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活動の全体像

・2012年7月31日の「魚の国のしあわせ」推進会議の決定にもとづき、以下の4つの柱で活動を展
開。
・実証事業には102事業、ファストフィッシュはのべ384社、お魚かたりべは58名となるなど、生産者、
加工メーカー、流通、外食、その他関連産業に一定の波及効果。

・中でも、消費者のニーズ（「手軽」、「気軽」）に沿った商品「ファストフィッシュ」は、消費者からも強
く支持され、水産物の売り場改革や商品開発の方向性を見直すきっかけに。

「魚の国のしあわせ」推進会議
（広く、生産者、水産関係団体、加工・流通業者、消費者の代表がメンバー）

ファストフィッシュ

気軽・手軽・今後の需要拡大が
見込める等の選定基準により
ファストフィッシュ商品を選定。

学校教育を通じた

魚食普及の支援

学校と地域・社会や産業界等

とが連携・協同した教育活動

のため、文部科学省等と連携

長官任命

「お魚かたりべ」

各分野での多様な魚食文化の
普及・伝承を後押しするため、水

産庁長官が任命

「魚の国のしあわせ」

実証事業

水産イベントなど、水産物の消
費拡大に資するあらゆる取組を

定期的に公表

２月１日時点で、

１０２事業の取組が登録。

2月15日時点で5回選定。

計384社
2,123商品を選定。

２月１８日時点で、
５８名任命

２０１２年１２月 「おさかな会議２０１２～

お魚のある食卓～」
２０１３年３月 「おさかな会議２０１３～

お魚のある日常～」 を開催

２０１２年８月～ ２０１２年８月～ ２０１２年１０月～ ２０１２年１１月～
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主な反響
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「現代用語の基礎知識 2013」（自由国民社）への掲載

Googleの急上昇検索ワード 第8位（2012年9月15日）

テレビ（ニュース、情報番組等）、ラジオでもファストフィッシュに関して多数報道
（ひるおび！（TBS）、めざましテレビ（フジテレビ）、news every.（日本テレビ）、NHKニュース（NHK） 他多数
詳細は資料編参照）

サンケイリビング新聞 第19回「助かりました大賞」【一般・サービス部門（首都圏）】入賞
（資料編参照）

 ファストフィッシュ 〔fast fish〕
国民の魚離れを食い止め、多様な水産物に恵まれた日本に生活
する幸せを国民が実感できるように、生産者、流通業者、水産関
係団体、行政等、魚に関わる者が一体となって魚の消費拡大をす
ることを目的に、水産庁が2012年度からスタートさせた「魚の国の

しあわせ」プロジェクト。その一つの取組みとして行われているのが、
ファストフィッシュというコンセプトに基づく水産物の消費拡大である。
手軽に・気軽においしく水産物を食べることおよびそれを可能にす
る商品や食べ方のことと定義され、第1回のファストフィッシュ選定
会で選ばれた53商品は、ロゴマークを貼付して販売することができ

る。選定基準は、料理時間・買い物時間の短縮が可能、手頃な価
格、適度な容量などであり、近年の消費者の簡便性指向に対応し
た商品が選定されている。

 魚離れ
水産庁が2010年の国民健康・栄養調査を分析したところ、魚と肉の
1人1日当たりの摂取量を年代別に比べると、10～70代の全年代で
10年前より魚食が減り、肉食が増えていることがわかった。これま

では年齢が高くなるにつれ魚介類の購入数量が増える傾向にあっ
たので、加齢効果がうすれてきたことが話題となった。10年前と比

較すれば高齢者の嗜好もライフスタイルも多様化しているので当
然の結果とも考えられる。こうした魚離れを食い止めるため、水産
庁はファーストフードにならったファストフィッシュという造語を作り、
手軽に魚が食べられる商品を選定。大手スーパーでは、洋風の下
味がつけられ骨が取り除いてある「骨取り味つきサンマ」や電子レ
ンジ加熱ですぐに食べられるサケなどが販売された。1回目の公募
で53商品、2回目の公募で522商品が選ばれ、3回目の公募を受付
中（12年10月現在）。家庭における魚の消費量を上げる起爆剤に
なるか注目が集まる。とはいえ、世界的にみればわが国の1人当
たりの食用魚介類供給量は、人口100万人以上の国の中で世界
一。魚は中食や外食で食べるものになりつつあるともいえる。
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実証事業

