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Ⅰ はじめに 
 
（東北経済産業局のこれまでの取組） 

東⽇本⼤震災は三陸地域の産業に甚⼤な被害を及ぼしたが、震災後８年が経過する中
で、⽔産加⼯事業者の施設・設備や三陸地域の港湾・交通網等の復旧は相当程度進んで
いる。東北経済産業局では、中⼩企業等グループ施設等復旧整備補助事業（以下、グル
ープ補助⾦）などの⽀援制度を⽤いて、三陸地域をはじめ、被災地域の復旧及び復興を
推進してきた。 

しかし、グループ補助⾦アンケート調査によると、⽔産・⾷品加⼯業は震災前よりも
売上が減少している事業者が７割を占める結果となり、他産業と⽐べて売上回復に⾄っ
ていない事業者の割合が⾼い状況が⾒られる。 

東北経済産業局では、売上回復に向けて、平成 26 年より「⽔産加⼯等海外展開⽀援プ
ロジェクトチーム」を結成、事業者ヒアリングや新商品開発、アジア地域への輸出をは
じめとする販路開拓⽀援を積極的に実施してきた。また、平成 27 年から国、県、経済団
体などと連携し、「⽔産加⼯業を主体とした被災地における地域活性化研究会」で地域経
済の活性化⽅策の研究を進め、平成 28 年に「三陸地域⽔産加⼯業等振興推進協議会（以
下、協議会）」を設置し、三陸ブランドの価値向上に向けたビジョンの検討などを進めて
きた。また、関連事業者、有識者等からなる「三陸ブランド検討委員会（以下、委員会）」
を設置し、三陸地域となってブランド⼒を⾼めるための具体的なビジョンの検討などを
検討した。委員会の結果、三陸ブランド価値向上に向け「『ＳＡＮＲＩＫＵ／三陸』を世
界トップの⽔産ブランドにする」をスローガン（⽬的）とし、「世界で最も豊かな海（世
界三⼤漁場、リアス式海岸）」×「誇り⾼い⼈々」⇒「世界最⾼の⽔産⾷品」を三陸ブラ
ンドの提供価値（ブランドコンセプト）と定義づけた。 

 
（東北⼤学の取組） 

東北⼤学では平成 26 年から 28 年にかけて東⽇本を中⼼に⽔産加⼯事業者など延べ 60
社に対するヒアリング調査を実施し、事業のきっかけ、課題への対応、成功の要因など
を把握し、⽔産加⼯業における主要な課題と対応策を整理した。平成 28 年から「東北発
⽔産業イノベーションプロジェクト」として、⽔産加⼯業を中⼼とした新たなビジネス
モデルと政策に関する調査研究、アクションおよびその検証をテーマに活動を進めてい
る。 

 
（三陸地域の⽔産加⼯事業者を取り巻く競争環境） 

三陸地域の⽔産加⼯事業者の売上が震災前の状況まで回復していない理由として、三
陸地域における主要⿂種の漁獲量がこの 10 年で⼤きく減少するなど⿂種交代の影響が
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あること、⽔産加⼯業に従事する労働⼒の確保が難しいこと、輸送コストが増⼤してい
ること、消費者ニーズにあった商品開発が進まないことなどの原因があると予測される
ものの、その実態を把握する網羅的な調査や統計資料が整理されていない状況がある。 

 
（本事業での取組） 

そのような背景を踏まえ、本年度は、東北⼤学地域イノベーション研究センターと連
携し、三陸地域の⽔産加⼯業を取り巻く経済環境の把握・分析、三陸地域の⽔産加⼯業
の実態把握のためのアンケート調査、並びにヒアリング調査、そして、他地域の事例調
査等を通して、三陸地域の⽔産加⼯業等の再⽣・競争⼒強化に向けた⽅向性、具体的な
取組みについて検討・提⾔することを⽬的に事業を実施した。また、三陸地域の３県（⻘
森、岩⼿、宮城）の⽔産加⼯事業者、⽔産加⼯業者を⽀援する有識者、団体、県、東北⼤
学地域イノベーション研究センター、経済団体等から構成される調査委員会を設置し、
委員会を延べ３回開催し、調査結果や提⾔について検討を⾏った。 

 
（本事業の成果） 

本事業を通して、三陸地域の⽔産加⼯業等を取り巻く弱み・脅威を⾒ると、国内市場
は⾮常に厳しい競争環境にあることが⾒えてきた⼀⽅で、強み・機会を⾒ると、⽔産加
⼯品の海外市場が拡⼤していること、「和⾷ブーム」に代表される海外の⽇本⾷ブームが
起きていること、農林⽔産物の輸出拡⼤政策といった追い⾵が吹いていることなど、世
界を⾒据えたビジネスチャンスがあることが⾒えてきた。また、他地域の事例調査、並
びに三陸地域の事例調査から、個社の強みや企業価値を活かした経営戦略のもと、関連
事業者との連携を図り、国内外の市場ニーズを踏まえた差別化、商品化を進め、売上拡
⼤を図っている企業の存在が明らかとなった。 

他⽅、三陸地域の⽔産加⼯事業者へのアンケート調査から、個社が現状の課題、対応
策について念頭にあるものの、具体的なアクションに結び付いてない状況が明らかとな
った。 

 
（今後の取組） 

このような状況を踏まえ、本報告書は、三陸地域の⽔産加⼯業等の再⽣・競争⼒強化
に向けて、⽬指すべき姿、それを実現するための具体的な対応、具体的な取組みを実践
の場の設置、そして具体的なアクションテーマの例という形で提⾔した。 

特に、具体的な取組みを実践する場として、やる気のある事業者がイノベーションの
ノウハウを学習し、事業者同⼠で共有できる場、そして、⾃ら課題を克服するために、
漁業者、ＩＴ業者、運送業者、設備メーカーなどの様々な関係者と連携し、主体的に具
体的な取組みを探索・実践できる場、そして活動を⽀援するプロモーターといった⼈材
の必要性について詳細を⽰した。この場は来年度以降、実際に⽴ち上げ、実践に移⾏す
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る予定である。この取組みはこれまで開催されてきた勉強会、研究会とは異なり、やる
気のある事業者に対象を限定した実践をバックアップする仕組みである。 

 
（三陸地域の⽔産加⼯事業者への期待） 

三陸地域の⽔産加⼯事業者におかれては、このような実践的で成果を出すことを前提
とした新たな仕組みを活⽤し、現状の閉塞感から脱却して新たな可能性にチャレンジし
て貰い、⾃社の⽣き残りの活動を実践して貰うこと、ひいてはキーマンとして地域の⽔
産加⼯業を牽引することを期待する。 
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本調査のために設置した委員会及び活動の概要 

 
１．委員等名簿（順不同、代理出席委員を除く） 
 
（委員⻑） 
  藤本 雅彦  東北⼤学⼤学院経済学研究科地域イノベーション研究センター 

センター⻑／教授 
（副委員⻑） 
  ⼩林 徳光  宮城県東部地⽅振興事務所⻑ 
  蘆⽥ 和也  東北経済産業局地域経済部⻑ 
（委員） 
  阿部 泰浩  株式会社阿部⻑商店 代表取締役 
  髙⽥ 慎司  株式会社ヤマナカ 代表取締役 
  清⽔ 敏也  株式会社⼋葉⽔産 代表取締役 
  野⽥ ⼀夫  株式会社⼋⼾⽸詰 代表取締役社⻑ 
  ⾦井  毅  株式会社電通ビジネス・ディベロップメント＆アクティベーション局  
                        グロース事業開発部 ディレクター 
  ⼟合 和樹  株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング  
                              取締役 海外事業部⻑ 
  権  奇哲  東北⼤学⼤学院経済学研究科地域イノベーション研究センター 

         教授／統括プロデューサー 
（オブザーバー） 
  ⽣駒  潔  ⽔産庁加⼯流通課 課⻑補佐 
  松坂  洋  ⻘森県農林⽔産部⽔産局⽔産振興課 課⻑ 
  阿部美登利  岩⼿県商⼯労働観光部産業経済交流課 課⻑ 
  阿部 孝弘  岩⼿県農林⽔産部⽔産振興課 特命課⻑ 
  但⽊ 伸⾏  宮城県農林⽔産部⽔産業振興課流通加⼯班 課⻑補佐（班⻑） 
  佐藤 充昭  仙台商⼯会議所中⼩企業⽀援部 部⻑ 
  ⼤久 英朗  仙台商⼯会議所中⼩企業⽀援部経営⽀援グループ 課⻑ 
  冨澤 ⾠治  東北⼤学⼤学院経済学研究科地域イノベーション研究センター 

         地域連携推進コーディネーター 
 
（事務局） 
  油川 ⼀義  東北経済産業局地域経済部東⽇本⼤震災復興推進室 室⻑ 
  酒井原啓⼈  東北経済産業局地域経済部東⽇本⼤震災復興推進室 室⻑補佐 
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  ⽩岩 俊典  東北経済産業局地域経済部東⽇本⼤震災復興推進室 室⻑補佐 
  安倍 優⾹  東北経済産業局地域経済部東⽇本⼤震災復興推進室 係⻑ 
  下⼭⽥幸正  東北経済産業局地域経済部東⽇本⼤震災復興推進室 係員 
 
（事務局／請負先） 
  松⾕ 宏之  株式会社流通研究所 主任研究員 
  ⼤池 峻悟  株式会社流通研究所 副主任研究員 
  廣瀬 敦⼠  株式会社流通研究所 研究アシスタント 
   
 
２．委員会開催履歴 
 
・第１回⽬ 
 ⽇時：平成３０年 ９⽉１８⽇（⽕）１４：３０〜１７：００ 
 場所：東北経済産業局５階ＡＢ会議室 
 
・第２回⽬ 
 平成３０年１２⽉ ３⽇（⽉）１４：００〜１７：００ 
 場所：東北経済産業局５階ＡＢ会議室 
 
・第３回⽬ 
 平成３１年 ２⽉ ６⽇（⽔）１５：００〜１７：３０ 
 場所：東北経済産業局５階ＡＢ会議室 
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Ⅱ 現状分析 
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三陸地域を取り巻く現状分析（サマリー） 
〜業界全体・三陸特有の⼆つの観点から「弱み・脅威」「強み・機会」を分析〜 

 
本調査では、三陸地域の⽔産加⼯業者等の競争⼒強化に向けた取組を論ずるにあたり、最

初に、これらを取り巻く環境について最新の情報の整理・現状分析を⾏った。現状分析は、
「業界全体」「三陸特有」の⼆つの側⾯について、「弱み・脅威」「強み・機会」の⼆つの観点
から整理することとした。 

なお、これらの分析にあたっては、各種公表資料のほか、本事業で実施した各種調査（三
陸地域の⽔産加⼯業を取り巻く経済環境の把握・分析、三陸地域の⽔産加⼯業の実態把握の
ためのアンケート調査、並びにヒアリング調査、そして、他地域の事例調査等）の結果も参
考としている。これらの分析の整理結果を図表１に⽰す。 

 
【図表１ 三陸地域を取り巻く現状分析】 
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（１）弱み・脅威 
 
 ① 業界共通 

  

１）原料の確保（ｐ１４～） 

・⽇本の漁業・養殖業⽣産量は、１９８４年のピーク時から２０１６年にかけて 
 ７割近く減少 
・⼀⽅、世界の漁業・養殖業の⽣産量は、１９８０年代後半から⼤きく２０１６年 
 にかけて、倍以上増加。特に、内⽔⾯・海⾯養殖業の⽣産量が急増 
・⼀⼈当たりの⾷⽤⿂介類供給量もここ１０年間で約４割近く増加 
・⼈⼝増加とともに今後も⾼値傾向で推移し世界的な⾷⽤⽔産物の需要増加に伴う 
 原料の輸⼊環境が年々厳しさを増している 
 

  ２）労働力の不足（ｐ１６～） 

 ・⻘森、岩⼿、宮城の被災県における平成２７年を基準とした３０年後の⼈⼝は 
  約３割減、⽣産年齢⼈⼝は４割以上減少 
 ・本調査によるアンケートでも、６割以上の⽔産加⼯業者が『⼈⼿不⾜』と回答、 
  特に加⼯員不⾜の⽔産加⼯業者は９割近くにのぼる 
 ・経営マネジメントに必要な管理職、商品開発や品質管理などに不可⽋な技術職も 
  回答者の３割から４割が不⾜していると回答 
 ・⼀⽅、外国⼈技能実習制度を活⽤した受⼊れが進展、東北管内で実習⽣の受⼊れ 
  を⾏っている６６の組合のうち半数が⽔産加⼯業者向けの受⼊れを⾏っている 
 

  ３）輸送コストの拡大（ｐ１９～） 

 ・１９９０年〜２０１５年にかけて物流件数が約９００万件も増加 
 ・ドライバーの年間平均労働時間も全産業平均に⽐して約４００時間も超過 
 ・平成３１年４⽉から改善告⽰基準によりドライバーの労働時間が厳しく制限 
 ・都道府県間の営業⽤トラックの物流時間では積替の多い九州⽅⾯への時間が増加 
 ・これらを背景に、トラックドライバーの有効求⼈倍率は全産業平均の約２倍 

   
  ４）国内市場の縮小（ｐ２２～） 

・⾷⽤⿂介類の１⼈あたりの１年間の消費量は、平成１３年の４０．２㎏をピークに 
 減り続け、平成２８年には２４．６㎏と約４０％減まで落ち込んでいる 
・⼀⽅、⾷⾁の消費量は平成２２年に逆転し、平成２８年には３１．６kg まで伸⻑ 
・深刻な⿂離れが進んでいる 

  
 ５）食の安全安心意識の高まり（ｐ２４～） 

・平成３０年６⽉１３⽇に⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律が公布され、ＨＡＣＣ 
  Ｐに沿った衛⽣管理の制度化がされた。 



 

10 
 

・今回の法改正ではＨＡＣＣＰの認証取得は求められていないが、全ての⾷品等事業 
  者（⾷品の製造、加⼯、調理、販売等）が衛⽣管理計画の作成を求められることと 
  なった 

・５０⼈未満の⽐較的⼩規模な事業所においても業界団体が作成する⼿引書に基づ 
  く対応をもとめられることとなっている 

・国内のスーパーでは、来年度からこうした取組を⾏っている事業者以外との取引は 
  ⾏わないとの動きも出始めている 

 
 ② 三陸地域特有 

 

  １）東日本大震災の影響（ｐ２７～） 

   ・１０年前を基準とした直近期の売上は、約半数の事業者が減少している 
   ・⼤きく売上を減らしている事業者の割合は減少しているが、１０％〜６０％減少し 
    ている事業者の割合は５年前からほぼ変わっていない 
   ・⼀⽅、４０％以上増加したと回答している事業者の割合は震災直後の４％から⼤き 
    く増加、また、１００％以上増加している事業者は震災直後の４．５倍となってお 
    り、企業による回復の差が顕著になっている 
 
  ２）原料の確保（ｐ３０～） 

   ・三陸地域の海⾯漁業・養殖業の⽣産量の減少率は全国を上回る勢い 
   ・その⼀⽅、産出額は⼀定程度あり原料単価が上昇していることが推察される 
   ・主要⿂種（スルメイカ、サンマ、かつお、サケ類）の漁獲量は減少傾向にある⼀⽅、 
    マイワシなどの漁獲量は急増しており⿂種交替の影響が⾒て取れる 
   ・⾙毒による出荷⾃主規制のほかサバ、サンマだけでなく特にカツオにおいてアニサ 
    キスを原因とする⾷中毒が発⽣し、消費・価格に影響が出ている 
 
  ３）市場ニーズの変化への対応（ｐ３３～） 

・  ・中⾷の需要が拡⼤しており、既にコンビニではスーパーの⼆倍の市場規模がある 
   ・スーパーでも惣菜の利益率が最も⾼く⽔産は⾷品系の中で唯⼀ SKU 率が低下 
   ・⽔産加⼯品の品⽬別年間⽀出額は総じて減る傾向にあるが、サバ⽸など⽸詰だけな 
    く⾵味調味料・つゆ・たれなどは⽀出が増えているものもある。 
   ・三陸の⽔産加⼯業者の中には⼤⼿⽔産加⼯業者と連携して⼯場を建設し、⼤⼿経由 
    でコンビニの惣菜やレジ横の揚げ物などに受注を図っている企業もある 
   ・三陸地域の⽔産加⼯業者においては、こうした市場ニーズへの対応した商品 
    開発⼒の向上が⼤きな課題となっている。 
 
  ４）規模効果の縮小（ｐ３７～） 

・三陸地域の⽔産加⼯事業者数が減少しており、事業者集積度が低下している。 
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・これにより⽔産加⼯業の低次加⼯や選別などを⾏ってきた下請け構造にも変化が 
 出てきている動きもみられる 
・物流網においては、ドライバー不⾜などのなか、これまで⽔産加⼯業の配送を⽀え 

  てきた｢個建｣が減ってきており、配送コストが⼤きな課題になっている。 
 

  ５）輸入停止措置（ｐ３９～） 
   ・東⽇本⼤震災から８年が経過するが、三陸地域において、⽇本の⽔産物の輸出実績 
    の多い中国や韓国の⽔産物輸⼊停⽌が続いており⼤きな機会損失になっている 
   ・また、⽔産物だけでなく⽔産加⼯品にも影響が出ている。 
 

（２）強み・機会 
 

 ① 業界共通 

 

  １）海外市場の拡大（ｐ４１～） 

 ・東南アジアの⽣活⽔準の向上における⾷⽤⿂介類消費量が増加している。 
 ・欧州における健康志向や環境に優しい⾷品への意識変化における⾷⽤⿂介類の 
  消費量が増加している。 
 ・イスラム圏の⽔産加⼯品の需要拡⼤の可能性が注⽬されている。 
 

  ２）インバウンド、「和食ブーム」（ｐ４４～） 

   ・訪⽇外国⼈旅⾏者数が急増、東北では⻘森、岩⼿、宮城の三陸３県が軒並み⼤幅増 
   ・国別に⾒ると、台湾・中国などからの伸びが著しい 
   ・⽇本⾷は、外国⼈の好きな外国料理の１位になるなど⾼い⼈気 
   ・これに合わせて海外での⽇本⾷レストランも増加 
   ・⽇本の⾷品輸出額と訪⽇外国⼈観光客数の国別の相関関係をみると、上位７カ国 
    はほぼ⼀致。訪⽇外国⼈客の取り込みを図ることで、海外での⽇本⾷の消費に繋げ 
    ることができると考えられる 
 
  ３）国際的なサステナビリティへの潮流（ｐ４８～） 

 ・世界的に⽔産エコラベル認証取得に向けた取組の必要性が⾼まっている。 
 ・ＡＳＣやＭＳＣ認証以外にもシーフードウォッチなど新たなサステナブルプロ 
  グラムも出てきている 
 ・ＡＳＣやＭＳＣに対応している漁業は国内でも１０件にも満たないが、うち宮城県  
  の漁業者がうち３つを取得している 
 ・⼤⼿スーパーでは既にＡＳＣ、ＭＳＣ認証取得の海外製品を店頭に並べている 
 ・中東などのスーパーでも既に多くのＡＳＣ、ＭＳＣ認証商品が並んでいる 
 ・東京オリンピックでの⽔産物⾷材の調達もこうしたサステナビリティに準拠した 

 ものとされている 
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  ４）輸出環境の発達（ｐ５２～） 

・原発事故による輸出規制は、事故後に規制措置をした国の半数以上が既に完全撤廃 
  しているほか、⽔産加⼯品については⼀部の国を除いて放射性物質検査証明や産地 
  証明があればほぼ輸出可能な状態に回復している 

・輸送に不可⽋な鮮度保持技術については様々な取組が進んでおり農⽔省やＪＥＴ 
  ＲＯからも事例紹介などが積極的に⾏われており⺠間の取組を後押ししている 
 ・三陸地域の⽔産加⼯業者の中にも独⾃の鮮度保持技術を取り⼊れているほか、沖縄 
  ハブを積極的に活⽤した東南アジアへの輸送技術の短縮化に取り組む動きが活発   
  化している。 
 

５）農林水産物の輸出拡大政策（ｐ５５～） 

・２０２０年の国内農林⽔産物の輸出額１兆円の⽬標に向けて国を挙げた国産農林 
 ⽔産物の輸出拡⼤政策が推進されている。 

・平成３１年２⽉のＥＵとのＥＰＡ発効により⽔産品等は輸出重点品⽬となってお  
 り関税の即時撤廃による輸出の拡⼤が期待される 

 
  ６）ＩＣＴの活用による生産性向上の可能性（ｐ５７～） 

・  ・漁業・養殖業、⽔産加⼯業において ICT 等技術の開発・活⽤が進んでいる。 
   ・仙台の IT 関連会社と連携した海洋観測ブイを活⽤した養殖業での⽔温や塩分の監 
    視、東北⼤学と⼤⼿⽔産加⼯会社が連携した⽣産ラインを撮影したカメラ画像を 
    AI によって診断する技術の開発などが進んでいる 
   ・このほかにも AI 技術を活⽤した事務部⾨の効率化、倉庫のシェアリング、⽔産加 
    ⼯業等販路回復取組⽀援事業を活⽤し様々な省⼒化設備なども進んでいる 
 

７）漁業法の改正（ｐ６０～） 

・平成３０年１２⽉に漁業法の改正が成⽴。７０年振りの抜本的な改正となった 
・資源管理については、科学的根拠に基づく資源評価と漁獲可能量による管理を⾏うな 
 ど世界的なサステイナブルの潮流に沿った形になっている 
・また、漁業許可制度の⾒直しも⾏われ、養殖・定置の漁業権は既存の事業者の継続利  
 ⽤を優先としつつも地域⽔産業の発展に最も寄与する者に免許することが可能にな 
 るなど新規参⼊に⼀定の⾨⼾を開いた形となっている 
・こうした動きを⾒据えて、三陸地域でもサーモンなどの養殖に向けた動きが活発化し 
 ている。 
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 ② 三陸特有 

