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第 1回八戸市水産物ブランド戦略会議（R2.11.11） 議事録 

 

 

１ 日 時   令和２年１１月１１日（水）午後４時００分 

２ 場 所   八戸パークホテル ２階 「アジュール」 

３ 出席者  （委員）         

佐々木 伸夫 八田 恭章 福島 全良 髙野 豊 

松﨑 雅樹    

    

    

   

（事務局）         

小林八戸市長 上村農林水産部長 茨島水産事務所長  

間水産事務所副所長 河原木副参事 秋山主査  

    

４ 会議内容 

【１．開会】 

司会 

 

只今より第１回八戸市水産物ブランド戦略会議を開催いたします。 

始めに委嘱状の交付を行います。 

お名前をお呼びしますので、その場で御起立いただきますようお願いいたします。 

 

① 佐々木 伸夫（ささき のぶお）様 

委嘱状  

佐々木 伸夫様  

八戸市水産物ブランド戦略会議委員を委嘱いたします。 

期間 令和 2年 11月 11日～令和 4年 11月 10日までとします。 

令和 2年 11月 11日 八戸市長  

よろしくお願いします。 

 

② 八田 恭章（はった たかあき）様 

委嘱状 

八田 恭章 様 以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

 

③ 福島 全良（ふくしま まさよし）様 

委嘱状 

福島 全良 様 以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

 

④ 髙野 豊（たかの ゆたか）様 

委嘱状 

髙野 豊 様 以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

 

⑤ 松﨑 雅樹（まつざき まさき）様 

委嘱状 

松﨑 雅樹 様 以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

 

なお、本日、丸島宏介（まるしま こうすけ）様は所用により欠席ではございますがビデオメッ

セージをお預かりしてございますので、只今から再生いたします。 

 

（丸島宏介様 メッセージ） 

初めまして、○○よりご推薦頂き八戸市の水産物ブランド化の委員をさせていただきますことに

なりました。○○の丸島と申します。この度は、仕事の都合上、八戸市水産物ブランド戦略会議に

出席できず誠に残念なのですが、私としましてはお引き受けしたからには、少しでも八戸市の水産

業にお役に立ちたいと考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。

どうもありがとうございました。 

 

丸島様には、後ほど委嘱状を郵送させていただきます。 

これをもちまして、委嘱状の交付を終わります。 

それでは、主催者であります小林市長から御挨拶を申し上げます。 
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【２．市長挨拶】 

 八戸市長 八戸市水産物ブランド戦略会議の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

また、このたびは水産物ブランド戦略会議の委員就任を快くお引き受けいただき、厚くお礼申し上

げます。さて、近年の水産業を取り巻く環境は、水産資源の低迷及び国際的な漁業環境の変化による水

揚げ量の減少や漁業従事者の後継者不足など、厳しい状況が続いております。 

八戸港の水揚げについても例外ではなく、主力魚種であるサバやイカの水揚げが振るわず、大変厳

しいものとなっておりますが、八戸港は、常に全国上位の水揚げを誇り、我が国有数の水産物の一大供

給基地として、その役割を果たしております。 

また当市では、魚市場機能の再編を図るため、平成 19年から荷さばき所を順次整備してきており、

本年度中に完了する見通しとなっております。これら荷捌き所は、今後、大幅な水揚げ量の増大が見込

めない中で、消費者に安全・安心で高品質な水産物を供給するという、新たな価値を生み出すための取

組として実施してきたものであります。 

このような状況の中、本日発足するブランド戦略会議は、水産業振興策における次のステップとし

て、安全・安心で高品質な水産物を流通・販売させ、いかに国内外の消費者の元へ届けていくかという

課題の解決に向け、有識者の皆様に御指導をいただきながら、市の施策に反映させるために設置をし

たものでございます。委員の皆様におかれましては、当市水産物のブランド戦略の進展、ひいては当市

水産業の発展のため、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶といたします。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

【３．委員紹介】 

司会 

 

ありがとうございました。ここで、初めての会議でございますので、委員の皆様を御紹介いたしま

す。 

 

