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 一敏 瀬廣  

 司裕 東坂 課光観業産 町陽海

香川県漁業協同組合連合会 常務理事 多田 正彦 

 博 濱小 〃 〃

〃 販売事業部 倉本 将司 

 彦芳 藤伊 〃 〃

 一裕 山北 〃 〃

 春元 坂赤 〃 〃

 之英 石黒 〃 〃

 茂 本松 〃 〃

社団法人全国海水養魚協会 会長理事 嶋野 勝路 

〃 専務理事 稲垣 光雄 

〃 嘱託 佃 朋紀 

 
議事録 

嶋野会長より、現地検討会開催の挨拶を行った。 
続いて、配布資料に基づき、事務局より平成25年度実施している農林水産省補助事

業「日本の食を広げるプロジェクト事業」の「品目別輸出振興体制の整備を図る取

組」、「JAPANブランドの確立に向けた取組み」の実施概要について説明を行っ

た。 
平成24年に大連、モスクワでセミナーを開催したが、輸出に際しての環境整備が

必要となっている。これまでの養殖業界は生産量の減少一辺倒の対策になっている

が、輸出対策を行うことによって養殖業の回復を図りたい。また、輸出に関しては

個々の取組では増加しづらいことから、今後はジャパンブランドとして取り組むこ

とが必要になっている。こうした問題意識から、全海水として養殖魚の輸出に取組

み始めたことを説明した。 
その後、意見交換を行った。 

  
＜意見内容＞ 

・平成 19 年から開始したシンガポールへの輸出は、平成 23 年度がピークで平成 24 年度

は 23 年度の約半分に減少。今年度は中国大連への輸出を考えている。シンガポールへ

の輸出は価格面で売りづらい。 

・大連のシーフードショーにハマチやイリコを出展。双日が中国の漁業集団と手を組んで

いること、中央魚類が大連に冷蔵庫を作るなど、保冷施設環境は整いつつある。関税や

飛行機輸送のコストで単価は苦戦している。去年は国内の単価が安かったので冷凍フィ

 課産水部産水政農 県川香
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レーをヨーロッパに輸出できた。 

・中国に対する衛生証明書の発行は、地方の保健所が行うことができるようにすべきだ。

平成 23 年度は販促に力を入れた結果売れた。シンガポールは需要があるので、安けれ

ば売れる。 

・大連のデパートでアンケートを行ったところ、生鮮で食べる魚はサーモン 60％、マグ

ロ 37％、ハマチ 3％となっており、ハマチは馴染みが薄い魚である事が判った。関税

（25％）やデパートのテナント代（35％）等が上積みされ、小売価格はどうしても高い

ものとなってしまう。 

・中国は、活けと鮮の差が大きい。鮮魚出荷は輸送コストが高くなる。 

・官能検査は一年に一回、冷凍検査協会立ち会いのもと行う必要がある。厚生労働省の

担当者も出席した検討会を開きたい。厚生労働省と水産庁が一緒になって輸出対応を

進めるようになってきた。 

・盆栽の輸出に関してジェトロが関与している。植物検疫体制も関係していることから、

ジェトロの協力を得ることも良いのではないか。 

・中国との輸出では決済の問題が心配。有望なのは中国やタイ国などのアジア圏である。

輸入業者との付き合いの中で輸出相手が見つかった。通関に３ヶ月かかったこともあ

る。 

・ノルウェー大使館の担当者から、日本は何故府県単位で物事を進めようとするのか？と

いう指摘もある。 

・全海水の事業では、戦略の共有化を図る。ジャパンブランドについては、厳しい基準化

は問題があるとの意見も出ている。ただ、品質を落として価格競争している業者が出る

と、日本の養殖魚の良さは失われる。 

・全海水としては、ノルウェーの水産物輸出戦略調査を行い、ノルウェーの販売戦略も見

極め、参考にして戦略を検討する。ASMI は昨年辺りから日本への販促を再開している。

こうした組織の戦略を参考としることにしている。 

・ロシアで販促セミナーを実証事業・モデル事業として行い、ノルウェーサーモンの販売

戦略と比較したい。 

・輸出が伸びない理由を解明し、販促手法の開発などを目指すことも今後必要ではないか。

30 種も養殖魚を並べることは焦点がぼやけないか。⇒魚種の豊富さをアピールするこ

とであり、輸出できる魚種は限定されてくる。 

・高くても売れる物はあるが量は限られる。現状は、輸出ブリの内、8～9 割は米国向け

である。また、米国には「CO マグロ」を何の意識も持たずに食べている。 

⇒CO ガスで処理した品をジャパンブランドとして輸出するのは如何なものか。国内では

CO ガス充填は禁止されている。 

・最近は処理した（フィレー加工やドレス処理）魚のオーダーが多くなっている。 

・輸出先が見つかった場合、たとえば複数県が手を上げ場合は、どうするのか 
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・輸出業者協議会に入らない人が輸出に加わってくると、価格競争になる。 

