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第 2回八戸市水産物ブランド戦略会議（R3.3.14） 議事録 

 

 

１ 日 時   令和３年３月１４日（日）午後２時３０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 髙野 豊 松﨑 雅樹 

丸島 宏介    

    

  （オブザーバー） 

           荒井 益治（イオン東北） 

   

（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   

 

 

司会 

 

定刻となりましたので、只今より第２回八戸市水産物ブランド戦略会議を開会

いたします。 

  はじめに、主催者であります小林市長から御挨拶を申し上げます。 

 

八戸市長  （市長挨拶） 

 

司会   ありがとうございました。 

 

司会 

 

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、○○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、〇〇座長よろしくお願いい
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たします。 

 

座長 

 

それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、「商品開発を行う加工業

者への支援の概要」と「ブランド認証制度（案）の概要」となっておりますので、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  

 

それでは本日の議題となっております「商品開発を行う加工業者への支援の概

要」と「ブランド認証制度（案）の概要」についてお手元の資料に沿って御説明い

たします。本題に入ります前に先ほど市長からの挨拶にもありましたように、衛

生管理を高度化するというコンセプトで 14年程かけまして完了した荷捌き施設に

ついて、改めて委員の皆様に御紹介させていただきたいと思います。荷捌き所Ａ

棟からですが、今回会議のメインテーマでサバを中心に旋網漁船が水揚げをする

施設として整備した施設になります。従来皆様方が思い描いている荷捌き所、魚

市場とは水揚げの形態が異なる施設です。言葉で説明するよりも様子を写した動

画を御用意しましたのでそちらを御覧いただければと思います。スクリーンを御

覧いただければと思います。 

(Ａ棟での水揚げ動画) 

 

事務局 

 

私の方から簡単に概要を御説明させていただきたいと思いますが、サバを水揚

げする施設でございますが２隻の船を同時に水揚げする能力を持っております。

今ちょうど２隻が水揚げをする体制をとっているところでございます。通常は網

でトラックに水揚げする形態が主ですが、ここの施設は外気に触れないように排

気ガスや鳥の糞害等の危害をなるべく避けるようにして、船の魚槽から直接ポン

プで施設の中に取り汲みます。当然温度管理を徹底して鮮度を保つようにしてお

ります。今ちょうどホースを魚槽に差しまして吸い込みを開始している様子でご

ざいます。排気ガスや鳥の糞の危害を避けているところです。建物の中に吸い込

んで入って来ている様子でございます。大体 1 度位に下げて殺菌した海水を桶の

中に入れまして、そこにどんどんサバが入って来るという事になります。吸い込

んで来たサバは人の手を介することなく出荷します。今コンベアにいっぱいサバ

が乗っておりますが、自動的に出荷する形態をとっております。次の部屋に行き
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ますとサバ専用の蓋付きの容器を用意しまして、そこへシャーベット状のスラリ

ー氷 200 キロとサバを 650 キロ入れます。氷の温度は大体マイナス 1.5 度で痛み

の足が速いサバの鮮度を保つようにしています。 

氷が入った後にサバが自動的に入って参りまして 650 キロ自動的に計量しまし

て 650 キロになりますと蓋をして出荷するという形を取っております。施設の特

徴は魚槽にホースを差してから出荷するまで一切人の手がサバに触れることが無

く出荷される事です。自動計量ですので 650 キロに近くなるとゆっくりとサバが

下りてきて蓋をして出荷する。以上になりますが、委員の方々の前にある缶詰が

Ａ棟で水揚げされて出荷されたサバを使った缶詰になります。市役所でこの缶詰

を販売している訳ではございません。地元の水産高校の実習で作ってもらってい

るサバ缶になっております。 

 

事務局  

 

