
 

  

目詰まり解消プロジェクト 
  

（平成２５年度、２６年度、２７年度採択分）  

 プロジェクト 

実施場所一覧 

【北海道】 
〇㈱オホーツク活魚 
〇伏見蒲鉾㈱ 
〇㈱山安 
〇㈱釧之助 
〇太洋産業㈱ 
〇㈱山下水産 
★㈱西條 
●北海道漁連 
●北海道漁連 
●北海道漁連 
●八雲町漁協 
●常呂漁協 
●釧路市漁協 
●歯舞漁協 

【青森県】 
〇㈱ハケタ水産 
〇五戸水産㈱ 
●青森県漁連 
●十三漁協 
●佐井村漁協 

【宮城県】 
〇桃浦かき生産者(同) 
〇ぜんぎょれん食品㈱ 
〇㈱高德海産 
●塩釜水産加工協 

【茨城県】 
〇㈱あ印 
〇㈱ヤマイチ 
〇㈱みうらや 
〇㈱ソウマ 
〇㈱鴨安商店 
●大洗町漁協 

【千葉県】 
〇金正水産㈲ 

  〇㈱利左エ門 
 〇千倉水産加工販売㈱ 

【東京都】 
★全水加工連販売㈱ 
★㈱喜代村 

【沖縄県】 
●糸満漁協 
〇沖縄フレッシュ㈱ 

【新潟県】 
★山津水産㈱ 

【富山県】 
●魚津漁協 
●魚津漁協 
〇㈱梅かま 

 
【大阪府】 
〇㈲魚竹蒲鉾店 
〇大寅食品工業㈱ 
〇㈱東海屋 
〇丸大産業㈱ 
〇㈲裕太朗水産 

【島根県】 
〇㈲青山商店 
〇㈲別所蒲鉾店 
〇㈱出雲大社食品 

【神奈川県】 
  〇鈴廣かまぼこ㈱ 

【静岡県】 
  〇㈱カネヨ 
  〇橘水産㈱ 

【愛知県】 
  〇ヤマサちくわ㈱ 

【長崎県】 
●長崎蒲鉾水産加工協 

 ★西日本魚市㈱ 
★平戸魚市㈱ 
☆㈱天洋丸 

【熊本県】 
 ●熊本県海水養殖漁協 

【和歌山県】 
  〇西山蒲鉾店 

【鹿児島県】 
  ●川内市漁協 
  〇㈱松野下蒲鉾 
  〇㈲大石商店 
  〇㈲マルチョウ 
 〇㈲やまた水産 

【三重県】 
  ●三重県漁連 
  〇㈲若松屋 

【愛媛県】 
  ●愛媛県漁連 
  ★辻水産㈱ 

【香川県】 
 〇㈱木村海産 
〇㈲倉本水産 

【徳島県】 
 〇㈱ﾋﾛ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

★流通業者（7 件） 

●水産業協同組合（22 件） 

〇加工業者（47 件） 

【滋賀県】 
 〇木村水産㈱ 

【広島県】 
 〇㈲桂馬商店 
 

【山口県】 
 ●山口県漁協 

【佐賀県】 
 ●唐津団地協 

【福岡県】 
 〇㈱藍島ぶらんど 

【大分県】 
〇㈱ヤマジン 

☆漁業者（1 件） 

【福井県】 
〇小浜海産物㈱ 



国産水産物流通促進事業 流通促進取組支援事業採択プロジェクトの概要 

都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

北海道 

株式会社オホーツク活魚（北海道枝幸町） H26 

近年魚種の変化が激しい地元定置網の漁獲物について、漁獲時からの高鮮度流通を

図り、付加価値の高い魚素材を提供することで消費の拡大を図る。 

【海水氷製氷機、冷凍冷蔵庫、フォークリフト、プラスチックタンク、ステンレ

スタンク、ウロコ取機、三枚卸機等】 

 

株式会社西條（北海道名寄市） H27 

消費者から安定した販売を求められる地魚について、自社で鮮魚加工を施し時化等

水揚げのない日においても生鮮冷凍品として販売する体制を構築し、地域水産資源

の食用化率向上を図る。 

【真空包装機、魚体切断機、急速冷凍庫、包装資材】 

 