 実証事業とは

「魚の国のしあわせ」プロジェクトの趣旨に賛同し、販売方法、食育活動、外食メニュー開発、
水産物イベント等、水産物の消費拡大に資するあらゆる取組を行っていただき、各種取組を
定期的に束ねて公表することで、全国的に関係者が一丸となってプロジェクトを展開。
 2013年2月までに102団体が登録。水産関係の生産者、流通・小売業者のみならず、調味
料のメーカーや外食、地方公共団体、NPO等幅広い主体が実践的な取組み。
 これらの活動の中から、推進会議として5団体の活動を「魚の国のしあわせ」大賞【実証事
業部門】として表彰。

• 事業団体区分 • 実証項目

売り場提案

21%

イベント提案

16%

メニュー・商品

提案

33%

食育活動

23%

その他

7%

生産者/団
体
9%

メーカー
32%

卸売
16%

小売
20%

外食
3%

その他
20%

その他の例

NPO法人、一般財団

法人、社団法人、独
立行政法人、地方自
治体、国公立大学法
人、学校法人、マスコ
ミ 等
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魚の国のしあわせ大賞【実証事業部門】の活動概要

賞名 企業・団体名 都道府県 実証事業の取組内容 実証事業取組状況

(株)マルエツ 東京都

毎月第4日曜日に限定店舗にて「朝市」企画として鮮魚コーナーに
おける対面販売及び消費者の要望に合わせた加工実施、年間7
回の「お魚シャトル」バスを活用して市場祭りを開催し、子供が楽
しめる「お魚クイズ」や「つかみ取り」を実施し、消費者との交流を
通じた魚食普及活動。また、旬のメニュー提案等の生活情報誌「く
らし方録」に掲載・配布し消費者が魚料理に取り組めるように活動
した。

甲府中央
魚市(株)

山梨県

平成22年より、一般消費者向けの「モニター試食会」を開催し、社
員が魚食メニューの提案や調理方法を紹介。併せて「キッズ料理
教室」等に協賛し、魚に興味を持ってもらうための啓蒙活動を実
施。また、平成24年12月及び25年3月開催の「モニター試食会」で
は、新たに「ファストフィッシュブース」を設置し説明ポスターの掲
示や商品展示を行った。野菜料理研究家・守屋若奈様の監修に
よる季節行事や旬の材料に合った「魚と野菜を融合した新しい料
理提案」も行っている。

いとう漁業
協同組合

静岡県

直営食堂 「漁師めしや 波魚波」では、開店以来、地産地消、魚食
普及を目指して運営している。また、新規事業で「鮮魚の新鮮すり
身製造販売」を実施、サバのすり身を使用したメンチを製造し、パ
ンに挟み「サバ男サンド」として市内のスーパーで販売した。本年8
月開催の「ふじのくに地産地消フェア」に「漁師めしや 波魚波」が
エントリーし、実証事業の取組と地産地消をアピールする。研修会
等の資料には必ず実証事業の趣旨説明を記載し、PJ事務局へ活
動内容を随時報告している。

長崎市役所 長崎県

長崎市は全国自治体として初の「魚の国のしあわせ」プロジェクト
実証事業の認定を受け、市の水産振興事業「お魚食べようプロ
ジェクト事業」を取り組んでいる。中でも「魚のまち長崎応援女子
会」では、女性の視点と感性で長崎市水産業の活性化を目指して
いる。「魚のまち長崎」の広報活動、学校給食への地元水産物の
導入促進など魚食普及を推進している。また、PJ事務局へ活動内
容も随時報告されている。

東信水産（株） 東京都

消費者の消費心理を研究し、消費拡大につながる解決策は「どう
したら魚を美味しく手軽に食べられるか」を実現することで、売場
の陳列を調理時間別に展開した。より生活に密着した提案では、
レシピを使用した調理提案だけでなく、帰宅後から調理～片付け
の時間流れが想像しやすいことであり、レンジで温めるだけの商
品を開発し、食卓にそのまま並べられるよう、レンジアップ用トレー
にカラーバリエーションを持たせて「簡便」と「オシャレ」の両面から
アプローチした。