次に東日本大震災からの復旧復興のカラーの資料を御覧ください。こちらは先

月完成しました第二魚市場になります。Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟と４番目に整備さ

れ、我々便宜上通称Ｄ棟と呼んでおりますが正式名称は八戸市第二魚市場という

施設になります。こちらの施設は主に生鮮魚介類を扱う市場ですが、造りとして

先程御覧いただいたＡ棟とは違って非常にオーソドックスな魚市場の施設になっ

ております。例えば東京にあります豊洲などと同じような施設です。新たにでき

た第二魚市場の特徴としては、これまで八戸の魚市場では活魚を重要視してこな

かったのですが、業界関係者等々様々な御意見を伺うと、活魚という物を八戸で

も大事に取り扱っていきたいなという声がありましたので、そういう声も取り入

れて活魚の水槽を八戸市の施設として整備しております。これまでも活魚を扱っ

て来ていたのですが、業者さんが各々個々に自分たちで水槽を準備して若干取り

扱っており、市の方できちんと整備をしたのは初めてになろうかと思います。余

談にはなりますが、色々話を聞きますと今後、活魚を八戸のブランドとしていけ

ないかという話も聞いたりしております。こういった荷捌き施設Ａから始まって

Ｂ・Ｃ・Ｄと４つの施設の整備をしたわけですが、これらの施設を活かしながら市

の水産物のブランド化を図っていきたいと考えているのは、前回の会議でも御説

明した通りでございます。それでは本日の議題に戻りまして資料の１を御覧いた

だけますでしょうか。 
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資料１【認証制度の創設に向けた考え方】になっております。項目１ですが、令

和３年度水産物のブランド化の具体的な試作として、水産物に対する認証制度を

創設しまして試作の水産物を市として応援していきたいと考えております。ただ

し昨今、至る所でブランド水産物がある中で単に新たなブランド化と言ってもな

かなか消費者の方々にアピールできない、注目されないところもありますので、

少し認証の仕方を考えまして、今八戸市の農業の方で一生懸命やっております八

戸産ワインとのコラボレーション、八戸産ワインと八戸特産のサバの加工品との

組み合わせで認証商品ができないかと考えております。 

次に項目２の評価要素ですが、当然加工品、食べ物ですから評価の要素の一番

にくるのは①味。次に②パッケージデザイン・ネーミング等の外装は消費者の方

が手に取った時パッケージ・ネーミングなど外装に興味を持たれますのでそうい

う部分も評価の要素にしていきたいと思っております。次に③素材については使

用原料の脂肪分等、含有栄養成分、こういうものはブランド化の大きな要素とな

る訳でございますが、先ほどの説明の流れになりますが取り扱った施設、市場だ

けではなく漁船、加工場を含めた施設の衛生管理度について評価の対象にして消

費者の方にアピールできないかと考えております。また、加工品を作るにあたり

サバが主食材であれば、他の素材と組み合わせた加工品でも対象にしてもいいの

ではないか。その際、青森県産の素材も使ってもらえればそれも評価に加えてと

今イメージして考えております。         

次に項目の３番、評価のイメージですけども、この３つの要素、味・外装・素材

の部分に関しましてよくありがちではありますが、点数を付けて評価をしていく。

その際に評価の欄として a ランク、bランク、c ランク、dランクの評価の仕方で

はなくて、単純に認証し得るものなのか、またこれは認証としては難しいもので

はないかという、２つの評価にしたいと考えております。       

次に項目の４番の①その他の部分ですが、繰り返しにはなりますが評価要素の

客観性の担保という事で味・パッケージデザインは評価する委員さんの感性にも

よる部分もあるのではないかと思いますので、素材の部分はある程度客観的な要

素を基準として設けていきたいと考えております。４番の②、認証制度を行うに

あたって市内の加工業者さん等々から認証応募がないと何事も始まりませんの

で、加工品を作ってくれるインセンティブを少し与えられる政策を打ちたいとい
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うことで、試作品の製造及び改良にかかる経費に対する補助金制度を考えており

