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【概 要】 

１ 主 催 

全国カツオまつりサミット in 気仙沼実行委員会・(一財)自治総合センター 

 

２ 記念シンポジウム 

（１）日 時 令和４年７月２２日（金） 午後１時００分から午後４時４５分まで 

（２）会 場 気仙沼中央公民館ホール 

（３）内 容 テーマ「持続可能な発展めざすカツオの地域未来づくり」 

■第１部■持続可能な漁業をめざす世界そして気仙沼 

○報告 

・SDGs（持続可能な発展目標）に向かう世界の農漁業 

・なぜイオンはエコラベルカツオの販売をめざすのか 

■第２部■地域づくりに生かすカツオの美味 

○報告 

・漁師料理・郷土料理・料亭料理に見るカツオの魅力 

・どうして高知人は日本一カツオを食べるのか 

・カツオの魅力を熱く語るカツオ・鰹節の伝道師 

・「全日本サバ連合会」から学ぶ，若者と女性の魚食需要喚起 

○パネルトーク 

カツオのさらなる流通・消費そして食文化をめざして 

～気仙沼のこれまでの 25 年，生鮮カツオ日本一の水揚げ港としてのこれからの取組み～ 

 

■ 本市における生鮮カツオ水揚げ数量 25 年連続日本一を記念し，全国のカツオ 

産業関係者が集まり，関連産業の発展と本市水産業の振興を図ることを目的に， 

「第３回全国カツオまつりサミット in 気仙沼」を開催いたします。 

 

■ 7 月 22 日（金）には，これまでの 25 年間を振り返りながらカツオの消費拡大に 

ついて討論する「記念シンポジウム」を，7月 23 日（土）には，全国のカツオの 

まちのご当地グルメなどが集いカツオ日本一のまちとして盛り上げる「全国カツオ 

まつり」を実施する予定です。 

 

■ 開催にあたっては，新型コロナウイルス感染症対策にかかる国のイベント開催要

件を遵守し，県のガイドライン等も踏まえ，適切な対策を講じたうえで実施します。 

記者会見資料 

令和４年６月２４日（金） 

産業部水産課 

（記念シンポジウム）担当：吉田・小野（内線 511） 

（全国カツオまつり）担当：日野・須藤（29-6788） 

－ 生鮮カツオ水揚げ数量２５年連続日本一記念 － 

「第３回全国カツオまつりサミット in 気仙沼」を開催します 



 2 / 2 
 

３ 全国カツオまつり（雨天決行） 

（１）日 時 令和４年７月２３日（土） 午前１０時００分から午後７時００分まで 

（２）会 場 内湾商業施設「迎（ムカエル）」前海側広場（南町海岸）ほか 

（３）内 容 

■全国カツオのまちグルメ 

・市内外のカツオのまちならではの特産品やグルメを味わうことができる全国カツオの 

まちグルメ＆ビアガーデンを開催 

・けせんぬまハーバーマーケット（主催：気仙沼市物産振興協会）の同時開催 

■カツオのまち探検 

・魚市場見学，魚問屋等見学，氷屋見学 

■かつお博士と元料亭料理支配人の「親子カツオ塾」 

・小学生がいる親子を対象とし，カツオの回遊生態やカツオの食としての効能を学び 

ながら，カツオを使った一品料理を作る体験学習 

■お笑いトークライブ 

・「けせんぬまペイ！」と吉本芸人によるトークライブ 

■大漁唄い込み 

・鮪立大漁唄込保存会と崎浜大漁唄込保存会による大漁唄い込みの実演 

■カツオ歴史展＆水産加工展 

・気仙沼のカツオの文化，歴史などや水産加工について学べるようパネル等を展示 

■カツオの藁焼きお振舞い 

・新鮮なカツオを使ったカツオの藁焼きを無料配布 

（４）その他 

雨天の場合でも開催いたしますが，大雨，台風などの悪天候により，事故の恐れがある

場合は開催を中止いたします。 

 