八戸市長 ○○○の 佐々木 伸夫（ささき のぶお）様 

○○○の 八田 恭章（はった たかあき）様 

○○○の 福島 全良（ふくしま まさよし）様 

○○○の 髙野 豊（たかの ゆたか）様 

○○○の 松﨑 雅樹（まつざき まさき）様 

 

【４．座長選任】 

司会 

 

ありがとうございました。 

それでは、お手元の次第に基づき進めさせていただきます。最初に、座長の選出に入らせていただき

ます。水産物ブランド戦略会議規則の規定により、座長が選出されるまでの間、議長は市長が務めるこ

ととなっておりますので、市長には議長席に移動いただき、議事進行をお願いいたします。 

 

八戸市長 それでは、暫時、議事進行を務めさせていただきます。 

これより、座長の選出を行います。座長は、水産物ブランド戦略会議規則の規定により、委員の互選

によって定めるとございますが、どなたかございませんか。 

 

委員 八戸市水産物ブランド戦略会議となっておりますので、○○○である佐々木さんにお願いしたらい 

かがと思いますが。 

 

八戸市長 はい、ありがとうございます。只今、○○委員から、座長に佐々木委員をという推薦の御発言がござ 

いましたが、その他御意見等ございませんか。 

（意見等なし） 

それでは、御異議ないようですので、座長は佐々木 伸夫（ささき のぶお）委員にお願いすること

に決定しました。佐々木座長には、大変御面倒をお掛けすることと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。 

 

司会 

 

ありがとうございました。 

早速ではございますが、佐々木座長には、座長の席にお移りいただきまして、一言御挨拶をいただき 

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

座長 只今、座長に選出していただきました○○○の佐々木でございます。正直な所、私もそちらの自由に 

発言できる立場で出席したかったのですが、皆様にお選びいただいたという事で、市長に対していい

結論を出して報告をさせていただけるように皆さんの御協力のもとで頑張りたいと思いますので、最

後までよろしくお願いします。 
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司会 

 

ありがとうございました。 

市長は、公務の都合により、ここで退席させていただきますので、御了承いただきますようお願い申

し上げます。 

 

八戸市長 よろしくお願いします。 

 

司会 

 

それでは会議に入ります前に、出席委員について御報告いたします。 

委員総数６名のうち、本日の出席委員は５名でありますので、八戸市水産物ブランド戦略会議規則

第５条第２項規定により、本日の会議は成立しておりますことを御報告いたします。 

また、本日は当会議のオブザーバーとして、青森県総合販売戦略課の○○様と○○○会社水産バイ

ヤーの○○様に御出席いただいております。 

それでは、これより議事に入ります。 

会議の議長は、規則により座長が務めると定めておりますので、佐々木座長よろしくお願いいたし 

ます。 

 

【５．議題】水産物ブランド戦略会議について 

座長 それでは次第に従いまして、これから議事に入りますが、「審議会の会議及び会議録の公開」を皆様 

にお諮りしたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

 

当会議の会議及び会議録の公開について、御説明申し上げます。 

資料の「附属機関の会議の公開等に関する取扱い」を御覧願います。 

資料の中の、第２「会議の公開基準」に規定されておりますが、附属機関等の会議につきましては、

原則として公開することとなっており、公開・非公開の決定は、第３「会議の公開又は非公開の決定」

において、附属機関等の長が会議に諮って行うこととされております。 

また、第６「会議録の作成及び公開」において、公開・非公開に関わらず、会議録を速やかに作成し、

会議において公開しないこととした情報を除き、公開することとなっております。 

当会議で審議いただく案件につきましては、会議の公開によって議事運営に著しく支障が生じるこ

とはないと思われることから、事務局としましては、原則として会議は公開とし、会議における発言は

会議録として記録し、会議録も公開する、傍聴者は会議で発言することはできない、その他詳細につい

ては、資料の内容の取扱いのとおりとする、ということで運営していただきたいと考えております。 

なお、公開する会議録についてですが、会議録は会議終了後速やかに作成、公開する必要があること

から、事務局で作成後、座長から承認をいただき、公開させていただきたいと考えております。 

また、公開する委員名簿については、個人情報保護の観点から、委員の氏名のみの記載とし、その他

の所属や役職等の情報については記載せず、会議における発言内容については、誰の発言か特定でき

ないように氏名は表記せず、発言者については座長、委員、事務局等と表記させていただきたいと考え

ております。以上につきまして、御審議いただきますようお願いいたします。 

 

