成︕

令和３年７月１日
NECライベックス×水産女子

社員食堂コラボが始まりました。
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