ます。 

次に資料 2を御覧ください。【水産加工試作品製造支援補助金のイメージ】とい

うことで先ほど御説明しましたが、補助金のイメージと流れになります。最初、八

戸産のワインに合うサバ加工品というテーマで対象商品を公募いたします。それ

をこちらの戦略会議で応募内容を検討し可能性のある商品を事業認定する。そし

て事業認定された試作商品の製造経費などに対して補助金を交付する。その中で

もう少し改良したらなどの御意見を戦略会議の中でアドバイスをしていく。そし

て最終的にその試作品を戦略会議での最終報告という形で試食会をして最終的な

認証をしていきたいと考えております。②補助対象経費という事で少し書かせて

いただいておりますが、試作品になりますので原材料費を購入する経費やパッケ

ージデザインを外注する際の経費、市場調査をする等の調査費を含めて総額 150

万円経費の２分の１、１件当たり 75万円分を上限にして補助金を出していこうと

考えております。こちらの補助事業は、令和３年度の当初予算にも予算計上をお

願いしております。ちょうど今市議会での予算の審査をお願いしている所でござ

います。以上、認証制度の考え方を少し説明させていただきましたが、何分我々も

どういった制度とするのが望ましいのかと手探りで進めている部分もあります。

資料の最後の方に参考の１と参考の２という資料を付けさせていただいておりま

す。参考の１の方が有田市原産地呼称管理制度の概要となっておりまして、参考

の２の方は長野県の同じく原産地呼称管理制度の概要です。名前はどちらとも原

産地呼称管理制度となっておりますが、おそらく自治体による認証制度という意

味では我々が考えている認証に近いものではないかと考えておりましたので資料

を添付させていただきました。資料１・資料２で説明させていただきました、特に

認証制度の創設に関しましては、あくまで現段階でのたたき台として考えておる

ものですので、本日会議の中で委員の皆様から様々な御意見をいただければ、制

度の中に反映させていきながら精度を高めて、きちんとした制度にしていきたい

なと考えておりますので皆様からの御意見をお願いしたいと思います。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。委員の皆様から御質問も含めて御意見をいた
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だければと思います。 

まず〇〇委員からお願いできますか。 

 

〇〇委員  ちょっとだけ今の説明では理解しにくい、分からない所があります。サバに合

う加工品というテーマで補助金を出して売り出していく考えでいいですよね。そ

ういう中で私達も考えてアドバイスをしていきたいと思います。今の所はピンと

した考えというのは、まだはっきり分からないですが何とかやっていきたいと思

います。 

 

座長  はい、それでは〇〇委員お願いします。 

 

〇〇委員  まずテーマ・要件の所ですけど八戸産のワインと合うという事が無くてもいい

のではないか。と言うのは、八戸はワイン屋さんだけではなく日本酒のメーカー

も多いので、ワインに特定をすると日本酒のメーカーは、自分達はどうも不利だ

なと思います。ここの「①八戸産ワインと合う水産加工品であること」は個人的に

は無くてもいいのではないかと思います。それからＡ棟のサバを使っているかど

うかはどこにも書いてないのですが、それもどうするのかという所と、次に②の

評価基準ですが素材についての所で、サバを主に使用した加工品はパーセント基

準を入れた方がいいと思います。必ずここは揉めるので「何パーセント以上使っ

てないと」ということを入れておかないと。ちょっとだけサバを使用して、名前だ

けを書いて八戸産だという事が出やすいので、このパーセンテージは皆さんで話

し合ってお決めいただいた方がいいと思います。 

それから評価の所、３番の評価イメージですが、食べる物なので味と素材・外装

での評価で味の評価点数を多めにした方がいいと思います。見栄えは良かったけ

ど食べてみてどうなのか感じた所を評価する事なので、点数的な配分を味の方に

ウェイトを置いた方がいいのではないのかなと思います。後はこういう制度で必

ずあるのが、認定を依頼したけど後で偽装だった問題が制度上起きるので、認定

したけど違反だった場合は取り消す等の一文を入れておかないと後々揉める原因

になると私は思います。以上です。 
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座長  はい、最初の八戸産ワインという条件を消した方がいいという部分では何か事

務局からありますか。  

 

事務局 

 