 

  １）世界で最も豊かな漁場（ｐ６３～） 

・三陸地域は世界三⼤漁場となっており、多様な⿂種に恵まれた良好な漁場である 
・リアス式海岸が⼭側から流れ込む⽔が汽⽔域を形成し養殖業の発展に寄与している 

 
２）水産関連事業者の集積（ｐ６５～） 

  ・全国に１３しかない特定第三種漁港のうち４港は三陸沖に⾯している 
  ・２０１７年の⽔揚量・額とも全国１０位以内に三陸沖から３港がランキング 
  ・⽣鮮冷凍⽔産物においては全国の約２２％、冷凍⾷品や塩蔵品などの⽔産加⼯品では 
   全国の約２０％程度を⻘森・岩⼿・宮城が占めている 
  ・三陸地域には平成２８年現在で５５０を超える業者が集積している 
  ・主要漁港では、物流拠点など関連事業者の⽴地が進んでいる 
 

３）インフラの充実（ｐ６８～） 

・震災で壊滅的な被害を受けた港湾や交通網の整備が進み、東北管内港湾の総取扱貨物 
 量は震災以前よりも⾼い⽔準で推移している 

 
  ４）加工環境の充実（ｐ７０～） 

  ・他地域と⽐較しても三陸地域の⾼度衛⽣管理施設の整備は進んでいる。 
  ・最新の加⼯設備の導⼊も進んでおり、様々な⽔産加⼯品の開発が期待される。 
 

   



 

14 
 

１ 三陸地域を取り巻く競争環境（弱み・脅威） 
 

（１）業界共通 
①原料の確保（資料編ｐ２～） 

 ⽇本の漁業・養殖業⽣産量は、１９８４年のピーク時から２０１６年にかけて７割近
く減少 

 ⼀⽅、世界の漁業・養殖業の⽣産量は、１９８０年代後半から⼤きく２０１６年にか
けて倍以上増加。特に、内⽔⾯・海⾯養殖業の⽣産量が急増 

 ⼀⼈当たりの⾷⽤⿂介類供給量もここ１０年間で約４割近く増加 
 ⼈⼝増加とともに今後も⾼値傾向で推移し世界的な⾷⽤⽔産物の需要増加に伴う原料

の輸⼊環境が年々厳しさを増している 
 
⽇本の漁業・養殖業の⽣産量は、1984 年をピークに減少傾向となっている。2016 年の

⽣産量は、海⾯漁業 3,264 千トン、海⾯養殖業 1,033 千トン、内⽔⾯養殖業 35 千トンとな
っており、海⾯養殖業については、1990 年代以降横ばい傾向、内⽔⾯養殖業は、1990 年
代に減少し、現在は横ばい傾向となっている。 
 

【図表１ ⽇本の漁業・養殖業⽣産量の推移】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 
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⼀⽅で、世界の漁業・養殖業の⽣産量は年々増加しており、2016 年の漁業・養殖業⽣産
量は 2 億 224 万トンとなっている。 

内⽔⾯・海⾯とも漁船漁業の⽣産量が 1980 年代後半から約 9,200 万トンで安定的に推移
している⼀⽅で、海⾯及び内⽔⾯を合わせた養殖業の⽣産量が 1990 年代以降急速に増加し
ており、世界全体の⽣産量を押し上げる結果となっている。 

サケ・マスの養殖業においては、ノルウェーやチリがサーモン養殖業の産業化に成功して
おり世界全体の⽣産量の６割以上を占める（資料編ｐ６【サケ・マス類の養殖⽣産量の推移】
参照）ほか、ノルウェーは養殖サーモンの⽣産量を 2050 年までに現在の年間 130 万トンか
ら 500 万トンに引き上げる計画があるなど世界の養殖業の競争⼒が⾼まっている。 
 

【図表２ 世界の漁業・養殖業⽣産量の推移】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 

 
⼈⼝の増加に伴い⾷⽤として使⽤される量も年々増加しており（資料編ｐ４【世界の漁業

総⽣産量における⾷⽤と⾮⾷⽤の】参照）、⾷⽤⿂介類の供給量は 2006 年〜2016 年にかけ
て 35％以上伸⻑している。これにあわせるように、世界の⽔産物価格の推移についても、
2004 年以降上昇傾向（資料編ｐ5【世界の⽔産物価格の推移】参照）となっている。アフリ
カをはじめ世界的に需要が増加しているサバでは、ノルウェーを含む北東⼤⻄洋８カ国の
海域の資源量がここ７年間で約半減し MSC 認証が停⽌されるなど、⽇本がこれまで輸⼊に
⼤きく依存している⿂種にも漁獲制限の動きが出てきているものもある。 

経済協⼒開発機構（OECD）及び世界⾷糧機構（FAO）の予測によれば、2026 年までの
価格についても総じて⾼値で推移するとされており、⼈⼝増加とともに今後も世界的な⾷
⽤⽔産物の需要増加は続くものと考えられる。 
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②労働力の不足（資料編ｐ８～） 

 ⻘森、岩⼿、宮城の被災県における平成２７年を基準とした３０年後の⼈⼝は約３割
減、⽣産年齢⼈⼝は４割以上減少 

 本調査によるアンケートでも、６割以上の⽔産加⼯業者が『⼈⼿不⾜』と回答、特に
加⼯員不⾜の⽔産加⼯業者は９割近くにのぼる 

 経営マネジメントに必要な管理職、商品開発や品質管理などに不可⽋な技術職も回答
者の３割から４割が不⾜していると回答 

 ⼀⽅、外国⼈技能実習制度を活⽤した受⼊れが進展、東北管内で実習⽣の受⼊れを⾏
っている６６の組合のうち半数が⽔産加⼯業者向けの受⼊れを⾏っている 
 

⽇本国内では、少⼦⾼齢化が問題となっており、⽇本の⼈⼝は、1990 年代後半から減少
傾向にある。2016 年の⼈⼝は、12,693 万⼈であったが、2065 年の⼈⼝推計では、8,808 万
⼈まで減少、⽣産年齢⼈⼝についても、4,529 万⼈（51.4％）まで減少することが予想され
ている。 

⻘森・岩⼿・宮城の三陸地域でも同様であり、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所が発表した
『⽇本の地域将来推計⼈⼝（平成 30（2018）年推計）』によれば、2015 年（平成 27 年）を
100 とした 30 年後の 2045 年（平成 57 年）の３県の平均指数は約 71.7 であり、約３割も
⼈⼝が減ることが予測されている。 

 
【図表３ 都道府県別総⼈⼝と指数】 

 
資料：国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所『⽇本の地域将来推計⼈⼝（平成 30（2018）年推計』 

より東北経済局作成 
 ⽣産年齢⼈⼝の落ち込みは更に顕著であり、３県平均の同指数は約 57.6 と全国平均 
に⽐して著しい落ち込みである。 
 

 

 

 

表Ⅱ-1 都道府県別総人口と指数（平成27（2015）年＝100）

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025）

平成42年
（2030）

平成47年
（2035）

平成52年
（2040）

平成57年
（2045）

平成42年
（2030）

平成57年
（2045）

全 国 127,095 125,325 122,544 119,125 115,216 110,919 106,421 93.7 83.7

北 海 道 5,382 5,217 5,017 4,792 4,546 4,280 4,005 89.0 74.4
⻘ 森 県 1,308 1,236 1,157 1,076 994 909 824 82.3 63.0
岩 ⼿ 県 1,280 1,224 1,162 1,096 1,029 958 885 85.7 69.1
宮 城 県 2,334 2,296 2,227 2,144 2,046 1,933 1,809 91.8 77.5
秋 田 県 1,023 956 885 814 744 673 602 79.6 58.8

山 形 県 1,124 1,072 1,016 957 897 834 768 85.2 68.4

福 島 県 1,914 1,828 1,733 1,635 1,534 1,426 1,315 85.4 68.7

減少県 39 42 45 45 47 47 47

注1) 指数とは、平成27（2015）年の総人口を100としたときの総人口の値のこと。

注2) 減少県とは、5年前より総人口が減少した都道府県の数のこと。

指数（平成27(2015)年＝100）総人口（1,000人）

地 域



 

17 
 

【図表４ 都道府県別 15-64 歳⼈⼝と指数】 

 
資料：国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所『⽇本の地域将来推計⼈⼝（平成 30（2018）年推計』 

より東北経済局作成 
 

 こうした⽣産年齢⼈⼝の減少に伴い、国内の業種全体での労働⼒不⾜が顕著である。業種
別に⾒ても⽔産加⼯業は求⼈率が⾼い業種とされており（資料編ｐ８【業界を超えた⼈材確
保の競争】参照）、東⽇本⼤震災による津波被害によって⼈⼝移動の⼤きかった三陸沿岸で
は⼈材の確保は切実な問題となっている。 

 
【図表５ ⽇本の年齢別⼈⼝推移】 

 
資料：厚⽣労働省「雇⽤を取り巻く環境と諸課題について（平成 30 年 4 ⽉ 23 ⽇）」 

 
今回の調査で実施した「三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査（2018 年）」

（資料編ｐ86 参照）では、従業員の充⾜状況において、「充⾜している」と回答した事業者
が 36.4％、「充⾜していない」と回答した事業者が 61.4％であった。また、具体的に不⾜し
ている⼈材については、「加⼯員」が 87.7％と最も多く、次いで「管理職」39.5％、「技術職」

表Ⅱ-9 都道府県別15-64歳人口と指数（平成27（2015）年＝100）

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025）

平成42年
（2030）

平成47年
（2035）

平成52年
（2040）

平成57年
（2045）

平成42年
（2030）

平成57年
（2045）

全 国 77,282 74,058 71,701 68,754 64,942 59,777 55,845 89.0 72.3

北 海 道 3,207 2,959 2,781 2,595 2,394 2,141 1,931 80.9 60.2
⻘ 森 県 765 686 619 555 495 429 371 72.6 48.5
岩 ⼿ 県 740 678 625 576 529 472 421 77.9 56.8
宮 城 県 1,445 1,360 1,283 1,205 1,121 1,009 906 83.4 62.7
秋 田 県 571 501 445 395 351 302 256 69.2 44.9

山 形 県 642 586 539 496 457 410 364 77.3 56.7

福 島 県 1,135 1,029 938 856 780 690 613 75.4 54.0

注) 指数とは、平成27（2015）年の15-64歳人口を100としたときの15-64歳人口の値のこと。

地 域

総人口（1,000人） 指数（平成27(2015)年＝100）
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34.6％であり（資料編ｐ10【三陸の⽔産加⼯業者における従業員の充⾜状況】参照）、三陸
地域⽔産加⼯業者においても、従業員不⾜が顕著である。 

⼀⽅、労働⼒不⾜を補うために外国⼈労働者の受⼊れが進んでおり、2008 年には 486 千
⼈であった外国⼈労働者数は、2017 年には、1,279 千⼈まで増加している。外国⼈技能実習
⽣を受け⼊れるには、外国⼈技能実習機構（OTIT）から監理団体として認定されることが
必要だが、同機構のＨＰによれば、⻘森・岩⼿・宮城の３県で 66 の組合が認定を受けてい
る。このうちの半数の 33 組合が⽔産加⼯業向けの外国⼈技能実習⽣の受⼊れを⾏っており、
同実習⽣の出⾝国は、中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、フィリピンが主となっ
ている。   

政府としても、中⼩・⼩規模事業者をはじめとした⼈⼿不⾜について、⽣産性向上や⼥性・
⾼齢者の就業環境の整備のため、⽣産性改⾰・⼈づくり⾰命・働き⽅改⾰を推進している。
専⾨的・技術的な外国⼈受⼊れ制度の在り⽅について検討を進めており、本年４⽉からは改
正出⼊国管理法が施⾏され、外国⼈労働者の受⼊れは更に拡⼤することが予測されている。 

三陸地域においては、既に宮城県塩竈市だけでもインドネシアからの技能実習⽣ 350 ⼈
を受けているなど外国⼈労働者の活⽤は不可⽋となっている。 

 

【図表６ 外国⼈労働者数の推移】 

 
資料：厚⽣労働省「雇⽤を取り巻く環境と諸課題について（平成 30 年 4 ⽉ 23 ⽇）」 
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③輸送コストの増大（資料編ｐ１１～） 

 １９９０年〜２０１５年にかけて物流件数が約９００万件も増加 
 ドライバーの年間平均労働時間も全産業平均に⽐して約４００時間も超過 
 平成３１年４⽉から改善告⽰基準によりドライバーの労働時間が厳しく制限 
 都道府県間の営業⽤トラックの物流時間では積替の多い九州⽅⾯への時間が増加 
 これらを背景に、トラックドライバーの有効求⼈倍率は全産業平均の約２倍 
 
ネット通販市場の拡⼤や単⾝世帯の増加などによる消費者の購買スタイルの変化に伴い、

⼩⼝・多頻度の輸送ニーズが⾼まっている。国⼟交通省が平成 30 年 10 ⽉に公表した「物
流を取り巻く現状について（2018 年 10 ⽉ 11 ⽇ 国⼟交通省物流政策課）」によれば、1990
年〜2015 年にかけて、貨物１件あたりの貨物量が 2.43 から 0.98 まで減少している⼀⽅で、
物流件数は約 900 万件も増加している。また、0.1 トン未満の貨物輸送量の割合・件数とも
に⼤きく増加しており（資料編ｐ11【貨物輸送の⼩⼝化・多頻度化】参照）、積載効率が減
少していることがわかる。 
 

【図表７ 流通件数の推移】 

 
資料：国⼟交通省「物流を取り巻く現状について（平成 29 年 2 ⽉）」 
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これら要因により、トラックドライバーの労働時間は、全産業の労働時間の平均より 400
時間ほど多い状態が少なくとも平成 23 年以降６年間続いている。 

こうした要因は、ネッド通販の拡⼤やライフスタイルの拡⼤だけではない。平成 31 年 4
⽉ 1 ⽇から適⽤される厚⽣労働省の改善告⽰基準（「⾃動⾞運転者の労働時間等の改善のた
めの基準」）では、始業から終業までの⼀⽇の拘束時間が原則 13 時間以内、運転時間は⼆⽇
間平均で１⽇９時間以内、２週間平均で１週間 44 時間以内など拘束時間・休息期間等につ
いて基準を定めている。これによると１年間の拘束時間は 3,516 時間を超えない範囲とな
るが（拘束時間と労働時間の違いはあるものの）全産業平均の労働時間よりも約 1,000 時間
多い数字となっており、ドライバーの労働条件の厳しさを物語っている。 

こうした傾向は三陸地域においても当然同様である。都道府県間の営業⽤トラックによ
る物流時間の推移を調べたところ、⻘森県・岩⼿県・宮城県からの配送時間については、平
均して約 10〜20％伸⻑しており、積替え回数の多い九州⽅⾯への増加が顕著である（資料
編 p14【【参考】三陸における配送時間の変化】参照）。 

件数の増加に伴って、全⽇本トラック協会が公表している成約運賃指数の推移は、年々上
昇している。平成 22 年度においては、４⽉ 100 成約運賃指数から 12 ⽉ 110 成約運賃指数
と上昇傾向となっていた。平成 30 年度まで上昇傾向となっており、同年度４⽉には 120 成
約運賃指数を超え、9 ⽉には、135 成約運賃指数を超えるなど、近年の中で最も⾼い⽔準で
推移している。   

       【図表８ 成約運賃指数（平成 22 年 4 ⽉を 100 とする）】 

 
資料：全⽇本トラック協会「求荷求⾞情報ネットワーク（WebKIT）成約運賃指数 

（平成 30 年 11 ⽉）」 
 

平成 30 年度 

平成 22 年度 

増
加 
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こうした状況を回避するためにトラック運送に関わる事業規制等の⾒直し（資料編ｐ13
【貨物輸送に関する各種改正】参照）等が⾏われているが、輸送業界におけるドライバー不
⾜は深刻となっている。ドライバーの有効求⼈倍率は全業種の約２倍の 2.68（Ｈ30.4 時点）
と⾮常に⾼くなっており、⼈件費の⾼騰、輸送コストの増⼤（資料編ｐ12【燃料費・⼈件費
の上昇】参照）が⼤きな問題となっている。 

三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査（2018 年）においても、商品の製
造・物流に関する課題について、67.4％の事業者が「物流コストの上昇」を課題としてあげ
ている（資料編ｐ93【商品の製造・物流に関する課題について】参照）。  



 

22 
 

④国内市場の縮小（資料編ｐ１６～） 

 ⾷⽤⿂介類の１⼈あたりの１年間の消費量は、平成１３年の４０．２㎏をピークに 
減り続け、平成２８年には２４．６㎏と約４０％減まで落ち込んでいる 

 ⼀⽅、⾷⾁の消費量は平成２２年に逆転し、平成２８年には３１．６kg まで伸⻑ 
 深刻な⿂離れが進んでいる 
 
⽇本の⼈⼝は、2010 年頃をピークに減少傾向にある。2065 年には、8,808 万⼈になるこ

とが推計されている。また、⾷⽤⿂介類の国内消費仕向量は、1960 年頃から 1990 年頃まで
増加傾向にあったが、2000 年になると減少傾向となっている（資料編ｐ16【⿂介類消費量
の減少、⿂⾷離れ】参照）。⽇本の⼈⼝減少とともに、ますます⿂介類消費量の減少が進ん
でいくことが予想される。 
 

【図表９ ⽇本の年齢別⼈⼝推移】 

 
資料：厚⽣労働省「雇⽤を取り巻く環境と諸課題について（平成 30 年 4 ⽉ 23 ⽇）」 

 
国内における⾷⽤⿂介類 1 ⼈ 1 年あたりの消費量の推移を⾒ると、⿂介類は 2001 年の

40.2kg/⼈をピークに減少傾向となっており、2016 年には、24.6kg/⼈と約４割も落ち込ん
でいる。 

2001 年の⽇本の⼈⼝は、12,732 万⼈となっており、40.2kg/⼈の⿂介類を消費したとする
と、5,118,264 トン/年の⿂介類を消費した計算となる。2065 年の推計⼈⼝である 8,808 万
⼈が 24.6kg を消費したとすると、2,166,768 トン/年の⿂介類を消費する計算となり、⿂介
類の消費量は、2001 年と⽐較すると 42％まで減少することも考えられる。 

1 ⼈あたりの⿂介類消費量が減少していることから、⿂⾷離れが進んでいると考えられ、
⼈⼝減少とともに、⽔産加⼯業者を取り巻く国内市場は縮⼩していくものと考えられる。 
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【図表１０ ⾷⽤⿂介類 1 ⼈１年あたりの消費量（純⾷料）の推移】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 
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⑤食の安全安心意識の高まり（資料編ｐ１７～） 

 平成３０年６⽉１３⽇に⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律が公布され、ＨＡＣＣＰ
に沿った衛⽣管理の制度化がされた。 

 今回の法改正ではＨＡＣＣＰの認証取得は求められていないが、全ての⾷品等事業者
（⾷品の製造、加⼯、調理、販売等）が衛⽣管理計画の作成を求められることとなっ
た 

 ５０⼈未満の⽐較的⼩規模な事業所においても業界団体が作成する⼿引書に基づく対
応をもとめられることとなっている 

 国内のスーパーでは、来年度からこうした取組を⾏っている事業者以外との取引は⾏
わないとの動きも出始めている 

 
これまで、⾷の安全安⼼を揺るがす様々な事件や事故の発⽣を受けて消費者の⾷の安全

志向が⾼まっている。消費者動向調査の⾷の志向の推移を⾒ても安全志向は、健康志向、
経済性志向、簡便化志向についで⾼い志向となっている。 

2001 年の⽜⾁の BSE 問題や、2013 年に複数のホテル・レストランで提供しているメニ
ューで、実際に使⽤していた⾷材と異なる⾷材を使⽤していた⾷材偽装問題が話題とな
り、⾷品のトレーサビリティが注⽬されている。トレーサビリティシステムは、⾷品の⽣
産、加⼯、流通、⼩売段階が連携して、⾷品履歴を把握して消費者に安⼼・安全を提供す
るとともに、事故時の回収を迅速化し⾷品の安全性を確保していくものである。 
 

【図表１１ ⾷の志向（健康志向・簡便化志向・安全志向）の推移】 

 
資料：「平成 30（2018）年度上半期消費者動向調査」（⽇本政策⾦融公庫） 
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【図表１２ ⾷品の追跡可能性の重要度】 

 
資料：「平成 25 年⾷品トレーサビリティについて」（農林⽔産省）より作成 

 

平成 30 年 6 ⽉ 13 ⽇に⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律（改正⾷品衛⽣法）が公布さ
れ、規模や業種等を考慮した⼀定の事業者については、取り扱う⾷品の特性等に応じた衛
⽣管理としているものの、原則として、すべての⾷品事業者に、⼀般衛⽣管理に加え、
HACCP に沿った衛⽣管理の制度化が義務づけられるようになった。 