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞
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ファストフィッシュ①

 ファストフィッシュとは

手軽・気軽においしく水産物を食べること及びそれを可能にする商品や食べ方の中
で、今後普及の可能性を有し、水産物の消費拡大に資すると考えられるもの（水産
加工品と調味料の2部門）。
 5回の選定（応募総数2，501商品、のべ企業数434社）で2，290商品（うち調味料
70）、のべ384社（実企業数296社）。
使用原魚は約40％が国産。さんま、いか、ぶり、さばが多い。
地域の低利用魚を利用したもの、被災地発の加工食品など多様。

国産 877（39.5％）
外国産 984（44.3％）
混合 101（11.6％）
不明 258（11.6％）

使用原魚

例 さんまのファストフィッシュ 82 商品

（株）兼由 おさかなボール
（第2回選定）

武輪水産（株）
さんま蜂蜜レモン煮
（第5回選定）

ファストフィッシュの要件
①料理時間・買い物の手間が少なくて済む。
②お手頃価格、ちょうどいい内容量。
③今後需要拡大の可能性がある。

ＳＳＫセールス（株）

イタリアンなサンマ
トマト＆バジル
（第5回選定）

久慈市漁業協同
組合
骨取さんま
シソ風味
（第1回選定）
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ファストフィッシュ②

 ファストフィッシュの調理方法は、電子レンジ、そのまま、フライパンの順。
 いずれも調理時間は0～10分程度。野菜を加える等ひと手間かけても20分以内
で調理可能。

 消費者からは、「レパートリーが増える」、「子供に魚を食べさせるコツが見つか
る」、「家族の要介護者にも安心」、「おいしく手軽なので忙しい時にも便利」、「魚を
食べる回数が増えた」等の肯定的な評価。

調理方法

出典：首都圏で240万部を配布している主婦を対象としたフリーペーパー
「リビング新聞」2/23付の紙面評価アンケート及び
サンケイリビング「助かりました大賞」への投票コメントから。

消費者の主な声

・魚嫌いの子供に魚を食べさせる調理方法が見つかった。

・魚料理のレパートリーが少ないため、助かりました。

・家族に要介護者がいるので、楽ですし、助かります。

・魚を食べることが大切。
簡単に調理ができるので良い。

・魚料理が身近になった。

0
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ファストフィッシュ③

 事業者の意見としては、ファストフィッシュの認知はまだ十分ではないが、マスコミの
報道もあり、

引き合いが増えた・セールスポイントになった・興味を持つお客様が増えた・商品開発
のコンセプトになった・ファストフィッシュコーナーを作った
という意見が多い。

今後の希望としては
・一過性の盛り上がりにならないように継続
した啓蒙普及活動に取り組んでほしい。
・魚売り場以外（グローサリー、加工品）で
も注目が集まるような仕掛けがほしい。
・商品の価格帯を広げて欲しい。
・復興の足がかりとしていきたい。

・ファストフィッシュの認知度をさらに上げて
ほしい。

事業者の声

・メディアでの取材放映の影響が
大きく、売上が倍増した。

・ファストフィッシュとしての訴求や
マーク・写真入りのＰＯＰを
売り場に掲示し、商品認知度が
上がった。

・認定をきっかけに新たなマーケットを
拡げるきっかけになった。
ファストフィッシュが自社の他商品の
新規取引にもつながった。

出典：第1～4回ファストフィッシュ商品選定者を対象にしたアンケート調査

・問い合わせ、商品販売先、
販売量ともに増加した。
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ファストフィッシュ④

 小売業者が積極的にファストフィッシュ商品を企画し、ファストフィッシュ売り場を
設置したことから、バイヤー、消費者の認知度は6ヶ月で30％近くに。

 今後、商品にファストフィッシュロゴマークを貼付した商品が増加することから、
POPでの店頭表示とあいまって更なる普及を期待。

売り場でのPOP例

調査時期

2012年9月
調査時期

2012年12月
調査時期

2013年2月

認知度調査
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文部科学省 水 産 庁

生産者、水産関係団体、流通小売業者、教育関係者、
行政等、魚に関わるあらゆる人々が一体となって、
水産物の消費拡大について取り組む。

要
望

支援の提案

▼地域・社会や産業側から

●出前授業のプログラ
ムを提供できる。

支援の提案

▼学校側から

●子どもたちに現実社会

についての多様な気付き
を与えてくれるような出前
授業を提供して欲しい。

子どもと社会の架け橋となる
ポータルサイトの積極的な活用

【情報の発信・共有】

学校現場

実際の漁業者の取組

ニーズの把握

情報提供

魚を食材としてもっと活用してもらう
ため、小学生を対象に調理実習を
開催。魚のおいしい食べ方、料理
方法を教えている。

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、

自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断
し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成。

