
塩釜⿂市場どっと祭
ｉｎ仲卸市場

事 例 紹 介
塩釜市⽔産振興協議会

塩竈市の位置



塩竈市⿂市場について
≪現≫塩竈市⿂市場
・昭和４年に塩竈市⿂市場を開設し、現⿂市場は昭和４０年に開設。
・平成２３年３⽉１１⽇の東⽇本⼤震災により被災したため、
⽴て替え⼯事中。

・平成２４年より「塩釜⿂市場どっと祭」は⿂市場近くにある、
塩釜⽔産物仲卸市場に会場を移し開催。

塩竈市⿂市場について
≪新≫塩竈市⿂市場
・平成２４年１２⽉に設計業務を委託。
・平成２７年４⽉には⼀部が供⽤開始。
・⾼度衛⽣管理型荷さばき所として、平成２９年１０⽉に
全⾯供⽤開始を予定。



塩釜市⽔産振興協議会について
卸売機関

⽔産業界

製函業界

運輸業界燃油業界

造船業界

⽔産加⼯
業界

塩竈市
⽔産振興課

事務局

塩釜⿂市場どっと祭の始まり
平成２１年に開催した塩竈市⿂市場開設80周年記念事業「⿂市場開放まつり」
が始まり

⿂市場会計

• 平成２１年当時、塩竈市⿂市場会計の累積⾚字解消のため市税を投⼊

• 漁船漁業の⽀援策、⽔揚漁船緊急⽀援補助⾦の新設

市⺠への

還元

• 塩釜市⽔産振興協議会を中⼼に、業界・団体が祭りの開催を決定

• 市⺠や地域住⺠に⿂市場及び⽔産業、⽔産加⼯業に触れ合う機会の創出

どっと祭

開催

• ⽔産品、⽔産加⼯品の直売

• ⿂⾷普及、地産地消の拡⼤



どっと祭の⽬的

⿂⾷普及

触れ合い体験地産地消

⿂⾷普及
販売メニュー
①仲卸カニ汁

・・・チャリティー（９００杯）
②仲卸サンタラ汁

・・・チャリティー（６００杯）
③サバの⻯⽥揚げ

・・・１００円（５００⾷）

※チャリティーは１回１００円以上

仲卸カニ汁

サバの⻯⽥揚げ



イベント・展⽰
①鉄⽕巻体験

・・・５００円
②⾃由焼き炉

⿂⾷普及

鉄⽕巻体験

⾃由焼き炉

地産地消
販売メニュー
①マグロカマトロ焼き・・・５００円（２００⾷）
②三陸塩竈ひがしもの鉄⽕丼・・・５００円（１，０００⾷）
③養殖漁業海産物の販売
④塩釜おでん
⑤塩釜蒲鉾即売会
⑥塩釜ならではの加⼯品の直売会



地産地消

三陸塩竈ひがしもの鉄⽕丼 鉄⽕丼作成⾵景 養殖漁業海産物の販売

塩釜ならではの加⼯品の直売会 塩釜蒲鉾即売会マグロカマトロ焼き

触れ合い体験

イベント・展⽰
①お楽しみ鮮⿂コーナー・・・チャリティー（１回１００円）
②塩釜ギバサ汁＋新⽶の試⾷
③ホタテ⾙のストラックアウト
④バイオディーゼルの紹介
⑤スタンプラリー（マグロの重さ当てクイズなど）
⑥マグロの解体ショー
⑦マグロの模擬セリ



触れ合い体験

マグロ重さ当てクイズ

お楽しみ鮮⿂コーナー ホタテ⾙のストラックアウト

マグロ解体ショー マグロ模擬セリ

来場者実績

開催年度 来場者数

平成２１年度 ２０，０００⼈

平成２２年度 １９，０００⼈

平成２３年度 ２５，０００⼈

平成２４年度 ２８，０００⼈

平成２５年度 ３０，０００⼈

平成２６年度 ３３，５００⼈

・平成２２年度は天候不順により来場者が減少した

開催年度ごとの来場者数について



平成２６年度アンケート結果

回答者
１９８名

来場回数について

・来場の約３６％が複数回の来場歴あり
・約６０％が初来場である

来場者の住居地について

回答者
１９８名

回答者
１７９名

・来場者の約９０％が県内在住である ・来場者の約２６％が市内在住である
・約７４％が市外在住であり、市外での
認知度が⾼まってきている

平成２６年度アンケート結果



三陸塩竈ひがしもの
「三陸塩竈ひがしもの」の要件
①千島海流（親潮）と⽇本海流（⿊潮）がぶつかり
合う三陸東沖漁場でマグロ延縄船によって漁獲され
たメバチマグロであること。
②塩竈市⿂市場に⽔揚げされ、秋⼝（９⽉中旬）か
ら冬場（１２⽉末）にかけての季節限定であること。
③天然もので、冷凍処理を施さない⽣のメバチマグ
ロであること。
④「鮮度」、「⾊つや」、「脂のり」、「うまみ」
等を兼ね備えたもので、塩竈の⽬利き（仲買⼈）と
して誇りと確信を持って提供できるものであること。

三陸塩竈ひがしもの
安全安⼼に関する取り組み
①塩竈市⿂市場に⽔揚げされた⽔産物について、放射能物質検査を⾏い、⽔揚げ
があった際には塩竈市ホームページに公開している。
②塩釜市⿂市場買受⼈協同組合ホームページでは、「三陸塩竈ひがしもの」を
漁獲した操業海域などを情報公開し、タグNO．でも⽔揚げ情報を検索できる。