座長  ただいま事務局から説明がありましたが、事務局の案を採用させていただき、会議は原則公開と 

し、会議録については、事務局で作成後、座長の私が確認をし、公開するということで考えておりまし

たが、よろしいでしょうか。 

（委員の了承） 

はい、御異議無いようですので、このとおりで進めさせていただきます。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は第１回目の会議でありますので、この水産物ブランド戦略会議の趣旨について事務局より説

明いただき、その後、各委員の皆様からの御意見を伺うことにしたいと思います。それでは事務局より       

説明願います。   

 

事務局 

 

説明を担当いたします、水産事務所 ○○と申します。よろしくお願いいたします。 

座って御説明させていただきます。 

それでは皆さんのお手元に配布しておりますカラーの資料を見ながら説明させていただきます。 

 

資料 2ページをお開きください。 

2ページは八戸市の概要となります。 

八戸市は人口約 22万 6千人が暮らす中核都市となっております。 

「海から拓け、海とともに発展してきた」と言われており、昭和 26 年に重要港湾指定、昭和 39 年に

新産業都市に指定されると、臨海部に製紙業、非鉄金属業等の基礎素材型企業が相次いで立地し、現在

では北東北随一の工業都市にまで発展しております。 

また、基幹産業としての水産業も古くから行われて盛んな都市でございます。 

 

3ページをお開きください。3ページは水産業の現状となっておりまして、魚市場で取り扱われる水
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産物の取扱高・水揚げ高を示している物になります。 

【水産業の現状 ～水産業を取り巻く環境の変化～数量～】 

御覧になられて一目瞭然、ピーク時、昭和 63年に約 82万トンあったものが昨年、令和元年は 6万 6

千トンになっておりまして、ピーク時の約８分の１程度にまで減少しているのが現状となっておりま

す。 

 

続きまして 4ページをお開きください。4ページは水揚げの金額を示しております。 

【水産業の現状 ～水産業を取り巻く環境の変化～金額～】 

これも一目瞭然でしてピーク時、昭和 57年には約 930億円の取り扱いがあったものが現在令和元年

は 148億円と、約 6分の 1以下にまで落ち込んでおります。 

理由としては、漁獲量・資源の減少による所が大きいと思いますが、そのほかに、日本人の魚離れに

よる魚価の低迷とも言われております。 

 

続きまして 5ページをお開きください。5ページは八戸市の魚市場を上空から俯瞰した写真になりま

す。 

【八戸市の魚市場】 

八戸市の魚市場は鮫地区・小中野地区・館鼻地区の三つのエリアに分散して立地・配置されておりま

す。一番最初に魚市場ができたのは昭和 8 年と言われておりますが、これが近代的な市場の始まりと

言われております。よって今年で約 90 年の歴史があるという事になります。ただ 90 年も経ってくる

と施設の老朽化が著しくなっておりますので各市場施設は建て替え再築が順次進められております。 

 

続きまして 6 ページをお開き願います。6 ページは第一魚市場の水揚げ風景の写真となっておりま

す。 

【第一魚市場】 

第一魚市場は主にまき網漁業で漁獲された魚を水揚げする魚市場となっております。 

写真はサバの水揚げの様子ですが、岸壁にトラックを付けて、船の方で大きなタモ網を使ってサバを

船から直接トラックに積込む水揚げ形態になっています。 

 

続きまして７ページをお開き願います。７ページはまき網漁業で漁獲される主な魚の写真で、4魚種

ほど載せております。 

【まき網漁業】 

左上からさば、右上がいわし、左下がスルメイカ、右下がイナダ、こういった魚をまき網漁業で漁獲

しております。 

八戸港全体の水揚げ数量の約 68％がこのまき網漁業で漁獲されておりますので、今の八戸魚市場の

主力の水揚げ漁業と言えると思います。 

 