常呂漁業協同組合（北海道常呂町） H26 

地元での加工業者の減少により加工能力が年々低下しているホタテガイや地魚に

ついて、加工機器を導入し、組合として新しい商品を製造するとともに、直売店等

を通じて、安心安全な常呂産水産物としての販売を強化する。 

【乾燥機、金属探知機】 

 

歯舞漁業協同組合（北海道根室市） H27 

漁獲増加が顕著であり、鮮魚向けとして需要増加傾向にあるものの、水揚げを制限

している刺し網漁業等漁獲物について、産地市場における高鮮度処理体制を強化

し、取扱量増加を図る。 

【魚函高圧洗浄機】 

 

北海道漁業協同組合連合会（北海道札幌市） H25 

単位ロットが揃わない、急激な水揚増等により価格が極端に安くなるなど問題を抱

える北海道各地の地魚について、全道から集荷し、ロットを揃え、一次加工処理を

含めた総合対策を講じることにより、販売先の確保、価値の向上を図る。 

【重量選別機、ヘッドカッター付フィレッサー、アルコール凍結機、選別等加工

経費】 

 

北海道漁業協同組合連合会（北海道札幌市） H25 

水揚急増するブリ類及び国外消費の減退したスケトウダラについて、これらに対処

するための加工機器の導入等により、新たな販路の開拓、消費拡大に取り組む。 

【ヘッドカッター、フィレッサー、冷凍パン、プラスチックタンク、出荷運賃】 

 

北海道漁業協同組合連合会（北海道札幌市） H27 

すり身原料や餌料に仕向けられる北海道内の青魚等を対象として、干物の大量生

産、新しい干物製品の開発、大量生産に取り組み、付加価値の向上と、消費拡大を

図る。 

【乾燥装置、干物加工経費】 

 

伏見蒲鉾株式会社（北海道小樽市） H25 

食用に利用され難い北海道の雑魚・小魚について、練り製品加工技術を応用し、他

の地産食材を副材料とした末端商品の製造、販売に取り組み、学校給食等への販路

の構築を図る。 

【冷凍庫、チョッパー、蒸し機、渡りコンベア、ＩＨフライヤー、Ⅹ線異物 

検出機】 

 

株式会社山下水産（北海道寿都町） H27 

漁獲変動が激しく、豊漁時には廃棄せざるを得なかったコウナゴ等地魚について、

冷凍保存の上、イカの解凍技術を応用した解凍装置を導入することで、鮮魚からし

か製造できなかった人気商品(甘露煮等)の原料として活用し、消費の拡大を図る。 

【改良型解凍装置、冷蔵庫保管経費】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

北海道 

釧路市漁業協同組合（北海道釧路市） H26 

漁獲増加傾向にあるものの食用として扱われていないマイワシについて、漁獲後の

鮮度管理の改善、加工用原料としての確保、地域加工業者への原料供給、商品開発

により、食用利用の向上を図る。 

【プラスチックタンク、冷蔵庫保管経費、開き等加工経費】 

 

株式会社釧之助（北海道釧路市） H26 

急激に水揚げが増加しているものの加工段階でボトルネックが生じている釧路産

のサバについて、鮮度保持等に関して漁業者と協働するとともに、加工能力を向上

することにより、釧路産ブランドの高付加価値商品の開発に取り組み、販路の拡大

を図る。 

【トンネルフリーザー】 

 

太洋産業株式会社（北海道釧路市） H26 

水揚げが減少傾向にあるアキサケについて、未利用部位や低品質品を活用した新製

品の開発、製造に取り組み、資源の有効活用と消費拡大を図る。 

【ミクロンカッター、乳化装置】 

 

株式会社山安（北海道釧路市） H25 

食用に利用され難い小型サンマについて、新たな加工工程を加えて骨まで食べられ

る干物を開発し、その製造、販売を通じて消費拡大を図る。 

【重量選別機、横型スチーマー、パッケージ・シール等作成費】 

 

