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「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）

「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

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
「わたしたちのファストフィッシュ
委員会」が選定

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

「海の宝！水産女子の

元気プロジェクト」

多様な企業・団体と連携し、
水産業で活躍する女性の
姿を様々な切り口から情
報発信

2019年1月10日時点で、

１１５事業の取組が登録

2019年3月4日時点で、計20回選定

のべ６８４社
３,２８８商品を選定

2019年1月11日時点

１４２名任命

2012年8月～ 2012年8月～ 2012年10月～ 2012年11月～ 2018年～

水産業に携わる方々の存在感を高める
情報発信の取組も対象に追加

水産業の様々な現場で
活躍する女性の意見・要
望を聴きながら、具体的
な取組内容を検討

意見交換・交流フォーラム

会員の取組等の紹介・PR

イベント等の案内

プロジェクト等の提案、連携相手の募集

参加者の取組 賛同企業・団体との連携

食品・料理学校・旅行会社・漁船・
釣り具・ダイビング用品等の企業・
団体と連携した新企画、新商品の
開発や業界紙等を通じた情報発
信など

「子どもと社会の架け橋
となるポータルサイト」

「土曜学習応援団」

活動の全体像
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 実証事業は115事業、ファストフィッシュはのべ684社、お魚かたりべは142名となるなど、生産者、加
工メーカー、流通、外食、その他関連産業への取組が更に拡大。

 2012年から始めた官民協働の取組が、日常の生活へ、そして地方へと拡がりつつある。



実証事業①

 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みを行っていただき、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。

 2019年１月までに115事業の取組みが登録。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
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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、国立大学法人、
学校法人、マスコミ
等

売り場提案
20%

イベント提案
19%

メニュー・商品

提案

32%

食育活動
23%

その他
6%

生産者/団体

11

メーカー

35

卸売

19

小売り

22

外食

3

その他

25



実証事業②
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2017年度「魚の国のしあわせ」大賞【実証事業部門】

最優秀賞受賞者株式会社中部水産による模擬授業「「食べて、集める！」～魚の

「宝石」をみつけよう！～」

2018年11月に開催された第５回「Fish-1グランプリ」にて、2017年度「魚の国のしあわせ」大賞

【実証事業部門】最優秀賞受賞者の株式会社中部水産による模擬授業「「食べて、集める！」

～魚の「宝石」をみつけよう！～」をステージで実演。
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過去の魚の国のしあわせ大賞【実証事業部門】受賞団体一覧

努力賞は過去に魚の国のしあわせ大賞【実証事業部門】を受賞した者が、その取組をさらに継続・発展させたことを賞す
るものです。

賞
名 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

最
優
秀
賞

(株)マルエツ
(東京都)

八戸前沖さばブラ
ンド推進協議会

(青森県)

唐戸魚食塾
（山口県）

（株）昭和
（愛知県）

（一財）水産物市場
改善協会／日本お
さかなマイスター協

会
（東京都）

中部水産（株）
（愛知県）

優
秀
賞

甲府中央魚市
（株）

(山梨県)

ユニー（株）
(愛知県)

（株）昇公
（山梨県）

小田原さかな
普及の会

（神奈川県）

全大阪魚蛋白事
業協同組合

（大阪府）

（株）うおいち
（大阪府）

奨
励
賞

いとう漁業協同
組合

(静岡県) 東京魚商業協同組
合 青年部連合会

(東京都)

塩竃市水産振興
協議会
（宮城県）

中部水産（株）
（愛知県）

仙都魚類（株）
（宮城県）

長崎市役所
(長崎県) （株）仙台水産

（宮城県）東信水産（株）
(東京都)

努
力
賞

東信水産（株）
(東京都)

いとう漁業協同
組合

（静岡県）

（株）昇公
（山梨県）

中部水産（株）
（愛知県）

（一財）水産物市場改
善協会／日本おさか

なマイスター協会
（東京都）



実証事業団体による学校給食に向けた取組

 「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業の中でも、取組の中で考案された新たな食べ方や

未利用魚を活用したメニューが学校給食として提供されたほか、出前授業を行っている。
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【学校給食に向けた活動事例】

実施団体：横浜市中央卸売市場魚食普及推進協議会

⇒未利用魚の給食への活用とセットで子供たちへの出前授業を行う
ことで、より高い効果が望める。

○未利用魚を利用した給食メニュー○地元、横浜市の小学校での出前事業の様子



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。

 これまで20回の選定で3,288商品（うち調味料103）、のべ684社（実企業数430社）。
 使用原魚は国産が約51%と半数を占めており、外国産は約48% 。
 2018年度の原料魚は42種で、イワシ、サバ、ブリを使用した商品が多い一方、シイラ