ＨＡＣＣＰによる衛⽣管理の制度化は、コーデックスのＨＡＣＣＰ７原則に基づき、⾷
品等事業者⾃らが、使⽤する原材料や製造⽅法等に応じ計画を策定し管理を⾏う「ＨＡＣ
ＣＰに基づく衛⽣管理」と、各業界団体が作成する⼿引書を参考とした簡略化されたアプ
ローチによる衛⽣管理を⾏う「ＨＡＣＣＰの考え⽅を取り⼊れた衛⽣管理」の⼆つに分か
れている。今回の制度化において認証の取得は不要となっているが、事業者への聞き取り
では、組合運営⽅式によるスーパーで既に平成３１年度からはこれらに基づく衛⽣管理を
⾏っていない事業者との取引は⾏わないことを決定している事業者も出ている。ＨＡＣＣ
Ｐの考え⽅を取り⼊れた衛⽣管理では、対象事業者を「⾷品の製造⼜は加⼯を⾏う者のう
ち、⼀の事業所において⾷品の製造及び加⼯に従事する者の総数が５０未満の者」などと
しているものの今後の影響は少なくないものと考えられる。⼀⽅、これらの動きにより、
これまで地⽅⾃治体の条例に委ねられていた衛⽣管理の基準を法令に規定することで、地
⽅⾃治体による運⽤を平準化するとともに、業界団体が作成した⼿引書の内容を踏まえ監
視指導の内容を平準化するなどの⽬的もあり、国全体の⾷品衛⽣管理の底上げが期待でき
る。また、⽶国や欧州連合（EU）等は、輸⼊⾷品に対しても HACCP を義務付けてお
り、これらの地域へ⽔産加⼯品を輸出する場合は、HACCP を実施し、施設基準に適合す
ることが求められるが、こうしたＨＡＣＣＰに沿った衛⽣管理の制度化は、ＨＡＣＣＰの
考え⽅を取り⼊れた衛⽣管理 → ＨＡＣＣＰに基づく衛⽣管理 → 対ＥＵ・対⽶輸出
等に向けた衛⽣管理 とステップアップしていくことが可能になっている。⽔産加⼯業に
おける HACCP 認定施設数は、2005 年の 192 施設から、2016 年の 317 施設と増加傾向に
あり、三陸地域の⽔産加⼯業者においても、HACCP 認定に向けた取組みを推進する必要
がある。 
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【図表１３  HACCP に沿った衛⽣管理の制度化】 

 
資料：厚⽣労働省「⾷品衛⽣法等の⼀部を改正する法律の概要」 

 
 
 

【図表１４ ⽔産加⼯業における HACCP 認定施設数の推移】 

 
資料：水産庁「平成 29 年度水産白書」 
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（２）三陸特有 
①東日本大震災による影響（資料編ｐ１９～） 

 １０年前を基準とした直近期の売上は、約半数の事業者が減少している 
 ⼤きく売上を減らしている事業者の割合は減少しているが、１０％〜６０％減少して

いる事業者の割合は５年前からほぼ変わっていない 
 ⼀⽅、４０％以上増加したと回答している事業者の割合は震災直後の４％から⼤きく

増加、また、１００％以上増加している事業者は震災直後の４．５倍となっており、
企業による回復の差が顕著になっている 

 
2011 年 3 ⽉ 11 ⽇、三陸地域は東⽇本⼤震災に⾒舞われてから８年経つが三陸沿岸部と

いう⽴地特性もあり、津波による壊滅的な被害を受けた上、既存の流通・販路を喪失した三
陸地域において、⽔産加⼯業の回復は⼗分に進んでいるとは⾔えない。 

本事業で実施した三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査（2018 年）での
10 年前を基準とした直近期の売上に関する質問では、約半数の事業者が減少していると回
答している。また、70％以上売上が減少したと回答する事業者は、震災直後の約４割から
３％へと⼤幅に減少しているものの、逆に 10％〜60％減少している事業者の割合が増えて
おり、５年前からその割合がほぼ変わっていない。その⼀⽅、40％以上増加したと回答して
いる企業の割合は４％から 17％にまで増えており、10 年前と⽐較して 100％以上増加して
いる企業は震災直後の 4.5 倍と、売上の回復が進まないなかで、企業による回復の差が顕
著、三陸地域での事業者の回復の⼆極化が進んでいると思われる。  
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【図表１５ 三陸の⽔産加⼯業者における 10 年前を基準とした直近期までの売上の推移】

 
資料：東北経済産業局「三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査(2018 年)」（n=132) 

 
東北経済産業局が毎年度実施しているグループ補助⾦交付事業者へのアンケート調査結

果の平成 30 年度公表によれば、東北４県における業種別の売上回復状況を⾒ると、産業全
体では 53.7％が、震災前と⽐較して売上が「減少」し、産業全体の 46.4％が、震災前と⽐
較して売上が「変化なし」・「増加」と回答している。建設業では、74.3％が、売上が「変化
なし」・「増加」と回答し、運送業では、61.5％が、売上が「変化なし」・「増加」と回答して
おり、東北４県における産業の回復を牽引している。⼀⽅で、⽔産・⾷品加⼯業については、
30.3％が、売上が「変化なし」・「増加」と回答しており 69.7％が「減少」と回答している。
⽔産・⾷品加⼯業の売上回復状況は、業種別に⽐較すると遅れている状況となっている。三
陸沿岸地域の基幹産業である⽔産加⼯業は、地域経済の活⼒であることから、さらなる回復
が望まれている。 
  

減少 52％ 

減少 73％ 

減少 65％ 

減少 59％ 
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【図表１６ 東北 4 県における、各業種の震災後売上回復状況】 

 
資料：東北経済産業局「グループ補助⾦交付先アンケート調査 

東北 4 県：⻘森県、岩⼿県、宮城県、福島県 
  

減少 53.7％ 

減少 69.7％ 
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②原料の確保（資料編ｐ２１～） 
 三陸地域の海⾯漁業・養殖業の⽣産量の減少率は全国を上回る勢い 
 その⼀⽅、産出額は⼀定程度あり原料単価が上昇していることが推察される 
 主要⿂種（スルメイカ、サンマ、かつお、サケ類）の漁獲量は減少傾向にある⼀⽅、マ

イワシなどの漁獲量は急増しており⿂種交替の影響が⾒て取れる 
 ⾙毒による出荷⾃主規制のほかサバ、サンマだけでなく特にカツオにおいてアニサキ

スを原因とする⾷中毒が発⽣し、消費・価格に影響が出ている 
 
三陸地域における海⾯漁業・養殖業の⽣産量は、東⽇本⼤震災の影響により 2011 年度に

⽣産量が減少したが、その後は増加する兆候があったものの、2015 年から減少傾向に転じ
ている。農林⽔産省の海⾯漁業⽣産量統計調査から 2007 年と 2017 年における海⾯漁業・
養殖業⽣産量を⽐較したところ、全国 75％、宮城県 64％、岩⼿県 53％、⻘森県 70％とな
っており軒並み減少している。三陸地域３県とも全国の海⾯漁業・養殖業の⽣産量の減少率
を上回る⽔準で減少しており、前浜への原料依存度が⾼い三陸の⽔産加⼯業者にとっては、
難しい状況が続いている。同調査での漁業産出額については、東⽇本⼤震災の影響により
2011 年度に減少したものの、2012 年には増加に転じ、2016 年には震災前の産出額と変わ
らない⽔準まで回復している（資料編ｐ24【三陸における⽔揚量の減少】参照）。⽣産量が
減少している中、産出額は変わらない状況であることから、原料となる⽔産物の単価が上昇
していることが考えられ、三陸地域の⽔産加⼯業者の原料確保をより難しくしている。 

三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査（2018 年）においても、⿂種の交
替やサイズの変化において具体的に感じている影響について、67.4％が「仕⼊価格が⾼騰し
ている」と回答しており（資料編ｐ25【三陸の⽔産加⼯業者が感じている影響】参照）、原
料単価の上昇が⽔産加⼯業者の経営を圧迫している。 

 
【図表１７ 三陸における海⾯漁業・養殖業の⽣産量の推移】 

 
資料：農林⽔産省「海⾯漁業⽣産統計調査」から作成 
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三陸地域においては、海⾯漁業・養殖業の⽣産量に占める養殖業⽣産量の割合は、全国と
⽐較して⾼く推移している。しかし、産出額の割合で⾒ると、全国と⽐較して同⽔準か低め
に推移している。⻄⽇本地域では⿂類養殖（マダイ・ブリ等）が主であるのに対して、三陸
では⾙類・海藻類の養殖が主であり、⿂類原材料とする⽔産加⼯業者は、天然⿂の使⽤率が
⾼くなっている。 

また、三陸地域における主要⿂種の漁獲量が変化しており、主要⿂種（スルメイカ・サン
マ・カツオ・サケ類）の多くは、全国の傾向と同様に漁獲量が減少している。⼀⽅で、マイ
ワシの漁獲量が増加するなど、三陸地域で漁獲できる⿂種が変わってきている（資料編ｐ21
【⿂種交替】参照）。漁獲量の多い⿂の種類が数⼗年の周期で⼊れ替わる現象が⿂種交替と
呼ばれており、現在、全国的に⾒てもマイワシ資源は著しく⾼⽔準で推移している。しかし、
この⾼⽔準が、いつまで続くかわからず、いずれは急激に減少し始めることが予想され、定
期的に起こる⿂種交替に⽔産加⼯業者は対応しながら原料を確保していく必要がある。 
 三陸の主要⽔産物の漁獲量を世界と⽐較すると（資料編ｐ26【⿂種交替】参照）、サンマ
は世界２位となっており、また漁獲量のシェアも世界の漁獲量の 1/3 程度と⾼くなってい
る。さば類も世界２位となっているが、多くの国で漁獲されており、世界の漁獲量の 1/10
程度となっている。かき類については、世界４位となっているが、9 割程度を中国の漁獲量
が占めている状況となっている。 
 

【図表１８ 三陸の主要⽔産物の世界の漁獲量の順位】 
⿂種 世界の上位３国 ⽇本の順位 

イカ 中国、ペルー、インド ７位 
サンマ 台湾、⽇本、中国 ２位 
さば類 中国、⽇本、インドネシア ２位 
かつお類 インドネシア、フィリピン、エクアドル ５位 
さけ・ます類 ノルウェー、チリ、ロシア ８位 
かき類 中国、韓国、⽶国 ４位 

資料：FAO FishStat（2016 年データ）より作成 
 

⿂種交替のほかにも、病害⾍への対応も課題となっており、ホタテガイについては、平成
25 年（2013 年）以降、⾙毒による出荷⾃主規制が多く発⽣している。⾙毒はホタテに共通
して⾒られる病害ではあるが、陸奥湾のホタテの⾙毒は下痢性が中⼼である⼀⽅、三陸の⾙
毒は⿇痺性が中⼼である。毒を帯びたプランクトンが暖流にのって流れてくるのを⼆枚⾙
が捕⾷するためなど、海流やプランクトンなどが原因と考えられているが原因は判明して
いない。また、ホタテ⾙では、近年へい死が⼤きな問題となっており、全国的にも、ホタテ
ガイの⽔揚量が減少傾向にある。陸奥湾でも平成 22 年に⼤量へい死によりそれまで 10 万
㌧前後で安定していた⽔揚げ量が 4 万㌧を下回った。⻘森県では宮城県や国などと連携し、
猛暑時のホタテ⾙のへい死率を低減できる養殖技術の開発に取り組んでいる。 
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これら⾙毒・へい死の影響のほか、平成 30 年になって⼤きく取り上げられたのがアニサ
キスである。厚⽣労働省が毎年公表している⾷中毒統計資料の年次別⾷中毒発⽣状況によ
れば、⾷中毒全体の発⽣状況やノロウィルスを原因とするそれに⼤きな変動がないものの、
アニサキスを原因とする⾷中毒は平成 25 年から発⽣し、特に平成 28 年から 30 年にかけて
は毎年倍以上に件数が増加、平成 29 年にはノロウィルスを超えて⾷中毒発⽣原因の⼀位と
なり、平成 31 年 3 ⽉に公表された平成 30 年値では体の発⽣件数の実に 35％を占める結果
となっている。平成 24 年末の⾷品衛⽣法の改正により国への届出項⽬にアニサキスが⼊っ
たことで具体的な患者数などが⽰されるようになったことのほか、芸能⼈などがアニサキ
ス⾷中毒の体験をメディアなどで語ったことで⼀般にも⼀気に認知されることとなった。
平成 31 年の速報値においても平成 30 年と同じ割合で３割以上でアニサキスが原因となっ
ている。従来のさば、さんまだけでなく特にカツオも多く発⽣原因として取り上げられたこ
とから、取扱いをやめる店も出てくるなど⼤きな影響が出た。こうした動きは、⽔揚げ量な
どではなく情報によって相場が急変したものであり事業者にとっては⾮常に予測しづらい
辞退である。カツオのキロ当たりの価格も平成 30 年の秋には例年よりも２割程度低下して
おり、22 年連続⽔揚げ⽇本⼀をほこる気仙沼など三陸の地域にも⼤きな影響が出ている。 

三陸の⽔産加⼯業者でも、原料確保において世界的な価格競争以外にもこうした病害な
どの影響も受けることとなり今後も厳しい状況が続くと考えられる。 
 

【図表１９ 年次別⾷中毒発⽣状況 病因物質別】 

 
資料：厚⽣労働省「⾷中毒統計資料」より東北経済産業局作成 
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③市場ニーズの変化への対応（資料編ｐ２９～） 

 中⾷の需要が拡⼤しており、既にコンビニではスーパーの⼆倍の市場規模がある 
 スーパーでも惣菜の利益率が最も⾼く⽔産は⾷品系の中で唯⼀ SKU 率が低下 
 ⽔産加⼯品の品⽬別年間⽀出額は総じて減る傾向にあるが、サバ⽸など⽸詰だけなく

⾵味調味料・つゆ・たれなどは⽀出が増えているものもある。 
 三陸の⽔産加⼯業者の中には⼤⼿⽔産加⼯業者と連携して⼯場を建設し、⼤⼿経由 

でコンビニの惣菜やレジ横の揚げ物などに受注を図っている企業もある 
 ⼀⽅、三陸地域の⽔産加⼯業者においては、こうした市場ニーズへの対応した商品 

開発⼒の向上が⼤きな課題となっている。 
 

⾼齢化の進⾏や共働き世帯の増加等を背景として、消費者の⾷⽣活の変化が⾒られ、家庭
で調理したものを⾷べたり、飲⾷店で⾷べたりするだけではなく、惣菜等を購⼊して家に持
ち帰り⾷べる中⾷需要が伸びている。外⾷・中⾷産業の市場規模の推移を⾒ると、外⾷産業
においては、1985 年の 19.3 兆円市場から、2016 年には 25.4 兆円に拡⼤しているが、2005
年頃からは横ばい傾向となっている。中⾷産業については、1985 年に 1.1 兆円市場であっ
たが、2016 年には 7.0 兆円市場まで拡⼤している。 
 

【図表２０ 外⾷・中⾷産業の市場規模】 

 
資料：農林⽔産省「平成 29 年度⾷料・農業・農村⽩書」 

 

全国スーパーマーケット協会などが公表している「スーパーマーケット販売統計調査」の
2017 年の実績値によれば、⾷品のうち⻘果・⽔産・畜産・惣菜・⽇配・⼀般⾷品の部⾨別
の売上を⾒ると⽔産部⾨の売上に占める割合が最も低く、また、前年同⽉との⽐較でも⽔産
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部⾨の減少率が最も⾼い。⼀⽅、中⾷の代表格である惣菜は年々増加傾向にある。2010 年
4 ⽉からのこれら部⾨別の販売総額の推移を⾒ても 2014 年 8 ⽉をピークに⽔産部物売上は
減少傾向にある。 
 

【図２１ ⻘果・⽔産・畜産の部⾨別販売総額の推移】 

 
資料：⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会ほか 3 団体『スーパーマーケット販売統計調査』 

 

もともと⾷品部⾨の中で仕⼊から店頭に並べるまでに最も加⼯の⼿間がかかるのか⽔産
であり、このため部⾨別の利益率が最も低いと⾔われており、スーパーマーケットにおいて
は潜在的な課題になっていた。 

⼀⽅、中⾷の代表格である惣菜は売上を伸ばしている。⼀般社団法⼈ 全国スーパーマー
ケット協会など３団体が平成 30 年 10 ⽉に公表している平成 30 年スーパーマーケット年次
統計調査報告書によれば、商品カテゴリー別の利益率で最も⾼いものは惣菜である。スーパ
ーにおいても⼈⼿不⾜は同様の課題であり、⾼い利益率を確保しつつ消費者の多様な要求
に応えるためにより⼿軽に調理できるように下処理された低次加⼯品が求められる傾向に
ある。 
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【図表２２ 商品カテゴリー別⽬標とする利益率（平均値）】 

 
資料：全国スーパーマーケット協会ほか 3 団体『平成３０年スーパーマーケット年次統計調査報告』 

 

また、商品カテゴリー別のＳＫＵ数の増減を⾒ても惣菜や畜産は前年よりも増えている
傾向にあるが、⽔産は⾷品系では唯⼀前年より減っており、多く店舗でもより在庫を抱えな
い傾向になってきている。 
 

【図２３ 商品カテゴリー別 SKU 数の増減率 
（「前年から増えた」割合と「前年から減った」割合の差）】 

 
資料：全国スーパーマーケット協会ほか 3 団体『平成３０年スーパーマーケット年次統計調査報告』 

 

スーパーだけでなく、コンビニの惣菜部⾨の売上は既にスーパーの２倍近い市場規模に
あり（2016 年度でスーパーが約 1.3 兆円、コンビニが約 2.4 兆円）となっており⾼齢者や
単⾝世帯、共働き世帯の増加が売上を後押ししている。三陸沿岸の⽔産加⼯業者の中には震
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災後からこうした動きに対応し、⼤⼿⽔産加⼯業者と連携して⼯場を建設し、コンビニでの
フィッシュフライや惣菜パンの具、プレミアム商品の製造などを⾏っているところもあり、
⼤企業と⼀体となった商品開発⼒の向上や市場ニーズの対応を⾏っている例がある。 

⽔産加⼯品に対するニーズについて、消費者の⽔産加⼯品に関する品⽬別年間⽀出額を
⾒ると、鮮⿂や刺⾝盛り合わせ、塩⼲⿂介、⿂⾁練製品、かつお節・削り節、他の野菜・
海藻の佃煮の年間⽀出額は減少しているが、他の野菜・海藻加⼯品のその他、⾵味調味
料、つゆ・たれ、⿂介の⽸詰等の⽀出額は増加している（資料編ｐ31【⽔産加⼯品⽀出の
内訳】参照）。減少傾向にあるものの年間⽀出額の多い塩⼲⿂介や⿂⾁練製品が主要な⽔
産加⼯品となるが、年間⽀出額を伸ばしている⾵味調味料、つゆ・たれ、⿂介の⽸詰等の
商品開発をすることで新たな販路が開拓できる可能性がある。 

しかし、三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査（2018 年）においては、
商品の販売に関する課題において、「商品開発⼒の不⾜」を回答する⽔産加⼯業者が
53.0％と多く、こうした市場ニーズに対応した商品開発⼒の向上が喫緊の課題となってい
る。 
 

【図表２４ 三陸の⽔産加⼯業者における、商品の販売に関する課題】 

 
資料：東北経済産業局「三陸地域⽔産加⼯業者等を対象としたアンケート調査(2018 年)」 

（複数回答）(n=132) 
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④規模効果の縮小（資料編ｐ３２～） 

 三陸地域の⽔産加⼯事業者数が減少しており、事業者集積度が低下している。 
 これにより⽔産加⼯業の低次加⼯や選別などを⾏ってきた下請け構造にも変化が 

出てきている動きもみられる 
 物流網においては、ドライバー不⾜などのなか、これまで⽔産加⼯業の配送を⽀えて

きた｢個建｣が減ってきており、配送コストが⼤きな課題になっている。 
 
⽔産業クラスターを形成する様々な業種・階層の事業者が、震災の影響により減少してい

る。経済産業省の⼯業統計により三陸地域の⽔産加⼯事業者数の推移を⾒ると、2007 年に
⻘森県 155 事業所、岩⼿県 168 事業所、宮城県 462 事業所があったものが、2011 年の東⽇
本⼤震災の影響により、⻘森県 141 事業所、岩⼿県 79 事業所、宮城県 189 事業所まで⼤き
く減少した。その後、国や⾃治体、⺠間団体などによる復旧⽀援制度の活⽤などにより、増
加しているものの、2016 年でも⻘森県 130 事業所、岩⼿県 125 事業所、宮城県 296 事業所
といずれの県においても震災前の⽔準を下回っている。県別で⽔産加⼯事業者の 2007 年か
ら 2016 年における減少率を⾒ると、⻘森県 16％減（25 事業者減）、岩⼿県 26％減（43 事
業者減）、宮城県 36％減（166 事業者減）となっており、事業所数の多い宮城県での⽔産加
⼯事業者数の減少が⽬⽴っている。 

こうした震災からの復旧復興の段階で三陸の⽔産加⼯業を⽀えていた下請け構造にも変
化が⾒られる。実際に、三陸地域の⽔産加⼯業者のヒアリングでは、｢下処理などの低次加
⼯を⾏っていた家族経営の廃業が増えた｣、｢サイズ・選別などを⾏う事業者が減った｣など
１．５次加⼯を⾏う事業者が減り、加⼯業者⾃らがこうした作業に参⼊せざるを得ない状況
にあるといった意⾒も聞かれており、これまで地域を⽀えていたバリューチェーンにも変
化が⾒られる。 

【図表２５ 三陸の⽔産加⼯事業者数の推移】 

 
資料：経済産業省「⼯業統計」から作成 
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⽔産加⼯品のトラック配送は、トラック⼀台あたりの料⾦で⽔産加⼯事業者がトラック
を貸切にする「⾞建」ではなく、パレットや段ボール、通い箱あたりの料⾦である「個建」
が基本となっているが、近年「個建」をする配送をする配送業者が減少しているとの声が聞
かれるようになった。もともと⽔産では⽔揚げが多く上がった時などは⾞建てを活⽤して
いたが基本的には個建てである。個建ての場合、混載が必須であることから集荷に回る⼿間
がかかるほか、荷捌き場や保管場所、冷凍・冷蔵、リフトなども必要になってくるが⾞建て
は基本トラックと⼈だけで対応できる。それでもこれまでは、関東⽅⾯向けに混載してあち
らこちらを回って運送できたが、速度規制、リミッター、ドライバーの運⾏規制などにより
これができなくなった。こうした影響もあり、三陸地域から各消費地市場への産地直⾏便が
減少している。 