八雲町漁業協同組合（北海道八雲町） H25 

地元で養殖されているホタテガイについて、鮮度・品質管理を向上するための資材

を導入し、国内外における販路の拡大、安定的な販売網の構築に取り組む。 

【プラスチックタンク】 

青森 

佐井村漁業協同組合（青森県佐井村） H27 

県内で生産されるホタテガイについて、県漁連との連携のもと消費者ニーズに即し

たソフトホタテ末端商品の開発、製造、販売に取り組み、販売チャネルの拡大を図

る。 

【深絞り真空包装機】 

 

十三漁業協同組合（青森県五所川原市） H25 

5～10月にかけて安値となる十三湖産ヤマトシジミについて、組合自ら買い取り、

浜値の安定を図るとともに、保存の効く商品の製造販売を通じて、消費拡大を図る。 

【Ⅹ線検査装置、３方向振分装置、金属検出機、冷凍庫、冷蔵庫】 

 

株式会社ハケタ水産（青森県平内町） H25 

品質保持等の面から出荷範囲の限定される活シジミについて、生産者団体の協力を

得ながら保存・流通に利便のある商品の製造、販売に取り組み、安定した供給体制

の構築、新たな販路の確保を図る。 

【真空加圧熱殺菌調理機、レトルト用袋等資材費】 

 

青森県漁業協同組合連合会（青森県青森市） H25 

水揚数量の大幅変動により、販売量や販売先が減少している青森産ホタテガイにつ

いて、新たな生産技術や包装技術の導入により、製品歩留まりの向上や長期供給体

制の強化を図り、産地一体となって学校給食等への販売体制の構築を図る。 

【ボイル装置、窒素充填対応計量機】 

 

五戸水産株式会社（青森県八戸市） H25 

混獲や大量漁獲により食用として利用され難い地元水産物について、新たな加工技

術の導入による高次加工を施し、おさかな惣菜等として地元量販店等へ販売し、消

費拡大を図る。 

【低温除湿乾燥機】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

宮城 

株式会社高德海産（宮城県石巻市） H27 

練り製品や餌料に向けられてしまう小型タラ等について、惣菜新商品の開発、国産

品の産地直送による販路開拓に取り組み、消費拡大を図る。 

【フィレマシーン、低酸素ナノバブル水生成機、海水タンク、電解水生成機、 

トリーミング加工機器類、金属探知機、自動梱包機、小型魚加工経費、小型魚

商品運送経費】 

 

桃浦かき生産者合同会社（宮城県石巻市） H26 

漁業者の高齢化等により、一次処理が滞ってしまう養殖カキについて、国内では導

入事例の少ない自動カキ剥き機を導入し、処理能力の増強を図るとともに、新商品

及び新たなマーケットを開発し、漁業者手取りの確保と販売先への安定供給を図

る。 

【超高圧自動カキ剥き機】 

 

ぜんぎょれん食品株式会社（宮城県塩竈市） H25 

身質などにより低級に格付されるアキサケ・サンマ等の水産物について、各地のＪ

Ｆとの連携のもと、調理提案とともに素材型商品の加工販売に取り組むことによ

り、様々な用途への利用拡大、消費拡大を図る。 

【冷蔵庫保管経費、骨・皮取等加工経費】 

 

塩釜水産加工業協同組合（宮城県塩竈市） H26 

漁獲物構成の変化や価格低迷等目詰まりを抱える三陸産水産物について、域内加工

業者との連携による原料確保を図るとともに、個食容量での商品開発に取り組むこ

とで、消費拡大を図る。 

【塩水製造機、採肉機、計量器】 

茨城 

株式会社あ印（茨城県ひたちなか市） H25 

漁獲されるものの地場消費にとどまっているキズやスレ等規格外のタコ類につい

て、国産タコ本来の味を追求した末端商品を開発し、消費拡大を図る。 

【スライサー、飽和湯気発生装置付連続式焼成蒸し機、コンピュータースケール、

真空包装充填機、冷蔵庫保管経費、加工経費、集荷運賃】 

 

