


「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  イオンリテール株式会社                    

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
弊社は、「本当においしい魚だけを食卓へ～イオンのさかな～」をスローガンに、魚食普及
に取り組みつづけております。具体的には、安心・安全且つ環境へも配慮した商品として
MSC 認証商品を 2006 年から、ASC 認証商品を 2014 年から販売しております。詳しくは弊
社 HP「イオンのさかなの取り組み。 
http://chirashi.otoku.aeonsquare.net/sp/chirashi/sakana.html をご参照ください。 
また、毎月 15 日の地域の産品を販売する地産地消「じものの日」に本州・四国のイオン全
店で「プライドフィッシュ」を販売することで、地域ごとの旬のおすすめ魚を PR する取組や地
域行政との活動を協同。 
他には、震災復興の一助として昨年より試食販売による接客を通した福島県産水産物の
販売「福島鮮魚便」を現在は東京・埼玉・宮城のイオン 10 店舗に拡大してコーナー展開を
実施しているところ。 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
①認証商品は、毎年売上が伸びている。ほぼ計画通りの推移で進行中。 

ＳＤＧｓの認知度も確実に浸透していると感じている。 
②じものの日の取り組みも、各地域のプライドフィシュと連携し、成果がでている。 
③福島鮮魚便は、毎日専任の販売員を配置し、お客さまに丁寧に説明することにより、売

上は拡大している。また、毎月関連部署を交え、成果の確認。次月度対策イベント立案
を議論している。 

 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
・弊社戦略に関しては開示致しかねます。 
 
・魚食普及の観点からは、産官学が一層の連携を図るとともに、草の根の消費者 PR を点
から面へ広げるためのマスコミ媒体も含めた協議体の発足や魚関係者以外の幅広な業態
からのヒヤリング等も検討すべきところと考える。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

・この会議自体が形骸化していることにおいて、事務局は委員に対して、この会議帯の本
来の目的を再度明確化すべき。 
 
 

  



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名   (株）イトーヨーカドー                      

◎魚食普及の取組みについて 

１． 御社（団体）のこれまでの取組 
 
・弊社店舗内クッキングサポートでの魚料理のメニュー提案 
 
・PB「顔が見えるお魚」の訴求～生産者連動でのプロモーション～ 
 
・マスコミ（報道機関）/TVCM 等での商品・売場提案 
 

・完全養殖/国際認証魚の取り扱い開始 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
・クッキング：お客様の魚料理に対する知識の少なさや肉との比較感等 
 
・PB 商品として差別化を図るのに時間と労力を使う （店へ価値伝達する事） 
 
・他社比較で「国際認証」への取組みが遅れている（感度が弱い） 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
・小売＋外食を連動した売場 （寿司＋煮魚/焼き魚） 
 
・自社での養殖事業～販売までの流通販売 (自社生産-自社販売) 
 
・自社工場（工場内製化） 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
・情報交換の場が欲しい 
 
 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

 以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  主婦連合会                              

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
水産庁水産政策審議会、（一社）マリンエコラベルジャパンの認証規格委員会、全
国水産加工品品質審査会などに出席し、水産の現状について取り上げている。 
昨年の主婦連創立 70 周年の時に、大日本水産会より鯛などの魚の提供をいただ
き、おいしいと好評だった。 
個人的には食生活改善推進員として活動し魚を使う料理を料理教室で使えるよう
にしている。 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
魚は特別な日のごちそうになりつつあると感じている。日常食卓にのるための工夫
が必要だと思う。魚のさばき方教室も開催するが、イベント的で家庭にはなかなか
定着しない。 
鯖缶の人気が高くなったが、同時に価格も上がり、スーパーの店頭には品切れが
起こる。味にも格差があり、外国産は残っているがやはり味が落ちる。 
都会のスーパーで買い物をするものにとっては魚のイメージは高く、扱いは面倒。 
料理教室で使うと材料費が高くなる。旬だから安いということもなくなったので、魚
食はますます難しい。 
流通業者との連携も必要なのではないか。 
うちの近所の魚屋は市場から仕入れていて魚種も多く、食べ方も教えてくれて、刺
身の作りもきれいでおいしかったが、閉店してしまった。 
市場法の改正もあり、消費者の手元に届くところにもっと丁寧な施策があるとい
い。 

