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令和３年（第 49 期）事業報告 

(2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 
  

1．事業の実施状況 

（社会・経済情勢等） 

 新型コロナウイルスが 2019年に初めて確認されてから 2年が過ぎた。この新

たな脅威に対し、世界中でこれまでの経済および社会生活は大きく揺さぶられ

ることとなり、変容することを余儀なくされた。人と人を結ぶ直接的なコミュ

ニケーションは大きく減退し、代って仕事または家庭の場でインターネットツ

ールがこれまでの補助的使用から主要的な役割を目指す傾向に伸展していった。 

新型コロナウイルスは全国的なワクチン接種後に一旦沈静化の兆しを見せたも

のの、その後、毒性の強い変異種である“デルタ株”や感染力の高い“オミク

ロン株”の出現により、引き続き予断を許すことのない状況が今も続いている。 

 わが国においては昨年延期となったものの、57 年ぶりに東京で夏季五輪が開

催された。原則無観客とした異例の開催であったが、過去最多のメダル 58個を

獲得し、国内の沈滞する雰囲気を払拭するような盛り上がりを見せた。一方で

自然災害の甚大化傾向は本年でも確認。7月に停滞する梅雨前線による大雨で静

岡・伊豆山で土石流が発生し、死者 26人の被害を出した。 

  

（食品業界の諸動向） 

前年に引き続き食品業界はコロナ禍で翻弄された 1 年となった。生活スタイ

ルの変化は、内食そして個食需要の高まりをみせることとなり、一方、外食産

業は制限下が重なる中で低迷し体力をそがれていった。この個食・内食の高ま

りは、より安全・安心な製品の選択購入志向にもつながり、生鮮品等を中心に

オンライン通販といった製造家からの直販も一層進むこととなった。こうした

流れは流通業界にも多大な影響を与え、個別宅配事業等が拡大していった。 

 また製造の現場において施設の機械化が一定進むものの、制限下における労

働人口の不足・減少、さらにクラスター発生による工場の稼働停止といった案

件も追い打ちをかけ、原料・製品不足が市場に大きく影響を与えていった。各

国で食品の争奪・確保が進展することになった。主に食用油、小麦、大豆、砂

糖、マーガリンが上がった。 

 一方、食品行政において 6 月から食品を扱う全事業者において HACCP 運用の

完全義務化がスタートした。各種食品において必要な衛生管理の手引書が作成

され、実行していくことが求められる。なお同月には、「営業許可制度の見直し」、 
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「営業届出制度の創設」も施行され、新たな許可事業者にとって施設面の整備

等で対応が求められることとなった。 

 

（鰹節業界を取り巻く諸動向） 

 これまでに触れたように生活スタイルの変化は仕事や家庭の場を大きく変え、

それを補完すべくインターネットツールを利用したアプローチが活発に取り組

まれるようになった。鰹節業界においても、近年各社で鰹節・削り節に関して

講習会等をオンラインでの企画や自社のＨＰに動画を掲載して独自に魅力ある

情報発信を行う動きが出てきた。また家庭での調理時間が増えていく中で、各

社では“こだわり”と“簡便さ”等をコンセプトに新商品を開発・提供した。 

一方、原料事情についてみると、鰹節は主として中西部太平洋沖でまき網船

によって漁獲されたカツオ（冷凍された状態で日本に水揚げされる）を使用し

て製造している。昨今では世界各国での魚食志向の高まりを受け、缶詰用途等

でカツオは国際商材として注目されてきた。結果、タイ・バンコクのカツオ原

料相場の動向は鰹節事業者に多大な影響を与えるようになった。 

 

 

グラフは直近 5 年のタイ・バンコクの冷凍カツオ相場の動きを示したもので

2018年 6月 13日公布 食品衛生法改正 主要事項施行日 

広域的な食中毒事案への対策強化 19年 6月～ 

HACCP（ハサップ）＊に沿った衛生管理の制度化 21年 6月～ 

特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 20年 6月～ 

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 20年 6月～ 

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 21年 6月～ 

食品リコール情報の報告制度の創設 21年 6月～ 

2021 

2020 

2017 

2018 

2019 1,750 

2,300 

900 

単位：＄/ｔ 

コロナ前 コロナ後 
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ある。2019 年 11 月に新型コロナウイルスが中国で初確認されたことから、20

年以降をコロナ後とした。 

2017～2019 年はトンあたり 2,300 ドルの最高値を示す一方、最低値でもある

900 ドルまで落ち込む等の乱高下していた。2020 年初は、反発するように価格

を押し上げたが、これはカツオの世界的な漁獲低調の煽りを受けて、需給環境

が一変したことにもよる。その後、漁獲量が安定するにつれて、在庫の高止ま

りと労働力の減退といったコロナの影響を色濃く受けることとなった。直近に

おいては漁獲量の不安定さや、それに伴う原魚確保の動き、他方、クラスター

の問題にもよる製造工場や漁業者等労働力の低下、すべてが相まった中で多少

の波があるものの一定範囲で高位安定した値動きを見せている。2021 年末には

原料確保の動きが活発化した結果、価格は上昇し 1,750ドルで越年した。 

 このほか食品衛生法改正において 6 月よりＨＡＣＣＰ対応が義務化された。

当業界においても節類製造事業者、削節製造事業者は個別のガイドラインに沿

って自社の衛生管理計画を立て、記録していくことが求められることとなった。 

 