株式会社ヤマイチ（茨城県ひたちなか市） H25 

相場低迷が顕著な前浜のシラスについて、近年消費増加傾向にある釜揚げシラス製

造ラインを増設し、東日本広域での消費拡大に取り組む。 

【蒸気ボイラー、自動煮釜機等】 

 

大洗町漁業協同組合（茨城県大洗町） H26 

地元では安価に取引されてしまう地魚について、お土産用商品等の製造、漁協直営

店等での販売に取り組み、消費拡大、販路拡大を通じて漁業経営の安定に寄与する。 

【蒸気ボイラー、蒸気釜、深絞り真空包装機、急速冷凍機、スチームコンベクシ

ョン、カートイン冷蔵庫、冷凍ショーケース、レジ連動在庫管理システム】 

 

株式会社みうらや（茨城県神栖市） H25 

食用として利用されにくい小型のサバ等について、新たな鮮度管理・加工手段によ

り、骨まで食べられる個食化対応の商品を開発し、消費拡大を図る。 

【深絞り包装機、冷凍冷蔵装置】 

 

株式会社ソウマ（茨城県神栖市） H25 

魚体サイズ等により用途が限定されやすいサバ等の多獲性大衆魚について、必要な

量だけ手軽に調理できるスティック状商品の製造、販売に取り組み、消費拡大を図

る。 

【重量選別機、中型三枚卸機、ピンボーン抜き機、タンザクカッター、Ｘ線異物

検出装置、スティック干物加工経費】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

茨城 

株式会社鴨安商店（茨城県神栖市） H25 

全国的に資源増加傾向にあるマイワシについて、消費者ニーズに応じたパッケージ

商品の加工に取り組み、中小量販店グループ等において商品情報・産地情報を発信

しつつチルド・冷凍販売を行うことで、消費の拡大を図る。 

【深絞り真空包装機、ドレス・フィーレ等加工経費、結束用資材、販促包材等 

作成費】 

千葉 

金正水産有限会社（千葉県銚子市） H26 

地元に水揚げされるまき網漁獲物について、高精度な選別を行うことにより、食用

（加工用原料）向けの流通量を向上させ、原料価格の安定化、消費の拡大を目指す。 

【重量選別機】 

 

株式会社利左エ門（千葉県南房総市） H25 

近年漁獲が増大するものの、流通されないギマについて、地元で培われた珍味加工

技術を応用した特産品を開発し、地元土産店等への販路を構築する。 

【皮剥ぎ機、焼き機、自動シール機】 

 

千倉水産加工販売株式会社（千葉県南房総市） H27 

大量に漁獲されるものの特有の生臭みなどから消費が伸びないサンマ、サバ等につ

いて、新たな炙り焼商品の開発、製造、販売に取り組み、消費の拡大を目指す。 

【炙り焼き機、包装機】 

東京 

全水加工連販売株式会社（東京都中央区） H25 

ゴマサバのうち脂質・品質に優れたものについて、最適な冷凍フィレ加工ノウハウ

を構築し、量販店の協力を得た集中販売の実践により、消費拡大を図る。 

【冷凍フィレ等加工経費】 

 

株式会社喜代村（東京都中央区） H26 

水産物流通ラインが停滞している福島産地魚について、超低温下での凍結・保管・

解凍システムを構築するとともに、継続的な品質管理等を行い、新しい流通を創設

する。 

【超低温凍結保管解凍装置、出荷資材、真空包装機、放射能測定機器、販促費】 

 