貨物⾃動⾞（営業⽤トラック）の積載率の推移を⾒ると、昭和 63 年には 57.9％あった積
載率が平成 27 年には 40.5％まで減少しており、物流⾯において、荷が集積できず積載効率
が悪化することで、さらに「個建」の物流業者が減少していくことが予想される。⽔産加⼯
事業者が多く存在し、物流業者に荷が集積することで、積載効率が回復すれば「個建」によ
る物流網を構築できるが、⽔産加⼯事業者が減少している状況では、荷の集積が期待できず、
さらに物流の利便性の悪化が懸念される。 

 

【図表２６ トラックの積載効率の推移】 

 
資料：国⼟交通省「物流を取り巻く現状について(平成 29 年 2 ⽉)」 
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⑤輸入停止措置（資料編ｐ３３） 

 東⽇本⼤震災から８年が経過するが、三陸地域において、⽇本の⽔産物の輸出実績の
多い中国や韓国の⽔産物輸⼊停⽌が続いており⼤きな機会損失になっている 

 また、⽔産物だけでなく⽔産加⼯品にも影響が出ている 
 
⽇本における 2017 年度の⽔産物の国・地域別輸出額は、⾹港 850 億 2,600 万円（30.9％）

と最も多く、次いで、中華⼈⺠共和国（中国）374 億 6,700 万円、アメリカ合衆国 347 億
5,000 万円となっている。 

東⽇本⼤震災の影響を受け、⽇本に対して輸⼊規制措置を取っていた国・地域は⼀時は 54
か国・地域に上ったが 2019 年３⽉時点で 30 か国・地域が完全撤廃し、規制を続けながら
も、検査証明書を提出すれば輸⼊を許可するケースも多く存在する。 

三陸地域の⽔産物に対して、輸⼊停⽌措置を講じている国は、中国や韓国があり、特に韓
国は三陸３県の⽔産物の輸⼊を停⽌するなど、⽔産物の輸出実績の多い国への輸出が停⽌
されている。 

こうした影響は⽔産品だけにとどまっていない。2019 年 3 ⽉ 1 ⽇現在の農林⽔産省の公
表によれば、韓国では宮城県からの全ての⾷品に対して政府作成の放射性物質検査証明書
を要求（岩⼿県、⻘森県は産地証明書）、中国では宮城県の全ての⾷品が輸⼊停⽌となって
いる。信頼回復とともに輸⼊規制の緩和・撤廃が求められている。 
 

【図表２７ 国内の⽔産物の国・地域別輸出実績（2017 年⾦額上位 10 か国）】 

 
資料：農林⽔産省「農林⽔産物輸出⼊概況（2017 年）」から作成 

 
【図表２８ 三陸各県の⽔産物に対し、輸⼊停⽌措置を講じている国・地域】 

 
資料：農林⽔産省「諸外国・地域の規制措置（2018 年 12 ⽉ 28 ⽇現在）」から作成 

 
 
 

２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７

2016年 2017年 国・地域名 輸 出 額 構成⽐ 輸 出 額 構成⽐ 輸 出 額 構成⽐ 輸 出 額 構成⽐ 輸 出 額 構成⽐ 対前年
増減率

100万円 ％ 100万円 ％ 100万円 ％ 100万円 ％ 100万円 ％

１ １ ⾹港 65,001 29.3 68,985 29.5 82,069 29.8 80,003 30.3 85,026 30.9 6.3
２ ２ 中華⼈⺠共和国 26,117 11.8 31,553 13.5 38,559 14.0 42,311 16.0 37,467 13.6 △11.4
３ ３ アメリカ合衆国 30,536 13.8 36,055 15.4 39,318 14.3 34,879 13.2 34,750 12.6 △0.4
５ ４ ベトナム 19,452 8.8 19,687 8.4 22,019 8.0 16,914 6.4 17,319 6.3 2.4
７ ５ タイ 20,796 9.4 17,595 7.5 18,648 6.8 14,140 5.4 16,786 6.1 18.7
４ ６ 台湾 15,148 6.8 15,660 6.7 19,239 7.0 18,130 6.9 16,491 6.0 △9.0
６ ７ ⼤韓⺠国 10,176 4.6 10,314 4.4 14,203 5.2 15,384 5.8 16,118 5.9 4.8

２２ ８ ナイジェリア 1 0.0 36 0.0 37 0.0 902 0.3 5,475 2.0 507.0
８ ９ シンガポール 3,429 1.5 3,694 1.6 4,393 1.6 4,581 1.7 4,584 1.7 0.1

１０ １０ エジプト 2,965 1.3 2,827 1.2 4,240 1.5 2,980 1.1 4,440 1.6 49.0

順 位
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【図表２９ ⽇本の⾷品に対する輸⼊規制の撤廃・緩和の状況】 

 

 
資料：農林⽔産省「⽇本における⾷品の安全性確保（平成 29 ⽬ 1 ⽉）」 
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２ 三陸地域を取り巻く競争環境（強み・機会） 
 

（１）業界共通 
①海外市場の拡大（資料編ｐ３４～） 

 東南アジアの⽣活⽔準の向上における⾷⽤⿂介類消費量が増加している 
 欧州における健康志向や環境に優しい⾷品への意識変化における⾷⽤⿂介類の消費量

が増加している 
 イスラム圏の⽔産加⼯品の需要拡⼤の可能性が注⽬されている 
 
⽔産物における海外市場は拡⼤しており、世界の１⼈１年あたりの⾷⽤⿂介類消費量の

推移を⾒ると、増加傾向となっている。2016 年時点の世界の⼀⼈あたりの⾷⽤⽔産物の供
給量は、2006 年⽐の 120.8％増となっている（資料編ｐ38【世界の⽔産物消費の拡⼤】参
照）。 

【図表３０ 世界の漁業と養殖業の⽣産と利⽤】 

 
資料：世界漁業養殖業⽩書から東北経済産業局作成 

 

国別に⾒ると、新興国における個⼈所得の増加や健康意識の⾼まりに加え、これらの地域
での流通システムの整備等インフラ⾯の改善もあり、中国やインド、インドネシアを中⼼に
アジアにおいて⾷⽤⿂介類の消費量が増加している。 

また、オセアニアや北⽶、ヨーロッパは、１⼈１年あたりの⾷⽤⿂介類消費量が多く、世
界の⾷⽤⿂介類の消費市場を牽引していくことが考えられる。 
 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

漁獲量 2016/2006
内⽔ 8.6 9.4 9.8 10.1 10.3 10.5 11.3 10.7 11.2 11.2 11.3 11.4 11.6 118.4%
海⾯ 83.8 82.7 80 80.7 79.9 79.6 77.8 81.5 78.4 79.4 79.9 81.2 79.3 99.1%

計(a) 92.4 92.1 89.8 90.8 90.2 90.1 89.1 92.2 89.6 90.6 91.2 92.6 90.9 101.2%

養殖⽣産量
内⽔ 25.2 26.8 28.7 29.9 32.4 34.3 36.8 38.6 42 44.8 46.9 48.6 51.4 179.1%
海⾯ 16.7 17.5 18.6 20 20.5 21.4 22.3 23.2 24.4 25.4 26.8 27.5 28.7 154.3%

計(b) 41.9 44.3 47.3 49.9 52.9 55.7 59.1 61.8 66.4 70.2 73.7 76.1 80.1 169.3%

漁業総⽣産量計(c=a+b) 134.3 136.4 137.1 140.7 143.1 145.8 148.2 154 156 160.8 164.9 168.7 171 124.7%

利⽤
⾷⽤ 104.4 107.3 110.7 117.3 120.9 123.7 128.2 130 136.4 140.1 144.8 148.4 151.2 136.6%

⾮⾷⽤ 29.8 29.1 26.3 23.4 22.2 22.1 19.9 24 19.6 20.6 20 20.3 19.7 74.9%
⼈⼝（１０億⼈） 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 112.1%

⼀⼈当たり⾷⽤⿂介類供給量（kg） 16.2 16.5 16.8 17.6 17.9 18.1 18.5 18.5 19.2 19.5 19.9 20.2 20.3 120.8%
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【図表３１ 地域別の世界の 1 ⼈ 1 年あたり⾷⽤⿂介類消費量の推移（粗⾷料ベース）】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 

 

⼈⼝の増加や⽣活⽔準の向上等を背景に、世界の⽔産物の輸出⼊量は 1976 年以降、増加
しており、今後も世界における⽔産物需要の拡⼤とともに⽔産物の輸出⼊量は拡⼤してい
くことが予想される。 

【図表３２ 世界の⽔産物輸出⼊量の推移】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 

 

アジア 

世界 
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東南アジアにおいては、⼀⼈当たりのＧＤＰが上昇（資料編ｐ34【東南アジアにおける⽣
活⽔準の向上】参照）しており、⽣活⽔準が向上している。⽣活⽔準の変化と共に⾷⽣活も
変化していると考えられ、⾷⽤⿂介類の消費量が増加していることが考えられる。 

欧州（ヨーロッパ）においては、⽔産物の純輸出⼊⾦額を⾒ても上位（資料編ｐ35【欧州
における⾷の意識変化】参照）となっており、健康志向と環境に優しい⾷品に、価値を⾒出
す消費者が増えており、「ヘルシー」や「おしゃれ」を代名詞とした⽇本料理の⼈気が⾼ま
っている。 

特に、イスラム圏については、2010 年で⼈⼝ 16 億⼈、2020 年には 19 億⼈になると⾔わ
れており、世界⼈⼝の４⼈に１⼈はムスリムになると⾔われている（資料編ｐ36【イスラー
ム圏における需要の可能性】参照）。⼈⼝の拡⼤は、イスラーム圏市場の拡⼤となり、ハラ
ール性を担保した商品の輸出市場が今後も拡⼤していくことが考えられる。 
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②インバウンド、「和食ブーム」（資料編ｐ４０～） 

 訪⽇外国⼈旅⾏者数が急増、東北では⻘森、岩⼿、宮城の三陸３県が軒並み⼤幅増 
 国別に⾒ると、台湾・中国などからの伸びが著しい 
 ⽇本⾷は、外国⼈の好きな外国料理の１位になるなど⾼い⼈気 
 これに合わせて海外での⽇本⾷レストランも増加 
 ⽇本の⾷品輸出額と訪⽇外国⼈観光客数の国別の相関関係をみると、上位７カ国 

はほぼ⼀致。訪⽇外国⼈客の取り込みを図ることで、海外での⽇本⾷の消費に繋げる
ことができると考えられる 

 
観光⽴国を国の重要な施策の⼀つに掲げた観光⽴国推進基本法が施⾏され、その翌年の

2008（平成 20）年に観光庁が設置された。これらの観光⽴国を推進していく中で、様々な
振興策が取られ、2013 年以降、訪⽇外客数が増加している。2005 年に 670 万⼈であった訪
⽇外国⼈旅⾏者数は、2015 年には 1,973 万⼈となり、⽇本⼈海外旅⾏者数を上回ることに
なった。2016 年に開催された「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン構想会議」では、訪⽇外
国⼈旅⾏者数の⽬標が改められ、2020 年に 4,000 万⼈、2030 年に 6,000 万⼈となってお
り、今後も訪⽇外国⼈旅⾏者数は増加していくものと考えられる。 
  三陸地域に⽬を向けてみると、東北各県の訪⽇外国⼈延べ宿泊者数は、平成 29 年に統
計開始以来、初めて 100 万⼈を突破し、このうちの約７割が、三陸３県（⻘森県、岩⼿県、
宮城県）である。平成 30 年には東北全体で 130 万⼈超、上記３県だけで 90 万⼈を突破す
るなど⼤幅に訪⽇外国⼈延べ宿泊者数が増加している（資料編ｐ43【東北地域の訪⽇外国⼈
について】参照）。 
 

【図３３ 東北各県の訪⽇外国⼈延べ宿泊者数の推移】 

 
資料：「宿泊旅⾏統計調査」（観光庁）より東北経済産業局作成    

※平成３０年値は１２⽉値を含まない 
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震災前年の平成 22 年と⽐較して、東北全体で約 2.3 倍、三陸３県では約 2.7 倍の⼤幅な
伸びであり、特に平成 26 年以降の三陸３県の伸びが著しくなっている。 

また、これらを国別に⾒ると、⻘森県、岩⼿県、宮城県のいずれにおいても、平成 27 年
以降の台湾からの宿泊客が⼤きく増加している。台湾以外にも、⻘森県においては韓国のほ
か北⽶、特に中国からの伸びが⾮常に⼤きく、また、宮城県においては世界中の各地域から
の宿泊者数が増加している傾向にある（資料編ｐ44-46【三陸地域各県の訪⽇外国⼈につい
て】参照）。 

【図表３４ 訪⽇外客数の推移】 

 
資料：JNTO「訪⽇外客数」から作成 

 
訪⽇外国⼈旅⾏者数が増加していく中、和⾷に対する関⼼が⾼まっている。2013 年に「和

⾷」がユネスコ無形⽂化遺産に登録され、外国⼈の好きな外国料理の１位にあげられるなど
世界で和⾷ブームとなっている。また、世界で⽇本⾷レストランが増加しており、アジア、
北⽶、欧州において⽇本⾷レストランの数が増加している。2015 年から 2017 年の増加率
を⾒ると、中東で６割増、中南⽶・アジアで５割増となっており、⽇本⾷に関する世界的な
市場は拡⼤している。 
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【図表３５ 外国⼈の好きな外国料理について】 

 
資料：農林⽔産省 公表資料 

http://www.maff.go.jp/tokai/kikaku/renkei/attach/pdf/20180928-75.pdf 
 
 

 
【図表３６ 海外における⽇本⾷レストランの数】 

 
資料：農林⽔産省「農林⽔産物・⾷品の輸出について（平成 30 年 5 ⽉）」 

 
 
ここに⼀つ興味深いデータがある。訪⽇観光客数と⽇本の⾷料品の輸出額を国別に⾒た

表であるが 2018 年のデータを集計し上位７カ国を⾒たところ以下のとおりとなった。 
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【図表３７ 国別訪⽇観光客数と国別⾷品輸出額との関係】 

 
資料：JINTO 訪⽇観光客数、JETRO ⽇本の農林⽔産物・⾷品輸出の動向から東北経済局作成 

 

これを⾒てわかるとおり、⽇本の多く輸⼊している国と訪⽇観光客の値はほぼ⼀致して
いる。従って、三陸地域においても訪⽇観光客の取り込みやこれらへの⽔産加⼯品など三
陸地域独⾃の⾷材や⾵⼟を活⽤した⾷品を提供することで、輸出額など海外における三陸
地域の⽔産加⼯品などの消費拡⼤に繋げていくことが期待できる。 
  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位
⾷品輸出額 ⾹港 中国 ⽶国 台湾 韓国 ベトナム タイ
訪⽇観光客 中国 韓国 台湾 ⾹港 ⽶国 タイ その他
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③国際的なサスティナビリティへの潮流（資料編ｐ４８～） 

 世界的に⽔産エコラベル認証取得に向けた取組の必要性が⾼まっている。 
 ＡＳＣやＭＳＣ認証以外にもシーフードウォッチなど新たなサステナブルプログラム

も出てきている 
 ＡＳＣやＭＳＣに対応している漁業は国内でも１０件にも満たないが、うち宮城県の

漁業者がうち３つを取得している 
 ⼤⼿スーパーでは既にＡＳＣ、ＭＳＣ認証取得の海外製品を店頭に並べている 
 中東などのスーパーでも既に多くのＡＳＣ、ＭＳＣ認証商品が並んでいる 
 東京オリンピックでの⽔産物⾷材の調達もこうしたサステナビリティに準拠した 

ものとされている 
 
環境・社会・経済の３つの観点から持続可能にするサステナビリティという考え⽅が広ま

っている。⽔産業界では、⽔産資源を減らさずに漁獲量を持続させるという意味で主に使わ
れてきた。2015 年の国連サミットにおいて、17 の⼤きな⽬標を掲げた持続可能な開発⽬標
（ＳＤＧｓ）が採択された（資料編ｐ48【⽔産エコラベル認証の⾼まり、⽔産資源枯渇に関
する消費者啓蒙】参照）。14 番⽬に海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続
可能な形で利⽤することが記載されており、⻑期的な視点に⽴ち、⽔産資源を持続可能な⽅
法で活⽤していかなければならなくなっている。 

サステナビリティが注⽬される中、⽔産業界では、国際的な資源管理に対する関⼼が⾼ま
っており、「⽔産エコラベル認証」を取得・活⽤する動きが欧⽶を中⼼として世界的に広が
りつつある。⽶国では、「シーフードウォッチ」と呼ばれる、⽔産物をサステナビリティで
格付けするプログラムが登場している。これはサンフランシスコのモントレーベイ⽔族館
による⽔産物をサステナビリティで格付けするプログラムで、資源量や漁獲⽅法、漁獲⾼、
海洋⽣態系への影響を査定し、⽔産物を「ベストチョイス（緑）」「グッドチョイス（⻩）」
「回避（⾚）」の３⾊で評価・格付けしている。⽇本でも⽔産総合研究センターが中⼼にな
り⽇本版シーフードウォッチの準備が進められている動きもみられる。 
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【図表３８ ⽔産エコラベルとは】 
 

資料：⽔産庁「⽔産エコラベルの普及・推進について（平成 30 年 7 ⽉ 23 ⽇）」 
  
 ⽔産エコラベル認証では、イギリスに本部がある MSC（海洋管理協議会）が中⼼とな
り環境に配慮した漁業認証を⽰す MSC 認証がある。また、WWF（世界⾃然保護基⾦）と
ＩＤＨ （オランダの持続可能な貿易を推進する団体）の⽀援のもと⽔産養殖管理協議会
（ASC）が進めている責任のある⽔産養殖業であることを認証する ASC 認証がある。この
ほか、⼀般社団法⼈マリン・エコラベル・ジャパン協議会が進める MEL 認証、AEL 認証
があり、これら⽔産エコラベル認証の平成 30 年７⽉現在の状況は、MSC4 件、ASC3 件、
MEL44 件、AFL35 件となっている（資料編ｐ50【国内の⽔産エコラベルの認証状況】参
照）。⽇本国内でも、⽔産エコラベル認証への対応が進んでおり、宮城県の事業者を中⼼
に国内⼤⼿⼩売店において、⽔産エコラベル認証を受けた加⼯品が、既に販売されてい
る。宮城県南三陸町では、森林資源の適切な管理と利⽤が、⾥や海の豊かな恵みにつなが
ることから、ASC 養殖場認証と ASC、CoC 認証のほか、責任ある森林管理の規格を満た
した認証である FSC 認証も取得している。海と⼭の国内⼆つの国際認証を取得した団体が
存在する⽇本初の⾃治体になっている。このほか⻘森県のヤマトシジミ、アブラツノザ
メ、岩⼿県のサンマが MEL の認証を取得している。 
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【図表３９ ⽇本で主に活⽤されている⽔産エコラベル】 

資料：⽔産庁「⽔産エコラベルの普及・推進について（平成 30 年 7 ⽉ 23 ⽇）」 
 

 ⽇本国内の ASC、MSC 認証取得済み７つ漁業・養殖業のうち３つが三陸地域（宮城
県）であり、これは地域の⼤きな強みでもある。ASC、MSC 認証商品の取組は既に国内で
も広がっており、⼤⼿スーパーでは、昨年からサーモンやサバ、エビなどを中⼼に ASC、
MSC 認証を取得したノルウェーなどの⽔産加⼯品を既に国内店舗で販売している。これ
ら店舗には海外の認証取得商品だけでなく国内の商品も出始めている。前述の⼤⼿スーパ
ーでは、海外の認証取得済みの⽔産加⼯品だけでなく宮城県のかき事業者の ASC 認証商
品も店頭に並べて販売している。 
 こうした持続可能な漁業や養殖業による⽔産加⼯品の取扱いは、⽇本に⽐べて欧州のほ
か中東でも進んでおり、近年の炭酸飲料などに⾼い関税をかけるなど健康志向の⾼まりが
強い UAE など中東諸国では、国内のショッピングモールで店舗を展開している欧州の⾷
料品スーパーを中⼼に、⽸詰・冷凍⾷品・冷蔵品などの⽔産加⼯品で多くのＡＳＣ・ＭＳ
Ｃ認証取得商品が数多く売られている。 
 また、マグロ、カツオ、エビ、サーモン、イワシ、アンチョビ、ブリなどを原料とした
アメリカ・カナダを本拠とする世界的な⽸詰メーカーの Wild Planet Foods Inc では、同社
のＨＰにおいて⾃社の商品の原料であるマグロを獲る際、従来の巻き網漁により毎年何百
万匹もの他の⿂が船外に投げ出され死滅しているとしており、原料となるマグロの漁獲を
全て pole and line に変えるなど Original Sustainable Company を⽬指している。イギリス
に本社があり中東でもスーパーを展開している Waitrose は essential waitrose というオリ
ジナル商品の⽸詰を販売しており、これらは全てＭＳＣ認証に対応している。 
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 2020 年開催予定の東京オリンピックでも、東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会
組織委員会が「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会における⾷料調達に関
する取組⽅針」を平成 30 年６⽉に公表しており、⽔産物の調達は、「MEL、MSC、
AEL、ASC、FAO のガイドラインに準拠したものとして組織委員会が認める認証スキー
ム」であることが記載されている。⽔産庁としても、東京オリンピック・パラリンピック
を契機に、漁業者・消費者の両サイドにおける⽔産エコラベルの信頼性や認知度を⾼めて
いくとしており、世界的な潮流と相まって国内でもこうしたサステナビリティへの⾼まり
が広がっていくと予測される。 