＊輸出を全海水が行うわけではない。全海水は輸出の道を付ける役割を果たす。あくまで

も輸出は自由競争が基本であるが、分担しながら販売戦略を立てるようになることが望

ましい。 

・米国のブリ輸出に関しても韓国、中国、アラブ系と三つのルートがありそうだ。 

・ノルウエーは、魚種別に輸出金額の 0.75％を徴収して積み立て金を作り、その資金を

PR 費用として使っている。 

・中国戦略としては、日本から売り込みをかけるのではなく、買いに来るような施策が必

要。 

・全海水が行っている事業と各府県が行っている輸出促進補助事業を組み合わせる方が相

乗効果が出やすいのではないか。 

以上であった。 

 
   ② 第２回現地検討会 

 開催日時：平成25年9月26日（木）13：30～16：30 

 開催場所：愛媛県漁連宇和島支部 ２階 会議室 
 議  題： 

        １）日本の食を広げるプロジェクト事業について 

        ２）関係府県の輸出取組について（報告） 

        ３）事業計画について 

          ◎輸出戦略検討会 

          ◎ジャパン・ブランド策定部会 

        ４）その他 

現地検討会・宇和島出席者名簿 

所属団体名 役職名 氏名 

イヨスイ株式会社 代表取締役 荻原 達也 

株式会社 宇和島プロジェクト   木和田 権一 

〃   今別府 干寛 

〃   石崎 崇仁 

株式会社 南予ビージョイ 水産事業部 竹内 智史 

〃 〃 篠原 隆史 

〃 〃 岡山 伊佐男 

久良漁業協同組合 代表理事組合長 竹田 英則 

〃 養殖部会長 浜田 克人 
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秀長水産株式会社 管理部品質管理課 菅家 文教 

 一真 本滝 課湾港産水 市浜幡八

 郎太慎 崎浦 室興振産水課産水 町南愛

辻水産株式会社   辻 智則 

株式会社ヨンキュウ 営業一部 富永 隆春 

 郎一陽 田梶 課政漁部産水林農 県媛愛

愛南漁業協同組合 東海支所長 岡田 孝洋 

うわうみ漁協日振島支所   高鍋 順哉 

 若鶴 川中 協類魚 協漁子遊

〃 タイ協 梶原 永裕 

〃 加工部長 山下 智加雄 

社団法人全国海水養魚協会 副会長理事 竹田 英則 

〃 専務理事 稲垣 光雄 

〃 嘱託 佃 朋紀 

 
 議事録 

竹田副会長より、現地検討会開催の挨拶を行った。 
続いて、配布資料に基づき、事務局より平成２５年度実施している農林水産省

補助事業「日本の食を広げるプロジェクト事業」の「品目別輸出振興体制の整

備を図る取組」、「JAPANブランドの確立に向けた取組み」の実施概要につい

て説明を行った。 
平成２４年に大連、モスクワでセミナーを開催したが、輸出に際しての環境整

備が必要となっている。これまでの養殖業界は生産量の減少一辺倒の対策にな

っているが、輸出対策を行うことによって養殖業の回復を図りたい。また、輸

出に関しては個々の取組では増加しづらいことから、今後はジャパンブランド

として取り組むことが必要になっている。こうした問題意識から、全海水とし

て養殖魚の輸出に取組み始めたことを説明した。 
その後、意見交換を行った。 

 
＜意見内容＞ 

・輸出に力を入れる政府方針に従って、全海水も事業を行う。 

・行政の輸出に対する力の入れ所が現場とそぐわない。 

・中国大使館にも出向いて食べてほしいと要望した。厚生労働省では、検査機関の制限

などが改善されつつある。 

・日本の魚を食べてもらう取組をして欲しい。 

・衛生証明書の取扱いは問題がある。韓国の VHS 検査要求や中国から輸入されるものに



40

 
 