やヒラ等を利用した商品もみられた。
 Webサイトにファストフィッシュのエクセルデータを掲載し、検索できるようにした。

国産 1,633（51.3％）
外国産 1,516（47.6％）
不明 36（ 1.1％）

使用原魚（第1回～第20回）

国産魚を使用したファストフィッシュ例（2018年度）
シーサイド・ファクトリー（株）
無添加・天然お魚の生ハム

まぐろスライス

（第2０回選定）

河辺の未来を考える会
あまごめしの素
（第20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。
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（株）サラヤ保崎商店
勝運かつ

（第20回選定）

(株)ヤイチ
麻辣ごま味噌いわし

（第20回選定）

奥田屋
天然ぶりかま旨煮

（第20回選定）



子どもが好み、家族の食卓に
並ぶ商品や食べ方

（例）
・お弁当用冷凍食品

・スナック、お菓子系商品

これまでに26商品選定

国産魚や地方独特の魚を
使用した商品や食べ方

（例）
・国産魚を使った商品

・地方独特の魚を利用した商品

これまでに82商品選定

【キッズファストフィッシュ】 【ふるさとファストフィッシュ】

ファストフィッシュ②

 2016年度から通常のファストフィッシュに加え、キッズ・ふるさとの２カテゴリーを新設。
 販売対象を明確化し、商品を手に取りやすいものとする。

福島鰹(株)
京都仕込み

京さわらの旨味だし

(株)ヤイチ
麻辣ごま味噌いわし

(株) 葵食品
かじきまぐろ生ハム風

（株）直江商店
おとうふかまぼこ
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ファストフィッシュ③

国産魚ファストフィッシュ商品コンテスト結果発表

 2018年11月、国産水産物の消費拡大を目指して「ジャパンフィッシャーマンズフェス

ティバル2018」内にて、「第6回Fish-1グランプリ」が東京 日比谷公園で開催された。

 フェスティバル全体の来場者数は4日間で約16万人、Fish‐1グランプリ開催日である

25 日は約6万人が来場。イベントでは、「地域を元気にする 国産魚ファストフィッ

シュ商品コンテスト」があり、多数来場された消費者やマスコミ報道等を通じてファス

トフィッシュの認知度向上や普及推進が図られた。

佐賀県：JF佐賀げんかい
呼子剣先いか三色しゅうまい

グランプリ

長崎県：長崎 九十九島 めぐみもん
（アクトフォー（株））

地ダコとトマトの洋風ごはん

準グランプリ

岡山：（株）長谷井商店
恵味揚げ ひら

全国水産卸協会会長賞

北海道：（株）兼由
さんまの黒酢煮

大日本水産会会長賞

香川県：三﨑丸
太郎のおみやげ（さぬき さつまライス

カレー味）―パスタ―

全国漁業協同組合連合会会長賞



ファストフィッシュの学校給食提供に向けた取組

 「魚の国のしあわせ」プロジェクトの取組の中で考案されたファストフィッシュ商品が学校給食の

材料・メニューとして提供されている。
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【学校給食へ提供された事例】

●株式会社キョーワ （所在地：香川県）

＜商品名＞

「釜揚げいりこ」：瀬戸内海の伊吹島で漁獲された
カタクチイワシを塩ゆでしたもの

地元、香川県内の小・中学校を対象に提供

⇒ ファストフィッシュは、学校給食においても、調理担当の手間を省き、
生徒に食べやすくおいしい魚を提供することが可能となっている。

〇地元紙にも紹介 〇つみれ汁として給食に提供

●小豆嶋漁業株式会社 （所在地：岩手県）

＜商品名＞

「豆乳入り鮭つみれ」、「三陸産秋刀魚つみれ」、
「さんまコロコロ」

大槌学園に納品してるほか、卸屋経由で各地に提供



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

▼地域・社会や産業側から

 講師を派遣できる

 出前授業のプログラム
を提供できる

 職場見学を受け入れら
れる

▼学校側から

 子供たちに夢を与えるこ
とができるような社会人
講師を派遣して欲しい

 実社会での経験や企業・
団体等の強みを生かし
た出前授業をして欲しい

「子どもと社会の架け橋となるポータルサイト」

（http://kakehashi.mext.go.jp/）

「企業等による教育プログラム（土曜学習応援団）」

（https://manabi‐mirai.mext.go.jp/program/index.html）

ニーズの把握

情報提供・土曜学習応援
団等への登録呼びかけ

食材としての魚に親しんでもらうため、
小学生を対象に調理実習を開催し、
魚のおいしい食べ方、料理方法を教
えている。

地域・社会や産業界等と連携した教育活動
の充実

学校給食等の食シーンだけでなく、魚
の生態や漁師をはじめ水産業界の人
たちがどのように働いているのかなど
を一緒に教えるほうがいい。

「生きる力」を育むためには、学校だけではなく、家庭や地域
など社会全体で子どもたちの教育に取り組む

学校教育を通じた魚食普及の支援①

連携

現在、「土曜学習応援団」
には大水、全漁連、JF全国
女性連等の29団体が登録

マ
ッ
チ
ン
グ

支
援

要
望

※

※ 「企業等による教育プログラム（土曜学習応援団）」については、HP（https://manabi‐mirai.mext.go.jp/program/index.html）で登録団体・出前授業等プログラム