学校給食等の食シーンだけでなく、
魚の生態や漁業者がどのように働
いているのかもあわせて教えるほ
うがいい。

学校と地域・社会や産業界等を結びつけ、より数多くの
学校で、学校と地域・社会や産業界等とが連携・協同し
た教育活動を行う。

文部科学省ポータルサイトの活用文部科学省との連携

11



0

進捗状況

• 全国各地に、日々、魚食の普及・伝承に努めている方々がいます。この方々の活動を後押しするため、水産庁長官は、現在、全国各地の ５８名の皆様を「お魚かたり
べ」として任命しております。

• 長官任命「お魚かたりべ」は、平成25年度（２０１３年度）も、子どもたちへ魚のおいしさの伝達、一般消費者への日常的な魚食の普及など、全国各地で様々な魚食普
及活動を頑張ります。

「お魚かたりべ」活動まっぷ ２０１３（未定稿）①

４～６月

子どもやその
家族に対する
魚のおいしさ

の伝達

一般消費者
等への日常
的な魚食の

普及

７～９月 １０～１２月 １～３月

学校給食や教育の場を活用

料理教室等の活用

商品の開発・販売促進

著作やメディアを活用した魚調理の普及

料理教室等の開催

小学校等での出前授業「魚屋さんのおさかな話」（５、７、10月、富山県富山市）

（通年） ・「上手な魚食べ方」等の料理教室（不定期、富山県富山市） ・地魚クッキング教室（不定期、山口県萩市）

水産高校での鯨料理教室（６
月初旬、宮城県石巻市）

小学校での魚料理教室（７月初旬、冬、宮城県石巻市）

「親子クッキング教室」（7月下
旬～8月末、広島県広島市）

親子干物教室での指導（10
月、大阪府大阪市）

（通年） ・テレビ、新聞での地魚のPR活動（月2～4回、山口県萩市） ・「キューピー3分クッキング」における魚料理の紹介（月1回、全国）

カルチャークラブでの漁業体験（6月、7月、10月、東京都品川区、神奈川県横須賀市、神奈川県三浦市）

テレビ番組での貝食についての情報発信（4月、全国）

・保育所への出前授業、鰹節製造工場での体験学習（不定期、鹿児島県枕崎市） ・保育所でのお魚出前授業（年4回程度、大阪府大阪市） ・小学校おさかな学習会
（月1回、全国） ・地魚を使用した水産加工品の学校給食での提供（月２回、秋田県八峰町） ・高校、大学、自治体等での料理教室（年3、4回程度、大阪府大阪市）
・親子中央卸売市場教室（年3回、愛知県名古屋市） ・小学校でのお魚勉強会（時期未定、富山県魚津市内） ・小学校での海苔に関する出前授業（不定期、千葉県、
東京都） ・海から離れた小学校でのお魚学習会（月1回、東京都、神奈川県）

（通年）

・福祉施設における地魚の切り身提供（月4～5回、秋田県八峰町） ・お魚普及のための料理教室（月3回、広島県広島市） ・シニア料理教室での調理活動（年2回、大阪
府東大阪市) ・「上手な魚食べ方教室」等の料理教室（毎月不定期、富山県内） ・「Sakana-kai」（2月に一回、東京都） ・カルチャーセンターでの料理体験教室（4月～
10月、東京都各地） ・栄養士を目指す若者への調理学習会（4半期に1回、全国の大学・専門学校） ・調理実演コーナーでの魚食メニュー提案（月4～5回、全国）