（日本鰹節協会の活動） 

今期は役員の改選期であった。髙津会長が重任し 3 期目がスタートした。ま

た副会長５氏のうち川﨑副会長が退任し新たに西脇副会長が就任をした。 

総務関連では、リモートおよび書面での理事会を開催した。ワクチン接種後

において一定落ち着きを見せたものの、相対での通常開催には及ばなかった。

全体的に活動自体が鈍くなりつつも、他団体との協力活動は粛々と行った。(一

社)日本海老協会は 10 月に東京・二子玉川において海老フェスを開催した。当

会はこれに協力し、会場での合わせだしの実演を行った。また 12月に高知・土

佐清水において行われたカツオサミットにも後援した。 

会員の異動では、青森・田向商店、静岡・東静浦組合が事業の継続が困難と

の理由で退会した。 

 また協会役員として業界発展に尽力された中部組合・小瀬木栄一氏、大阪組

合・宮成介氏が 2月に逝去された。 

 広報・情報宣伝関連では、食育推進全国大会、農林水産祭“実りのフェステ

ィバル”等、各種イベントの中止・延期が続いた。このため前年に引き続き事

業計画の目途の立たない厳しい状況で推移した。一方で、コロナ禍において家

庭で過ごす時間が増えたことにより、テレビ・雑誌等マスコミで鰹節・削り節

が注目され、鰹節・削り節の使い方、だし、そして栄養面等の問い合わせに適

宜対応した。また協会ＨＰに関して、再度提供情報の見直しを含めて修正作業

を検討していき、次年度でのリニューアルを目指すこととなった。 

流通改善関連において、各団体でイベント中止が相次ぐ状況を踏まえて、第
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21 回全国鰹節類品評会の再延期を決断した。また各産地においても安房地区を

除き、引き続き入札会の中止を余儀なくされた。 

技術研究関連では、食品衛生法改正における節類のＨＡＣＣＰガイドライン

に関し厚労省との調整が続いていたが、２月にようやく確認作業が終了し、3月

末には冊子形態で全会員に配布を行った。 

 

なお現役員である小瀬木栄三氏から故小瀬木栄一氏の遺志として業界発展の

一助を願い、協会への寄付が寄せられた。 

 

総務部 

２月 ５日 理事会開催、第 48 期総会提出の議案書を審議、承認 

２月２４日 監査会開催 

３月１９日 第 48回通常総会開催（於：㈱にんべん）－全議案原案どおり承認・可 

決 

 ３月１９日 理事会開催、会長、副会長の選任―髙津会長重任、西脇副会長新任 

３月３０日 令和 3年度会費請求 

５月２５日 全国削節工業協会、通常総会開催（於：東京）－髙津会長出席 

６月 １日 改正食品衛生法が施行、ＨＡＣＣＰ義務化等スタート 

６月 ４日 理事会（書面）開催、品評会の開催日等の変更を決議 

１１月１７日 理事会開催（於：東京）、事業執行状況等確認 

 

広報・情報宣伝部 

 ３月１６日 ＮＨＫ「一節入魂、己を込める～鰹節職人・瀨﨑祐介」 

 ６月２６日 第 16回食育推進全国大会（岩手）、WEBでの情報発信へ変更 

 ７月１６日 文科省、新設の無形民俗文化財に「土佐節の製造技術」を登録（答申）

－９月３０日付で告示 

１０月 ３日 ＴＢＳ「ウッチャン式」－三福エンターテイメントが鰹節をプレゼン 

   １５日 日本海老協会が東京・二子玉川で「海老フェス」を開催、日本鰹節協会、

後援・協力。昆布、鰹節の合わせだしを実演 

１１月１２日 農林水産祭「実りのフェスティバル」中止 

１２月 ３日 第 2回全国カツオまつりサミット in土佐清水開催（4日まで）、日本鰹

節協会後援・協力 

   １３日 ＮＨＫ「うまいッ！」に協力 

 

流通改善部 

 ６月１１日 さつま入札会中止を決定 
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７月 １日 焼津組合、焼津入札会中止を決定 

１０月１６日 安房地区加工連節類共販会開催 

技術研究部 

３月３０日 小規模な節類製造事業者向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の

ための手引書」を会員に配布 

１１月１５日 農水省、ＰＡＨ低減で意見交換 

１２月 ９日 第 28回鰹節安全委員会開催（リモート開催） 

 

その他（会員および業界の動向） 

 ２月 ４日 中部組合、㈱メイカツ・小瀬木栄一氏逝去 

   １８日 大阪組合、㈱靭鰹節店・宮成介氏逝去 

 ３月３０日 (有)わくだ・和久田實氏逝去 

４月２０日 焼津鰹節伝統技術研鑽会、若手後継者への技術伝承へ実技指導 

   ２９日 21 年春勲章受章者、海まき協会・中前明会長が瑞宝中綬章、㈱神戸洋

行・船越照平社長が旭日双光章を受章 

 ４月    日本カツオ学会、“10年史”を刊行 

 ５月２１日 山川組合、徳留商店・徳留隆一社長逝去 

 ５月    山川・藏薗治己氏「鰹節と浦人たちの歴史」を執筆・刊行 

１０月 ４日 ㈱マルモ・大茂健二郎氏逝去 

（※太字は特記事項） 

２．会員の状況 

  03.1.1 現在会員数 増減 03.12.31.現在会員数 

組合会員 14 -1 13 

一般会員 35 -1 34 

合   計 49 -２ 47 

 

３．会議の開催 

開 催 日 名  称 議    題 

２月 ５日 理  事  会 第 48 期総会提出議案書を審議 

３月１９日 

〃 

６月 ４日 

１１月１７日 

第４８回総会 

理  事  会 

理  事  会 

理  事  会 

令和２年度事業報告および平成３年度事業計画 

役員改選に伴う会長、副会長の選任等 

全国鰹節類品評会の日程変更を審議 

令和３年事業執行状況等確認 

 