 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
親子での料理教室は人気が高い。 
食育の面から魚の栄養、朝食で魚を食べる食習慣などを伝えていきたい。 
漁協やスーパーの魚部門と連携した取り組みができるといいと思う。 
加工品の積極的な普及。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

漁師さんのご意見やお話、直接聞いてみたいです。おいしい魚を食べられるのは海辺の人
だけというイメージです。食べるものとしての魚がなかなか身近に感じられないので。テレ
ビなどでも地元でおいいしいのはよくわかりますが、見ている方はますます高値の花です。 
捨てられる魚（食品ロス）も多いのではないですか。 
 

 

 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名        全国学校栄養士協議会                      

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組    ＜理事所属各学校での活動＞ 
①【多数】 
 ・週 1 回以上，魚介類を主菜とした料理を取り入れる。 
 ・学校給食に使用できる水産加工品について随時，検討する。 
 ・給食室前に写真を掲示したり，給食時間に実物大の写真を持って教室を回ったりする。 
②【愛媛県】 

新メニュー及び加工品の開発・・・地域食文化継承モデル事業として実施し，全県下に啓発 
③【大分県】 

中 2 で「魚料理教室」を実施・・・地域の料亭から板前を講師として招き，3 枚おろしと調理を 
実演してもらい，生徒も 1 尾ずつさばき調理する。 

④【東京都】 
 ・カツオの 1 本釣り体験・・・産地での話を伺ったり釣竿を持たせてもらったりする 
 ・八丈島のトビウオ１尾を届けてもらい，使用時に児童に見せる。 
⑤【宮城県・特別支援学校】 
 ・食べやすいようになるべく骨の少ない切り身や，骨まで食べられるような魚を使用している。 
 ・調理方法やタレを工夫し，主食や他のおかずと合うよう工夫している。 
 ・食堂の展示教材で，地元で捕れる魚を紹介している。 
⑥【奈良県】 
 ・県魚食普及協議会の「子どもおさかな料理教室」を活用し，魚を使った料理の体験を実施 

している。教科学習だけでなく，公民館活動の親子料理教室でも活用し，学校栄養士が講師 
となることもある。「柿の葉寿司」・サンマの腹を簡単にぬく方法・カミカミ体験で「剣先するめ」 
をさくことなど。 

 ・年１回，地元生産組合から，卵から孵化させた「あまご」を提供してもらい，給食時間に栄養 
士から「あまご」について講話する。 

 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
①魚料理の種類を増やしたり工夫したりするための調理機器の充実や調理技術の向上が 

必要 
・低学年は箸の使い方が上手ではなく，きれいに食べることが難しい。 
・骨を敬遠する児童生徒が多い。 
・肉料理に比べ，食べる時間がかかり時間内に食べきれない。 
・価格が高騰しており使用回数を増やすことが出来ない。また，同じ魚種しか使用できない。 

②市町相互に学校給食食材を供給できる仕組み作りが必要・・・加工方法と材料の確保が課題 
③初めてさばく生徒も多く怖がったり躊躇したりするが有意義・・・続けたいが，板前さんがお年

を召されてきたこと，魚の価格上昇が課題 
④継続して取り組める「何か」や，計画を立てたり，本物に触れること・人に触れる感動の大切 

さを感じた。 
⑤東日本大震災以降，魚が高騰し，給食で使用できる魚種が限られる。 
 ・流行のサバ缶など給食用食材としての取り扱いがなく使用できない。 
 ・冷凍の安価な切り身だと味が落ちる。 
 ・家庭でも安価で調理しやすい肉料理が多く，魚の献立はあまり好まれない。 
⑥柿の葉寿司づくりを通して，海のない県は魚を色々加工していることが理解できる。 
 ・地元でとれる魚でも活用できないものもある（鮎） 
 ・フライ等の揚げ物にすると好んで食べる傾向にある。 
 ・生魚は値段も高く，扱いが大変 