東北産品販売企画「東北かけはしプロジェクト」（7月、10月、全国）

「子ども魚料理教室」（7月7日、
14日、21日、東京都江東区）

地引網体験（8月、大阪府）

小売店舗における萩
フェア（5月、東京都）

不登校の子ども向け魚料理体験学修（2学期頃、東京都豊島区）

「旅の手帖」6月号での魚料理の記事掲載（6月、全国）

おさかなの森
料理教室（5月、
大阪府大阪市）

道の駅でのブリ解体ショー・即売会（4月、大分県竹田市）

道の駅での調理・販売（7月・10月・3月、山口県萩市）

（通年）

富山県立高校での調理実習
（10～11月、富山県富山市）

・「築地市場イチ押し！すごく美味い魚」の一斉販売イベント「ととの日」（毎月10日、東京） ・アンテナショップでの地魚販売活動（不定期、山口県萩市） ・ケータリングカー
による惣菜販売（随時、北陸自動車道ＳＡ内） ・かつお節パックの頒布活動（不定期、全国） ・魚食普及料理教室（毎月3回、広島県広島市）（通年）

「さばだしラーメン」の開発支援（2～6月、宮城県石巻市）

魚料理講習（萩市内、10月下旬以降）

小学校での魚料理教室（7
～11月、長崎県長崎市）

小中学校での鯨給食（1月、長
崎県長崎市）

大学祭での「だし
教室」開催（5月、
長崎県長崎市）

石巻復興バー＠銀座
（5月～6月、東京都）
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「お魚かたりべ」活動まっぷ ２０１３（未定稿）②

４～６月

魚食に関す
る研究推進

や
講演活動

かたりべ活動
の対外発信

７～９月 １０～１２月 １～３月

水産庁HP、農林水産省フェイスブック、メールマガジン、施策情報誌「漁政の窓」、自治体広報誌等 の積極的活用

講演活動

イベント等を
活用し、国
民の魚食へ
の関心を喚

起

「お魚まつり」でのさばき方教室（５～11月、富山県）

目からウロコ～「魚
の食育」講演（５月、
愛知県豊橋市）

カツオマイスター検定（11月・3月、鹿児島県枕崎市）

・手まきごはんについて各種イベントでのPR（随時、全国のイベント会場） ・道の駅での水産物試食・販売イベント（年5回、山口県萩市） ・魚食普及シンポジウム（年2
回・東京都港区） ・「親子中央卸売市場教室」（年3日、愛知県名古屋市） ・シーフードショーでの「お魚学習会」（年2回、東京、大阪） ・地元イベントにおける地魚を利用
した鍋料理の提供（春、秋等、秋田県八峰町） ・卸売市場・道の駅のイベントでのイベントごとの調理・販売（4、7、10、3月、山口県萩市）

（通年）

Fiｓｈ－１グランプリ おさかな会議

広島市中央卸売市場「関連棟ま
つり」（10～11月、広島県広島市）

「お魚かたりべ」としての活動のＰＲの強化（有志によるＰＲバッジの作成等）（6月～）

大学特別講義「24
年度水産白書～魚
食復権の取組を中
心として～」（6月、
神奈川県藤沢市）

魚の講話（5月、大阪
府大阪市）

（通年） ・メールマガジンでの意見交流（月1回、インターネット） ・魚食普及活動ポータルサイトへの支援（随時、インターネット）

（2013年5月27日現在）

「おさかな売り方研究会」
のコーディネート（1～6
月、宮城県石巻市）

・仲卸売業者、小売業者向け講演（月３回、愛知県名古屋市） ・魚食普及シンポジウム（上半期1回、下半期1回、東京都、大阪府） ・水産コーディネーターのプロ育
成プロジェクト（5月～、宮城県石巻市） ・広島魚商協同組合青年部・活性化プロジェクト（毎月1回ほか、広島県広島市）

（通年）
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「魚の国のしあわせ」プロジェクト ２０１３年度行動計画（案）

基本方針

３．｢業界の運動｣から｢国民的な運動｣に進化させることが必要。
官民協働の水産物の消費拡大の運動として
｢魚の国のしあわせ｣プロジェクトを引き続き推進。

１．2012年度の活動は、水産関係の業界が一丸となって消費拡大に向け
た行動を起こさなければならないという
①危機感の共有
②ファストフィッシュを中心とする消費者の｢今｣の食生活の動向を踏
まえた商品の提供や売場改革

