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政策手段(事業)名 水産業振興民間団体事業 政策手段所管課名 水産庁加工流通課

費補助金

水産業振興総合対策推進

事業費補助金

うち水産物安全・安心推

進強化事業

うち水産物安全・安心

消費推進対策

政 (1)目的 食用魚介類の消費量は、近年、栄養の充足や食生活の多様化を背景に

策 減少傾向で推移しており、特に若年層における減少が危惧されることから、

手 魚の持つ優れた栄養特性のＰＲや料理方法の紹介等を通じ、望ましい消費

段 のあり方を若年層に対する魚食の普及を行うことにより、浸透を図ることを目

の 的とする。

概

要 (2)内容 事業主体：社団法人大日本水産会、全国漁業協同組合連合会

魚食を取り入れたバランスのよい食生活等を普及するため、

①若年層を対象とした各地での魚介類のふれあい学習や料理コンクール

の開催（全漁連）

②栄養士や主婦等を対象とした水産物の栄養特性、料理法等に関する講

演会の開催や普及資材の配布（栄養士対象；大水、主婦対象；全漁連）

③産地情報、栄養成分・機能性成分等に関してのインターネットによる受

発信 （両者）

(3)達成目標 魚食普及を通じ、望ましい食生活に対する理解の浸透を図るとともに、廃

棄や食べ残しの削減に取り組むことにより、平成24年の望ましい水産物消費

の目標の達成を図る。

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

食生活のあ ①脂質の熱 28％ 29% Ｃ

(平成16年度) (平成15年度)り方を見つ 量割 合 （供

め直す幅広 給ベース） (概算値)

い活動の展 ②国 民 1人 5%縮減

開 当たり供給 （665kcal) Ｃ

(平成16年度)熱量と摂取

熱量の差

(参考指標)