４ これまでの開催実績 

（１）第１回全国カツオまつりサミット in すさみ～カツオとともに生きる地域未来づくり～ 

開催日：平成 30 年 3 月 24 日（土）・25 日（日）開催地：和歌山県すさみ町 

内容：①シンポジウム 

・基調講演「紀州人がつくりあげた日本のカツオ漁と鰹節」 

・特別報告「日本にカツオを取り戻す！高知カツオ県民会議の取り組み」 

・リレートーク・パネル討論・和歌山アピール 

②全国カツオまつり in すさみ 

・すさみケンケン鰹の試食会・全国カツオ名産地の旨いもん市 

・和歌山名産の旨いもん販売・ステージイベント 

（２）第２回全国カツオまつりサミット in 土佐清水～カツオ・宗田節でつくる地域の未来～ 

開催日：令和 3年 12 月 3 日（金）・4日（土）開催地：高知県土佐清水市 

内容：①シンポジウム 

・基調講演「紀州から土佐清水へ甚太郎の足跡と未来づくり」 

・記念講演「国連がめざす家族農業・漁業の発展と農業遺産」 

・リレートーク「地域づくりに生かすカツオの力」 

・パネル討論・カツオサミットアピール採択 

②全国カツオまつり/宗田節まつり（土佐清水市産業祭との同時開催） 

・全国かつお自治体出店の旨いもん市・カツオ大好き人間トーク 

・全国各地からの参加者紹介物販コーナー宣伝・カツオ一本釣り体験 

・エクスカーション（小観光）・江戸時代のカツオ史跡見学 



別紙 

生鮮カツオ水揚げ数量 25 年連続日本一記念 

第 3 回全国カツオまつりサミット in 気仙沼 記念シンポジウム 

【持続可能な発展めざすカツオの地域未来づくり】 
 

と き：令和 4 年 7 月 22 日（金）13:00 開会／16:45 閉会 

ところ：気仙沼中央公民館ホール（気仙沼市内の脇一丁目 16 番 6 号） 
 

■開会前（12:30-13:00） 
気仙沼市の観光プロモーション動画等を放映 

 

■開会（13:00-13:05） 

 

■挨拶（13:05-13:15） 
実行委員長 菅原 茂 気仙沼市長 

来賓    ※調整中 

 

■開催趣旨説明（13:15-13:30） 
二平 章（コーディネーター・日本カツオ文化研究所） 
三陸地域のカツオ漁は紀州船が江戸時代初期に唐桑鮪立に一本釣り漁（溜め釣漁法）を伝えてから

347 年。今では気仙沼が日本一の生鮮カツオ水揚げを誇る港へと発展した。カツオは気仙沼市認定のシ

ンボル魚である。しかし，一方でカツオ流通は，カツオ資源の縮小，操業漁船の減少，コロナ・アニ

サキスなどによる消費低迷，タタキ食品の伸長，若者の魚離れなど，新たな局面を迎えている。生鮮

カツオの消費量 1 位はダントツ高知市であるが，2 位から 5 位は年により違いはあるが，水戸，福島，

仙台，盛岡の北関東から東北が並ぶ。これらカツオ消費の潜在力を持つ「カツオ消費文化圏」と気仙

沼が一体となってカツオの食の魅力発信にさらなる力を発揮することができるならば，高知に迫る消

費需要拡大とカツオ食文化の発展に貢献できる可能性がある。気仙沼の生鮮カツオ 25 年連続日本一を

契機に次の時代をめざし，この可能性とカツオの地域未来づくりについて考えてみたい。 

 

■第１部■持続可能な漁業をめざす世界そして気仙沼（13:30-14:15） 
 

●オープニングメッセージ 

〇SDGs（持続可能な発展目標）に向かう世界の農漁業（13:30-13:45） 

日比絵里子（国際連合食糧農業機関（FAO）駐日事務所長） 
国連は「地球サミット」（1992 年）で次世代の人びとのために地球環境を守り，自然資源を絶やす

ことなく永続的に利用していこうと呼びかけた。2015 年には国連は「持続可能な発展のための 2030 ア

ジェンダ」を採択，2030 年までに達成をめざす 17 の目標を明確化した。これが SDGs である。世界の

農業・漁業は今，これに向かって活動していることを紹介。 

 