8ページをお開き願います。8ページは館鼻地区にあります第三魚市場の中の風景を写したものにな

ります。 

【第三魚市場】 

第三魚市場は近年再整備が進みまして新しい近代的な市場に変わっております。御覧になって分か

る通り周囲を壁に囲まれた閉鎖型の市場となっておりまして、高度に衛生化された市場となっており

ます。 

 

9ページをお開き願います。9ページは同じく第三魚市場の魚の販売の様子になります。 

【販売（第三魚市場）】 

こちらは従来通り魚を見ながら仲買人の方々がセリをして魚を購入しているということになりま

す。 

 

10ページをお開き願います。10ページは販売された魚の運搬・出荷の様子になります。 

【運搬・出荷（第三魚市場）】 

フォークリフトを使ってトラック等に積み込みしている様子でフォークリフトも従来はガソリンを

使ったフォークリフトでしたが、近年は電動式のフォークリフトが衛生的だという事で主流になって

おります。 

 

11ページをお開き願います。11ページは八戸の漁業の特徴になります。 

【八戸の漁業の特徴】 

これまでにお話ししてきましたけれども、八戸の漁業は俗に三大漁業と呼ばれておりまして、まき

網漁業、底引き網漁業、イカ釣り漁業この３つの漁業で水揚げ量の約 96％を占めています。ほとんど

の漁業を 3つの漁業が占めております。 

また魚種別に見ますと、イカ、サバ、イワシで、水揚げ数量全体の 89％を占めております。八戸の
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漁業の特徴はイカ・サバ・イワシで成り立っていると考えていただければと思います。 

 

12ページをお開き願います。12ページは魚市場から出荷後の処理状況になります。 

【出荷後の処理状況】 

大雑把に言いまして集荷された魚の行先として４パターン示してあります。まず水産加工場に運ば

れるもの、豊洲、函館などへ出荷されるもの、地元の小売業へ出荷されるもの、冷凍工場にいって冷凍

されるもの、この４つにおおむね分類されております。 

割合で言いますと 

①豊洲、函館などにいく場合、地元外出荷が 18,653ｔで約 17.2％。 

②地元の水産加工場で、缶詰、塩辛などに加工される場合、276,170ｔで約 25.1％。 

③スーパーなどの小売り店にいく場合、地元消費が 1,840ｔで約 1.7％。 

④一旦冷凍庫にいって、その後、水揚げがない時期の原料として出荷される場合、60,529ｔで 56.0％。

八戸の出荷される魚の８割が何らかの加工品に使われていると考えてよいと思われます。逆に地元 

で消費されるのは数パーセントしかないというのが八戸の水産業の特徴となっております。 

 

13ページをお開き願います。13ページは水産物に起因する食中毒事案になります。 

【水産物に起因する食中毒事案】 

１９９９年（平成 11年）大規模な食中毒事案がありました。原因は、はっきりとは特定されません

でしたが、おそらく八戸で水揚げした原料に鳥の糞とかが付着してサルモネラ菌が原因となった食中

毒ではないかと推測される事案がありました。今から２０年ほど前の事件ですが、八戸の市場が全国

の他の市場に先駆けて衛生管理に進んでいった原因・背景の１つとして、こういった大規模な食中毒

の事案があったことも挙げられるのではないかと思いまして資料へ挙げさせていただきました。 

 