対する証明書の要求をして欲しい。 

・韓国の放射性物質検査問題はどうなっているか。 

・VHS 検査で領事館に行ったが、VHS でなく放射能問題が大きな話題になっている。マ

ダイを送っても食べてもらえない。現在、マダイは全く韓国に輸出できていない。 

・韓国の水産物需要そのものが減退している。 

・養殖マダイの輸出は、愛媛が全体の 70％を占める。日本としてどうするのかが定かで

ない。愛媛はサンプル検査でなく、宇和海全体からの抜き取り検査をしている。そし

て、セシウムは 0.7 ベクレル以下という数値を定め規制をしている。韓国産の魚につい

ても反応を示しているようで、国際ルールで対応すべきである。 

・ナインウエーブ（愛媛県）の動きとしては、平成 22 年から 9 社が共同企業体を組み中

国輸出に取り組み、鮮魚輸出を行った。しかし、税関で荷を止められると全く商売に

ならない。平成 23 年から、他県の方法も参考にして鮮魚輸出を始め、実績はあがった。

今年 10 月からは、大連をターゲットとして売っていく。鮮魚輸出を増やしていきたい。 

・平成 22 年と 23 年はふるさと創生事業、24、25 年は県単事業として事業を行っている。

韓国のマダイと同じようにブリも、輸出対象魚にしたい。上海は輸出相手の会社が小

さいと難しい。大連は直行便があり、関空からの方が安くなる。 

・受注する量が少ない。 

・民間に移行した場合に事業が継続出来ない。 

・シンガポールでは、愛媛県人会会長の会社を通して交渉し、商談を進めている。加工

品がメイン。鮮魚としては、マグロを 1～2 本予定している。県は補助エンジンとして

動く。 

・シンガポールは刺身を食べる文化はない。味付けの技術が問われ、材料（魚）は何で

も良い。地方ルール、企業ルール、国ルールが混在しており、良いパートナーを見つ

けることが成功の秘訣。 

・中国や韓国を対象にするときには、いつも決済の課題がある。 

・県、地域行政、かん水、業者が一緒になって行う必要がある。品質が一番の PR 材料に

なるので、その品質の指導をしてほしい。相手国によって嗜好が異なる。 

・7 月の韓国の赤潮被害はどうであったか？⇒ニベ、ソイ、タイなどが被害を受けた。 

  
以上の意見交換を行い、現地検討会は終了した。 

 
   ③ 第３回現地検討会 

 開催日時：平成 25 年 10 月 2 日（水）13：30～16：30 

 開催場所：鹿児島県水産会館 ６階 ホール（別紙参照） 
 議  題： 

        １）日本の食を広げるプロジェクト事業について 
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        ２）関係府県の輸出取組について（報告） 

        ３）事業計画について 

          ◎輸出戦略検討会 

          ◎ジャパン・ブランド策定部会 

        ４）その他 

 出席者名簿 
現地検討会鹿児島出席者名簿 

所属団体名 役職名 氏名 

〃 参事 山下 伸吾 

〃 第二事業部長 島田 圭三 

山川町漁業協同組合 総務部 田畑 幸生 

〃上村水産   白濱 俊和 

株式会社桜島養魚   草野 孝 

〃   江山 悦郎 

牛根漁業協同組合 代表理事組合長 田村 眞一 

〃 理事 久保 修一 

〃  〃 森山 増美 

〃 課長 清水 誠 

福山町漁業協同組合   小林 松三郎 

垂水市漁業協同組合 営業部 迫田 洋海 

鹿屋市漁業協同組合 漁協職員 江口 勝也 

〃恵利丸有限会社   瀬戸口 守 

〃柿内水産有限会社   柿内 輝盛 

〃幸栄丸水産有限会社   八木 保 

〃有限会社真成丸   田村 真一 

〃株式会社鵜洋水産   鵜瀬 洋一 

〃有限会社芳恵丸   鵜瀬 芳昭 

鹿児島県かん水養魚協会   野島 通忠 

鹿児島県漁業協同組合連合会 漁政対策 吉松 正信 

〃 〃 久保 賢明 

〃 〃 梶原 敦 

鹿児島産業貿易株式会社 常務 佐藤 栄一 

〃 マネージャー 丸田 千秋 

熊本県海水養殖漁業協同組合 代表理事組合長 深川 英穂 
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 也哲 満堂 課通流産生 市島児鹿