 



３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
①児童生徒が魚について理解を深める取組を考える 
 ・海がなく魚への親しみが薄いため，本物の魚やプロの料理人がさばく姿を見て，魚のことを 

もっと知れるような機会があると良い。 
③もっと地元でとれた魚を使いたい。給食を通じて魚食への理解やおいしさを広めたい。 
  大量調理に対応した商品づくりの応援など。衛生的で安定して提供してもらえるものが 

欲しい 
⑤調理法の更なる工夫と魚献立の使用回数の増加 
 ・食に関する指導で教材として取り上げる。（魚の優れた栄養や地元の特産物など） 
 ・魚特集の給食献立レシピ集を発行 
 ・家庭での魚料理アンケートを実施し，食育だより等で広報する。 
⑥教科学習と関わることで指導者及び児童生徒の意識を深めること。 
 ・川魚の加工品等を使ったメニューを給食に取り入れたい。これをたよりで紹介したり，親子給 

食で試食の機会を設けたりしたい。 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

⑤学校給食で使用する魚の切り身を手に入りやすい価格で優先的に流通していただきたい。 
 ・魚の国のしあわせプロジェクトで選定された商品を学校給食で使用できるよう優先的に紹介 

していただきたい。 
 ・魚の栄養や食の歴史など家庭へ配布できるパンフレットやリーフレットがほしい。 
 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  全国漁業協同組合連合会                  

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
・シーフード料理コンクール（2000 年度～継続） 
・漁師自慢の魚≪プライドフィッシュ≫プロジェクト（2014 年度～継続） 
・Fish-1 グランプリ（2014 年度～継続） 
・その他、食育推進全国大会、NHK ふるさとの食にっぽんの食全国大会、全調協
調理技術コンクール等に出展し、消費拡大 PR。 
・朝日おかあさん新聞を活用した消費拡大企画の連載や産経新聞等各種メディア
を活用した情報発信を実施。 
・実演販売を年 3～5 回程度実施し、消費者に直接消費拡大を PR。 
 
 
 
 

 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
・魚の旬や食べ方を知らない消費者が多いが、紹介や説明をすることで、知って頂
いただき、手に取って購入して頂く等に繋がった。 
・また、朝日お母さん新聞の読者から、「勉強になった」「子供が楽しく食べるように
なった」等の声が多数寄せられた。 
・家庭環境や住環境の変化によって、魚の食べ方や料理方法の伝承、調理の手
間、ゴミ処理等の家庭における課題が浮き彫りになってきている中、外食・中食を
含めた魚食の場を増やす取り組みが必要に思われる。しかしながら、ただ水産物
を食べさせるのではなく、おいしい水産物を食べて頂くことで、ファン(リピーター)に
なってもらうことが重要。 
 
 
 
 

 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
・プライドフィッシュや地魚等を使った“おいしい”商品の開発を行い、実消費に繋げ
ていく。 
（・バリューチェーン事業） 
 
 
 
 



◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

・ファストフィッシュの応募について、募集開始告知が水産庁 HP や関係団体からの
お知らせのみで、露出が少ないため、知られる機会が少ない。また、募集期間が 2
週間程度と短いため、応募準備が間に合わないという意見が寄せられたことがあ
った。都度、業界紙等で告知することや、水産以外のメーカーも水産加工品の開発
をおこなっているところもあるので、それらに対しても情報発信していくことで、ファ
ストフィッシュの拡充を図ってもらいたい。 
・既存のファストフィッシュ商品で、取り扱いが終了しているものや、商品名・規格等
を変更しながらも継続されている商品があるため、精査をしてもらいたい。 
 