14ページをお開き願います。14ページは水産業振興施策の展開になります。 

【水産業振興施策の展開】 

平成 19年から令和 2年まで、途中、東日本大震災もありましたが、10年超の時間をかけて古い市場

を中心とした施設の再整備をしてきまして令和２年度で終了する見通しが立ちました。そこで市の施

策の次のステップとして、当市の魚市場で取扱った水産物が衛生的で高品質であることを、国内外の

消費者にアピールしていくことが重要であると考えております。その手段の一つとして水産物のブラ

ンディングとなるわけですが、当市には既に商工会議所を中心に活動し、定着している「八戸前沖さ

ば」ブランドがあります。前沖さばは脂肪分や大きさ、水揚げされる時期等を基準としておりますが、

前沖さばブランドとは少し視点を変え、当戦略会議では、水産業だけでなく他の産業、資料には農業と

書かせていただいておりますが、他の産業との組合せによる相乗効果を狙ったブランディングを試み

たいと考えております。今、同じように、当市で力を入れているのが八戸産のワインということもあり

ますので、今期の皆様の任期は令和４年１１月まであるわけでございますが、今期の戦略会議におい

てはサバと八戸産のワインとのコラボレーションをテーマに戦略会議で御審議いただければと思って

おります。今日は１回目の会議という事で概要の説明だけに留めさせていただきますが、次回以降は、

ブランディングに向けた具体的な制度設計やサバを使った加工品の試食を予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。資料の説明は以上になります。 

 

座長  はい、ありがとうございました。只今の説明にもありましたが、市として今後力を入れていきたいと 

いう販路の拡大というテーマについて、八戸産のワインとのコラボレーションという話もありましが、

委員の皆様から幅広に御意見を伺っていきたいと思います。それでは最初に○○委員お願いできます

か。 

 

委員 私自身の今の仕事の立ち位置ですが、八戸以外に有田みかんの認定それから長野県のワインの認定、

十勝のチーズの認定をやっております。制度の最終的な目標として売り上げが増えないと意味がない。

具体的な例としては和歌山の有田みかんは、認定をとったみかんの農家の年間収入が３千万から６千

万に上がっております。具体的な数字の事例を作るために、色々な認証制度をやっているのですが、そ

のアイディアが八戸の水産物に使えればいいかなと思っております。ワインとのコラボレーションも

マスコミなどの注目を集めるには非常に有効ではある。最終的に到達目標点を具体的に数字として持

って構築できるように、目標を早い段階から設定していかないと、ただ制度を作っただけという事に

なるので、できれば早い時期に方向性を市民の方全員に公表したほうがいいかと思います。長野も和

歌山の有田も早い時期に方向性を生産者・一般の方を全部集めてお話しして、それだったら市を挙げ

て進めて行こうではないかという流れを作っていった。後は今日お見えいただいている委員の方々が、

いわゆる発信力があるという想定をしてお願いしていると思いますので、それぞれの委員の方の知名

度とかあるいは人脈とかを使って八戸全体の水産物とワインをブランド化し合って行けばなと思って

おります。基本的には儲かるかという事だけで、それがなければ制度はやっても意味がない。そこの所

だけきっちりと事務局でチェックをお願いしたいと思います。 
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座長  はい、ありがとうございます。続きまして○○委員からお願いします。 

 

委員 私は司厨士協会という西洋料理の八戸支部の支部長をやっております。水産物をブランド化してい

くという流れについて、既に私たちの会では１０年ほど前から八戸の魚を使ったブイヤベースをブラ

ンド化しようとしてました。それに伴って進めていくといいのではないかと思っております。 

 

座長  はい、ありがとうございます。続きまして○○委員からお願いします。 

 