  



 

52 
 

 
④輸出環境の発達（資料編ｐ５１～） 

 原発事故による輸出規制は、事故後に規制措置をした国の半数以上が既に完全撤廃し
ているほか、⽔産加⼯品については⼀部の国を除いて放射性物質検査証明や産地証明
があればほぼ輸出可能な状態に回復している 

 輸送に不可⽋な鮮度保持技術については様々な取組が進んでおり農⽔省やＪＥＴＲＯ
からも事例紹介などが積極的に⾏われており⺠間の取組を後押ししている 

 三陸地域の⽔産加⼯業者の中にも独⾃の鮮度保持技術を取り⼊れているほか、沖縄ハ
ブを積極的に活⽤した東南アジアへの輸送技術の短縮化に取り組む動きが活発化して
いる 

 

東⽇本⼤震災の原発事故による影響で、三陸地域の⾷品等の輸⼊規制を設ける諸外国・地
域があったが、輸⼊規制を緩和・撤廃する国が増加している。 

事故後に輸⼊規制を措置した国は 54 カ国あったが、既に 31 カ国が規制措置を完全撤廃
している。⽔産物については、中国では宮城県、韓国では⻘森、岩⼿、宮城からの輸⼊停⽌
措置がとられているほか、⽔産加⼯品については中国が宮城県からの全ての⾷品の輸⼊停
⽌措置を執られているほかは、放射性物質検査証明や産地証明が必要ではあるものの、ほぼ
輸出可能な状態となっている。 

 
【図表 ４０ 震災後の輸出規制の緩和】 

 
資料：農林⽔産省 公表資料 http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/keii_ja_1812.pdf 
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また、輸出時に役に⽴つ輸送・保存技術も発達してきており、品質維持にはかかせないコ
ールドチェーンを確保するためのコンテナなど、輸送に関する技術の開発が進んでいる。 
 農協、豊⽥通商、凸版印刷、パナソニック㈱アプライアンス社などは⻄⽇本の国⽴⼤学法
⼈などと連携して㈱エバートロン社の⾰新的鮮度維持技術を活⽤した⽇本産⽣鮮⾷品輸出
実証プロジェクトを開始したと平成 30 年 11 ⽉に公表している。本プロジェクトでは、同
社の鮮度維持装置 evertronWAVE に⾷材を数⼗分⼊れておくだけで⾷材⾃⾝が鮮度を維持
する体質に変わり通常の冷蔵⾞による輸送でも鮮度維持効果が発揮されるほか船便での輸
送も可能になるとしている。これに国内の⼤学が開発した超酸素⽔や鮮度維持袋を駆使し
て⽣産からの消費までのバリューチェーンに適⽤できる⾰新的鮮度維持技術を開発してい
る。 
 ⽇本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）でも、平成 29 年 5 ⽉に液体式急速冷凍機、鮮度保持機
能付きコンテナ、国際⼩⼝輸送サービスなど紹介した⾷品輸出の鮮度保持輸送事例紹介セ
ミナーを開催。農林⽔産省でも鮮度保持技術を中⼼に技術・事例をまとめた「農林⽔産物・
⾷品輸出の⼿引き」を作成し、農林⽔産省ホームページにおいて公表している。 
 三陸地域においても宮城の⽔産会社が⼤⼿電機メーカーと連携して三陸沖で獲れた商品
を東南アジアに輸出する際に出荷から輸出に関する⾏程で電⼦タグを⽤いた温度管理を実
⽤化している。⻘森県では平成 26 年 7 ⽉に⼤⼿運輸会社と輸送時間の短縮と鮮度・品質を
保持した付加価値の⾼い物流を⽬指した新しい輸送の枠組みＡ！Ｐｒｅｍｉｕｍを開始し
ており、公表ベースだけで 50 近い⽔産・加⼯品事業者がこのシステムを活⽤しており、こ
の中には岩⼿に本社を置く事業者も含まれている。 
 また近年では、三陸の⽔産加⼯業者でも 24 時間通関や深夜の離発着が可能な那覇空港を
ハブとした東南アジア⽅⾯への輸送の取組も始まっている。 
 こうした輸送・保存技術やシステムについても三陸の⽔産加⼯業者の海外への販路拡⼤
に向けた環境整備が進んでいる。  
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【図表４１ ⽣鮮・⾷料品専⽤航空コンテナによる鮮度維持技術】 

 
資料：農林⽔産省「農林⽔産物・⾷品輸出の⼿引き（平成 29 年 3 ⽉」） 



 

55 
 

 
⑤農林水産物の輸出拡大政策（資料編ｐ５３～） 

 ２０２０年の国内農林⽔産物の輸出額１兆円の⽬標に向けて国を挙げた国産農林⽔産
物の輸出拡⼤政策が推進されている。 

 平成３１年２⽉のＥＵとのＥＰＡ発効により⽔産品等は輸出重点品⽬となっており関
税の即時撤廃による輸出の拡⼤が期待される 

 
平成 28 年５⽉に農林⽔産業・地域の活⼒創造本部にて、「農林⽔産業の輸出⼒強化戦略」

がとりまとめられ、海外において⾷の需要が拡⼤すると⾒込まれている中で、輸出が農林⽔
産物・⾷品の販路拡⼤につながる重要な⼿段であると記載されている。輸出を実⾏していく
のは、農林漁業者であり、⾷品事業者であり、事業者のチャレンジや創意⼯夫が⼀層引き出
され、意欲的な取組が⾏われるよう、側⾯から⽀援していくことが政府の基本姿勢とし、⺠
間の意欲的な取組を⽀援する「７つのアクション」が策定された。 

「７つのアクション」とは、①情報の⼀元的提供、②⽇本産の「品質の良さ」を世界に伝
える、③「ライバル国に負けない」ための戦略的販売（リレー出荷・周年供給）を進める、
④農林漁業者⾃⾝が海外において販売拠点を設ける取組をサポート、⑤既存の規制を⾒直
し、国内の卸売市場を輸出拠点へ 、⑥諸外国の規制の緩和・撤廃のため、省庁横断でチー
ムをつくり、戦略的に対処、⑦国内の輸出関連⼿続を改⾰があり、外国のマーケット情報の
提供や、諸外国の輸⼊規制等の緩和・撤廃に向けて省庁で戦略的に取り組むなど、⺠間事業
者の輸出促進に向けた戦略となっている。 

 
【図表４２ 農林⽔産業の輸出⼒強化戦略のポイント】 

 
資料：農林⽔産省「農林⽔産業の輸出⼒強化戦略（平成 28 年 5 ⽉）」 
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平成 28 年８⽉に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、当初平
成 32 年としていた輸出額１兆円⽬標を１年前倒して、平成 31 年に輸出額１兆円を⽬標と
することが決定された（資料編ｐ53【国を挙げた国産農林⽔産物の輸出拡⼤政策の推進】参
照）。 

また、2019 年 2 ⽉に⽇本とＥＵ（欧州連合）との間で経済連携協定（ＥＰＡ）が発効さ
れており、輸出重点品⽬とされている⽔産品等のほとんどの関税が即時撤廃される⾒込み
である。⽔産物に限れば、⽔産物・⽔産加⼯品輸出拡⼤協議会（事務局：（⼀社）⼤⽇本⽔
産会）によると 2016 年の⽇本の⽔産物の輸出⾦額は約 22 億ユーロだが欧州向けはこのう
ちのわずか３％に過ぎないとされている。ちなみに⽇本からの輸出は１位がホタテ、２位が
錦鯉、３位が真珠でありこの３アイテムで７割を占める。５億⼈を超えるＥＵ市場への輸出
促進の環境が整備されており、こうした動きは、三陸地域の⽔産加⼯業にとっても⼤きなチ
ャンスである。 

平成 27 年 2 ⽉に設⽴された⽔産物・⽔産加⼯品輸出拡⼤協議会では、⽇本の⽔産物や⽔
産加⼯品のプロモーションや商談⽀援を⾏っており、国内・海外での商談会の開催のほか、
これらへの経費助成も⾏っている。⽇本貿易振興協会でもＨＰなどで年間の海外での商談
会や展⽰会の案内やＪＥＴＲＯの出展補助などを様々な⽀援を⾏っている。 
 三陸地域における⽔産物の輸出状況は、三陸地域の⿂介類及び同調製品の輸出価額は上
昇傾向にあり、2017 年の三陸地域の輸出価額の合計は 20,159 百万円と 2015 年時点から
4,866 百万円増加（増加率 31.8％）している。また、輸出品⽬全てを含めた輸出総額に占め
る、⿂介類及び同調製品の輸出額の割合も、3.21％（2015 年）から 4.57％（2017 年）と増
加傾向にある。今後も、農林⽔産物の輸出拡⼤政策の後押しを受け、三陸地域における⽔産
物の輸出に関する取組みは進んでいくものと考えられる。 
 

【図表４３ 三陸地域の⿂介類及び同調製品の輸出価額と、輸出総額に占める割合の推移】 

 
資料：横浜税関「東北の貿易概況」より作成 
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⑥ICT の活用による生産性向上の可能性（資料編ｐ５５～） 

 漁業・養殖業、⽔産加⼯業において ICT 等技術の開発・活⽤が進んでいる 
 仙台の IT 関連会社と連携した海洋観測ブイを活⽤した養殖業での⽔温や塩分の監視、

東北⼤学と⼤⼿⽔産加⼯会社が連携した⽣産ラインを撮影したカメラ画像を AI によ
って診断する技術の開発などが進んでいる 

 このほかにも AI 技術を活⽤した事務部⾨の効率化、倉庫のシェアリング、⽔産加⼯業
等販路回復取組⽀援事業を活⽤し様々な省⼒化設備なども進んでいる 

 
 ⽔産業、⽔産加⼯業において、ＡＩ・ＩＣＴ技術の活⽤が活発化している。 
 養殖業においては、宮城県⼥川町で環境ＩＣＴを活⽤したギンザケ養殖に取り組んでお
り、深い⽔深帯の⽔温や溶存酸素等のデータを取得し、そのデータに基づいて遠隔操作によ
り⽣簀を⾃動浮沈させ⽣産性を向上させる技術の開発を進めている。 
 また、宮城県東松島市松島湾においては、仙台の IT 関連会社と連携しカキ・ノリの養殖
で、種ガキのもととなる稚⾙を付着させる時期やカキの成⻑に合わせて筏を移動する時期
を⾒極めるため、海洋観測ブイを養殖場に設置し、陸上で１時間毎に⽔温を確認し、⽣産性
の向上に向けた技術開発を進めている。 
 

【図表４４ 宮城県⼥川町の養殖場の様⼦】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 
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【図表４５ 宮城県東松⼭市松島湾の養殖場の様⼦】 

 
資料：⽔産庁「平成 29 年度⽔産⽩書」 

 
また、⽔産加⼯の関連産業においても、ＩＣＴの活⽤が進んでおり、例えば、倉庫内のス

ペースをシェアリングするサービスが登場し、空きスペースを利⽤したい側、空きスペース
を提供したい側双⽅が、利⽤できるサービスが誕⽣している。卸・⼩売分野においては、受
発注管理と販売管理を⼀気通貫で⾏える基幹システムの活⽤例が登場している。同システ
ムでは受発注の効率化が可能となっており、さらに、蓄積されたデータをマーケティング情
報としても活⽤することができるようになっている。 
 

【図表４６ 倉庫のワンストップ予約サービスの概要】 

 
資料：アジア・シームレス物流フォーラム 2018 公表資料 
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【図表４７ 卸・⼩売分野での ICT 活⽤による受発注の効率化事例】 

 
資料：中⼩企業庁「中⼩企業・⼩規模事業者の IT 利⽤の状況及び課題について（平成 29 年 3 ⽉）」 

  

 塩釜の⼤⼿⽔産加⼯会社では国内⼤⼿電機メーカー、東北⼤学⼤学院⼯学研究科情報知
能システム研究センターら４者は、2017 年 8 ⽉から同年 11 ⽉にかけて⽔産加⼯品の⽣産
ラインを撮影したカメラ画像を AI によって診断し、⽣産個数の計測や 2 級品の検出など
の精度を検証した。この検証では、調理⼯程の⽣産個数の計測において、99%以上の精度
を実現したほか、⽣産ラインの撮影画像 1 枚あたり 0.05 秒以内で 2 級品を検出、⼀部の⽔
産加⼯品において、調理と 2 級品発⽣原因との関連の可能性を確認したと発表している。
また、仙台の⼤⼿⽔産会社では、昨年の 12 ⽉からグループ会社と連携し、仕⼊先から送
られてくる多種多様な請求書をスキャナーで読み取り、ＡＩの⽂字認識処理により請求内
容をデジタル化する請求書読取システムの本格稼働を開始したと新聞などで報道されてい
る。 
 こうしたＩＣＴやＡＩ技術を活⽤した取組以外にも、復興⽔産加⼯業販路回復促進セン
ターの⽔産加⼯業等販路回復取組⽀援事業を活⽤し様々な省⼒化設備などを導⼊した⼈⼿
不⾜の解消や⽣産性の向上の取組が三陸の⽔産加⼯業の間に進んでいる。  
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⑦漁業法の改正（資料編ｐ５８～） 

 平成３０年１２⽉に漁業法の改正が成⽴、７０年振りの抜本的な改正となった 
 資源管理については、科学的根拠に基づく資源評価と漁獲可能量による管理を⾏うな

ど世界的なサステイナブルの潮流に沿った形になっている 
 また、漁業許可制度の⾒直しも⾏われ、養殖・定置の漁業権は既存の事業者の継続利

⽤を優先としつつも地域⽔産業の発展に最も寄与する者に免許することが可能になる
など新規参⼊に⼀定の⾨⼾を開いた形となっている 

 こうした動きを⾒据えて、三陸地域でもサーモンなどの養殖に向けた動きが活発化し
ている 

 
平成 30 年 12 ⽉ 14 ⽇、「漁業法等の⼀部を改正する等の法律」が公布され、⽔産資源の

適切な管理と⽔産業の成⻑産業化を両⽴させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免
許制度等の漁業⽣産に関する基本的制度が⼀体的に⾒直された。 

新たな資源管理システムとして、科学的根拠に基づいた資源評価と漁獲可能量により管
理を⾏い、持続可能な資源⽔準に維持・回復させることが資源管理における基本原則となっ
た。漁業許可制度の⾒直しも⾏われ、漁獲割当て（ＩＱ）導⼊など条件の整った漁業種類に
ついては、トン数制限など漁船の⼤型化を阻害する規制を撤廃するなど、魅⼒ある漁船漁業
の実現に向けて規制が⾒直された。養殖・沿岸漁業の発展に資する海⾯利⽤制度の⾒直しも
⾏われ、共同漁業権は、従前どおり漁協にのみ免許されるが、養殖・定置の漁業権は、既存
の漁業者や漁協が有効に漁場を活⽤している場合は、継続利⽤を優先することとし、それ以
外の既存の漁業権がない等の場合は、地域⽔産業の発展に最も寄与する者に免許すること
ができるようになるなど、地元漁協を最優先すると定める現⾏の漁業法などの優先順位の
規定が撤廃された。 
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【図表４８ ⽔産政策の改⾰の全体像】 

 
資料：⽔産庁「漁業法等の⼀部を改正する等の法律案 参考資料（平成 30 年 11 ⽉）」 

漁業法の改正を受けて、養殖に関する研究や取組に注⽬が集まっている。国内のサーモン
に対する需要が伸びている中、国内のブランド鮭鱒養殖は広がりを⾒せ、2015 年 12 ⽉から
2018 年 12 ⽉の３年にかけて、31 か所の養殖地が増加している。 
 三陸地域においては、⻘森県が産官学連携による⼤規模サーモン養殖に取り組んでいる
（資料編ｐ59【⻘森県におけるサーモン養殖の取組み】参照）。釜⽯サテライトの三陸⽔産
研究センターでは、閉鎖循環型の養殖実験装置を整備し、岩⼿県内⽔⾯⽔産技術センターと
共同でサクラマス（ヤマメ）幼⿂の開始飼育実験を実施している（資料編ｐ60【岩⼿⼤学に
よるサーモン養殖の取組み】参照）。 
 また、平成 31 年 3 ⽉には岩⼿県宮古市が新年度の予算案でトラウトサーモンに関する海
⾯養殖調査のための事業を計上しており、11 ⽉からは湾内に設置した⽣け簀で種苗を養殖
する計画であることが報道されている。来春から初夏にかけての出荷を予定しており、⽣育
した全量が宮古市⿂市場に上場する計画で低迷する⿂市場の売上の拡⼤、地元⽔産加⼯業
者の原料確保、加⼯品の販売などにも寄与する狙いがある。 
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【図表４９ 2015 年 12 ⽉から 2018 年 12 ⽉にかけての国内ブランド鮭鱒養殖地の変遷】 

 
資料：全国養鱒振興協会 「会⻑理事基調講演資料（平成 31 年 1 ⽉ 27 ⽇）」 
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（２）三陸特有 
①世界で最も豊かな漁場（資料ｐ６２） 

 三陸地域は世界三⼤漁場となっており、多様な⿂種に恵まれた良好な漁場である 
 リアス式海岸が⼭側から流れ込む⽔が汽⽔域を形成し養殖業の発展に寄与している 
 
三陸地域の沿岸部は、南⽅からの回遊⿂を運ぶ⿊潮、アラスカ、ロシア等の河川流⼊域を

経て豊富な栄養を運ぶ親潮、さらには⽇本海側から流れ込む津軽暖流が交わる潮⽬が形成
されている。そのため、⿊潮に乗って北上したカツオ、マグロ、サバ、サンマ等の⿂が、親
潮によって運ばれる豊富なプランクトンや⿂を⾷べに集まるため、多様な⿂種に恵まれた
良好な漁場となっている。 
 

【図表５０ 世界三⼤漁場】 

 
資料：東北経済産業局「三陸ブランド検討委員会とりまとめ報告書（2017 年 1 ⽉）」 

 
三陸地域沿岸においてはリアス式海岸が形成されているが、背後に控える⼭側から注ぎ

込む⽔が汽⽔域を形成していることで、養殖業の発展に寄与している。 
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⿊潮と親潮による潮⽬により、世界三⼤漁場と⾔われる北⻄太平洋（三陸地域近海）、北
東⼤⻄洋（アイルランド、イギリス、ノルウェー近海）、北⻄⼤⻄洋（⽶国、カナダ東部近
海）の中でも、三陸地域が属する北⻄太平洋は、他地域の倍以上の漁獲量を誇る世界で最も
豊かな漁場となっている。さらに、三陸地域沿岸に広がるリアス式海岸により、海⾯養殖に
おける好⽴地となっており、豊富な天然⿂だけではなく、養殖⿂の⽣産についても期待でき
る地域となっている。 

 
【図表５１ 三陸沿岸のリアス式海岸】 

 
資料：国⼟地理院地図より作成 
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②水産関連事業者の集積（資料編ｐ６３） 

 全国に１３しかない特定第三種漁港のうち４港は三陸沖に⾯している 
 ２０１７年の⽔揚量・額とも全国１０位以内に三陸沖から３港がランキング 
 ⽣鮮冷凍⽔産物においては全国の約２２％、冷凍⾷品や塩蔵品などの⽔産加⼯品では

全国の約２０％程度を⻘森・岩⼿・宮城が占めている 
 三陸地域には平成２８年現在で５５０を超える業者が集積している 
 主要漁港では、物流拠点など関連事業者の⽴地が進んでいる 
 

 世界三⼤漁業と⾔われる三陸地域沿岸では多くの漁港が存在する。平成 30 年４⽉現在
の全国の漁港数は 2,823。このうち⻘森・岩⼿・宮城の三県だけで全国の 10％以上の漁港
が存在する。このうち全国に 13 しかない⽔産業の振興のために特に重要であるとして政
令で定められている特定第３種漁港（略称｢特三｣）は、地域別でも東北地⽅が最も多く４
港が指定（⼋⼾港、気仙沼港、⽯巻港、塩釜港、銚⼦漁港、三崎漁港、焼津漁港、境漁
港、浜⽥漁港、下関漁港、博多漁港、⻑崎漁港、枕崎漁港）されおりこれら全てが三陸沖
に位置している。 
 2017 年の⽔揚量上位 20 港のうち４港（⽯巻港、⼋⼾港、気仙沼港、⼤船渡港、）を三
陸地域の漁港が占めている。豊富な漁獲量を背景に三陸地域で⽔産業が発達し、それに伴
い⽔産加⼯業が集積し三陸沿岸地域の基幹産業となっている。平成 29 年⽔産物流通調査
の⽔産加⼯品の都道府県別の⽣産量では、三陸地域の⻘森・岩⼿・宮城三県の合計で、冷
凍⾷品では約 22％、塩蔵品で約 17％、調味加⼯品などのその他の⾷⽤加⼯品で約 13％
を、⽣鮮冷凍⽔産物においても全国の約 22％を占めている。 

三陸には 2016 年時点で⽔産加⼯業者 551 事業所が存在している。全国各地の⽔産加⼯
事業者数と⽐較しても上位に位置しており、三陸地域には多くの⽔産加⼯業者が集積して
いる。  
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【図表５２ 都道府県別の⽔産加⼯事業者数(2016 年)】 

 
資料：経済産業省「⼯業統計」から作成 

注）⽔産加⼯事業者の内訳：⽔産⽸詰・瓶詰製造業、海藻加⼯業、⽔産練製品製造業塩⼲・ 
塩蔵品製造業、冷凍⽔産物製造業、冷凍⽔産⾷品製造業、その他の⽔産⾷料品製造業 