●報告 

〇なぜイオンはエコラベルカツオの販売をめざすのか（13:45-14:15） 

辻 雅信（イオン東北株式会社代表取締役社長） 
イオングループはコンビニから大規模なショッピングモールまで手掛ける大手小売業。会社は 2004

年持続可能な成長のための国連「グローバルコンパクト」に賛同，「イオンサスティナビリティ基本

方針」を策定。今では SDGs の実現に寄与する企業活動を全社で展開する SDGs フロントランナー企業

となっている。カツオではエコラベル認証魚流通販売の本格的取り組みが，カツオ漁船，気仙沼市魚

市場，イオン東北をつなぎ本年から始まった。今，カツオの流通拡大には大手量販流通なしには考え

られない時代である。そこで，流通大手企業の SDGs の取り組みとエコラベル認証商品の販売の取り組

みについて紹介。 



 

■第２部■地域づくりに生かすカツオの美味（14:25-16:35） 
 

●報告 

〇漁師料理・郷土料理・料亭料理に見るカツオの魅力（14:25-14:40） 

千葉信一（料亭「山口楼」元料理支配人） 
カツオには魅力ある料理・食べ方がいっぱいある。刺身だけではないカツオ料理の多彩さとカツオ

食の栄養・健康効果について紹介。 

 

〇どうして高知人は日本一カツオを食べるのか（14:40-14:55） 

清岡晃司（企画ど久礼もん企業組合代表理事） 
生鮮カツオ消費量ダントツ 1位。高知人はカツオ人間といわれるほどのカツオ好きである。その秘

密と高知の多彩なカツオ食文化を紹介。 

 

〇カツオの魅力を熱く語るカツオ・鰹節の伝道師（14:55-15:10） 

永松真依（かつおちゃん・渋谷かつお食堂） 
祖母の鰹節を削る後ろ姿と深いダシの味に感動し，全国すべてのカツオ・鰹節産地を訪問・修行。

カツオ漁・カツオの食の魅力を人々に伝えようとカツオ・鰹節の伝道師として活躍する姿を紹介。 

 

〇「全日本サバ連合会」から学ぶ，若者と女性の魚食需要喚起（15:10-15:25） 

池田陽子（サバジェンヌ・全日本さば連合会広報担当） 
鯖をこよなく愛し，日本・世界のさば料理，さば缶を楽しみ，さば文化を語り，さばカルチャーを

発信するサバジェンヌ。薬膳的観点からの食材の新たな魅力も提案。若者と女性のサバ大好き人間サ

ークル「全サバ連」をつくり活動，若者女性を取り込んだサバブームから学ぶ。 

 

●パネルトーク 

カツオのさらなる流通・消費そして食文化をめざして（15:35-16:35） 

～気仙沼のこれまでの 25年，生鮮カツオ日本一の水揚げ港としてのこれからの取組み～ 

・パネラー 辻 雅信 （イオン東北株式会社代表取締役社長） 

小野寺健藏（気仙沼魚問屋組合長） 

阿部泰浩 （気仙沼魚市場買受人協会理事長） 

臼井 靖 （気仙沼漁業協同組合参事） 

清岡晃司 （企画ど久礼もん企業組合代表理事） 

永松真依  （かつおちゃん・渋谷かつお食堂） 

池田陽子  （サバジェンヌ・全日本さば連合会広報担当） 

・司会   二平 章 （日本カツオ文化研究所） 
25 年連続日本一達成までの経緯と今後の日本一をめざす取り組み，気仙沼をはじめ全国でのカツオ

消費拡大に向けた課題について，地元関係者と報告者が熱く語る。 

 

■気仙沼カツオサミットアピール（16:35-16:40） 
 

■閉会挨拶（16:40-16:45） 
 

 