ＰＲ活動に関する取り組み
①ＪＲ東北管内４３０駅構内にＰＲポスターの掲⽰。
②販売開始式及び試⾷会の開催。
③横浜市場まつりへ出店。
④仙⽔グループ第３０回⽣鮮合同提案会へ参加。



目指せ！魚食日本復活

２０１４年度「魚の国のしあわせ大賞」努力賞受賞記念

平成27年8月19日

いとう漁業協同組合

シーフードショーセミナー資料

いとう漁協本所のある、伊東市は、静岡県の東部、
富士箱根伊豆国立公園、伊豆半島の東岸に位
置し、西に天城山系、東に相模湾を望む風光明
媚なところです。

（１）地域の紹介

温暖な気候、豊富な
温泉を擁し、１００㎞
圏内に京浜経済圏
を控え、恵まれた観
光保養都市です。



定置網、まき網、棒受網、一本釣、採介藻、刺し
網等、漁業の種類も多種、多様となっています。

漁協事業も

魚市場の運営

定置網の自営

ダイビングサービス

食堂の経営 等

１０事業

（２）漁業と漁協の概要

↑ 自営定置網操業風景

① 直営食堂“漁師めしや 波魚波”での取組み

平成２２年９月開店以来、魚食普及と地産地消を目
指して運営をしています。

② 鮮魚の新鮮すり身製造販売への取組み

魚の持つ本当の美味しさを更に美味しくして消費
者の皆様にお届けしたいと、新レシピの提案を始め地
域の諸団体も巻き込んでの広報活動や販売拡大の取
組みを行なっています。

（３）プロジェクトへの登録内容



① 漁師めしや波魚波では、伊東魚市場で水揚
げされた魚を中心としたメニュー構成で、魚食普
及と地産地消の推進を大前提とした営業をして
います。

（４）具体的な取組み

↑地魚刺身定食の一例↑ツアー客で賑う店内

② 鮮魚すり身の製造・販売では、その日
に伊東魚市場に水揚げされた鮮魚をその
日のうちに加工します。

↑ 稼働中の骨肉分機 ↑ 完成したすり身

↑
下
処
理
済
の
サ
バ



毎年４月伊東魚市場内にて、いとう漁協主催
の水産祭を開催しています。今年の来場者は、
約４千人。水産物やその加工品の販売ブース
は、大人気でした。子供たち向けのイベントも
開催。

（５）水産祭の開催

↑いとう漁協水産祭

静岡県や伊東市等が開催する、販売イ
ベントにも参加し、消費者の皆様向け
の広報活動を行なっています。

（６）販売イベントへの参加

↑伊東温泉めちゃくちゃ市↑ふじの国農芸品フェア



平成２５年度の第１回大会では、サバのすり身を使用し
た『サバ男くんのトマトソース』が準グランプリを、平成２６
年度の第２回大会では、伊豆の地キンメを使用した『金
のだし茶漬け』がグランプリを獲得。

↑金のだし茶漬け↑サバ男くんのトマトソース

（７）Ｆｉｓｈ－１グランプリに参加

サバのすり身『サバ男くん』等を使用して、
作製した『サバ男サンド』（メンチ、野菜、
特製ソースをパンに挟んだもの）にて出
場。平成２５年１月と平成２６年１月の２年
連続でグランプリ獲得。

（８）めちゃ美味グランプリ２連覇

↑サバ男サンド

↑優勝記念写真

のぼり旗 →



平成２６年８月 ㈱日立システムズの協力のもとＩＴ
企業のアララ㈱が提供するスマホ用アプリを利用
して、『サバ男くんのトマトソース』のレシピと『自営
定置網の操業風景』の動画が見られるサービスを
開始しました。

↓平成２６年度
水産白書

（９）異業種連携

『知って』 『使って』 『食べて』
を合言葉に、消費者の皆様に寄り添っ
た活動を展開します。

（１０）伊豆・いとう地魚王国の建国

平成２７年６月 地域全体で、六次産業化
を進めるための組織として、県水技研、伊
東市、伊東商工会議所、いとう漁協を中
心メンバーとした、『伊豆・いとう地魚王国』
を建国しました。

７月１０日
発売開始の
いとうナゲット

→



① 波魚波では、今後も、新メニューを考案し、皆
様に更に喜ばれる食堂経営を行なって参ります。
漁協直営ならではの特色ある営業を目指します。

（１１）今後の展開について

↑波魚波のこだわり↑波魚波全景

②すり身事業では、今までの通り給食食材として
の販売はもとより、すり身を利用して消費者の皆
様のニーズに対応できる製品等の研究開発と製
造販売を行って参ります。

平成２６年 『サバ男く
ん』を使用した無添加
のはんぺん等の販売を
開始しました。



近年、魚離れが叫ばれています。
原因は、色々あると思いますが、魚
食ニッポンを復活させるには、全国
の水産関係者が一丸となって、こ
のイバラ道を進んで行くしかないの
です。復活のカンフル剤なんてあり
ません。私達の日々の頑張りがす
べてです。

（１２）魚食ニッポン復活に向けて

私たち日本人の祖先は、今から１万年以上も前の縄
文時代から、既に船を持ち網などの高度な漁具を用
いて魚を獲り、食べていたことが明らかになっていま
す。

（１３）むすびに

私達いとう漁協は、これか
らもこの流れを途絶えさす
事の無いよう頑張って参り
ます。



ご静聴ありがとうございました。

皆様のお越しをお待ち申し上げています。

漁師めしや 波 魚 波
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