 
三陸地域の港湾及び周辺には、造船会社、物流倉庫、物流センター等が⽴地しており、

⽔産関連事業者の集積が進んでいる。⽔産業クラスターの構築に資するプレイヤーが三陸
地域沿岸に存在している。⼋⼾港には、東北における⾷品貨物の取扱拡⼤を⾒込み、豊洲
地区に低温・薫蒸機能を備えた物流センターを株式会社上組が建設し、平成 29 年３⽉か
ら操業を開始している。釜⽯港には、⽇本通運株式会社が、岩⼿県沿岸地域の物流拠点と
して物流倉庫を建設し、さらに国際物流営業強化のため、保税倉庫指定及び通関営業を平
成 29 年 9 ⽉より開始している。また、エアウォーター⾷品物流株式会社は、釜⽯地区の
⽔産品等物流強化のため、低温倉庫を建設したほか、⽔産品等の輸出促進のため、保税倉
庫指定を受け平成 29 年 8 ⽉より操業を開始している。 
 このように、三陸の港湾及び周辺には、⽔産業クラスターの構築に資するプレイヤーが集
積しており、これらの企業と連携していくことで三陸の⽔産加⼯業界の競争⼒が増してい
くものと考えられる。 
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【図表５３ 三陸の港湾及び周辺における企業⽴地状況】 

 
資料：東北地⽅整備局「東⽇本⼤震災から７年、東北港湾の今とこれから（平成 30 年 3 ⽉）」 
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③インフラの充実（資料編ｐ６４～） 

 ⾼規格道路の整備が進むなど、三陸地域の交通網が発達している 
 港湾の整備が進んでいる 
 
東北地⽅の⾼速道路網の整備が進んでおり、⻘森、仙台間の所要時間は８時間以上を要し

ていたが、東北縦貫⾃動⾞道の開通後は、４時間弱と半分の時間となっている。平成 32 年
度までに、三陸地域内でも、⾼規格道路の開通が予定されており、格⼦状のネットワークの
形成による物流網の発達が予定されている。 
 

【図表５４ 東北地域の⾼速道路等の整備状況】 

 
資料：国⼟交通省 公表資料 

 http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kakyoin/effort/butsuryu/pdf/dai12kaihonbukai_shiryou5-2.pdf 
 
  



 

69 
 

また、東⽇本⼤震災により被災した港湾施設の復旧が進んでいる。港湾関係災害復旧対象
施設全 1,226 施設（港湾 1,173 施設、海岸 53 施設）のうち、本復旧が完了⾒込の施設は
1,113 施設（平成 30 年３⽉ 30 ⽇時点）であり、残り 113 施設についても、平成 32 年度内
の完了を⽬標に整備中（平成 30 年３⽉ 30 ⽇時点）という状況である（資料編ｐ65【交通
網、港湾の整備】参照）。 

東⽇本⼤震災の影響により東北管内港湾の平成 23 年の総取扱貨物量は、⼤きく減少した
が、港湾施設の復旧に伴い、震災前よりも⾼い⽔準で推移している。また、三陸各港のコン
テナ取扱貨物量は、平成 28 年には仙台塩釜港、⼋⼾港で過去最⾼を記録している。釜⽯港
においては、平成 27 年に過去最⾼のコンテナ取扱貨物量を記録している（資料編ｐ67【交
通網、港湾の整備】参照）。 
 

【図表５５ 東北管内の港湾取扱貨物量の回復状況】 

 
資料：東北地⽅整備局港湾空港部「東⽇本⼤震災から 7 年、東北港湾の今とこれから」 
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④加工環境の充実（資料編ｐ６８～） 

 震災で壊滅的な被害を受けた港湾や交通網の整備が進み、東北管内港湾の総取扱貨物
量は震災以前よりも⾼い⽔準で推移している 

 
三陸の（⼀社）⼤⽇本⽔産会認定ＨＡＣＣＰの取得状況（2018 年 12 ⽉ 27 ⽇時点）は、

69 ⼯場となっており、⾷品の安全性において⾼いレベルの衛⽣管理⼿法を取り⼊れている
企業が多く存在する。各⾃治体においても、⾃治体ＨＡＣＣＰ等認証制度を実施しており、
⻘森県では「⻘森県⾷品衛⽣⾃主衛⽣管理認証制度」、岩⼿県では「岩⼿版ＨＡＣＣＰ」を
実施している。宮城県では「みやぎ⾷品衛⽣⾃主管理認証制度」を実施し、2018 年 12 ⽉ 21
⽇時点での認証施設 64 事業所中、22 事業所は⽔産加⼯事業者となっている。 

また、ＣＡＳ凍結設備等の最新の加⼯設備の導⼊を進めている企業も存在し、⽔産加⼯に
おける環境が充実している。加⼯環境の充実は、商品開発⼒や商品の品質を⾼めることにつ
ながり、様々な⽔産加⼯品の開発が期待される。 

 

【図表５６ ⼤⽇本⽔産会認定 HACCP の認定⼯場数（2018 年 12 ⽉ 27 ⽇時点）】 

 
資料：（⼀社）⼤⽇本⽔産会 HP より作成 

http://qc.suisankai.or.jp/nintei_201812.html 
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Ⅲ 三陸地域の水産加工業等が目指す方向性 
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１ 目指すべき姿、実現させるための具体的な方向性 
 

（１）目指すべき姿 
 
第Ⅱ章で整理した三陸の⽔産加⼯業者を取り巻く様々な競争環境を踏まえての本調査委員

会での三陸地域の⽔産加⼯業者の⽬指すべき姿を以下のとおり整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章では、⽔産加⼯業界の共通の要素、並びに三陸地域特有の要素について、弱み・脅

威、強み・機会の双⽅について整理した。 
弱み・脅威について⾒ると、前浜で⽔揚げされる⿂に依存する傾向が強い三陸地域にあっ

て、漁獲量の減少は⽔産加⼯事業者とって相当のダメージがあること、我が国が⼈⼝減少局
⾯に突⼊する中で国内市場の縮⼩が不可避であり、地域内の同業者との競争、他産地との競
争の中で限られたパイの取り合いをするという⾮常に厳しい経営環境にあることが分かる。
震災以降、三陸地域の⽔産加⼯事業者の中にある将来に向けた不安は主にこのような国内
市場の縮⼩、競合他社に対応した消費ニーズを踏まえた商品開発⼒の弱さ、原料をはじめ、
⼈件費、輸送費といったコスト増要因などに対する抜本的な対応策が⾒いだせない状況が
原因と考えられる。 

その⼀⽅、強み・機会について⾒ると、東南アジア、欧州、イスラム圏のそれぞれで⾷⽤
⽔産物の需要拡⼤などによる海外市場の拡⼤、インバウンド、「和⾷ブーム」を追い⾵とし
た世界的な⽇本⾷需要の拡⼤、ＳＤＧｓといった⽔産資源管理の視点を持った消費志向の
変化、国をあげての農林⽔産品の輸出拡⼤施策、ＥＵ（欧州連合）とのＥＰ（経済連携協定）
の発効、ＩＣＴやＡＩ技術などを活⽤した効率的な⽣産性向上の可能性、70 年ぶりに改訂
された漁業法の中で育てる漁業、資源管理、養殖沿岸漁業の発展に資する海⾯利⽤制度の⾒
直しといったビジネスチャンスが存在する。 

『SANRIKU／三陸』を世界トップの⽔産ブランドにする 

「強い企業⼒＆産地全体での強みの追求 ~競争と協創へ~」 

Ａ．世界的信頼の確⽴（選ばれ続ける三陸） 

Ｂ．将来に亘る強い産地 

Ｃ．コスト上昇要因の克服 
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他⽅、他地域の事例調査、並びに三陸地域の事例調査を⾒ると、未活⽤の⼩型の⿂を使っ
て寿司ネタを製造しチルドで⾸都圏に空輸して事業を拡⼤している事例、あじフライとい
う既存市場の中で味、品質にこだわった付加価値の⾼い商品づくりで潜在需要を掘り起こ
した事例、⾼鮮度のアラを使⽤して養殖飼料を製造している事例、中外⾷志向に合わせた商
品製造のための施設整備をしている事例、既に輸出を進めている事業者との連携により輸
出事業を拡⼤している事例、トラウトの養殖など給餌型養殖に係る内⽔・海⽔⾯での取組な
ど、個社や地域の強みや企業価値を活かした経営戦略のもと、関連事業者との連携を図り、
国内外の市場ニーズを踏まえた差別化、商品化を進め、売上拡⼤を図っている企業の存在が
明らかとなった。 
 以上を踏まえ、本調査においては、三陸地域の世界三⼤漁場、リアス式海岸が持つ原料確
保における優位性、⽔産業クラスターの構築に資すプレイヤー（漁業者、⽔産加⼯事業者、
倉庫業者、運送業者、ＩＴ業者、設備メーカー等）が存在するという優位性、震災以降整備・
導⼊された⾼度衛⽣管理施設や最新の加⼯設備、港湾、交通網などのインフラの充実等、製
造⾯での優位性など、三陸地域の持つ様々優位性を活かし、国内のみならず海外市場を視野
に⼊れ国際的に三陸地域が⽔産供給基地として、Ａ．世界的な信頼の確⽴、Ｂ．将来に亘る
強い産地、Ｃ．様々なコスト上昇要因を克服した『ＳＡＮＲＩＫＵ／三陸を世界のトップの
⽔産ブランドにする』ことこそ三陸地域の⽬指すべき姿であるとした。 

そのためには、三陸地域の⽔産加⼯業者等が経営戦略やマーケティング、ビジネスモデル
等の基礎的な経営⼒を底上げし、⽔産加⼯事業者が共に競い合い各社の企業⼒を向上させ
ることが必要となる。また、漁業者、⽔産加⼯事業者同⼠、関連業界などとの連携を強化し、
新たなビジネスモデルやバリューチェーンを⽣み出し、産地全体の強みを活かし、国内外の
市場に対する強い対応⼒を持つことが必要となる。 

以降では、これら具体的な⽬指すべき姿を実現させるために必要となる具体的な３つの対
応『Ａ．三陸ブランドの確⽴』、『Ｂ．変化に強い供給体制の確⽴』、『Ｃ．コスト削減・リソー
スの活⽤』ついて委員会での意⾒を踏まえながら粗説する。 

 
 

（２）目指すべき姿を実現させるための具体的な対応 
 

① 三陸ブランドの確立 
 
これまで述べてきたように、国内マーケットは、⼀⼈あたりの消費量が減る⼀⽅で、⼀部

の⽔産加⼯品については消費が増えているほか、惣菜などの中⾷としての需要は増えつつ
ある。また、国外においては、⼈⼝の増加に伴い世界的に消費量が増えているほか、⽣活⽔
準の向上や健康志向の⾼まり和⾷ブームなどからこれまでの東アジアだけでなく、東南ア
ジア、中東、アフリカ、欧州に⾄るまで⽔産物、⽔産加⼯品に対する需要は急激に増加して
おり今後もこうした傾向は続くと思われる。 
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こうしたなか、三陸ブランドを確⽴し国内外の需要に対応するためのアクションの⼀つと
して考えられるのが｢マーケットニーズに基づく商品化｣であるが、ここで⼀番の課題となる
のが｢マーケットニーズ｣に対する考え⽅である。よく間違えやすいのがトレンドとの違い
であり、⽢い物が流⾏っている、お⿂が流⾏っているといのはあくまでトレンドであってマ
ーケットニーズではなく、また、メーカーからのニーズの様に具体的に⾒えているものでは
ない。したがってマーケットニーズは、商品の提⽰や定性調査などを通じて⾒えてくるもの
であり、世の中にどういう⾵にアピールするのかというところが⾒えてこないまま、単にマ
ーケットニーズというと失敗してしまう可能性がある。そのためにはターゲティングをし
っかり⾏う必要がある。つまり実際の定性調査やトライアルのような試⾏を繰り返し、消費
者の変化に対応しながらどこに・誰に・何を・どう売るのか、⽅向性を⾒極めていくといっ
たマーケットキュレーションの考え⽅でターゲットを探索していくべきである。またこの
ターゲティングの基盤となるのが各社の強みや商品の中味であり、これが⾒えないままで
はいくらターゲットを設定しても対応が困難である。したがって、むしろ各社の商品⾃体の
中味を⾒つめ直す、洗い直すといった作業の必要性について委員会でも意⾒が出された。企
業の現在の背品や技術の評価がないとそもそも⾃社商品が汎⽤モデルなのか⾼級モデルな
のか⾒えてこない。第三者の⽬から⾒ると付加価値のあるものでも事業者にとっては当た
り前に終始し、気づきが得られてないケースも散⾒される。企業の持っている技術や原材料
を今後どう活⽤するのか、⾃社のモデルを考える上でも重要であり、実際にこうした第三者
からの評価について、平成 29 年度の東北復興⽔産加⼯品展⽰商談会において⼤⼿広告会社
が出展事業者の各ブースを回って商品の強み特徴や営業の対応など細かな分析を⾏い各社
にフィードバックが⾏われている事例もある。 

⼩売業界は変化が早く⾷品産業全体の再編も進んでいく中で⽔産加⼯業がどう⽣き残っ
ていくのかは簡単ではなく、また⽔産加⼯業の⽴場として⼩売の変化などにどうリアルタ
イムに対応していくのかは⾮常に難しい。実際に中⼩の⽔産加⼯業者は業界に変化につい
ていけないまま動いているケースも少ないがこうしたターゲティングは変化のヒントにな
ると考えられる。そして、事前の企業評価と、どこで何を売るのか、どういう売り⽅をする
のかというターゲティングがあって、初めて⾃社のビジネスモデルを組み⽴てることがで
きマーケットニーズに基づく商品化を進めていくことに繋がる。こうした考えに基づくマ
ーケットニーズに基づく商品化への取組が三陸ブランドをどう考えていくべきか、三陸ブ
ランドをどう確⽴すべきか？といった点に繋がっていくものとして委員会でも意⾒が出さ
れた。 

２つ⽬のアクションの例が｢地域商社との連携｣である。三陸地域では、近年、地域商社機
能を有する株式会社や組合が中⼼となった海外への販路開拓が活発化しており、⾔語や商
慣⾏の違いに不慣れな事業者も海外に販路開拓に挑戦できる下地が広がりつつある。 

㈱三陸コーポレーションは、震災後の平成 28 年 9 ⽉に三陸地域の⽔産加⼯会社等の共同
出資により設⽴された海外輸出専⾨の商社であり、現在国内 11 社約 100 品⽬について、東
南アジア、中東、アフリカなどへの販路拡⼤を図っている。また、東北・⾷⽂化輸出推進事
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業協同組合は、東北の⾷品に関わる中⼩企業が海外への販路拡⼤を⽬指して共に輸出に取
り組む協同組合で輸出事務代⾏や代⾦決済まで幅広くサポートを⾏い東南アジアや中東⽅
⾯を中⼼に⽔産加⼯品だけでなく農産品や加⼯飲料など組合事業者の幅広い商品をサポー
トしている。本調査で実施したアンケートでも新たな販路の開拓を求める事業者が多い⼀
⽅、深刻な⼈⼿不⾜などを背景に営業⼒に⼈材を確保できない状況が浮かびあがっている。
委員会でも「加⼯要員不⾜も⼤きいが、⼀番深刻なのは営業担当であり現場の情報がフィー
ドバックされていないこと。結果として既存の商流に固執しまい販路拡⼤に繋がっていか
ない。販売先の選別をする専⾨の部隊があって企業にフィードバックする仕組み」の重要性
について意⾒が出されている。⽔産業界に限らずあらゆる業界で⼈⼿不⾜が続くことが予
想されるなか、今までの延⻑線上だけでなく世の中の変化に対応する取組が必要であり、こ
うした域内の商社機能を活⽤することで、⼈⼿不⾜やノウハウ不⾜のなかにあっても効率
的に情報を収集し変化に対応することができるようになると考えられる。 

アクションの３つ⽬が「ＳＤＧｓ先進地としての地位確⽴」である。三陸地域のこうした
認証への取組は本報告書に記載のとおりであるが、そのほかにもギンジャケなどでの ASC
の認証を⽬指す動きも⾒られ、また、⼤船渡では既に MEL を取得している事業者がいるな
ど三陸地域での認証取得に向けた取組が進んでいる。これは地域の強みである。したがって、
三陸地域はこうした認証の先進地として今後事業者の積極的な取組を⽀援するべきである。
また、⾸都圏のマーケットを⾒ても三陸の認知度はそれほど⾼くなく海外においても北海
道のブランドイメージに⼤きく引き離されていることから、こうした取組と併⾏して、国内
外における⼀体的な三陸ブランドのＰＲを⾏っていくことも重要である。 

 
 

② 変化に強い供給体制の確立 
これら具体的な⽬指すべき姿を実現させるために必要となる取組の 2 つ⽬が変化に強い

供給体制の確⽴である。このための 1 つ⽬のアクションが上記の「ＳＤＧｓ先進地としての
地位確保」である。「国際的なサステナビリティの潮流（ｐ48）」でも記載のとおり」⽔産物
及びこれら加⼯品のエコラベルの取組は、世界標準であり今後もこうした傾向が続くもの
と考えられることから、ＳＡＮＲＩＫＵ／三陸を世界のトップブランドを⽬指す上で 
ASC や MSC、MEL など認証取得を推進していくべきである。三陸地域は、AEL、MEL の
国内認証、AFC、MSC の国際認証に対応している事業者が存在する地域であり、産地全体
でのＰＲも含めて三陸地域が⽔産エコラベルに対応した世界標準の地域であることが、世
界的な信頼の確⽴、将来に亘る強い産地に繋がっていく。 

変化に強い供給体制に確⽴にあたって不可⽋となるアクションの 2 つ⽬として「畜養・養
殖に向けた取組」が考えられる。国際的な原料不⾜のなか、国内でも様々な取組が始まって
いる。三陸地域は世界三⼤漁場の⼀つである北太平洋海域に属し、天然⿂などの⽔産資源の
計画的な漁獲によって将来に亘り海⾯漁業による安定的な漁獲量の確保に向けた優位性を
持っている。また、三陸地域はリアス式海岸の静穏性の⾼い海⾯を持ち、養殖に適した環境
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を有しており、宮城県のギンザケ養殖を筆頭に、岩⼿県や⻘森県でも鮭・鱒養殖の実証的な
取組みが進んでいる。昨年 10 ⽉には、東北区⽔産研究所のグループ⻑が岩⼿県における⿂
類の海⾯養殖の可能性について発表しているほか、岩⼿⼤学で平成 31 年 1 ⽉に開催された
国内サーモン養殖にむけた地域振興に係るシンポジウムでは、各県の⽔産研究機関や国内
⼤⼿⽔産加⼯会社、三陸地域の⽔産加⼯会社、⾏政機関などが多数参画した。更に、岩⼿県
宮古市では⼤⼿飼料会社、漁協、市などが連携し今後需要の拡⼤が期待されるトラウトの養
殖に向けた調査なども始まる予定である。また、⺠間ベースではあるものの、国内において
独⾃のサバの養殖の実証を⾏っている企業も⾒られる。 

この場合、三陸地域に適した養殖とは何かを考える必要が出てくる。もともと三陸地域は
世界三⼤漁場の⼀つとして世界的にも豊富な⿂種を背景に海⾯漁業で発達してきた。しか
し、三陸地域の⽔揚げ量は、昭和 60 年前後をピークに下降の⼀途をたどり、平成 30 年の
⽔揚げ量は宮城県内の主要漁港４港を例にとっても最⼤で最盛期の 1/7 程度まで落ち込ん
でいる。それでもなお、三陸地域の強みは、少量のものが沢⼭獲れる、特徴的な⿂種が⾊々
あることである。三陸沖では 200 を超える⿂種が⽔揚げされており、こうした特徴は世界
でも希である。豊富な⿂種を背景とした海⾯漁業は三陸地域にとっての最⼤の武器であり、
⻄⽇本型の養殖がこの地域で展開することは現実的では無い。今後この地域に適した養殖
や⽔産加⼯業の関わり⽅を考えていくことでこの地域の将来的な安定的な⽔産資源の供給
に繋がる可能性がある。このように、三陸地域の⽴地優位性の活⽤、⽔産関係事業者の連携
を通して、海⾯漁業、海⾯養殖、陸上養殖など活⽤できる⽣産⼿法をフル活⽤することによ
って⽔産資源の安定的な⽣産量を確保し、ノルウェーなどに負けない世界有数の⽔産供給
基地となる⾼い将来性を有している。世界的な急激な⼈⼝増加の中で、たんぱく源の確保は
重要な問題であり、世界的に⾒た⾷⽤⿂介類の需要は⼀層⾼まる傾向にある。そのような状
況に対して、ＳＤＧｓ（持続可能な開発⽬標）の中で海洋・海洋資源の保全、持続的な利⽤
を⽬指すという⽬標が掲げられ、世界的な取組みが進むものと予測される。また、海⾯養殖
を⾒ると、ノルウェーやチリはサーモン養殖の産業化に成功し、世界シェアの６割を占める
⽔産供給基地となり、安定的な⽔産資源の確保に向けた重要な役割を担っている。 

３つ⽬のアクションが「原料の共同調達」である。原料調達や仕⼊の共同化で最も分かり
やすいのが組合形式であるが、規模の拡⼤に伴う弊害も伴う。特に原料の調達が厳しい中で
⼤きな規模での調達を⾏うのは現実的には困難であり成功事例などを参考にしつつ近しい
同業者で共同化として取り組むなどやれる単位からトライアルしていくことが重要である。 

 
 