1 人 当 た り 35.4kg 36.2kg －

(平成16年度） (平成15年度)魚介類消費

（kg)
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事業効果と政策目 ー 食のトレンド ー

標等との関係（概

念図） ○「健康に良い」、「安全」、「産地など安心できる食品」が食の基

本要素

○家族個人個人の生活時間が異なり、一家団欒の食事が減少（個食

化傾向）

○食事に「できるだけ時間や手間をかけたくない」という考えが浸

透（簡便志向）

○家庭での調理食材として、魚介類の消費が過去10年間低下傾向

○代わって「調理済み食品」「外食」の利用が増加

魚食阻害要因

作れる魚料理のメニューがない

食に対する関心が低い

骨があり、食べるのが面倒

若年層 主婦層・栄養士

魚の栄養特性の普及 魚の栄養特性の普及

魚との接触を深める 調理方法の認知・普及

食に対する関心度を高める 食に対する関心度を高める

望ましい食生活に対する理解

の浸透

事業予算等の推移 14年度 15年度 16年度

（直近３カ年） 予算額 － 千円 153,071千円 167,135千円

(執行額) （－） ｳﾁ42,000千円 ｳﾁ41,000千円

（37,953千円） （37,234千円）

地区数 － － －

事業の効 － － －

率性を示

す指標の

推移
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事業のこれまでの 事業実績

具体的成果 ①料理コンクール開催（全漁連）；１５年１６年１回ずつ

（参加者数は別紙のとおり）

②講演会の開催

・大日本水産会；１５年１６年３回ずつ、栄養士対象40名ずつ、内容は、

調理方法と栄養成分

・全漁連 ；１５年１６年７回ずつ、主婦等対象40名ずつ、全漁連、

内容は、旬の魚と調理方法

③シンポジウムの開催

・大日本水産会；１５年１６年１回ずつ、200名ずつ

１５年テーマ「子供の栄養と魚料理」

１６年テーマ「魚食のメリットとリスク評価」

・全漁連 ；１６年１回、120名

１６年テーマ「健全な食生活は食育から」

④ホームページの内容・アクセス件数

・全漁連；一般消費者を対象としたレシピコンテストの入賞作品等

の掲載 （アクセス件数：年間約1300件）

・大水 ；企業・水産加工団体等が主催するレシピコンテストの入

賞作品等（アクセス件数：年間約10900件）

⑤食生活や食事に対する意識調査を若年層及び主婦を対象に行った（結

果の概要は別紙）。

(1)必要性 １．のぞましい食事及び食生活の実現の推進については、脂質の摂取過多

評 等栄養バランスの崩れ、食品の廃棄や食べ残しの発生といった問題が指

摘されている。また、国民のライフスタイルの変化を背景として、調理済み

価 食品や外食費の割合が拡大し、魚介類については、調理に手間がかか

る、調理法が分からないなどから、家庭における購入比率は低下傾向に

結 ある。また、水産物の消費量は、水産基本計画に示された平成24年度の

目標値（35.1kg）について現時点では達成してはいるものの（H15年度；36.5

果 kg）、上述のような理由から家庭における購入比率の低下傾向なども見ら

れることから、魚介類の摂取のあり方について、消費者の意識や消費行

動について継続的に調査し、改善に向けての手段を提示していく必要があ

る。

【魚介類の１世帯当たり１か月当たり支出額】

平成５年 平成10年 平成15年

10,758円 9,435円 7,654円

資料：総務省家計調査

２．現在、農水省・厚労省で検討中のフードガイドでは、1人一日辺りの栄養
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摂取率が紹介される予定であるが、脂肪過多の現在の食生活の是正とい

う意味で魚介類は大きく貢献することが出来ると考えられる。しかしなが

ら、魚の栄養特性や体に良いことなどについては広く知られているものの、

「料理方法を知らない」消費者が多く見られることから、より多くの料理を紹

介していく必要がある。

３．本事業は、魚食普及を通じて国民の食生活の是正を図り、国民の健康に

寄与するので、国としても積極的に支援する必要がある。

(2)有効性 １．アンケート調査等を通じて、直接消費者の魚食に対する考えを把握できる

のは、消費行動を理解する上で有効な手段であり、食事及び食性格の改

善策を考察する上でも貴重なデータとなっている。

２．調理の担い手となる栄養士または主婦を対象に、水産物を主食材とした

調理の研究、普及を行うことは、栄養改善及び魚食の普及を図る上で有

効な手段となっている。

３．アンケート調査結果を踏まえ、料理のレパートリーの増加要望に応え、レ

シピの紹介を行っている。

(3)効率性 １．本事業は、消費者の水産物に対する関する理解を深める唯一の事業で

あり、事業に参加した栄養士及び主婦に直接働きかけることによって、食

生活の中で、魚食が効率良く定着するように取り組んでおり、地道に継続

することが重要である。

２．魚食普及のための、普及対象者を一般消費者とは別に絞込みを行い、嗜

好性や食生活の形成期にある者を若年消費者（小中学生）及び、実際に

調理を行う者を特定消費者（主婦及び栄養士）として位置づけ、これら対

象者への普及活動を重点的に行い、予算の効率的な利用に努めている。

これら若年消費者及び特定消費者への普及を行う事業実施主体の選

定にあたっては、「おさかな普及協議会」において主に栄養士を対象に活

動を行ってきた大日本水産会を起用し、「中央シーフードセンター」におい

て主に主婦と小中学生を対象に活動を行ってきた全漁連を起用している。

このように知識差の大きいレベルの異なる消費者を対象に、２つの事業実

施主体が連携をとりながら効率良く普及活動を実施している。

(4)その他 事業実施については、特定の者に偏ることなく、漁業生産者を含め多くの

( ､ ) 消費者に理解をもっていただくよう、漁業者団体である全漁連や消費者団体公 正 性 優 先 性 等

と関係の深い大日本水産会のＨＰに掲載している。

政策手段の改善の これまでの消費者嗜好の調査結果を踏まえて、若年層に対する魚食普及

必要性、その内容 のために必要な活動を重点的に進める必要がある。

及びその理由
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政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 若年層における魚介類の消費量の減少を踏まえ、魚の栄養特性や魚食