を検索する支援のみ実施。

支援の要請 支援の提案

水産業界の取組

学校現場



学校教育を通じた魚食普及の支援②

 土曜学習応援団として、（一財）日本鯨類研究所、（一社）水産物市場改善協会及び石川県漁

業協同組合などによる出前授業が実施され、子どもたちにとっては普段あまり興味がなかった

海や水産物について関心度が高まった。

 このほか、（一財）水産物市場改善協会では、旬の魚を使ったクッキング体験教室を実施して、

魚の捌き方等を通じて、調理の楽しさはもちろん、魚の骨や体の仕組みや命の大切さについ

て学ぶ貴重な機会となった。

【土曜学習応援団による出前事業などの主な事例】

内容：魚には骨がある
対象：小学４年生～中学生

内容：クジラの生態や大きさについて
対象：小学生全学年
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（一財）日本鯨類研究所 石川県漁業協同組合（一財）水産物市場改善協会

内容：旬のさかなクッキング教室
対象：中学生～高校生

内容：金沢の漁業や地魚の特徴
対象：小学５年生～



「お魚かたりべ」の活動①

2018年度の活動の一例

小学校お魚出前授業
（石川県）

お魚さばき方・料理教室（兵庫県）

小学校ちくわ教室（愛知県）

子供体験交流会講師
（新潟県）

お魚講座講師（岡山県）
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お魚教室講師（鳥取県）

 全国で「お魚かたりべ」が魚食に関する講演活動、

各種イベントを活用した魚食への関心を喚起する取組

を展開しています。

 現在、142名の方が登録されています。

展示販売指導（大分県）駅前ライブ（千葉県）

魚食普及ﾘｰﾀﾞｰ向けｾﾐﾅｰ講師
（愛知県）
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「お魚かたりべ」の活動②

出前授業講師（兵庫県）

飲食店従業員研修講師
（愛知県）

浜文化伝道師向け
ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座（山形県）

子供向け料理教室講師
（鹿児島県屋久島町）

調理師学校講師（東京都）

小学校料理教室の講師
（宮城県）

水産練り製品講演会（東京都）

小学校出前授業講師
（神奈川県）

小学校出前講座の講師（兵庫県）

2018年度の活動の一例

料理教室講師（大阪府）



Ｆｉｓｈ‐１グランプリとの連携の強化

 2018年11月25日に東京都千代田区日比谷公園で、全漁連の主催の「第6回Fish-1グランプリ

（2018年度）」（後援：水産庁等）が開催。

 今まで行っていた「国産魚ファストフィッシュ商品コンテスト」や、第5回に引き続き、実証事業団

体によるステージでの模擬授業「「食べて、集める！」～魚の「宝石」をみつけよう！～」の実演

が行われた他、「魚の国のしあわせ」プロジェクトとしてブースを設け、ファストフィッシュのサン

プル商品の展示。
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ブースの出展

・ファストフィッシュ選
定商品のＰＲ（サンプ
ル商品の展示や試食
等）

・ 2017年度「魚の国のしあ
わせ」大賞【実証事業部門】
最優秀賞受賞の中部水産
（株）による「食べて、集め
る！」～魚の「宝石」をみつ
けよう！～の実演

国産魚ファストフィッ
シュ商品コンテスト

実証事業団体によ
るステージでの実演

・グランプリを受賞した

JF佐賀げんかいの
「呼子剣先いか
三色しゅうまい」



➢ ロゴマーク決定

➢ 水産女子メンバーの拡大

漁業・水産業の現場で働く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・団体等の技術・ノウハウ・アイデア等と結び
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

１６名 3９名

➢ 企業参加

発足時
（平成30年11月）

現在
（令和元年7月末）

➢ 水産女子ホームページ開設

➢ 水産女子Facebook開設

➢ 第1回推進会議開催（平成30年11月16日）
➢ 第2回推進会議開催（令和元年6月7日）

情報発信

海の宝！水産女子の元気プロジェクト

漁業・水産業の現場で働く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・団体等の技術・ノウハウ・アイデア等と結び
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

➢ プロジェクト名称の一般公募・決定