③ コスト削減・リソースの活用 
 コスト削減・リソースの活⽤に必要なアクションの⼀つが「共通・共同配送システムの導
⼊」である。⽔産加⼯品の流通を⾒ると、⼩⼝配送、多頻度化が⼀般的となり、産地側の発
送作業の⼿間が増え、１回あたりの輸送コストも上昇する傾向にあり、最終的な販売価格に
転嫁し、商品のコスト競争⼒に影響が出ている。特に関東や⻄⽇本の⼤消費地に対して距離
的なハンデのある三陸の⽔産加⼯業者にとって、物流におけるコスト削減は解決すべき必
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須の課題である。⽔産加⼯業品の配送は従来から個建て配送が中⼼であったが個建てを⽌
めて⾞建てに変えた運送業者が多くなったとの声もあり、農協の様に調整がきかないこと
から原料の調達によって個建ての積載量が下がり損益が悪化する傾向にある。こうした中、
今回の調査の中でも宮城における個建て混載による新たな物流システムの取組が取り上げ
られており、共同配送による物流費の削減や産地直送による付加価値の向上に取り組んで
いる事例も⾒られており、こうした既存の物流事業者のネットワークを活⽤した共同配送
システムの構築が重要である。 
 コスト削減・リソースの活⽤に向けた 2 つ⽬のアクションが「加⼯設備等リソースのシェ
ア」である。三陸地域の特徴として、年間を通して時期ごとに⽔揚げされる⿂種が異なるこ
とが挙げられる。これらは地域の強みである⼀⽅、⽔産加⼯事業者において年間で繁忙期、
閑散期が⽣じるため、加⼯原料の⼀定量を確保し、年間を通した作業の平準化を図り、労働
⼒の安定的な確保などの努⼒を進め、経営の安定化を図っている。しかし、近年の⿂種交代
の影響を受け、⼯場の稼働率が著しく下がっている状況が⾒られるほか、被雇⽤者において
も安定的な雇⽤環境が確保されていない中で、⽔産加⼯業から労働⼒が流出するといった
課題が⾒られる。労働⼒については、加⼯現場の作業員のほか、営業や商品開発などの職員
の不⾜の声も挙がっていた。⽣産においては、集積した⽔産加⼯事業者の持つ設備や⼈的な
リソースも⼤きな資源であり、産地内でのリソースのシェア、リソースを活かした国内の別
産地の加⼯需要の共同対応などの取組みも有効であると考えられる。本調査では業種別の
年間を通じた繁忙期・閑散期についてアンケート調査を⾏った（資料編ｐ85『（２）年間を
通じた繁忙期と閑散期』を参照）。⽣鮮・冷凍・⼀次加⼯・⼆次加⼯によって多少のばらつ
きはあるものの 10〜12 ⽉は総じて繁忙期であり、1 ⽉〜3 ⽉にかけては閑散期と回答する
企業の割合が多かった。これらを受けて、⼋⼾地域を中⼼に⽔産加⼯業者どうしの加⼯にお
ける事業の協業化に向けた新たな取り組みも始まっている。また、事業者が協⼒して、⾃社
のマーケティングや顧客サービスなどに精通した優秀な⼈材をシェアすることで、相乗効
果を⾼めるといった協業化に向けた取り組みも考えられる。こうした設備・⼈材を地域で有
効にシェアすることで産地全体の付加価値の向上と強みを活かすことが可能になると考え
られる。 
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（３）目指すべき姿を実現するための具体的な土台 
 

①水産加工業者を核とした地域での実践の場の設置について 
（２）で記載する⽬指すべき姿を三陸地域において具体的なアクションに起こしていく

⼟台として、以下の⾼質なネットワークを地域に形成していくことを⽬指すものとする。 
 

【図表５７ ⾼質な地域ネットワークの場のイメージ】

 
 

 

 この⾼質な地域ネットワークの場の特徴・⽬的は以下のとおりである。 
 

 事業者のやる気を応援する場を試⾏的に提供 
 ⽔産加⼯事業者が核となり、同業者、漁業者、IT 業者、運送業者、設備メー 

  カーなど様々な関係者とビジョン・コンセプトを⽣成し、具体的な次の⼀⼿ 
  を探索・実践できる場を提供 
 最新の事例・取組について地域内外の実践⼒のある事業者等を講師として招 

  聘し、参加事業者との直接の交流もサポート 
 業界、⾃治体などにも精通した⼈をプロモーターとして配置するなど事業者 

  の主体的・積極的な取組をサポート 
 三陸沿岸の複数のカ所でこうした場を展開 

 

 

 

新たなバリューチェーン

⽣成
ビジョン｜コンセプト

探索・実践 学習・共有

関連産業

先進事例
知 識
情 報
技 術

IT・運送・設備・メーカー

商品
マーケット

ビジネスモデル
システム
共同の仕組み

イノベーション
講座

テーマ別
研究会

◆学び・共有と実践のエコシステム
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②上記の場の設置に至る背景など 
 

ア）水産加工業者へのヒアリングを通じた課題及び対応方法の体系化 

第１章での整理のとおり三陸地域の⽔産加⼯業を取り巻く環境は、脅威・弱み以外にも
様々な強み・機会がある。事実、⾃らの強みや企業価値を活かした差別化・商品化などに
基づく明確な経営戦略のもと、市場ニーズを的確に掴むことで売上を確保している企業は
存在する。 

こうした取組を⾏っている企業は、三陸地域を含め全国に多数存在する。東北⼤学⼤学
院経済学研究科地域イノベーション研究センターが、平成 26 年から 28 年にかけて東⽇本
を中⼼に⾏った「東北発⽔産業イノベーションプロジェクトにかかる事例調査」では、期
間中延べ 60 の企業を訪問し、事業のきっかけ、課題への対応、成功の要因などつぶさに
ヒアリングを⾏い、⽔産加⼯業における主要な課題と対応案を整理している（図表５８参
照） 

 
【図表５８ ⽔産加⼯業者の課題別の対応】

 
資料：東北⼤学⼤学院経済学研究科地域イノベーション研究センター 

 

この中では、原料調達、加⼯・製造、輸送、販売といった⽣産活動における⼀連の⼯程
のほか、商品開発や共同化など課題を体系化し、前述のヒアリングを通じて⾒出された課
題への対応⽅法を体系化し、今後三陸地域の⽔産加⼯業者の取り組むべき具体的な処⽅箋
を整理している。 
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なお、企業が成功するためには、こうした課題別の対応への具体的な取組といった⾏動
要素以外に、各課題の解決を⾏う企業のそれぞれの部⾨の担当者、及びこれらを強いリー
ダーシップでまとめ上げていく経営者など⼈的要素が不可⽋であることを付け加える必要
がある。 

こうした“処⽅箋”が整理されているなかにおいて、三陸地域における⽔産加⼯事業者の
復興は進んでいない。本調査では、商品の製造・物流に関する課題、及び商品の販売に関
する課題のそれぞれの項⽬について、三陸の⽔産加⼯業者へのアンケート調査を⾏ってい
る（資料編 76 以降参照）が、いずれの項⽬においても、⾃らが回答した課題に対する対
応策については 90％以上が具体的な対応策を念頭にしている。これらの課題と図表 58 の
対応策を照らし合わせた場合、対応策に向けた具体的な取組として何をすれば良いのか？
はある程度明確になる。ではなぜこうした取組が進まないのか？また、⾏動を進めるため
に不可⽋なことは何か？ 

 

イ）水産加工業における課題の克服のために必要な行動 

 

ⅰ）三陸の水産加工業の競争力の強化に必要なことは？ 

⽔産加⼯業が⾃らの課題を克服していくために最も重要なポイントは何か？当たり前の
様だが、その答えはイノベーションの推進にある。イノベーションの推進とは、三陸の⽔
産加⼯業を取り巻く様々な経営環境の変化に対応し、強い競争⼒を有する新しい事業モデ
ルを開発し、経営システム構築及び市場を開拓する道筋を明確にすることである。これま
で述べてきたように三陸の⽔産加⼯業を取り巻く弱みや脅威・強みや機会は様々であり、
⽇々⼤きく変化している。これら様々な経営環境の変化におけるイノベーションの推進
は、⾃らの企業価値を正しく理解するとともに、企業が進むべき⽅向を決定づけるカギと
なるものであり、不可⽋である。ではそのイノベーションの推進をどう進めていけば良い
だろうか？ 
 

ⅱ）イノベーションを推進するための具体的な処方箋とは何か？ 

イノベーションの推進を進めるために必要なことの第１のステップは、⾃らの課題を取
り巻く経営環境の変化とこれに対応している企業など、“正しい知識と最先端の情報を知
る”ことを通じて今後⾃社が進むべき⽅向性を⾒定めることにある。本調査結果や東北⼤学
⼤学院経済学研究科地域イノベーション研究センターで報告している企業事例では、いず
れも⾃社を取り巻く経営環境を正しく⾒極めるとともに、⾃社の強みや特徴を正しく分析
し、具体的な⾏動に結びつけるイノベーション推進に繋げている。これらの知識、情報、
技術、先進事例の⾝につけることは、⽇常的な業務に追われ感覚的に感じている⾃らの置
かれている⽴ち位置を正しく理解することに繋がり、⼀⾒遠回りな様でイノベーション推
進への最短距離の⼊⼝になると⾔える。 

⾃らを取り巻く経営環境を正しく理解し、最先端の取組などの知識を⾝につけた次のス
テップに必要なことは何か？それは、共同による探索と実践である。⾃社だけでなく同じ
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環境に置かれている同業者、同じ課題を抱えつつ何らかの⽅策を真剣に求めている同業者
同⼠による共同作業を通じた“刺激”が必要である。この刺激には、同業者だけでなく、例
えばＩＴ、運送、設備、メーカーなど⽔産加⼯業を取り巻く他の産業からの“刺激”も含ま
れる。また、こうした事業者の共同の取組を通じて具体的なアクションの⽅向性を導き出
せるようなプロモーターの存在が不可⽋である。このプロモーターは、単に知⾒や知識が
豊富なだけでなく、⽔産加⼯業のイノベーションの推進を⽀援または⾃ら取り組んできた
“実践⼒”がある経験豊富な⼈材であることが不可⽋である。また、プロモーターはあくま
で⿊⼦役であり、実際に探索・実践していくのは企業であることは⾔うまでもない。 
 

ウ）三陸地域に新たな共有と実践の場を構築する！ 

三陸の⽔産加⼯業等の⽬指すべき姿を実現するためには、⽔産加⼯業者、⽔産関 連団
体、関連事業者、⾏政などが参加した⾼質な地域ネットワークの場が恒常的に 提供さ
れ、こうした⾼質な地域ネットワークの場を活⽤して⽇常的にイノベーションの推進のた
めのアクションが議論、⽣み出される環境を整備することが重要である。委員会でも、
｢地域の経営者が協業を語り合える場、ゆるやかなネットワークの形成、⼀歩踏み出すた
めのネットワークを早期に作ることが⼤事｣といった意⾒も聞かれた。 

この中では、イノベーション講座（仮称）を、最新のビジネススキル、ビジネス マイ
ンドの学習と共有の場として位置づけ、経営戦略、マーケティング、ＣＲＭ、ビジネスモ
デル、ＩＴ活⽤などテーマに沿った講座での学習を通じて、経営環境を取り巻く最新の情
報や最先端の事例を吸収していくこと、またこれを通じて課題や⽅向性を明確にしていく
ことを⽬的としている。 

これと連動して⾏われるテーマ別研究会（仮称）は、探索と実践の場として位置づけら
れている。イノベーション講座を通じて抽出された課題や⽅向性毎に、能動的に取組を⾏
っている企業が参加し、これを核に漁業者、IT 業者、運送業者、設備メーカーなど必要な
メンバーも参加するとともに、これらをサポートするその課題毎の実践⼒や経験を有する
地域プロモーターによる⽀援を受けながら、ビジョンやコンセプトを⽣成し、具体的なア
クションの⽅向性を探索し、実践していく場である。 

これらの取組は、実際には個社によっても対応は可能である。ではなぜこれらの取組を
共同で⾏う必要があるのか？⼀つは課題解決・実践のスピードである。特にテーマ別研究
会は⾃らの課題解決を積極的に図ろうとする事業者が参加だけでなく漁業者、IT 業者、運
送業者なども参加することにより外部からの強い刺激を得ることで⾃ら取り組むべき意欲
が啓発され道筋がより具体的になり、単独で取り組むよりも加速的にスピードが⾼まるこ
とが期待される。 

⼆つ⽬は、三陸地域全体の競争⼒の底上げである。⽔産加⼯業者は、基本的には前浜に
などに揚がる⿂を原料としていることから、加⼯に必要な原料を調達する段階からすでに
地域内での競争が始まっており、その意味で⼒が分散している。その分、同様の取組を周
辺で⾏っている事業者が多く存在し、ビジネスモデルも似通っている。当然、課題につい
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ても類似していくことになる。三陸沿岸地域における基礎素材産業や内陸の輸送関連産業
など⼤型企業による製造業のサプライチェーンとは異なる形で細分化された多種多様な企
業形態が乱⽴する形で、地域の基幹産業として産業や雇⽤を⽀えている⽔産加⼯業におい
ては、関連産業を含めたバリューチェーンの中で⾃らの競争⼒をどう克服していくかが結
果的に地域の競争⼒の底上げに結びついていく。 

次章では具体的な他の地域の先進事例を抽出しつつ、三陸の⽔産加⼯業が取り組んで⾏
くべき具体的なアクションの事例を紹介するが、このアクションを机上の空論に終始させ
ないためにも、こうした⾼質な地域ネットワークの形成の場を築くことが不可⽋であり、
そこに⽔産加⼯業を核とした関連企業及び⽀援機関、⾃治体などが参加しエコシステムを
形成していくことが必要である。 
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Ⅳ 具体的なアクションテーマの提案 
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１ 具体的なアクションテーマの提案について 
今後は、⾼質なネットワークの場で、⽔産加⼯業者が本気で取り組むためのテーマをとり

まとめ、「SANRIKU/三陸」を世界トップの⽔産ブランドにするべく、主体的に様々な事業
に取り組んでいくことが期待される。具体的はアクションテーマの提案として、本報告書に
おいて想定されるテーマを７つ挙げて、その概要を記載する。 
 

２ ７つのアクションテーマ例 
下記の７つのテーマを本報告書が想定するアクションテーマとして、その内容を記載す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【７つのアクションテーマ例】 

 
Ａ－１．マーケットニーズに基づく商品化 

Ａ－２．地域商社との連携 

Ａ－Ｂ．共通．ＳＤＧｓ先進地としての地位確立 

Ｂ－１．蓄養・養殖にむけた取組 

Ｂ－２．原料の共同調達 

Ｂ－Ｃ．共通．共同配送システムの導入 

Ｃ－１．加工設備等のリソースのシェア 
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Ａ－１．マーケットニーズに基づく商品化 
 

（１）目的 
三陸ブランドの確⽴に向けて、マーケットニーズに基づく商品化に取り組むことが考え

られる。商品開発においては、販売先を想定した商品開発が重要となっており、マーケット
インの考え⽅による商品開発が、有利な営業活動につながる。また、マーケットニーズに対
応することで、商品開発の段階における販路の掘り起こしが可能となり、新たな商品開発に
おけるリスクを低減できる。 

以上のように、マーケットニーズに基づく商品化に取り組むことで、実需者や消費者の満
⾜度向上につながり、市場から頼られる会社・産地となり、三陸ブランドの確⽴につながっ
ていく。 
 
（２）概要 

① 現地コーディネーターとの連携 

特に海外向けの商品開発の場合、現地コーディネーターと連携し、実需者や消費者の
ニーズ情報を収集・把握し、商品開発・商品改善に取り組む。 

 
② マーケットニーズに基づく商品改善の実施 

把握したマーケットニーズに基づく新たな商品開発や、既存商品のニーズへの対応等
により、商品のブラッシュアップを⾏い、営業活動を実施し販路を拡⼤していく。 

 
③ 共同による新たな商品開発 

研究会においては、得意分野の異なる事業者が集まることになるため、マーケットニ
ーズに基づいた共同による商品開発に取り組む、これまで⾃社だけでは開発できなかっ
た商品の開発に取り組むことが可能となる。 
 

【図表６０ マーケットニーズに基づく商品化の概要図】 
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（３）先進事例 
 
■ 宮城県Ｔ社 

～社会環境の変化、食の志向の変化に対応した商品開発・製造体制の構築～ 

 
  

【会社概要】 

アカウオ、マダラ、ギンダラ等、前浜で獲れる⿂をはじめ、国場以外の凍⿂全般を仕
⼊れ、フィーレ、ドレス、切⾝などの⼀次加⼯から味付け加⼯、漬漁などの加⼯品の製
造・販売を⾏っている。 
 

【社会環境の変化、食の志向の変化を捉えた事業転換】 

代表者が代替わりに伴い、これまでの⼀次加⼯、漬⿂加⼯から、総菜⼯場を新たに整
備した。三陸地域をはじめ、全国で⼀次加⼯品、漬⿂加⼯品を製造する事業者が存在す
るため、コモディティ化（商品の差別化要因がなくなり⼀般商品化され、価格競争⼒が
落ちた状態）が進んでいる中で、⼤企業の競争⼒に対して中⼩企業は対抗することが難
しく、マーケットからははじかれる状況が拡⼤している。 

国内の⼈⼝減少、消費⾼齢社会の中で、消費者の志向を⾒るといわゆる「即⾷」の需
要が⾼まっており、量販店の惣菜コーナーの売上は伸びている。量販店の中には、店舗
のバックヤードで⼀から製造するところもあるが、厨房機器等の投資、専⽤スペースの
確保、⼈材不⾜など、⾃社で惣菜製造をすることができない店も多くある。そこで、当
社で整備した⼯場で、量販店向けの惣菜（焼物、煮物、粉付け）の製造・卸を⾏ってい
る。取組みは始まったばかりであり、やっと順調に売上が伸びてきた状況である。 

前浜の⽔揚げが減少している状況もあり、加⼯原料は近年海外から輸⼊したものを商
社から仕⼊れる形が主流となっている。商社との取引の中で、量販店等のニーズを把握
したり、逆に商社から惣菜加⼯の注⽂が⼊ることが出てきた。マーケットニーズに対応
できる製造体制に移⾏することによって、ビジネスチャンスが増えている。 
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Ａ－２．地域商社との連携 
 

（１）目的 
国内市場が縮⼩していく中、売上を伸ばしていくためには海外市場等の新たな市場に参

⼊することが必要になっていく。海外への輸出は、輸送コスト削減のため、まとまった輸出
量が必要となるほか、国内市場にはない輸出に係る事務作業が発⽣するなど、⽔産加⼯業者
にとっては、⾃社のみで輸出に取り組むにはハードルが⾼い状況となっている。 

そこで、地域商社と連携することで、各⽔産加⼯業者の輸出品を集約して輸送コストを削
減できるようになるほか、輸出に係る事務作業の代⾏など、輸出に取り組むハードルを下げ
ることが可能となる。 

以上のように、地域商社と連携することで、輸出における労⼒の低減につながるほか、現
地営業代⾏を通じて、マーケットニーズの効果的な情報収集が可能となり、三陸ブランドの
確⽴に向けた取組みの促進が期待される。 

 
（２）概要 

①輸出業務の代行 

地域商社が、輸出における必要書類の作成や輸出⼿続きなど、輸出業務を代⾏する。 
 

②現地営業の代行 

地域商社が現地のバイヤーへの営業や、商談会等への参加を代⾏するほか、マーケテ
ィング調査を⾏い、マーケットニーズを⽔産加⼯業者に提供する。 

 
③業者間のコーディネートによる新たな商品開発 

地域商社がコーディネートし、地域の⽔産加⼯業者が持っている原料や技術等を集結
することで新たな商品の開発や、開発における投資コストの軽減が期待できる。 

 
【図表６１ 地域商社との連携の概要図】 
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（３）先進事例 
 

■ 宮城県Ｔ社 

～輸出事業を手掛ける食品事業者との連携による輸出の拡大～ 

 
■ 株式会社三陸コーポレーション（仙台市） 

～食品加工事業者が連携し輸出商社を設立、海外展開を推進～ 

 

 

 

 

【会社概要】 

アカウオ、マダラ、ギンダラ等、前浜で獲れる⿂をはじめ、国場以外の凍⿂全般を仕
⼊れ、フィーレ、ドレス、切⾝などの⼀次加⼯から味付け加⼯、漬漁などの加⼯品の製
造・販売を⾏っている。 
 

【輸出事業の取組】 

国内需要が減少する中で、海外市場への進出は将来⼿に必須になると思われる。しか
し、海外市場の動向等の情報の⼊出が難しいこと、輸出向けのパッケージの製作の⼿間、
輸出に係る⼿続きが不慣れなことなど、輸出事業に取組むための障壁は⾼い。商社との
取引の中で、別地域で輸出事業を積極的に進めている事業者から当社商品を⼀緒に輸出
したいという依頼があった。当該事業者は輸出事業を進める中で、海外の取引先から
⾊々な商品の要望が出てきており、全国の⽔産加⼯事業者と連携することで、海外の取
引先の要望に対応している。他社商品も合わせて１コンテナの荷をまとめることで輸送
コストの低減にもつながっている。当該社側のメリットに加え、当社は商品を卸すだけ
で輸出業務の⼀切を代⾏して貰えるというメリットがある。この取組みは今後も拡⼤し
ていく可能性がある。 

【取組の経緯】 

三陸地域の広域的な連携における海外展開の取組みとして、気仙沼市の（株）阿部⻑
商店を中⼼とする⽔産加⼯事業者７社の広域連携体「SANRIKU ブランド⽔産物輸出プ
ロジェクトチーム」を設⽴し、三陸共通ブランドの検討、及び統⼀ブランド“SARIKU”
を冠した共同での海外販路開拓活動を展開した。その取組みの結果、三陸産⽔産物の輸
出窓⼝等の機能を担う（株）三陸コーポレーションを設⽴した。 

 

【輸出事業の取組】 

東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア等）に加
え、ＵＡＥ、⽶国への輸出に取り組んでいる。各国の輸⼊卸商社と連携し、量販店や飲
⾷店への営業を進めている。また、現地のニーズを把握して、連携する⽔産加⼯事業者
との商品開発を進め、マーケティング等も⾏っている。 
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Ａ－Ｂ．共通．ＳＤＧｓ先進地としての地位確立 
 