  はい、貴重な御意見大変ありがとうございます。今、〇〇さんから御意見をい

ただきましたが、八戸ワインは確かにいっぱいあります。お酒もたくさんありま

す。酒蔵もありますから、せっかくなので農産物と水産物で目先を変えて行きた

いと思っておりました。サバの製品はたくさん他の地域でもございますので、八

戸産のワインも一緒に売り込もうと考えていた所もありましたので、ワインとサ

バのコラボをいちばん最初に持ってきました。その次に第二弾で日本酒に合うサ

バ等を考えておりました。 

 

座長  サバはもう日本酒にピッタリですので、ある意味八戸産ワインにも合うという

言い回しでよろしいでしょうか。まずよろしいでしょうか〇〇さん。 

 

〇〇委員  長野で認定制度を行った時ですが、日本酒メーカーさんを入れないと必ず後で

足を引っ張られます。ワイン・日本酒を含むアルコール全般、最近は、お酒を飲ま

ないと言う人も増えてきているので個人的にはワイン及び日本酒あるいはアルコ

ール飲料としておかないと私は議会で揉めると思います。 

 

座長  はい、どうぞ。 

 

事務局 

 

水産事務所、〇〇と申します。すみません座ったままで失礼します。〇〇さんか

ら提案があった八戸産ワインとコラボの表現で八戸産ワインに拘ることなくとい

う御意見だったと思います。本当は合うのであれば八戸産の酒類、八戸の酒造メ

ーカー２社だと思いますけど拘っていくかもう少し範囲を広げて青森県産のワイ

ンとコラボするとかそういった所でまた事務局で検討を進めて行きたいと思いま

す。この場で結論を出すのは今難しいと思っています。 

御意見ありがとうございました。 

 

座長  はい、検討お願いします。続いて〇〇委員お願いします。 
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〇〇委員  はい、お疲れ様でございます。前回に続いて主に私は海外の方なのですが、〇〇

先生の先ほどのセミナーがありまして気づいた事が何点かあったのと、水産加工

試作品製造支援補助金、これを具体化すると非常におもしろいんじゃないかと思

っております。まずセミナーでちょっと気づいたことですが、まず私は今Ａ棟で

製造しているサバ缶の海外の販路を手掛けています。西洋ハサップがアセアンで

進んでいるのかどうか分からないです。私の本業実務は起業コンサルティングで

９年やっています。そこで各国の方々と一緒にやっているのですが今試作品を含

めてサバをとにかく配っています。Ａ棟のサバが無いので、とにかくイオンでサ

バを買い揃えてサバ缶を食べてもらっています。例えばサバとポンカンと聞いた

時にどちらにインパクトがあるかと言うとポンカンです。どうしてかと言うとポ

ンカンを向こうの人は聞いた事が無い。それで印象に残ると言いますか、手に取

りやすいと言いますか、今青森県産の酒類のというお話がありましたが、私とし

て八戸オンリーでいった方がいいと思います。青森が広いとか八戸が広いとかア

セアンの人は正直分からないと思うので。コロナの期間もたまにＰＣＲ検査を受

けて海外に行ってマーケティングをするのですが、最初に言われるのが日本で広

島でしか牡蠣が獲れないのかと。それは〇〇さんのセミナーにあった通り、安い

物だけ輸出して売っているので広島の牡蠣しか無いです。八戸は分からないです

が、本来は三陸の牡蠣とかそういう物がいっぱいある。サバ缶って言うと、8ドル

9ドル、800円位の物が売れているかと言うと、多分価格はあまり関係なく、シン

ガポールだったり香港だったりそういう伸びているところでは、それがサンマで

も無くてイワシでも無くて、なんでサバなのだと言うのは多分その国の感性だと

思うのです。私自身今いろんなものを海外に輸出していますが、機会をみてこの

サバをいっぱい配っています。ですがそれが冷凍だと、おそらく 4、500円位。そ

ういうサバの違いについて、まず先方から聞かれるまでにたどり着いているかと

言うと実はそこまではいってないです。先程のＡ棟の工程ビデオですが、ハサッ

プとか外気に触れないという事はどういった物ですかという教育をしていく必要

がおそらくあると思いました。加工品の補助金という物は非常にいいと思ってい

て、私はほぼ向こうにいるので、例えばシンガポールだったら日本国内 300 円で

売っている物を 1,000 円で売るためにどういう価値を求めるのかというのを聞く
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のが僕のメインの仕事なので、おそらくこんな物が合うかなというアイディアが