株式会社喜代村（東京都中央区） H27 

鮮度保持に難があり、販路が限られてしまうサバ等大衆魚について、超低温コール

ドチェーンシステムにより、大消費地等での刺身や寿司種として販売することによ

り、食用利用及び付加価値の向上を実践する 

【超低温冷凍及び保管装置類、超低温冷凍運搬車両、真空包装機、加工技術研修

会等費用】 

神奈川 

鈴廣かまぼこ株式会社・株式会社鈴廣蒲鉾本店（神奈川県小田原市） H25 

大量水揚げされるものの流通にのらない地魚について、地元の魚市場、かまぼこ組

合、森林組合との連携による共通ブランド商品を製造し、消費の拡大を図る。 

【フィッシュカッター、ミンチ機、充填機、金属検出機、原料受入倉庫】 

新潟 

山津水産株式会社（新潟県新潟市） H25 

大量水揚時等に安価に取引されるサバ等について、卸売業者である同社自ら加工機

器等を導入し、輸入水産物が席巻していた地元学校給食等への安定供給体制の構築

と、食用化の推進を図る。 

【ヘッドカッター、フィレマシーン、ピンボーン抜き機、充填機、深絞り包装機

用交換金型、セイロ・プラスティックタンク等、冷蔵庫保管経費、集出荷加工

用資材、加工経費、集出荷運賃、ウロコ取り機】 

富山 

魚津漁業協同組合（富山県魚津市） H26 

短期間に集中して水揚げされるなど極端な値崩れを起こしやすいホタルイカにつ

いて、原料の洗浄や加工方法の改善による商品のレベルアップ、製品歩留まりの向

上に取り組み、流通量及び販路拡大を図る。 

【洗浄機、ボイル加工経費】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

富山 

魚津漁業協同組合（富山県魚津市） H27 

豊漁により価格が下がり、餌料消費等で安価に取引されるフクラギについて、鮮魚

中心の流通を見直し、生協との産直契約を生かしたワンフローズン商品の開発等に

より、産地ならではの味を消費者に届ける販売体制を構築する。 

【ロイン加工機、スキンナー、作業台付コンベア、賞味期限印字機】 

 

株式会社梅かま（富山県富山市） H25 

有効利用されていないフグ等の魚皮について、失われた伝統食加工技術を掘り起

し、観光・文化的価値を付加した特産品の開発、販路構築に取り組む。 

【皮すき機】 

福井 

小浜海産物株式会社（福井県小浜市） H27 

餌料消費等で安価に取引されるキダイやアジ等、小型魚について、フィレー・三枚

卸加工の改良によって、自社主力商品（ささ漬け）アイテム数を拡充して販売する

ほか、新商品の開発、販路拡大に取り組む。 

【フィレマシン】 

静岡 

株式会社カネヨ（静岡県焼津市） H25 

全国的に水揚げ増加が顕著な小型ブリについて、地元加工協との連携により、カツ

オの生利節加工技術を応用した末端商品を製造し、消費拡大を図る。 

【解凍装置、深絞り真空包装機、調味液充填機、フィルム・ラベル等資材、生利

加工経費】 

 

橘水産株式会社（静岡県沼津市） H26 

地元底びき網漁業者が漁獲する深海性の未利用魚や低利用魚等について、漁業者と

ともに鮮度管理の向上を図るとともに、これらを利用した煎餅や惣菜等加工品新商

品を開発し、産地情報やレシピ等を提供できる体制の構築と併せて、直接販売等す

ることで消費拡大を図る。 

【プレス焼き機、フリーズドライ機、オゾン水生成装置等機器類、ＱＲコードリ

ンクウェブ作成費等】 

愛知 

ヤマサちくわ株式会社（愛知県豊橋市） H25 

資源はあるものの漁獲されなくなったエソについて、地魚を使った練り製品を食べ

たいというニーズに応えるべく、加工機器を導入して末端商品の製造販売に取り組

むことにより、消費拡大を図る。 

【接触式凍結機、試作品作成費】 

三重 

三重県漁業協同組合連合会（三重県津市） H25 

魚体が小さい等価値の低い水産物について、骨まで食べられる商品を開発し、学校

給食等に販売することにより、魚食普及と安定的な販路構築を図る。 

【飽和蒸気調理機、ボイラー、プレハブ冷凍庫、ホテルパン等容器、冷蔵庫保管

経費、飽和蒸気加工経費】 

 