 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名 ： （一社）全国水産卸協会                   

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
・会員企業がそれぞれに取り組む魚食普及活動について、当協会のＨＰ等を活用
し広く周知を図っています。 
・魚食普及活動に取り組む会員企業の社員等を大日本水産会が実施する「魚食普
及貢献者表彰」に推薦するなど、会員企業の取り組みを側面から支援しています。 
・全漁連等が主催する「Fish-1 グランプリ」において、一般来場者と審査員により選
出された優秀出品財に対し、全国水産卸協会会長賞を授与しています。 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
・国内漁業生産量が昭和 59 年の 1／3 にまで落ち込み、一人当たり水産物消費量
は平成 13 年から 4 割も減少する中、水産物の卸売市場経由率も昭和 55 年の 86％
から現在では 50％にまで落ち込んでいます。 
 こうした中、水産物消費の改善を図るためには、新鮮で安全な水産物を適正な価
格で安定的に消費者に供給することが重要であり、そのためには、水産改革等を
着実に推進し、漁業生産の向上を図ることが肝要と考えます。 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
・共働き世帯の増加などライフスタイルが変化し、一戸建てからマンションへなど住
環境が変化する中、水産物の消費拡大のためには、ファストフィッシュの普及等に
加え調理器具の機能向上（炊飯器等を参考）や調理残差の問題（魚の生ゴミ臭）解
決等への取り組みが必要かと思います。そのためには機械メーカー等他業種との
更なる連携強化が重要になると考えます。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

・「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動が一省庁の枠を超え、国全体としての取り
組みになるよう切に願います。（現状も国全体の取り組みとの位置付けかもしれま
せんが、その認識があまり浸透していないように思います） 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

 以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名        全国水産加工業協同組合連合会      

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
・毎年、全国水産加工品総合品質審査会を開催し、優れた加工品に対して「農林大臣賞」「水
産庁長官賞」「東京都知事賞」「大日本水産会会長賞」「本会会長賞」の他、特別賞として「ノル
ウェー王国大使賞」「オランダ王国大使賞」「カナダ大使館公使賞」「アイスランド共和国大使賞」
や、子供を持つ主婦が選ぶ「主婦大賞」、魚離れが著しいとされる若者が選ぶ「若者大賞」を授
与し、ホームページ等により広く受賞製品を紹介するとともに、受賞製品等の販路拡大を支援
している。 
・本会独自の助成事業として、会員等が実施する製品開発、販路拡大等魚食普及に資する取
組を支援している。 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
― 
 
 
 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
― 
 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
― 
 
 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  全国水産物卸組合連合会                     

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
・ 水産資源が減少傾向にある中で、日本特有の“魚食文化”を守っていく必要が 
あるとの判断から、平成１８年に毎年１０月１０日を｢ととの日｣と定め、ポスターを作
成し、全国各地の魚市場を中心に、イベントを実施してきた。 
・近年は､各市場の市場開放にあわせて、消費者等へ魚の捌き方や旬の魚のおい
しさ等の普及にを図っている。が、各市場ともマンネリ化の傾向にある。 
・東北地域の魚を積極的に取り扱う考えはあるが、小売店や消費者のニーズが少
ない。 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
・魚食普及は重要と考えるが、政府の輸出促進政策が優先してるように見受けられ
るが、国内向けの魚食普及とのバランスをどのように取って行くのかが不透明。 
 