委員 先輩方の中、大変失礼、大変恐縮でございます。私自身、現在半分アセアンと日本で活動しておりま

して、主な仕事が民間の日本企業様とアセアン企業様のシンガポールへの誘致です。というのも特定

指定やいろいろな税区分があり、色々な形でシンガポール進出される企業様が非常に多い。その中で

水産業者様や色々な業種の方に、銀行口座などすべてセッティングを弊社でさせていただいておりま

す。ユニークなのは、日本のワインとか、日本酒など、なかなか消費に結びつかない物を、東南アジア

中心に発信しております。実際実績として長野県の日本酒や東北地方の物をシンガポール中心にアセ

アンに発信しております。今、八戸市 A棟のプレミアムサバを発信していく中で、A棟のサバ缶がなか

なか消費に結びつかない。原因として、「若年層の手に届きやすい」と言う言葉が、今、海外の方でキ

ーワードになっていて、これを見た瞬間に、実際目を通して見るインパクトになる。それを 200 円の

物、400 円の物、600円の物、価格だけではなくて実際に若年層の手に届きやすい仕掛けを作ったりし

ている。自分の妻がシンガポールの女性で、指で絵を描くアーティストでございまして、付加価値の意

味でワインのラベル、日本酒のラベルをデザインしている。日本のものはシンガポールと比べて、なか

なか古い。シンガポールは建国５０年、日本は永続的な歴史があり、メイドインジャパンという言葉が

独り歩きしていますがなかなか価格に結びついていない。私が取り扱っている長野県の日本酒は日本

で２番目に酒蔵が多いが価格は圧倒的に一番安い。ですが国内 2 千円で売られているものが、海外で

発信してプライベートラベルにすることによって掛ける 2 で売ってもそれはルール違反にならないと

いう事で、安定した数字を供給しております。私の場合は９０％海外になってしまいますが、微力なが

ら何かお力になれればと思っております。 

 

座長  はい、ありがとうございます。それでは○○委員からお願いします。 

 

委員 私、先ほど説明がありました資料の中の八戸の三大漁業水揚げ量全体の９６％という事が書いてあ

ります、そのうちのまき網漁業を主に操業させていただいています。主たる魚種と言いますとやはり

サバがメインになってきます。資料の一番最初の方にありました昭和６３年をピークに八戸港の水揚

げがどんどん減少していくと、確かに資源の減少等もあるのですが、ここ１０年以上今までであれば

魚という物は獲るだけ獲ってしまえというところから、資源管理というのをキーワードにして獲る数

量を抑えて少ない漁獲で収益を上げていきましょうという流れがあり、所轄しているのが農林水産省、

水産庁と言うところが今、動いているところなのです。徐々にサバの資源量もよくはなってきていま

す。しかし、それと同時に地球温暖化、漁場の変化により、今までは八戸の前沖がサバの漁場でありま

したが、実は東日本大震災を契機に漁場の変化が起きている。また、温暖化のせいもあるのでしょう

が、魚がどんどん北の方へ行ってしまっている。私も〇〇と八戸前沖さばブランド推進協議会の委員

も務めておりますが、その中でもやはり八戸で水揚げされているサバというのは日本全国で上がるサ

バに比べても脂肪分、油がのっているというのが特徴でもありますので、八戸港で水揚げされるサバ

を弊社として安定して供給できる体制と当然品質を踏まえながら、いろいろ戦略会議の中でやってい

ければなと思っておりました。よろしくお願いします。 

 

 

座長 はい、ありがとうございました。最後に私から○○○の立場もあり、あと八戸圏域の観光特産をやっ

ております○○○の立場もございます。また本業が○○と言う広告会社をしているというところで、

色々なところでブランドについて携わって来ております。そのような中で○○○の方で今推している

サバ料理について、２．３説明させていただきますが、ひとつはシンプルな料理という事で、八戸にき

たらこれだけは食べてくださいと言う三品。それが、しめ鯖、串焼き、そして棒寿司とこれを「王鯖ト

リオ」と言う名前で称しております。最近ではなかなか観光客が来にくい雰囲気の中で、通販でサバの

しゃぶしゃぶを売り出そうと、今検討をしているところでございます。個人的にはあまり凝った料理

ではなくシンプルな料理の中にこそやはりブランドの種があるのではないかと思っております。その

中で私自身が注目しているのが○○水産さんのサバ缶バ―という商品があります。これは味付けとし

て柚子胡椒、グリーンカレー、ハバネロ、トムヤムクン、最近ではスタミナ源たれの味もありまして、

またパッケージ、ラベル自体もサバ缶らしからぬラベルになっております。できれば料理をしていく

のであれば誰もが知っている料理で、そこにはシリーズ化も想定した差別化された味付けをした料理

がいいのかなと思っております。またメディアやネットで受けるという事を考えれば、ネーミングや

パッケージにも凝っていくべきだと思っております。それと先ほど○○委員からも出ましたが、八戸

ブイヤベースと同時に八戸せんべい汁というこの二つのブランド化に携わらせていただきました。こ
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の２つの料理に真逆の戦術を取ったところがあります。八戸せんべい汁は、外に対して特に PRをした、