有限会社若松屋（三重県伊勢市） H26 

漁獲されても流通に乗らない小型魚等の地魚について、練り製品技術を応用した新

商品の開発を進めるべく、機器導入により加工ラインの改良を図り、少量生産なが

ら高付加価値型となる商品の開発等に取り組み、販路の拡大を図る。 

【袋詰真空包装機、金属探知機】 

滋賀 

木村水産株式会社（滋賀県彦根市） H27 

生産量が減少し続ける琵琶湖周辺水産物について、食生活の変化等に応じた高品質

かつ安定的な供給体制を整え、消費拡大を図りつつ、漁業者収入の安定に寄与する。 

【バッチ式凍結機、リフトテーブル、作業台】 

大阪 

有限会社魚竹蒲鉾店（大阪府大阪市） H25 

夏場以外に消費の停滞するハモについて、地場人気商品の製造を拡大するととも

に、引き取り手のいない魚を使った地産品製造に取り組み、消費拡大を図る。 

【採肉機、自動魚焼機、冷凍庫】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

大阪 

大寅食品工業株式会社（大阪府大阪市） H25 

市場で売れ残る多様な魚種について、魚種特性に応じたすり身及び蒲鉾商品の製造

に取り組み、消費拡大を図る。 

【急速冷凍機、ボールカッター】 

 

株式会社東海屋（大阪府大阪市） H26 

生産面では低品質化が進み、消費面では減退が続いている乾ノリについて、国外で

の消費スタイルを参考としたあらたな商品の開発・製造に取り組み、国内外での消

費及び販路の拡大を図る。 

【味付け海苔加工機器】 

 

丸大産業株式会社（大阪府大阪市） H26 

資源回復傾向にあるものの需要が低迷しているコンブ、地場で生産、水揚げの増加

しつつあるワカメ、シラス等について、塩昆布加工技術を応用した個食化対応商品

の開発・製造に取り組み、国内外での消費及び販路の拡大を図る。 

【コンベア式乾燥機】 

 

有限会社裕太朗水産（大阪府泉佐野市） H27 

大阪湾で漁獲されるが、商品バリエーションが少なく、消費の拡大が見込まれない

イワシ・アジ・サバ等について、漁業者団体と連携しつつ、需要のある生食向け商

品、開き・寿司種商品の製造販売に取り組み、消費の拡大を図る。 

【トンネルフリーザー】 

和歌山 

西山蒲鉾店（和歌山県印南町） H26 

水揚時期と商品需要期との乖離から有効活用できていないエソ・グチ等について、

大口需要者ニーズに対応しつつ、盛漁期に水揚される地元水産物の有効活用に取り

組み、漁業者との共存共栄を図る。 

【凍結機、金属探知機】 

島根 

有限会社青山商店（島根県松江市） H26 

食用として利用価値の低い宍道湖産セイゴ等の地魚について、古くから継承してい

る練り製品製造技術を使った新商品の製造販売に取り組み、消費拡大を図る。 

【石臼攪拌らいかい機、ミートチョッパー、採肉機】 

 

有限会社別所蒲鉾店（島根県出雲市） H25 

大量漁獲による価格下落が起こりやすいトビウオやアジについて、蒲鉾技術を応用

した無添加新商品の製造販売に取り組み、消費拡大を図る。 

【全自動ソーセージ旋削機、自動充填機等、自動計量包装設備一式、計量機・ 

包装設置台】 

 

