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１　古代史にみるカツオ 
Skipjack in Ancient History

● 県内の縄文時代の遺跡である、中村貝塚か
らカツオの骨が出土

● 奈良時代や平安時代には、土佐から朝廷に
献上（延喜式等）

● Katsuo bones excavated from Nakamura Shell 
Mound, Jomon period remains in Kochi Prefecture

● During the Nara and Heian periods, Katsuo was 
offered to the imperial court from Tosa (source: 
Engki-Shiki)

高知県民とカツオ
Kochi Citizens and Skipjack (Katsuo)

２　現在のカツオ生産額と消費
Skipjack Production and Consumption

● 県下のカツオ漁業生産額は７３億円で、海面
漁業全体の２３％を占める（H17～26平均）

● １世帯あたりの購入量は全国１位

● Kochi Prefecture Katsuo fishery production valued at 
7.3 billion yen, accounting for 23% of the total sea 
surface fishery (2005–2014 average)

● The number of purchases per household is the highest 
in the country

（総務省統計局家計調査（H25～H27 平均）から作図）

1世帯あたりのカツオ購入量
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４　県内のカツオ漁に異変
Change to Katsuo Fishing in the Prefecture

● しかし近年、特に沿岸域のカツオに不漁傾
向

● In recent years, however, catches have been 
poor, particularly in coastal areas

高知県民とカツオ
Kochi Citizens and Skipjack (Katsuo)

３　カツオと観光
Katsuo and Sightseeing

● 大手旅行雑誌の調査による、 “地元ならでは
のおいしい食べ物が多かった”県のランキン
グにおいて、高知県がたびたび１位（平成
25、26年等）

　
⇒カツオのタタキやカツオ料理が圧倒的な支持
を集めた結果と分析

（じゃらん宿泊旅行調査による）

● According to prefectural rankings in surveys by major 
travel magazines, Kochi Prefecture frequently ranks 
first for having “many delicious local foods” (2013, 
2014, etc.)

⇒Results and analysis for Katsuo tataki and Katsuo dishes 
having gained overwhelming popularity

(According to Jalan Accommodation Travel Survey)

県内主要6港、水産試験場調べ
(Six major ports in the prefecture, fisheries 
experimental station)

原因と対策を資源問題から考える
Consider causes and countermeasures from 
the point of view of resource problems

沿岸のひき縄によるカツオ水揚げ量
Size of Katsuo catches through coastal trolling lines



高知カツオ県民会議
～日本にカツオを取り戻す～

 KSSA- Restoring Katsuo to Japan - 

【目的】高知県の県魚であり、地域を代表する食素材であるカツ
オを地域の誇りとして将来にわたり維持していけるよう、高知
に、そして日本にカツオを取り戻す目的で、「高知カツオ県民会
議（以下、県民会議）」を立ち上げる。

PURPOSE: Katsuo is the prefectural fish of Kochi Prefecture and is a food that 
represents the region. In order to preserve the fish through the future as the 
pride of this region, we have created the KSSA, with the aim of restoring Katsuo 
to Kochi and to greater Japan.

平成29年2月9日「高知カツオ県民会議」設立
趣意書より
KSSA Charter, February 9th, 2017



情報発信分科会
Promotion WG

消費・漁業分科会
Consumption and Fisheries WG

資源調査・保全分科会
Exploration and Sustainability WG

食文化分科会
Food Culture WG





　＜日本の文化講座　高知城博物館＞







＜高知カツオマイスター認定基準＞

・｢高知カツオ県民会議｣設立趣意書に賛同頂ける方

・食文化としてのカツオ料理に情熱を持ち精進を続けられる方  

・高知・高知関連組織において５年以上の鰹の取り扱い実績のある方  

・主として一本釣りのカツオを使用している方  　等

<Kochi Katsuo Master Certification Standards>
・ Persons in agreement with the KSSA Charter
・ Persons with a passion for, and who are able to continue to devote 

themselves to, cuisine created from Katsuo as a food culture
・Persons with greater than five years’ experience working with Katsuo 
in Kochi and Kochi-related organizations
・ Persons who mainly use pole and line-caught Katsuo    
・ etc.



＜マイスターが小学校へ！「わら焼きたたき体験教室」（2019年６月１４日）＞



＜WCPFC１５＞ 日程：２０１８年１２月１０日（月）～１４日（金）
場所：ハワイコンベンションセンター



IPNLFとKSSA
ミーティング



IPNLF Adam氏・（株）シーフードレガシー 代表取締役社長 花岡氏 来高 
　　　　　　　　　竹内商店（鰹節・昔ながらの伝統製法）視察（2019年３月３日）



IPNLFとKSSAミーティングin Kochi（2019年３月４日）



＜プレスリリース＞2019年６月１７日IPNLFのHPより



高知カツオ県民会のこれから・・・

カツオのこと、一緒に考えませんか？

Let’s think about the Future of Katsuo Together



ご清聴、ありがとうございました
Thank you