③魚食普及活動のネットワーク形成
には一定の前進があった。

２．一人あたりの魚の消費量は若干増加したものの、
各種の調査によれば
①加齢効果による消費量の増加は見込めない
②朝食、昼食、夕食すべてで魚食の頻度が低下
③｢食べる機会を増やしたい｣という積極的な意欲も低下
という状況に変わりはない(参考データ参照)。

1

資料 ２



４．具体的には、2012年度の実績を踏まえ、以下の方向で活動を展開する。
( １ ) ｢消費者に近づく｣ On the Table

例）・手軽、気軽な魚商品ファストフィッシュの開発・改良
・バリエーション (商品レシピ) の増加による魚食の習慣化
・アプローチの複層化 (食シーン、ライフスタイル、年齢別)
・立ち寄りたくなる売場、買いたくなる売場作り
・クロスマーチャンダイジングの徹底

( ２ ) ｢地域活性化 (地域循環の復活) ｣ For the Community
例）・魚を核とした地域の活性化 (観光、雇用、売上増) の枠組みを

構築する
・全国市場で流通しにくい魚の地場消費を促進する

( ３ ) ｢世界に発信｣ To the World
例）・｢魚の国のしあわせ｣を世界に発信 (輸出)

・日本の魚のイメージブランディング
・日本食ブーム、外食や食品企業の海外展開と連動
・各国の実情に即した新しい魚の食べ方の提案

( ４ ) ｢たゆまぬ努力｣｢立ち止まらない｣ By Innovation
例）・継続的に取り組む

・消費者や実需者、他の分野の知恵を取り込むことにより、
改良を重ねる

・新しい発見を提供する、視点を変える
・連携・共有することで、効果を高める

2



2013 魚の国のしあわせプロジェクト〔4つのキーワード〕

To the 
World

直売所

サンマ

スルメイカ

ブリ

マアジ

On the 
Table

For the 
Community

出前授業

料理教室

By 
Innovation

3

レシピ提案、調理サービス
食シーンの提供

地域の魚コーナー



機密性○情報 ○○限り

魚の国のしあわせを海外へ

2013 
6 7 8 9 10 11        12   1 2 3 4  

2014 

魚の国の
しあわせ大賞
シンポジウム

第６回
選定・公表

以降定期的に選定・公表

事業者の

ネットワーク
交流会

（ブランディングﾞ）

ネットワークを通じて情報共有しながら
全国各地で多彩な魚食普及活動を展開

水産物輸出アクションプランの実施

日本の魚のイメージブランディングの検討・決定

魚食の発信の
知恵比べ

商談会

魚を食卓に
（料理コンテスト）

Fish-1グランプリ
（仮称）

事業者の
ネットワーク

交流会
（品質管理）

農水省Facebook等の
積極的活用

レシピの収集
（コンテスト各社レシピの収集）

地域モデル
地域の食文化とともに、魚の消費循環を復活する

お魚かたりべ

ファストフィッシュ

実証事業

食卓でのバリエーション

地域循環の復活

５
月
31
日

「魚
の
国
の
し
あ
わ
せ
」推
進
会
議

〔イメージ〕

4

おさかな会議
2013－3



２０１３年度行動計画参考データ

魚食の危機

①加齢効果（※）による消費増は見込めない。

②朝食、昼食、夕食すべてで魚食の頻度が低下。
（「全く食べない」が朝食で55％、昼食で35％）

③「食べる機会を増やしたい」という積極的な意欲
も低下

（※）加齢効果とは、年齢の変化による需要の変化のこと。

1人当りの消費量はわずかに増加したものの･･･
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6

1人当りの消費量は若干増加したものの、肉類との差は拡大。

76.3 
77.5 76.9 

77.9 
80.2 

80.4 
82.6 

77.7 

82.9 82.5 
83.6 

94.0 

88.2 
86.7 

82.6 
84.0 

80.2 80.2 

78.5 

74.2 
72.5 72.7 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23年

肉類 魚介類

g/人日

(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011)