八戸ブイヤベースについては外には PR をせずにあくまでに市内で PR をしていた。それはなぜかと言

いますと、八戸せんべい汁というものはすでに地元の方から愛された料理であって、既に認知された

料理で外に発信することで全国ブランドになるだろうと。そしてブイヤベースについてはまだ新しい

料理ですので地元では認知されていないという事で、まずは地元という事で始めました。その戦略の

基本はやはりインサイトアウトの考え方です。内から外へ、ブランドを作る場合やはり内が固まらな

ければいくら外に出しても流通というものは起こらないものであると思いますので、まずは全国的な

流通をという所を期待されているかとは思います。もし料理を作ってワインと合わせるということで

あれば、まず地元の方々に愛される、また地元の方々が食べ飲む、そういった所を一つの戦略の基本に

入れていくべきじゃないかなと思いますという事で私の意見でございました。 

 

委員の皆様、御意見ありがとうございます。本日出た意見を参考に、次回の会議では事務局から説明

がありましたがテーマに沿っての諮問また加工品の試食があるかと思いますので、その際は改めて御

審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【６．その他】 

座長 以上で予定していた議事については終了となりますが、その他、委員の皆様から御意見等ございま 

せんか。 

 

委員 折角の機会ですので、最初の会議なのでオブザーバーでお二人来てらっしゃいます。売る立場の方

もいらっしゃるのでやっぱり、作る方、売る方が連動しなければならない。いい機会なので御意見をお

聞きしたいと思いますがいかがでしょう。 

 

座長 はい、よろしいでしょうか。それでは○○様からお願いできますか 

 

青森県 本日は出席させていただきありがとうございます。県庁の統合戦略課ブランド推進グループという

ところにおります私、○○と申します。まだ４月に配属されて 1 年生という事で自分自身は、ブラン

ディングとは何ぞやとか、ブランディングに必要なものなどを勉強している最中でございます。自分

の担当業務を簡単に紹介させていただくと、本年は、ジャンルは全く違うのですが、今年サクランボの

ジュノハートの全国デビューを担当させていただいたという事と、それから産品は幅広にあるが、今

特に高級食材と言われる、例えば高級ホテルとか飲食店さんで扱われていた産品が今コロナの影響で

大変苦戦しているのもありまして、そういったものを中心に私の方は主に西日本のエリアを中心に何

とか新しい販路を開拓する業務に携わっております。今日こういったサバ、八戸サバのブランディン

グという事でオブザーバーという形で参加させていただきましたが、私が携わっている業務を参考に

しながら何か少しでもお役に立てる部分があればなと思っておりましたので、御意見という事ではあ

りませんが引き続き今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

座長 はい、ありがとうございます。それでは○○様お願いします。 

 

 