 悟聖 永久 〃 〃

 臣重 原柳 課興振産水 県島児鹿

 平康 田織 〃 〃

 介謙 木々佐 〃 〃

 仁昭 篤 〃 〃

〃 
〃 

三反田 みど

り 

 之成 元山 課産水工商 市宿指

 孝 口ノ湯 〃 〃

南さつま市 農水振興課 宿里 茂海 

 朗哲 島福 課光観工商産水 市水垂

宮崎県漁業協同組合連合会 販売課 井上 喜義 

 史博 須那 課興振産水 県本熊

大分県漁業協同組合 経済事業部 成松 和寿 

大分県水産養殖協議会 事務局長 椎原 宏 

 猛 塚大 課理管業漁 県分大

社団法人全国海水養魚協会 副会長理事 長元 信男 

社団法人全国海水養魚協会 専務理事 稲垣 光雄 

       〃 嘱託 佃 朋紀 

 
 
 
 
 
 議事内容 
長元副会長より、現地検討会開催の挨拶を行った。 
続いて、配布資料に基づき、事務局より平成２５年度実施している農林水産省補助

事業「日本の食を広げるプロジェクト事業」の「品目別輸出振興体制の整備を図る

取組」、「JAPANブランドの確立に向けた取組み」の実施概要について説明を行

った。 
平成２４年に大連、モスクワでセミナーを開催したが、輸出に際しての環境整備

が必要となっている。これまでの養殖業界は生産量の減少一辺倒の対策になってい

るが、輸出対策を行うことによって養殖業の回復を図りたい。また、輸出に関して

は個々の取組では増加しづらいことから、今後はジャパンブランドとして取り組む
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ことが必要になっている。こうした問題意識から、全海水として養殖魚の輸出に取

組み始めたことを説明した。 
 

＜意見内容＞ 

・第一次産業も外需で大きく伸ばしたい 

・熊本県では、アジア圏を対象にして、知事をトップとしてオール熊本で平成 24 年から

シンガポールで、そして平成 25 年からはタイ国で PR 事務所を設置して輸出に取り組

んでいる。20 億円の輸出額が有り、そのうちほとんどが水産物である。県では商談会

に対して支援をしている。 

・鹿児島県漁連では、香港、シンガポールへの輸出の取組を始めた。 

・大分県ではブリフィレを主体に民間と漁協が輸出している。大連で大分県フェアを計

画し、水産加工品の輸出を要望しているが、国交不安定で輸出できず。県単位では効

率悪いことと、日本同志の競争になってしまう。この事業に期待している。輸出する

相手国に信頼できるパートナーが居るか居ないかにかかっており、この事業がそれら

を解消してくれることを望む。 

・鹿児島県では、香港・韓国・シンガポールなど各地の商談会を行っている。今年はシ

アトル、ボストンなどでも商談会を予定している。輸出の９割が北米（ブリ主体）。

四国と競合している感がある。 

・東町漁協では、EU とアジア方面は伸びている。EU 対応は鹿児島を中心に行われてい

る。米国は西海岸が中心である。 

生のフィレーを中心に輸出している。ヨーロッパは衛生証明書が必要なので手間がか

かる。原発事故以降輸出が厳しくなっている。又、来年から衛生証明書の発行機関の

移行がスムーズに行くかどうかを見守っている。冷凍物であれば１回で済む（売り切

ってしまうまでは１回の書類で OK）。しかし、生鮮では、その都度証明書が必要にな

っている。 

・主にカンパチの鮮魚輸出を行っている。香港・シンガポール・ヨーロッパであったが、

昨年からオーストラリアにも輸出している。カンパチは価格が乱高下して商談を進め

るのが難しい。証明書発行機関が公的機関のため月～金に限られているが、時差の関

係も有り、土日や時間外も発行が必要になる。 

・価格の変動是正は、業界として安定させないといけない。 

・魚ごとに証明書が必要。同一魚でも加工毎に証明書が必要（オーストラリアが証明書

を 求めている）。輸出価格に上乗せされて高い魚になってしまっている。 

・衛生証明書が簡素化されたとは言え、ロシアから直接１年に１回は来日して検査をし

なければならない。 

・加工品も、日本で認められている甘味料が海外では認められていないものがある。 

・通関のルールがはっきり判らない。外国の検査体制のインフォメーションが必要。 
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・展示会の効果は？ 展示会が取引に結びつかないという意見も聞く。 