の所見 の普及を図る観点から、アイデアを活かした魅力あふれる料理法の表彰・普

及を図るコンクールを行い、消費者等に対し、コンクールで表彰された新たな

料理方法等をホームページで紹介・普及するとともに、栄養特性や魚食普及

の観点からの講演会・シンポジウムを行う本事業について一定の必要性は

認められる。

（２）有効性

家庭内での魚食を普及するに当たり、対象者がホームページの閲覧者や

シンポジウム・講習会の参加者など、受身の普及方法に止まっていることか

ら、今後において、新たな潜在的ニーズを掘り起こし、これまで魚食を回避し

ていた消費者に対する普及・啓発を積極的に展開するなど、抜本的に有効

性を改善する必要がある。

また、新たな食料・農業・農村基本計画において、品目別の消費拡大対策

については食育と連動して一体的・戦略的に実施することとされたことを踏ま

え、本事業のシンポジウム・意識調査等のうち食育に関連したテーマについ

て食生活の改善・食品廃棄の改善等食育への取組の中で実施するととも

に、本事業で行う魚食の普及・啓発策については、フードガイド（仮称）や食

育・食生活全体の改善方向と連動した取り組みを行うなど、有効性の改善が

必要である。

なお、本事業については、今後、目的・目標に照らして事後検証を行い、そ

の結果を踏まえて事業内容の見直しなどを検討する必要がある。

（３）効率性

講演会・シンポジウム・料理法の紹介等について、対象別（小中学生、主

婦、栄養士）に戦略的に普及・啓発活動を行う必要性はあるものの、実施団

体の特性の違いを踏まえた役割分担が十分ではなく、今後事業を効率的・効

果的に行う観点から、事業主体の一元的な実施を含めて検討を行うなど効

率性の改善が必要である。

（４）総括意見

【有効性及び効率性の改善が必要】

シーフードコンクールを行い、表彰された料理方法を消費者に提供すると

とも、魚食の栄養特性や普及の観点からの講演会・シンポジウムを行う本事

業について、一定の必要性は認められる。

しかしながら、事業内容については、消費者に対して積極的な普及・啓発

を行うとともに、食育との役割分担を明確にし、十分連動した取り組みを行う

などの有効性の改善に加え、事業主体の役割分担を明確にするなどの効率

性の改善が必要である。
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別紙

アンケート結果の概要

小中学生のいる家庭対象、３１６ ／１，０００人）１ 今後の購入頻度調査結果（

増 や し た い そのまま 減 ら し た

い

32% 67% 1%生鮮魚介類

（一匹もの）

31% 69% 0%生鮮魚介類

（切り身）

刺 身 21% 78% 1%

冷凍食品・ 9% 84% 6%

調理品

２ 食に関しての意識調査結果（一部、３１６／１，０００人）

認識している やや認識 ほとんど認 全く認識無し

識無し

14% 50% 33% 3%料理の作りすぎに注意

21% 61% 17% 1%買いすぎに注意

21% 65% 13% 1%無駄な廃棄に注意

３ 食生活に対して改善したい点（１，０００人）

・魚介類のレパートリーを増やしたい （６２％）

・栄養のバランスがよいメニューをしりたい （５５％）

・ふだん使わない食材を料理に使ってみたい （４３％）

・家族の好き嫌いを減らしたい （３６％）

・安全な食品をもっと増やしたい （３５％）

・肉料理のレパートリーを増やしたい （２７％）

・店頭で、食材の料理法や適したメニューを教えて欲しい （２２％）

・近所にもっといろいろな外食の店が欲しい （１３％）

・満足できる食料品店がない （１１％）

・家族一緒に食事をする回数を増やしたい （１１％）

・店で売っている惣菜・弁当の種類を増やして欲しい （７％）

・外食の頻度を増やしたい （５％）

・外食の頻度を減らしたい （５％）

・中食の頻度を減らしたい （４％）

・中食の頻度を増やしたい （１％）
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（結果からの考察）

４．中学生以下の子供のいる家庭の多くで、夕食メニューは魚介料理より肉料理が依

然多いが、魚介類の今後の購入について調査したところ、「一匹もの」、「切り身」の

購入頻度を増やしたいと考えているのが３割を超えている状況にある。

５．日頃の食生活の改善したいことについて選択肢の中から選んでもらった。最も多か

ったのは「魚介料理のレパートリーを増やしたい」で６割以上の人が選んだ、一方、

「肉料理のレパートリーを増やしたい」は３割に満たない。２位以下は、「栄養のバラ

ンスがよいメニューをしりたい」「ふだん使わない食材を料理に使ってみたい」「家族

の好き嫌いを減らしたい」が続く。

６．廃棄や食べ残しについては、「無駄な廃棄には注意している」は８６％「買いすぎに

は、注意している」は８２％「料理の作りすぎには注意している」は６４％と、家庭では

高い意識を持っている

７．以上のことから、消費者の食事や食生活に対する関心の高さが伺えるが、魚食に

限っていえば、量的には現状維持を望む回答が多く、このままでは、魚食の普及及

び水産物の消費拡大は困難であることが示唆されている。一方で、料理のレパート

リーの増加について消費者の関心が高い。考察すると、消費者の魚食嗜好は高い

ものがあるが、家庭食として利用できる調理方法等が普及していない又は、用意や

後かたづけの手間が魚食普及の大きな障害となっていると考えられる。

○シーフードコンクール参加人数の推移（プロの部除く）

平成12年度： ２１８点

平成13年度： ７５４点

平成14年度： ７７６点

平成15年度：１１２９点

平成16年度：１１９７点

（平成12～14年度までは他の事業で実施）