 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
 
 
 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
 
 
 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名 全国水産物商業協同組合連合会                     

◎魚食普及の取組みについて 

１．当団体のこれまでの取組 
当団体は平成２１年５月に毎月１０日は「魚の日」と定め、ポスターを作成するな

ど魚食普及に努めてきました。具体的には、各地域や個店ごとにサービス品の 
提供に努めるなど、工夫をこらして取組みを図ってきています。 
 また、責任あるまぐろ漁業推進機構とタイアップし、毎年、１０月頃｢天然刺身まぐ
ろキャンペーン事業」を行い、全国で約２００店舗においてチラシの配布やポスター
を掲げて、持続的なまぐろ資源の有効活用について、ＰＲに努めています。 
 更には、会員（組合）ごとに、市場関係者や学校関係者と連携しながら、各地域の
実情に応じて、幼稚園生や小中学生、高校生、一般消費者を対象に出前方式の
「お魚さばき方教室」「お魚料理教室」などの名称で魚食普及に取組んでいます。 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること 
 「まちの魚屋」等で組織している団体ですが、家族経営が多く人手が限られるた
め、平日の魚食普及のイベント等に対応できない状況です。 
 魚食普及のイベントで子供達に鮮度や美味しさ、食べるまでに多くの関係者が携
わっていることなど感動を与えるのですが、近年、漁獲量も減少し価格も高く、毎日
食卓に上がるのは難しい状況となっています。特に、大衆魚と言われるサンマ、 
サバ、イカなどが高くなってきているので魚離れが懸念されます。 
 また、魚は食べる際の骨の問題や調理（さばき方）が難しく手間がかかり、食後の
後始末の問題で敬遠されてしまう。 

魚食普及のイベントはライブ感で盛り上がるのですが、遡及効果の検証が難し
く、直ぐに販売にはつながらないので理解を得ることが難しく、どの程度取組めば
良いか悩みます。 
  

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 消費者は忙しいので、調理してある揚げ物や焼き物、煮付け、刺身などが好まれ
るので、惣菜化を図る必要があります。また、高齢化社会で健康志向が強いので、
例えば、野菜と組合わせたカルパッチョなどのレシピ集や試食体験を多く展開して
はどうか。それと、お魚由来のサプリメントが多く存在するので、今後も健康をキー
ワードに魚食普及に努めるべきと思います。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 味覚は小学生までに決まるといわれており、園児や親子を対象としてイベント開
催する際に、幼児向けの教材やネタなるものが欲しい。 
 魚食レシピの情報提供。 
 魚はアニサキスによるネガティヴがイメージがあるので、ポジティブなキャンペー
ンを展開して欲しい。 
 魚食普及の補助金を末端の団体にも使用出来る施策を講じて欲しい。 
 
 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名    一般社団法人 全国スーパーマーケット協会    

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
〇機関紙、当協会主催の展示会（スーパーマーケットトレードショー）において、 

水産関連の事業者の紹介、販売の提案、等各種情報の発信 
・セルフサービス（月刊の機関紙） 
・毎年２月に開催する、B to B のスーパーマーケットの事業者をターゲットにいている 

展示会（３日間で約９万人の来場者） 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
・ 業 界 団 体 と い う 立 場 上 か ら ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト を 通 じ た 活 動 に な る の で 、 
直接的な魚食普及活動に至らない。 
 
 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
〇食育の一部として全国のスーパーマーケットで開催できる魚食普及のイベントや 

より質の高い水産事業者の情報を発信してスーパーマーケットの事業者とのマッチング
を進めることで、結果的に魚食普及のサポートになればと考えます。 

・毎年１１月に開催される Japan Fisherman’s Festival  や さかなの日（３月７日）に 
あわせた企画等 

○スーパーマーケットの鮮魚担当者や鮮魚バイヤーへの勉強会開催。 
（より質の高い水産の情報、販売方法 など） 

○スーパーマーケットのお客様への試食会の開催や旬のお魚の料理提案や実演 など。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
各団体様の活動に協力が可能であれば、何らかのアクションを起こしたいので 
その様な活動があれば事前にわかるようなしくみというか機会があればと思います。 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名   全国消費者団体連絡会                   

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
団体として魚食普及に取り組んでいることはありません。 
 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
一消費者として、手軽に食卓の一品として利用できるファストフィッシュの商品が増
えることはうれしいです。 
プロジェクトの実証事業のように、魚のことをよく知らない消費者が、スーパーなど
の店頭で魚の特長や調理の仕方、食べ方などコミュニケーションを取りながら教え
てもらえると、もっと魚を食べる機会が増えると思う。この取り組みはもっとすすめた
ほうが良いと思う。 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
新たな展開というより今行っているプロジェクトをもっと広げる（周知する）ことが必
要なのではないか。 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
 
 
 
 
 