何千個何万個と来ます。国内で悩んでるのではなくて、それをちょっと参考に意

見をシンクロさせたら面白いのではないかと思っています。たまたま先月、種差

海岸について調べたのですが私の妻が画家という事もあり、Ａ棟サバを作るにあ

たって彼女の絵を使わせていただいて少しずつ仕込みと言いますか八戸について

宣伝をしました。そうすると今、中国から問い合わせが多くて青森は知らないけ

ど八戸は知っているよという方が非常に増えてきている。それに連日回答する時

間を要しています。以上です。 

 

座長  はい、ありがとうございます。それでは今回初めての参加になります〇〇委員

お願いします。 

 

〇〇委員  はい、今回初めて参加させていただきます〇〇です。どうぞよろしくお願いい

たします。すみません今回リモートで参加します。よろしくお願いします。昨日、

資料をいただきまして今日お話を聞いただけなのでちょっと御意見を出すのはと

考えましたが、お話を今聞いて私が思った事、感じた事をお話させていただこう

と思います。八戸産のワインに合う水産加工品という事で、私ずっと 24年料理人

として、お店を出して 13年になるのですが、サバに合ったお酒を御用意するもし

くは日本酒に合ったサバの料理、もちろんうちは日本料理のお店なのでシメサバ

ですとかサバを焼いたもの味噌煮ですとか、そういった料理を御用意しているの

ですが、先ほどお話の中で活シメの魚を拘ってやりたいというお話があったかと

思うのですけども、活シメのサバというのはほとんど日本で出回っていないので、

うちもすごく鮮度のいい、いろんなサバを使いますし例えば青森の活シメのひら

めを使うのですが活シメのサバというのは泳がせのサバですよね。東京だったら

豊洲で活シメにして出すのかちょっと分かりませんが、そういったすごい鮮度の

いい、ついさっきまで泳いでいたサバを加工品に作る、加工品としてすごく食感

がいい海外に栄えるようなサバの料理があったらいいなと、もちろん先ほどの〇

〇先生がおっしゃいましたワインに合わせるというので、八戸産とかに拘らなく

ていいのではないかというお話もおっしゃっていましたが、僕も同じように思い

ました。別に八戸産に拘らなくても、八戸産に合わせてもいいという感じにいく
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のと。逆にサバとなると日本酒はかかせないとちょっと思います。私も個人的に

ワインのソムリエを持っているのですが、それでもお客様は日本料理に合った日

本酒をと言うお客様が結構多くて、和食のお店という事もあるかもしれませんが

うちはワインも何十種類も置いているお店なのですがやはり日本酒に偏っていま

す。ワインをもちろん大前提にしてもいいと思いますが、もしくは日本酒に合う

それで鮮度のいいサバを使った加工品そんなのがあったら面白いかなと思いまし

た。すみません今思ったことはそれだけです。 

 

座長  はい、ありがとうございます。私からは、先ほど〇〇委員からのお話を聞いて公

募をするにしても国内向けなのか海外向けなのかある程度決めておいた方がいい

と思います。そうでないと全然コンセプトが変わって来るのではないかという感

じがします。もし国内向けという事であればこの評価の要素の中に斬新さ、話題

性を起こすためには新しい商品というか企画性のあるものが出てきた方がいいと

思いますので、そういった評価内容を入れた方がいいのではないかと思います。

質問は、今回に限ってやることなのか、継続してやっていくことなのか、その辺は

どのようにお考えになっているのでしょうか。 

 