・水産物は農産物と一緒に展示会をしているが、良かったという意見は少ない。価格で

相手国と折り合うことが難しいという課題が残った。 

・展示会でバイヤーと人脈を作ることが第一位で、その後商談に結びついていく。まず

人脈を作ることが大切である。 

・県単位の戦略では、売りを伸ばすことは難しい。日本食が入っていない地区へ、新た

に入り込むことが必要である。 

・県としては、農産物と一緒に輸出事業を行うので、相手国を決められると困る場合が

出てくる。 

・各々のルートがある中で、国を決めることがいいのかどうか？パートナーが各々いる

ので、割当するのは賛成できない。 

・イメージづくりは大切である。整理して PR 材料としてほしい。 

・ハマチを売るマーケットを作ることを最優先すべきである。サーモンは 400～500RB/ 

kg の価格でロシアで売られている。その中で日本のハマチ・ブリがその価格で売れる

のか。ブリを 100kg 輸出した場合、消費者は 15,000 円/kg で買うことになる。 

・ノルウェーサーモンも初めは高かったはず。それをクリアした。ノルウェーの販売戦

略を調査してほしい。首相はサバとブリの輸出を言われていたようだが。 

 
 以上の意見交換を行い、現地検討会は終了した。 
 
   ④ 第４回現地検討会 

 開催日時：平成 25 年 10 月 3 日（木）13：30～16：30 

 開催場所：長崎県漁協会館 ６階 会議室 
 議  題： 

        １）日本の食を広げるプロジェクト事業について 

        ２）関係府県の輸出取組について（報告） 

        ３）事業計画について 

          ◎輸出戦略検討会 

          ◎ジャパン・ブランド策定部会 

        ４）その他 

 出席者名簿 

現地検討会長崎出席者名簿 

所属団体名 役職名 氏名 

長崎県 水産部水産加工・流通室 江口 詔一 

長崎市 水産振興課 村瀬 二美 
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 英勝 川染 課産水 市戸平

 生昌 口坂 課産水 市浦松

 俊英 本磯 課産水 所役市保世佐

 一俊 丸市 〃 〃

長崎魚市株式会社 総合企画部長 呉 永平 

たちばな漁業協同組合 専務理事 道下 雅久 

 雄大 越鳥 長部理管 〃

西海漁業協同組合 販売課長 西川 典夫 

九十九島漁業協同組合 販売部長 浦上 安政 

 美重 野平 長会副 会議協殖養類魚水んか県崎長

 洋貴 藤近 局務事 〃

 史啓 本宮 長会 会議協興振出輸魚殖養国全

 昭国 口樋 表代 店商口樋

日刊水産経済新聞 長崎支局 西山 俊範 

 二康 林小 社支州九 聞新となみ

社団法人全国海水養魚協会 専務理事 稲垣 光雄 

 紀朋 佃 託嘱 〃       

 
 
 議事録 
稲垣専務理事より、現地検討会開催の挨拶を行った。 
続いて、配布資料に基づき、事務局より平成２５年度実施している農林水産省補助

事業「日本の食を広げるプロジェクト事業」の「品目別輸出振興体制の整備を図る

取組」、「JAPANブランドの確立に向けた取組み」の実施概要について説明を行

った。 
平成２４年に大連、モスクワでセミナーを開催したが、輸出に際しての環境整備

が必要となっている。これまでの養殖業界は生産量の減少一辺倒の対策になってい

るが、輸出対策を行うことによって養殖業の回復を図りたい。また、輸出に関して

は個々の取組では増加しづらいことから、今後はジャパンブランドとして取り組む

ことが必要になっている。こうした問題意識から、全海水として養殖魚の輸出に取

組み始めたことを説明した。 
規格化、標準化してジャパンブランドとして輸出する必要がある。 

今ある制度の中でクリアできる魚は、ジャパンブランドとして取り上げてゆく。 

県や地方の行政関係者にオブザーバー参画してもらって意見・希望をお聞きし、

戦略検討会でそれらを参酌していく。 

モスクワは流通システムが整っていて、鮮度管理の意識も強いので、モデル地区