 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  一般社団法人 大日本水産会                   

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
・児童、生徒向け「おさかな学習会」 
・魚食普及セミナー：健康機能、学校給食、アニサキス、妊婦向け、マーケッティング 
・親子お魚学習会（シーフードショー他） 
・魚食普及リーダー向けセミナー 
・栄養士・栄養士専攻学生向けセミナー、料理教室 
・おさかなメルマガの発行（月１回） 
・各種イベントでの PR など 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
・学校（の先生）が忙しすぎる。学校による出前授業への対応の温度差。 
・色々な学習会、セミナーがその場で終わり、その後の展開に結びつきにくい 
・魚食普及活動を行う講師陣の拡大、連携、レベルアップ、新規内容への取組み（例えば
アニサキスについて語れる、環境・地球温暖化、資源管理、エコラベルや SDG’ｓの質問に
答えられる） 
・学校栄養士・栄養講師との連携 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
・出前授業や一般向け魚食普及活動への財政支援 
・登録講師陣の拡大 
・魚食普及活動講師学校（まず講師が出前授業、一般向けセミナーなどで行っている授業
内容を知る。ある程度話すべき内容を現状の問題点や必要性や効果なども踏まえテーマ
を揃える。（例えば健康機能性、資源管理、環境、エコラベル、アニサキス、放射能、重金
属・水銀など） 
 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

・せっかくの「お魚かたりべ」の活用と拡大、活性化、ネットワーク化 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  一般社団法人日本スーパーマーケット協会       

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
会員への、プロジェクトの案内を行っている 
 
 
 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
なかなか消費者の認知度が上がっていないと感じている 
 
 
 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
 
 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
どうしても、魚は高い、というイメージがあるため、全体的には漸減傾向。 
そのなかでも、各事業者も刺身手巻き寿司などのハレの日対応などの工夫で拡販をしている。 
直近の水産部門は水揚げがやや回復しているものもみられ、また、アニサキスの影響減少な
どで回復傾向。 
さらなる魚の広報を希望します。 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名  (一社)日本冷凍食品協会                        

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
団体として、魚食普及について特段の活動は行っておりませんが、会員各社が魚
介類やその加工品の冷凍食品の販売を、積極的に行っております。 
 
 
 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
 
 
 
 
 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
 
 
 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
 
 
 
 
 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 



「魚の国のしあわせ」プロジェクト活動アンケート票 

 

団体（会社）名   北海道漁業協同組合連合会（北海道ぎょれん）    

◎魚食普及の取組みについて 

１．御社（団体）のこれまでの取組 
 
・宣伝販促事業 
 道産水産物の売り場確保に向けた旬や栄養面などの優位性を訴求した効果的な活動を実施（各
種イベントや催事の参加含む） 
 
・食育事業 

① 調理師や栄養士を目指す学生に対する道産水産物を訴求した食育講座の実施 
② 園児・小学生、その保護者などの若年層向けの食育講座の実施 
③ 料理教室の全国展開 

 
・食べ方提案 
 レシピブックの作成、インターネットを利用した道産水産物のレシピ訴求 
 

２．取組を通じて感じたこと・課題と感じていること（事例など） 
 
海外では和食ブームとなっている一方で国内の魚介類の消費量は年々減少傾向にあり、魚より肉
を好む人が増えている傾向にある。 
食べやすい、調理しやすい等、より身近に水産物の位置付けが必要と感じる。 

３．今後新たに展開したい取り組み（現状の壁を打破するためのアイデア） 
 
食べ方がわからない若年層が多く、食育を含め若年層に向けた水産物の PR を実施していきたい。 
 

◎魚の国のしあわせプロジェクトへの要望等 

 
 
 

 

※  今回、提出していただいたアンケート票については、推進会議当日の会議資料とす
ることを検討しております。 

※  会議の中で、各団体（企業）の出席者から、このアンケートの回答内容について、簡
単な報告をお願いする予定ですので、何卒ご協力願います。 

  

以上です。ご協力ありがとうございました！！ 


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