国民１人１日当たり魚介類と肉類の摂取量の推移

資料：厚生労働省「国民栄養調査」（平成13～14（2001～2002）年）、「国民健康・栄養調査報告」（平成15
～23（2003～2011）年）



加齢効果が消滅

・過去10年間を見ると、すべての世代で加齢効果は消滅。
・①魚食の初期値を上げる（若年層対策）、②魚食の水準を下
げない工夫（壮年以上）の両方が必要に。

7

0

20

40

60

80

100

120

140

1～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

g/人日

平成13(2001)年

平成23(2011)年

年齢階層別の1人1日当たり魚介類摂取量の推移

資料：厚生労働省「国民栄養調査」（平成13（2001）年）、
「国民健康・栄養調査報告」（平成23（2011）年）

加齢による魚介類と肉類の摂取量の変化

（g/人日） （g/人日） （g/人日）

増減分 増減率
20代 80.7 30代 60.9 -19.8 -24.5%
30代 82.1 40代 61.8 -20.3 -24.7%
40代 99.4 50代 81.6 -17.8 -17.9%
50代 120.8 60代 97.7 -23.1 -19.1%

（g/人日） （g/人日） （g/人日）

増減分 増減率
20代 101.0 30代 100.2 -0.8 -0.8%
30代 94.5 40代 99.4 4.9 5.2%
40代 84.6 50代 87.5 2.9 3.4%
50代 73.2 60代 68.8 -4.4 -6.0%

資料：厚生労働省「国民栄養調査」（平成13（2001）年）、「国民健康・栄養調査報告」（平成23（2011）年）

（参考）20gの魚介類とは、丸のサンマ（可食部）の1/6～1/5程度、サケの切り
身1/4切れ程度、かつおの刺身2～3切れ程度

魚介類摂取量の変化

平成13(2001)年 平成23(2011)年

肉類摂取量の変化

平成13(2001)年 平成23(2011)年



魚食頻度の低下

・ほぼ毎日魚介類を食べるというコアな層（10％）は健在である
ものの、週に1回以下しか食べない層が増加（13％）。

・朝食・昼食で「ほとんど・まったく食べない」人が増加。
60代の高頻度の愛好者が減少。夕食では週に２～3回程度が６割。

魚介類の喫食頻度【食場面別】

魚介料理の喫食頻度【夕食 年代別】

出典：ニッスイ ニュースリリース（2013年3月25日）
既婚女性の食生活調査「魚介料理に関する意識と実態」について

4.6% 6.7%
13.0%

45.5% 46.0%

54.9%

39.4% 29.4%

22.1%

10.5%
17.9%

10.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成９

（1997）
12

（2000）
25

（2013）

ほぼ毎日

週に4～5回位

週に2～3回位

週に1回位又は

それ以下

a ) 魚介類を食べる頻度

有効回答者数 1,018人 1,015人 882人

年

資料：農林水産省「平成9年度食料品消費モニター第2回定期調査」、
「平成12年度食料品消費モニター第3回定期調査」、「平成24年度食料・
農業・農村及び水産業・水産物に関する意識・意向調査」
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魚食を増やしたいという積極的な意欲も低下

・消費量が減少しているにもかかわらず「食べる機会を増やした
い」という者の割合は低下（肉は上昇）。

食事や食品についての意見・行動（全47項目から抜粋）

出典：ニッスイ ニュースリリース（2013年3月25日）
既婚女性の食生活調査「魚介料理に関する意識と実態」について

0.4% 0.4% 0.1%

31.0%
40.5%

51.2%

68.6%
59.1%

48.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成９

（1997）
19

（2006）
25

（2013）

1.増やしたい

2.今までどおりでよい

3.減らしたい

有効回答者数 1,019人 1,013人 882人

b ) 魚介類を食べる機会を増やしたいか

年

資料：農林水産省「平成9年度食料品消費モニター第2回定期調査」、「平成19年度食
料品消費モニター第1回定期調査結果」、「平成24年度食料・農業・農村及び水産業・
水産物に関する意識・意向調査」、
厚生労働省「国民栄養調査」（平成9（1997）年）、「国民健康・栄養調査」（平成19
（2006）年及び平成23（2011）年） 9

国民1人1日当

たり魚介類の
摂取量
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98.2g
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80.2g
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72.7g
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参考 家庭で魚介料理をもっと取り入れるために、あったらよいと思うもの

出典：ニッスイ ニュースリリース（2013年3月25日）
既婚女性の食生活調査「魚介料理に関する意識と実態」について
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