○○○会社 私、○○○で水産バイヤーさせていただいております○○と申します。本日は貴重な席にお招きい

ただきまして誠にありがとうございます。私共の会社は、今年の春に生まれたばかりでして○○○と

言う大きな下田にある大型店、東北にあるスーパーマーケットの○○の食品部門が合併して新しい会

社になります。店の数は 140 店舗ほどになります。そして重要な取り組みの一つとして東北の価値あ

るおいしい産品を広めていこうと、にぎわい東北と言うブランド、ロゴがありまして栄養食をみつけ

て東北、全国国民にという取り組みも行っております。水産物に限らず、色々な商品が今デビューして

販売されております。そういった形で御協力できる部分も多々あるかと思います。まずそれが一つ、そ

れと水産物に関しては、やはり魚離れの負の部分というのは、骨があるとか、生ごみが出る、メニュー

が分からないそういった声がやはりアンケート等で非常に多いという事で、普及させるポイントとし

ては、小売りの立場で申し上げますが時短、働く主婦の増加の部分では簡便性、焼くだけレンジアップ

するだけ温めるだけ、それからそのまま食べられる即食お刺身、寿司それと健康志向です。サバであれ

ば青物ですのでＤＨＡだったり、色々栄養素その三つの切り口が非常に大事になってきます。それと

付加価値をつけるという部分では先ほどサバ缶のお話が出ましたが、世の中には輸入、もしくは国内

のミールの１つ上のサイズで 98円とか 100円代前半の安い価格もありますが、例えば魚体だったり脂

質であったり漁船名、漁獲した船の名前をうたって付加価値をつける。そういったことも十分にでき

ますし、実際弊社でも一部、水産グループとしてグロッサリー部門ではなく魚屋の缶詰といったもの

も開発して販売させていただいたりすることもありますので色々な切り口が大型量販店の方にもあり

ますので、何らかの形で御協力できたらと考えておりましたのでぜひよろしくお願いします。ありが

とうございます。 
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座長 はい、ありがとうございます。私 1 つお聞きしたいのが、八戸産ワインとのコラボレーションと

いう所、○○委員から八戸ワインというのはどういった特徴があって、ワインにはどういった料理、

味付けがいいのかという所を教えていただきたいです。 

 

委員 まず八戸は、気象条件が八戸だけピンポイントで抜けたように青森の中ではいい。気象条件的にこ

れより南にいくと岩手になるのでやませになってよくない。八戸はそこまでではない。もう一つは

日照時間と気温が大事で今は世界的に暑すぎる、いかに冷えるかで、八戸は夜の気温が下がる。当然

北の方なので涼しい。そうするとブドウに酸味が残る。全世界的な傾向として白ワインの産地では、

加酸しないと何ともならない状況、暑すぎると酸が抜ける。そこの逆の発想からすると八戸は悪く

ない。ただ後は農家に対して将来こういう方向性、こういうブドウを作ってと、その辺が徹底してい

ないので、農家の方々を集めて我々はこういう方向性でしたいと説明をした方がいいと思います。

周辺状況としてもう一つ土壌が非常にいい。複雑な土壌で場所によって全然違う。なので、ブドウに

よってワインにしたときに全く違うワインができる可能性が高い。食べたら分かるのですが、そう

いう可能性をたくさん持っているのだということを、こういう場面も含め色々な方々にお伝えして、

地元には日本酒もあるので私個人的には、日本酒とワインは連動するべきですし、最終的に長野で

それをしていますが、ワイナリー、日本酒メーカーをサイクリングロードで結んで観光と連動して

発信するような方向性も八戸ではありかなと思っておりました。あとはワインという物の響きがあ

るのでワインを絡めるとお客様、マスコミの注目度を引く点があります。そしてブイヤベースと連

動するのは大正解。今後の課題ではありますけど八戸は東日本では有数の卵の生産が多い。同じよ

うに海のそばのワインの生産地でフランスのボルドーがありますが、そこでは卵の白身をつかって

澱下げをしているのです。澱下げは通常は珪藻土を使うのですが、やはりあんまり気持ちのいいも

のではない。食べ物である卵白を使って澱下げをするのが高級ワインの流れであって、八戸はそれ

をしているよというのができるような背景がある。ただそうするとどんどんワインの生産で黄身だ

けが残るので、黄身を使ったボルドーで作っているカヌレ、これを特産品として八戸で展開できれ

ば嬉しいです。魚料理、あるいは色々なお菓子とか和食とか周辺と連動することがワインにとって

重要ですし後、八戸に意外にあるお醤油屋さんなのですが、実は赤ワインと醤油は抜群に相性がい

いので、そういう方々とのコラボレーションもありかなと思います。個人的には東北の中では、青森

の中で八戸は可能性の塊だなと思っております。 

 

座長 はい、ありがとうございます。 

この際ですので、お互いに何か聞きたいことがありましたらお願いします。よろしいですか。 

はい、それでは、審議を終了させていただき、事務局にお返しいたします。 

 

【７．閉会】 

事務局 

 

次回につきまして今回いただきました御意見を踏まえましてより具体的なものを出して御審議して

いただきたいなと思っておりますので、皆様、個別に御意見を伺うかもしれませんが、その際はまたよ

ろしくお願いします。 

本日はこれを持ちまして八戸市水産物ブランド戦略会議を閉会させていただきます。 

委員の皆様には、御多忙中御出席いただき、ありがとうございました。 

 

 

 

  

 