気仙沼観光推進機構

気仙沼さ来てけらいん

気仙沼さ来てけらいんWEB
【公式】気仙沼の観光情報サイト

生鮮カツオ水揚
25年連続日本一記念

      7/22（金） 23（土）・

全国カツオまつり
サミットin気仙沼

主催 : 全国カツオまつりサミットin気仙沼実行委員会／(一社)自治総合センター
実行委員会構成団体 : 気仙沼市／宮城県気仙沼地方振興事務所／気仙沼漁業協同組合／気仙沼市生鮮かつおプロモーション事業実行委員会／気仙沼魚問屋組合／気仙沼鮮魚仲買組合／気仙沼魚市場買受人協会／気仙沼魚
河岸組合／気仙沼商工会議所／(一社)気仙沼市観光協会／気仙沼市物産振興協会／(一社)気仙沼地域戦略／唐桑大漁唄込復活推進実行委員会／気仙沼つばき会／気仙沼寿司組合／日本カツオ文化研究所

後援 ： 鹿児島県枕崎市／鹿児島県指宿市／宮崎県日南市／高知県土佐清水市／高知県黒潮町／高知県中土佐町／徳島県海陽町／和歌山県すさみ町／和歌山県新宮市／三重県尾鷲市／三重県紀北町／三重県志摩市／静岡県御前崎市／静岡県
焼津市／静岡県沼津市／静岡県西伊豆町／千葉県勝浦市／福島県いわき市／宮城県塩竈市／宮城県石巻市／宮城県女川町／岩手県大船渡市／(一社)宮城県北部鰹鮪漁業組合／気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合／気仙沼遠洋漁業協同組合／気仙
沼冷凍水産加工業協同組合／気仙沼製氷冷凍業協同組合／気仙沼水産加工業協同組合／気仙沼センター水産加工業協同組合／気仙沼鹿折加工協同組合／南気仙沼水産加工事業協同組合／宮城県漁業協同組合気仙沼総合支所／気仙沼水産
復興グループ運営会議／宮城県水産物流通対策協議会気仙沼支部／気仙沼市水産加工業振興協議会／宮城県缶詰協会気仙沼支部／(公社)宮城県トラック協会気仙沼支部／気仙沼市魚食健康都市推進協議会／(一社)大日本水産会／日本かつお・
まぐろ漁業協同組合／(一社)全国近海かつお・まぐろ漁業協会／(一社)全国まき網漁業協会／北部太平洋まき網漁業協同組合連合会／(一社)海外まき網漁業協会／日本カツオ学会／(一社)日本鰹節協会／(一財)東京水産振興会／(一社)漁業情報サ
ービスセンター／FFPJ家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン／JCFU全国沿岸漁民連絡協議会／スローフード気仙沼／(株)三陸新報社／河北新報社／(株)水産経済新聞社／(株)みなと山口合同新聞社／気仙沼ケーブルネットワーク(株)／NHK仙台放
送局／tbc東北放送／仙台放送／ミヤギテレビ／khb東日本放送／(株)よしもとエリアアクション

2022年

全国カツオまつりin気仙沼

第 回3

全国カツオまつりサミットin気仙沼実行委員会 Tel0226-22-3435 気仙沼市産業部水産課（土・日・祝日除く）

記念シンポジウム
時間 ： 10：00～19：00
会場 ：  内湾商業施設「迎（ムカエル）」前海側広場ほか
内容 ： 全国カツオのまちグルメ＆ビアガーデン
  ステージイベント、カツオ学
同時開催 ： けせんぬまハーバーマーケット 

時間 ： 13：00～16：45
会場 ：  気仙沼中央公民館
内容 ： 第１部 持続可能な漁業をめざす世界
            そして気仙沼
  第２部  地域づくりに生かすカツオの美味

ステージイベント

カツオのまち探検／カツオ歴史展ほか

大漁唄いこみ/吉本芸人のお笑いトークライブほか

カツオ藁焼き/宗田節/しおかつおうどん/かつお節ごはん ほか

全国カツオの
まちグルメ＆ビアガーデン

カツオ学
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