株式会社出雲国大社食品（島根県出雲市） H27 

豊漁時や小型であるなど、低価格で取引される地魚について、練り製品技術を応用

した新商品の開発、製造、販売に取組み、消費拡大、販路開拓を図る。 

【ボイラー、含気レトルト釜、オートシーラー、金属探知機、作業台、台車、保

管用冷蔵庫】 

広島 

有限会社桂馬商店（広島県尾道市） H27 

好不漁が避けられず、不安定な漁業収入、原料の安定確保が困難なクロダイ等天然

原料魚について、原料魚の安定確保体制を構築するとともに、新商品の開発、販売

の拡大に取り組み、漁業者から消費者までの無駄のない流通システムの構築を図

る。 

【急速冷凍機、充填機、真空包装機、保管冷凍庫】 

山口 

山口県漁業協同組合（山口県萩市） H27 

大量漁獲時に食用として流通しなかったり、漁獲が少なすぎて自家消費されたりし

ている地元水産物について、県内に複数ある産地を連携させた、供給消費体制を構

築し、地産地消の推進、漁村地域における水産業の活性化を図る。 

【業務用米飯機器類、移動販売車両、製氷機、計量値付機】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

徳島 

株式会社ヒロ・コーポレーション（徳島県阿南市） H26 

沿岸漁業者が水揚げする小型や規格外の地魚について、漁業者とともに新商品の開

発製造にとりくみ、漁業者手取りの安定化、地場産水産物の消費拡大を図る。 

【プレハブ型急速冷凍庫、プレハブ冷凍庫、回転釜、スチームコンベクション 

オーブン、金属検出機、真空機、フードカッター、ラベラー、包装資材】 

香川 

株式会社木村海産（香川県さぬき市） H26 

一次加工が盛んな地元外に陸送されることにより品質劣化等が著しいシラス等に

ついて、自社加工能力の増強及び多様化する商品ニーズに対応できる加工ラインを

構築し、産地における付加価値の向上を図る。 

【乾燥機、セイロ洗浄機、充填機、計量機、ラベル印刷・貼付機、脱酸素剤投入

機、高圧洗浄機、加工用資材、フォークリフト、冷蔵庫保管経費、シラス等加

工経費、原魚搬入運賃】 

 

有限会社倉本水産（香川県多度津町） H27 

水揚げが集中しやすく、鮮度によっては廃棄されてしまうイカナゴやシラスについ

て、地域の漁業者と一体となって、需要の増大している釜揚げ商品等の大量生産体

制を構築し、漁業者との共存共栄を発展させる。 

【乾燥機、クレーン、冷蔵設備】 

愛媛 

愛媛県漁業協同組合連合会（愛媛県松山市） H25 

大量上場等により安価となりやすい地元水産物について、これまでの小口による高

コストかつ市場取引まかせの加工・流通・販売体制を見直し、大口で安定した供給

が可能な量販店等への販路を拡大する。 

【三枚卸機、皮とり機、スライス等加工経費、出荷運賃】 

 

辻水産株式会社（愛媛県宇和島市） H26 

水揚げの減少等により付加価値向上が喫緊の課題となっている大中型まき網漁獲

物について、養殖業者との連携により活魚等としての付加価値を高め、生産者手取

りの確保を図りつつ、漁獲から販売までの直接的な供給体制を構築し、消費拡大を

図る。 

【蓄養生簀、部位別加工経費、活魚バージ船等運送経費】 

福岡 

株式会社藍島ぶらんど倶楽部（福岡県北九州市） H27 

水揚集中により安価で取引されてしまう島内のサワラ等水産物について、漁家の手

造風加工品の開発、製造販売に取り組み、消費及び販路の拡大を図る。 

【加工用作業台、水切付シンク、冷凍・冷蔵機器】 

佐賀 

唐津水産加工団地協同組合（佐賀県唐津市） H27 

年々魚体が小型化している地元水産物について、高精度かつ低コストな選別による

食用化の向上、組合員等との連携による新商品の開発等に努め、食用化率の向上を

図り、加工業者の経営の安定を目指す。 

【魚体選別機、自動梱包機、凍結用ラック、空調機、高圧洗浄機】 

長崎 

西日本魚市株式会社（長崎県松浦市） H25 

大中型まき網漁業のサバやアジ等について、漁業者・蓄養業者との連携により、付

加価値をつけ活魚等として販売し、消費拡大を図る。 

【生簀一式、作業船、トラック】 

 

平戸魚市株式会社（長崎県平戸市） H27 

ロットが揃わない等により安価に取引される地元水産物について、卸売業者自らが

マーケティング活動に取り組むことで、生産者、小売業者、消費者の橋渡しを行い、

生産者手取りの向上と市場活性化、消費拡大を図る。 

【シャーベット氷製氷装置、自動選別機、イベント用運送費】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

長崎 

長崎蒲鉾水産加工業協同組合（長崎県長崎市） H25 

九州地区で漁獲されるが未利用・低利用となっているコノシロ等について、生産者

団体・試験研究機関等との連携のもと冷凍すり身加工に取り組み、蒲鉾業者への試

験販売を行うとともに、学校給食向け新商品の試験販売を通じて、有効活用を図る。 

【急速凍結機、狭雑物除去用採肉機、すり身球状形成機、魚洗機、冷蔵保管経費、

すり身加工経費、試作品運送経費、すり身栄養分析費】 

 