（１）目的 
国際的なサステナビリティへの潮流がある中、世界的に⽔産資源の持続的利⽤や環境配

慮への取組を証明する⽔産エコラベル認証商品に対する需要が⾼まっている。また、産地と
しても、持続可能な原料の使⽤等に取り組まなければ、安定して商品を出荷することができ
ず、三陸ブランドの確⽴に結びつかなくなってしまう。 

⽔産エコラベルの認証には、①⽣産段階認証、②流通加⼯段階認証（CoC 認証）の２種
類がある。⽔産エコラベルが貼付けされた商品は、認証された漁業から⽣産され、流通〜製
造・加⼯〜販売の全ての過程において、CoC 認証を取得した事業者により、分別管理して
取り扱われた商品となっている。 

そのため、漁業者だけではなく、⽔産加⼯業者、流通業者、⼩売業者についても⽔産エコ
ラベル取得を推進する必要がある。⽔産エコラベル取得の推進など、SDGs 先進地としての
地位確⽴に取り組むことは、三陸ブランドの確⽴や変化に強い供給体制の確⽴に向けた必
要不可⽋な取組みとなっている。 
 
（２）概要 

①ＡＳＣやＭＳＣ、ＭＥＬなど認証の推進 

漁業者や実需者、運送会社と連携し、産地が⼀体となり、漁業者が認証された⽔産エ
コラベルを消費者までつなげるよう、加⼯・流通過程の認証も含めて、⽔産エコラベル
の認証に取組む。 

 
②地域全体での対外ＰＲ 

漁業者、⽔産加⼯業者、実需者、運送会社が連携し取得した⽔産エコラベル認証の商
品を地域全体でＰＲしていき、ＳＤＧｓ先進地としての地位確⽴を⽬指す。 

 
【図表６２ 共通．ＳＤＧｓ先進地としての地位確⽴の概要図】 
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（３）先進事例 
 
■ 南三陸戸倉っこかき（宮城県南三陸町） 

～地区の養殖生産者が共同した持続可能な養殖方式への転換による付加価値の向上～ 

 
■ イオンＰＢ「ＴＯＰＶＡＬＵ」 

～サステナシーフードを使ったＰＢ商品の展開～ 

  

【取組の経緯】 

東⽇本⼤震災で養殖筏、カキ処理施設、漁船全てを津波で流された南三陸町では、
宮城県漁協志津川⽀所⼾倉地区の養殖部会 37 ⼈はこれまでのカキの養殖⽅式を改め、
持続可能な養殖⽅式に共同して取組んだ。具体的には、これまで過密状態であった養
殖密度を⼤幅に削減するために筏の数を 1/3 に減らした。当然⽣産者の所得が減少す
るリスクがあったが、取組みの結果これまで 2〜3 年かかり出荷していたものが、１年
で出荷できるサイズに成⻑すること、⾝⼊りのよいカキに成⻑することが実証され
た。産卵期を経ないで出荷できるため、エグミのない味という評価も得た。このよう
な取組みが認められ、平成 28 年 3 ⽉に養殖では国内初の ASC 認証を取得した。⼾倉
地区の養殖部会で⽣産されたカキは「南三陸⼾倉っこかき」というブランド名で販売
されている。 

 

【販売の状況】 

「南三陸⼾倉っこかき」は市場の評価を得て、⾼
値で取引されている。また、量販店のイオンは ASC
認証、MSC 認証を取得した⽔産物の取り扱いを増
やしており、このカキについても仙台や⾸都圏の店
舗での販売を進めている。 

 
 

 
（⽇本⾷糧新聞ＨＰより引⽤） 

【取組の経緯】 

国内最⼤⼿量販店であるイオンでは「イオン持続可能な調達⽅針」を定め、ASC 認
証、MSC 認証を取得した⽔産物を原料とした加⼯品をＰＢ「ＴＯＰＶＡＬＵ」の商品
として販売している。具体的な商品として「MSC 認証１本釣り炭⽕焼かつおのたたき
お刺⾝」「MSC 認ノルウェー産さば（うす塩味）」（切⾝）、「ASC 認証台湾産いずみ鯛刺
⾝⽤」などといった商品を展開している。ほか、南三陸町産の ASC 認証のカキの販売
も⾏っている。 
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Ｂ－１．蓄養・養殖にむけた取組 
 

（１）目的 
国内における天然の⽔産資源の漁獲量が減少しており、安定した原料確保のためには、蓄

養・養殖にむけた取組みも検討していく必要がある。そのためには、地域が連携し、蓄養・
養殖のための技術を研究し、安定した⽔産資源の確保に努める必要がある。また、蓄養・養
殖技術を確⽴することで、⿂種交代や病害⾍等のリスクヘッジを図ることができ、変化に強
い供給体制の確⽴につながる。 

 
（２）概要 

①三陸沿岸における海面養殖の可能性の研究 

既存の養殖や蓄養技術を研究し、三陸沿岸で海⾯養殖を展開する実現可能性を研究す
る。 

 
②産官学民による新たな蓄養事業・養殖事業の実証 

産官学⺠が連携した新たな蓄養・養殖業の実証実験に取り組み、技術の開発のほか、
設備の整備⼿法や運営体制の検討など、蓄養事業・養殖事業の体制を構築する。 
 

【図表６３ 蓄養・養殖にむけた取組の概要図】 
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（３）先進事例 
 

■ 岩手県Ｈ社 

～ウニの蓄養による安定した水産資源の確保～ 

【会社概要】 

洋野町産天然ウニ・北三陸の天然わかめ・蝦夷あわび・鮮⿂等の北三陸⾷材を、国内だけ
ではなく、海外展開も積極的に⾏う海産物卸売業者。産官学の取組である「北三陸ファクト
リー」を中⼼になって⽴ち上げ、地域資源のブランド化商品の製造販売を⾏っている。 
 
【蓄養に向けた取組】 

北三陸地域は外洋に⾯しているため養殖業が難しく、ビジネスとして成り⽴たないがた
め後継者が出てこないという悪循環があった。岩⼿県はウニの⽔揚量が全国 2 位を誇って
おり、その中でも洋野町はシェア２割強を占めるウニで知られる町である。しかし、天然の
ウニは旬の時期が短いことに加え、地域外の業者の買い付けも多く「洋野町産」という地域
ブランドが根付いていないといった課題があったことから、年間を通したウニの安定供給
を図るとともに、ウニのトップブランドとしての売り出していくことを⽬的として畜養に
取り組み始めた。 

天然のウニは、栽培漁業センターで育てた稚ウニを外洋へ放したのち、町内の海岸に整備
された⼤規模増殖溝（「うに牧場」）にウニを移植し、天然の昆布やわかめで⾝⼊りを良くし
ている。⼀⽅、蓄養は、うに牧場以外の磯焼け海域に⽣息する⾝⼊りの悪いウニを、独⾃に
開発したカゴに⼊れ、⾃社製造の⼈⼯飼料を 2〜3 ヶ⽉間与えて、太らせる仕組みである。 

今後は、殻付きウニの取り扱いはもちろんのこと、ウニの⾝を使った加⼯品開発も進め、
両者を含めた形での販路拡⼤に取り組んでいくことになっている。平成 30 年 10 ⽉には同
社 100％⼦会社である㈱北三陸ファクトリーを設⽴し、新商品開発、国内外への販路拡⼤の
取り組みを⼀層強化している。また、六次化拠点を中核とした集客施設の開設、ウニの畜養
事業の研究開発・事業化を進めることで北三陸エリア全体の魅⼒発信、活性化を契機とした
地域ブランドの価値向上を⽬指している。 
 
■ 岩手県宮古市 

岩⼿県宮古市は、既存漁業を補完する新たな岩⼿県沿岸での⿂類養殖の可能性を探るた
め、2019 年度予算に養殖調査事業費を計上し、トラウトサーモン（トラウト）の海⾯養殖
とホシガレイの陸上養殖に取り組んでいる。11 ⽉から宮古湾内の⽩浜地先に設置するイケ
ス２基で 10 トンの種苗を養殖し、来年の春から初夏にかけ約２キロサイズにして 25,000
尾を出荷する計画となっている。 
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Ｂ－２．原料の共同調達 
（１）目的 

変化に強い供給体制の確⽴を実現するためには、安定した原料調達の仕組みが必要にな
っている。世界的に⽔産資源の需要量が増⼤し、供給量が不⾜しているため、売り⼿の交渉
⼒が強まっている。このような状況の中で買い⼿の交渉⼒を強めるためには、原料の共同調
達の仕組みを構築し、仕⼊れ⿂種や量の集約化を図り、売り⼿の交渉⼒に対抗できるように、
⼤量買い付けが可能となる原料の共同調達体制を構築することで、変化に強い供給体制の
確⽴につながる。 

 
（２）概要 

①既存の輸入商社との連携 

既存の輸⼊商社と連携し、海外産地等から原料となる⽔産資源を仕⼊れる。地域の⽔産加
⼯業者がグループとなることで、⼤量買い付けが可能となる原料の共同調達体制を構築す
る。 
 

②共同出資による輸入商社、共同組合の設立 

地域の⽔産加⼯業者が共同出資し、輸⼊商社や協同組合を設⽴し共同で原料となる⽔産
資源を仕⼊れることで、⼤量買い付けが可能となる原料の共同調達体制を構築する。 
 

【図表６４ 原料の共同調達の概要図】 
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（３）先進事例 
 

■ 長崎蒲鉾水産加工共同組合 

～共同組合が、原料の仕入れと地域の蒲鉾製造業者への原料供給を担う～ 

【共同組合概要】 

⻑崎市では、市内を中⼼にねり製品業者が⻑崎蒲鉾⽔産加⼯業協同組合を組織しており、
現在の組合員数 は 23 社（2019 年３⽉１⽇現在）である。⽔産業協同組合法により、1972
年に⻑崎蒲鉾⽔産加⼯共同組合が設⽴された。1974 年には、すり⾝加⼯専⾨⼯場を整備し、
組合員へ蒲鉾の原料となるすり⾝を供給している。 
 
【原料の共同調達に向けた取組】 

⻑崎市内の加⼯種類別の⽔産加⼯場数は、ねり製品が 50 社と最も多く、塩⼲品が 26 社、
煮⼲し品が 24 社となっており、⻑崎市の市街地にねり製品加⼯場が集積している。1970 年
に⽔質汚濁防⽌法の規制により、⻑崎市の市街地でのスリミ⽣産には、排⽔処理施設を有し
た施設での⽣産が必要になったことから、⻑崎蒲鉾⽔産加⼯業協同組合を設⽴し、共同での
スリミ⽣産を開始した。 

県外他地域でも同様に、スリミの共同⽣産が開始されたが、組合員が安価なスリミ問屋の
スリミを購⼊し、組合からスリミを買わないなどの理由で、スリミの共同⽣産から撤退する
ところが少なくなかったが、⻑崎蒲鉾⽔産加⼯業協同組合では現在まで約 35 年間スリミ⽣
産を継続させている。スリミの共同⽣産体制があることで、⼩規模業者も含めて多数のねり
製品業者が⻑崎市内で⽣き残っている要因となっている。2008 年には、スリミ価格の⾼騰
と、原料価格⾼騰による原料確保の困難が⽣じたことがあり、よりスリミの共同⽣産体制の
重要性が⾒直される結果となった。 

その他、⻑崎蒲鉾⽔産加⼯業協同組合では、スリミ⽣産の事業以外に、輸⼊スリミを組合
員に販売する購買事業と冷凍⾷品の製造を⾏っている。冷凍⾷品の製造では、組合員の製品
と競合しない⽣協向けのスリミの冷凍ボールと切り⾝等を製造している。また、スリミ加⼯
場で発⽣する残渣を利⽤した製品も⽣産しており、頭と内臓はフィッシュミールにし、⿂油
は養殖⽤に⽤いられている。⾻・⽪エキスも販売している。 
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Ｂ－Ｃ．共通．共同配送システムの導入 
（１）目的 

変化に強い供給体制の確⽴とコスト削減・リソースの活⽤を実現するためには、共通．共
同配送システムを導⼊していく必要がある。三陸地域を物流のハブ拠点とし、北海道や東北
地域の荷を集約し、東京や関⻄、四国・九州へ配送することで、物流の⼤型化による物流コ
ストの削減が期待できる。また、物流の集約化による物流コストの削減は、⼩⼝注⽂への対
応⼒の強化につながり、変化に強い供給体制の確⽴につながっていく。 
 
（２）概要 

① 三陸地域の物流拠点に荷を集約する 

三陸地域に物流拠点を設置し、三陸地域の⽔産事業者の荷を集約する。 
 

② 集約された荷を効率よく拠点消費地に輸送する 

集約した荷をまとめることで、効率よく拠点消費地に輸送する。 
 

③ 拠点消費地から近隣の消費地に転送する 

拠点消費地から、さらに近隣の消費地に転送することで、効率の良い物流網を構築する。 
 

【図表６５ 共通．共同配送システムの導⼊の概要図】 
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（３）先進事例 
 

■ 宮城県Ｔ社 

～ハブ化を通じた水産、加工品の共同配送の取組～ 
【物流業界を取り巻く環境】 

物流業界では、働き⽅改⾰によるドライバーの労働時間、運⾏距離の制約のほか、リミッ
ター搭載など業界独⾃の規制も合わさってドライバー不⾜、運送コストの増⼤が問題とな
っている。また、個建てをする事業者の減少、産地直送便の減少など、待機時間、荷捌きの
⼿間、コストの上昇等、物流における課題が⼭積みとなっていた。 

そこで、ハブ化を通じた⽔産、加⼯品の共同配送に取り組むことで、効率的な物流網を構
築し、安定した物流サービスを提供することを⽬指している。 

 

【共同配送システムの導入】 

 
（共同配送物流網のイメージ） 

 
東北地域は、⾼規格道路網が整備されており、都⼼へのアクセス性がよい地域でもある。

しかし、荷物を輸送する場合は、トラックに満載するように積載しなければ輸送効率が悪化
してしまう。現在、東北地域では、個建てをする事業者が減少するなど、荷物を集約化しな
ければ効率的な輸送が困難な状況となっている。 

そこで、物流業者が連携し、連携物流会社は、物流拠点に個建の荷物を集荷し、荷物を集
約させる。コア企業が、物流拠点からの輸送便に、どのトラックに何を積むべきかを判断し、
集約した荷を効率よく消費地に届けられるように判断している。こういった仕組みを構築
することで、⼤ロットでの輸送が可能となり、輸送の効率化につながり、輸送コストの削減
につながっている。 
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Ｃ－１．加工設備等のリソースのシェア 
（１）目的 

コスト削減・リソースの活⽤を実現していくためには、加⼯設備等のリソースをシェアす
る仕組みが必要になっている。例えば、シェアリングサイトを⽴ち上げ、受発注したい加⼯
内容等を登録することで、受注する側は、⼯場稼働率の向上につながったり、発注する側は、
これまで製造できなかった商品を設備投資無しに製造できるようになる。リソースをシェ
アすることで、地域の加⼯設備や⼈材等の有効活⽤につながり、単独ではできなかった商品
開発や製造など、チャンスロスの低減にも期待できる。 

 
（２）概要 

① コーディネーターによる需給マッチング 

全国の⽔産加⼯事業者の状況に精通したコーディネーターによる⽔産加⼯の需要と供
給を結び付け、産地間連携を強化する。 

 
② データベースによる加工設備の有効活用 

三陸地域の⽔産加⼯事業者の持つ加⼯ノウハウ、処理能⼒、繁忙期・閑散期などをデ
ータベース化し、加⼯事業者間で共有することによって、相⼿企業の閑散期に加⼯依頼
の相談をしたり、⾃社の繁忙期に作業協⼒の依頼する等事業者間の連携を図る。 

 
③ 加工スキル、人材のシェア 

三陸地域の加⼯事業の持つ加⼯ノウハウ、加⼯設備の情報に加え、営業、⽣産管理な
どに係る⼈材などのリソースを有効活⽤することで、販路開拓の推進、商品⽣産性の向
上等に取組む。 

 
       【図表６６ 加⼯設備等のリソースのシェアの概要図】 
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（３）先進事例 
 

■ サカナップみやぎ（宮城県） 

～水産加工事業者、水産加工商品のデータベースを活用した受注促進の取組み～ 

 
■ 株式会社シェアリングファクトリー（愛知県） 

～全国の中小規模の工場のリソースを活用するためプラットフォームの構築・運用～ 

 
 
  

【取組の内容】 

宮城県は⽔産総合サイト「サカナップみやぎ」を運営
し、産地⿂市場の情報、みやぎ⽔産の⽇の情報、イベン
ト情報などを提供するほか、県内の⽔産加⼯事業者の情
報をデータベース化し、事業者並びに商品の検索サイト
として情報提供を図っている。県内の⽔産加⼯事業者の
データベースは、実需者（卸業者、⼩売業者）が検索す
ることで事業者や商品のマッチングを図ることを⽬的に運営されている。 
▼ サカナップみやぎ https://sakanapm.com/ 

【取組の内容】 

シェアリングファクトリーは、設備、⼈、有休資産を複数の町⼯場間で共有化する
サービスを提供している。具体的には、「設備、計測器のシェアリング」「遊休資産の
売買」を展開中であり、「スキル、⼈のシェアリング」「仕事マッチング」については
試験運⽤を進めている。特に、「スキル、⼈のシェアリング」「仕事マッチング」は⽔
産加⼯業界でも参考となる取組みである。 
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Ⅴ 競争環境のまとめと対応策 
 

三陸地域の⽔産加⼯事業者の売上が震災前の状況まで回復していない理由として、三
陸地域における主要⿂種の漁獲量がこの 10 年で⼤きく減少するなど⿂種交代の影響が
あること、⽔産加⼯業に従事する労働⼒の確保が難しいこと、輸送コストが増⼤してい
ること、消費者ニーズにあった商品開発が進まないことなどの原因があると予測される
ものの、その実態を把握する網羅的な調査や統計資料が整理されていない状況がある。 

本業務は以上を踏まえ、三陸地域の⽔産加⼯業等の再⽣・競争⼒の強化に向けて、競
争環境の中でどのような阻害要因が存在するのか、そして、⽔産加⼯業者の原料の調達、
⽣産、流通、販売までに⾄る経済活動のどこにその阻害要因が影響しているかという視
点を持ち調査を実施した。具体的には、統計資料や国などの調査結果から競争環境に係
る実態を把握すると共に、三陸地域の⽔産加⼯業者を対象としたアンケート調査より、
売上の回復、利益の低下を招いている課題が経済活動のどの部分に存在するのかについ
て把握した。 

競争環境の阻害要因を分析する中で、三陸地域における課題と捉えていたもの、例え
ば、原料の確保、労働⼒の不⾜、輸送コストの増⼤、国内市場の縮⼩、⾷の安全安⼼の
安⼼安全の意識の⾼まりが我が国の⽔産加⼯業界共通の課題であり、三陸地域の限った
ものではないことが⾒えてきた。⼀⽅、三陸特有のものとして、東⽇本⼤震災による販
路の喪失といった影響、三陸の漁場環境に起因する原料の確保、三陸の⽔産加⼯業界の
規模効果の減少、東アジアの輸出停⽌措置の影響といった競争環境における阻害要因が
あることが分かった。また、アンケート調査結果を⾒ると、原料の調達、労働⼒の確保
といった課題、経済活動の各セクションでのコストが増⼤しているという状況が明らか
となったが、特に商品開発⼒の不⾜、新たな販路の開拓という２点が課題であるという
回答が多く⾒られた。⼈⼝減少社会に移⾏し、個⾷化、中外⾷需要の拡⼤など消費志向
が変化する中で、消費ニーズに合わせた商品づくりのノウハウが低下していること、市
場ニーズを⾒据えた社内の営業⼒が低いこと、そのような⼈材が不在であることが推測
される。 

このような状況から、三陸地域の⽔産加⼯業の競争環境における阻害要因は、消費ニ
ーズの把握・分析⼒、消費ニーズを踏まえた商品企画⼒、市場ニーズを⾒据えた営業⼒
といった内部要因に起因するものが⼤きいことが分かった。 

他⽅、競争環境の分析を⾏う中で、我が国の⽔産加⼯業にとって競争⼒を後押しする
要素が⾒えてきた。具体的には、東南アジア、欧⽶、イスラーム圏で⿂⾷拡⼤が進んで
いること、インバウンド、「和⾷」ブームが起きていること、国際的なサステナビリティ
への潮流が強くなっていること、リーファーコンテナを活⽤したコールドチェーンを確
保した輸出環境が発達してきたこと、国を挙げた農林⽔産物の輸出拡⼤政策が推進され
ていること、ＩＣＴの活⽤による⽣産性向上の可能性が⾼まってきたことなどである。
中でも、三陸地域は世界三⼤漁場やリアス式海岸などの世界で最も豊かな漁場環境を持
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ち、⽔産業クラスターの構築に資するプレイヤーが存在すること、震災後に港湾や交通
網などのインフラの充実が図られていること、⾼度衛⽣管理施設が整備され、最新の加
⼯設備の導⼊が進んだことなど、世界と戦える⽔産環境を持つ優位性を持っていること
が⾒えてきた。 

今回の調査の結果、競争環境の阻害要因を克服するという視点も重要であるが、⼀⽅
で、世界の他の⽔産地と戦える資源を活かすという視点を持ち、世界市場のニーズの把
握能⼒の向上、商品開発能⼒の向上、海外の営業体制の充実、産地全体での輸送効率の
向上などといった取組みを進めることが重要であるという結論に⾄った。そのために、
Ⅲ、Ⅳで⽰した⽬標や具体的なアクションを来年度以降取り組んでいくことが重要とな
る。 