事務局 はい、継続してやっていきたいと考えております。 

 

座長  その中で認定に対しての認定期間、認定のマークなど色々な物が揃ってくると

思うのですが基礎的に行政が認定をするという事に消費者が果たして信憑性を感

じるのかなという所があります。自分の所の街の商品を認定するという事は、当

然と言えば当然な話だと思うので、それよりも先々でやるのであれば例えばこだ

わりのある市民団体なり、そういった所に認定を任せていくことも一つなのかな

と思っておりますので、初年度はプロジェクト会議でもいいと思うのですが今後

の事を考えるとそのように思いました。以上です。 

 

座長  はい。という事で皆さまから御意見をいただいてまいりましたが、何か追加で

皆さんありますか。どうぞ〇〇委員お願いします。 
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〇〇委員  今の座長の認定委員の構成ですが、専門家を多くすると消費者からどうなのと

言われるし一般だけを多くするとプロからそんなのと言われる。それなのでバラ

ンスよく委員を配分するのがいいと思われるという感じです。後は認定をする時

に長野の場合だけの事例なのですが事務局は県になっているのですが、認定で出

てくるのは委員会の名前で出てくる。そうすると委員会は専門家もいれば一般の

料理人、水産関係者もいる。そういう構成になっているので信用性を担保できる

という感じなのです。マスコミは大体こういう事の粗を探すことが大好きなので

すが、色々広範囲の委員からにしておくと制度の信用性とマスコミ受けが非常に

良くなる。その委員の構成とかその辺のヒントとしてはそういった意見。後これ

は私の私見なのですが、青森県より八戸の方が受けがいいです。それは誰でも知

っている鈴木さんですよね。中国の西安のガスの事業に対して献身的に色々やっ

ていただいて、中国人はそういうことに対してものすごく誠意を感じる方が多い

ので、やっぱり青森と言うよりは八戸を前面に出した方がいいかなという感じが

いたします。ちなみに青森と言うとまた県から何か言ってくるので。 

 

座長  はい、ありがとうございます。そのほかよろしいでしょうか。よろしいですか。

市長よろしいですか。 

 

八戸市長  貴重な御意見ありがとうございます。私も今日の原案をまだ全部目を通してい

なかったので改めてじっくり見たいです。もう少し幅を広げて検討しながら委員

長さんもおっしゃったように個性的な斬新なものになるように我々も参考にして

作り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございま

す。 

  

座長  はい。それでは新年度は引き続き市の認証制度についての審議があるという事

でございますが、委員の皆様にはよろしくお願いします。後折角の機会ですので、

オブザーバーで御出席していただいております〇〇さんからも、御意見をいただ

ければと思います。 

 

〇〇（〇 〇〇の〇〇でございます。本日もまたお招きいただきましてありがとうございま
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〇） す。ほぼほぼ思う所は委員の皆様からの質問で出ておりまして、一つ気になった所

はすでに八戸前沖サバとか銀サバといった水産業界の中では認知されたブランドが

ある中でダブルブランドのような形で行くのかそれとも青森県には青森の正直真鯖

そういったサバ認知度のあるものもございますので、その辺を一度整理した方が分

かりやすいのでないかと個人的には感じましたので、僭越ながら御意見させていた

だきましたので御検討いただければと思います。私からは以上でございます。 

 

座長 はい、ありがとうございます。以上でございますが、すみませんこの缶詰はいた

だいてよろしいのでしょうか。 

 

事務局   はい、どうぞ。 

 

座長 酒とつまみが揃っている。ありがとうございます。という事で以上で予定して

いた議事は終了となりますが、その他皆さんよろしいでしょうか。はいそれでは

事務局に進行をお返しいたします。 

 

 

事務局 

 

皆様からの貴重な御意見ありがとうございました。〇〇さんも本当にありがと

うございました。それではこれを踏まえましてもう少しブラッシュアップしたも

のを持って次回に繋げていきたいと思っておりますので、又よろしくお願い申し

上げます。それでは、これを持ちまして本日の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。 

 