株式会社天洋丸（長崎県雲仙市） H27 

煮干し以外の食用商品化が進まないカタクチイワシや、大量漁獲により安価となっ

てしまうサバ、アジ等まき網漁獲物について、飲食店向け商材の開発、製造、販売、

出荷調整による鮮魚流通量の調整に取り組み、食用化の向上を実践する。 

【冷凍庫、蓄養生簀】 

熊本 

熊本県海水養殖漁業協同組合（熊本県天草市） H26 

産地間競争の激化等により販売力の強化が求められている養殖ブリ等について、未

利用部位を使った新商品や、賞味期限の長い個食化対応商品の開発製造に取り組

み、国内外での販路の拡大を図る。 

【レトルト釜、急速冷凍機、加工用資材、レトルト等商品加工経費、試作品運送

経費】 

大分 

株式会社ヤマジン（大分県佐伯市） H27 

小型魚である等非食用となってしまうアジ、サバ、イワシ等について、新たなレト

ルト商品や練り製品の開発、製造、販売に取り組み、地産地消の推進、消費の拡大

を図る。 

【スチームコンベクション、電動ミンチ機、成型機、金属探知機】 

鹿児島 

有限会社やまた水産食品（鹿児島県阿久根市） H27 

未利用・低利用の青物小魚や、水揚の集中により非食用となってしまう地魚につい

て、水揚産地でしかできない生食用生鮮加工品や簡便調理品の開発、販売に取り組

み、地元水産物の消費の拡大に取り組む。 

【殺菌水生成機器類、製氷機、蒸し機、コンピュータースケール、バターリング

マシン、タイマー充填機、急速凍結庫、ハンドリフト、アルミセイロ等凍結用

資材】 

 

川内市漁業協同組合（鹿児島県枕崎市） H26 

脆弱な物流体制や販路に起因して、水揚げの制限や価格低迷が生じている地魚につ

いて、漁協集出荷体制の強化及び販路の拡大に取り組み、漁業者手取りの向上と消

費拡大を図る。 

【保冷車】 

 

株式会社松野下蒲鉾（鹿児島県枕崎市） H26 

地元で未利用、低利用となっているシイラ・ツムブリ等について、品質・衛生管理

を強化しつつ、すり身の増産、個食化対応商品の製造販売に取り組み、学校給食等

への販路の拡大を図る。 

【採肉機、肉挽機、裏漉機、充填包装機、金属探知付重量チェッカー】 

 

有限会社大石商店（鹿児島県枕崎市） H25 

産地で安価に取引されている小型カツオについて、新たな加工機器を導入し、高次

加工製品の製造を行うことにより、国内外での販路の拡大を図る。 

【煮熟釜装置、魚肉裁割機、セイロ】 

 

有限会社マルチョウ（鹿児島県枕崎市） H25 

国際商品化したカツオと、水揚げ減少が続く地元多獲性大衆魚について、節加工技

術の応用による高次加工製品を開発、製造し、消費拡大を図る。 

【縦横線切れ目入れ機、多機能粉砕機、魚肉採取機、金属探知機、カツオ尾切り

機、販促費】 



都道 

府県 

事業実施者（場所） 新規採択年度 

事業の内容 

【助成内容】 

沖縄 

沖縄フレッシュ株式会社（沖縄県那覇市） H27 

近年消費量が伸び悩み、価格が低調なモズクについて、知名度の高い酢モズク以外

の商品提案と製造販売の実践に取り組み、消費の拡大を図る。 

【攪拌機、保管用タンク等モズク一次製品製造機器類】 

 

糸満漁業協同組合（沖縄県糸満市） H25 

身が薄い等の理由により安価となってしまうソデイカについて、これまでの短柵形

態での供給からスライスにした新商品を製造、販売し、漁獲物の有効活用、消費拡

大を図る。 

【スライス機、真空包装機、冷蔵庫保管経費、スライス加工経費】 

 




