
新型コロナ禍での魚価安定対策の
取組実態とその効果

(公財)水産物安定供給推進機構

㈱水土舎



１．新型コロナ禍が水産業界に与えた影響

①外出自粛・飲食店の営業制限、輸出停滞による需要減少
➢令和2年3月以降、飲食店需要が急速に縮小
❑サプライチェーン、物流の目詰まりによる輸出の停滞
➢輸出先国の感染拡大、検疫によるコンテナの滞留や物流に係る
人材難等による影響

②需要減少に伴う魚価の下落（特に高級魚）・販路の減少
➢水産物消費の中心となる居酒屋やディナーレストランにおける
売り上げの減少が顕著

➢相次ぐ緊急事態宣言の発令により影響が長期化

③自主的な休漁や出荷調整による生産量の減少（天然魚）
➢産地買受人は原料魚を調達してもそれを販売することが
できないため、漁業者から水産物を購入できない状況が発生

④出荷停止による生産サイクルの停滞（養殖魚）
➢養殖業においては販売の目途が立たないことから水揚げ
ができず、養殖場が空かないため翌漁期以降に向けた種苗
投入ができない状況が発生
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❶

新型コロナウイルス感染拡大による飲食店売上の減少
（出所）一般社団法人日本フードサービス協会

水産物貿易の動向
（出所）令和2年度水産白書



２．特定水産物供給平準化事業（新型コロナウイルス感染症緊急対策）とは

❑予算規模の縮小や事業制度上の制約から、既存の平準化事業での運営は難しく、全漁連等業界団体か
らの強い要望もあってコロナ対応に特化した平準化事業が創設された

➣予算額の削減（≒事業実施体制の弱体化）が進んでおり、通常事業(特定水産物供給平準化事業）での即
時対応が難しかった

❑水産庁は、新型コロナ禍による魚価の低迷に対し、価格変動リスクのセーフティネットとして機能すべく運
用されていた特定水産物供給平準化事業（以下、平準化事業）のスキームを用いた対策を実施

❑コロナ対応平準化事業では、令和2年度補正予算を財源として実施。コロナ禍の影響により需要が減少し
た幅広い水産物を対象として実施された

❑コロナの影響を受けた水産物について、漁業者団体等が買い入れ、コロナの影響が収束するまでの一定
期間冷凍保管したのちに販売することで、停滞した流通に対処することを目的として事業を実施

❷
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３．通常版平準化事業とコロナ平準化事業の違い

❸

コロナ禍によって外食
消費や輸出が減少、
魚価は全面的に低落

項目 平準化事業(当初予算） コロナ対応平準化事業（補正予算）

対象水産物 ６魚種
（サバ類、サンマ、イワシ、アジ、サケ、乾のり）

魚種の限定なし

実施主体 全漁連等５団体 左に加えて、県漁連、県域漁協等

助成対象 金利、保管経費、加工料等 左に加えて、運搬料（ノリ等の保管経費も助成対象）

助成率 1／２ ２／３

Ｒ２ 1.7億円 37億円(１次補正32億円、3次補正5億円)

Ｒ３ 2.0億円 未定

当初予算による
平準化事業では
対応不能

漁業者の強い要請を受け、
補正予算によるコロナ対応
平準化事業が創設
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対象水産物の拡大➣一定の要件を満たすことを前提に幅広い魚種に対応
❑事業実施主体の拡大➣各県漁連、県域漁協等を実施主体とした運営が可能に
❑助成対象の拡大➣運搬料を追加
❑助成率の変更➣1/2から2/3に拡大（販売により利益が出た場合は助成なし）



４．コロナ対応平準化事業の実施状況

対象水産物等 原料魚
買取数量

助成額 産地段階での
経済効果

最終的な
経済効果

トン 千円 千円 千円

沿岸漁業 カレイ類、タコ類、ブリ、ホッケ、マダイ、
クロダイ、サワラ、スズキ、マダコ

3,500 165,257 501,162 1,513,223

遠洋沖合漁業 マグロ類 3,073 122,562 3,861,277 11,657,774

沖合漁業 カツオ、サバ、ブリ、マイワシ 83,198 1,264,216 4,379,118 13,221,731

増養殖業 ホタテガイ 104,872 1,628,857 14,322,421 43,257,520

養殖業 ギンザケ、ブリ、ノリ 3,429 495,836 3,906,635 11,794,715

計 198,072 3,676,728 26,970,613 81,444,963

注：数値は、販売完了分は実績、その他は計画ベース

※原料魚買取数量にノリは含まない

❹
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❑多獲性魚類だけでなく、養殖魚や沿岸漁業による漁獲対象魚、冷凍マグロ、乾ノリまで多様な魚種を対象

に事業が実施された

❑事業規模は買取金額で２７０億円程度におよび、コロナ禍で下落した浜の魚価を下支えして大きな経済効

果を発揮した



コロナ対応平準化事業の実施状況（黄色帯はコロナ平準化事業でのみ実施可能となった魚種）

事業実施者 魚種 助成額(百万円)
※青字は見込額

承認年月日

北海道漁連 ホタテガイ（オホーツク） ５９９ 令和２年５月２８日

全漁連 ブリ、マイワシ、サバ ５９２

東町漁協 ブリ １２４

全水加工連 マイワシ １６６ 令和２年６月２３日

山陰旋網 ブリ、マイワシ ２１

北海道漁連 カレイ ２９

全漁連 マグロ類、ギンザケ ８８ 令和２年７月２８日

日かつ漁協 マグロ類 ６０

北海道漁連 ホッケ １６

長崎県漁連 マダコ ８ 令和２年１０月８日

北海道漁連 ホタテガイ（オホーツク）、マイワシ、タコ類、 ブリ ６２

宮城県漁協 ホタテガイ（宮城） ８９ 令和２年１１月１６日

兵庫県漁連 マダイ、クロダイ、サワラ －

全漁連 乾ノリ ７２ 令和３年１月２８日

全漁連 ブリ １４８ 令和３年２月１０日

全漁連・全水加工連 マイワシ ５５６
令和３年３月２２日

北海道漁連 ホタテガイ（噴火湾・道東） １７４

全漁連・日かつ漁協 ビンナガ、クロマグロ ３０ 令和３年６月１１日

北海道漁連 カレイ ３５ 令和３年７月１３日

兵庫県漁連 マダイ、クロダイ、スズキ １９

北海道漁連・宮城県漁連 ホタテガイ（オホーツク・宮城） ７３４ 令和３年９月１４日

北海道漁連 ホッケ ２９

全漁連 カツオ ２５
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（注）１．助成額：事業が完了したものは助成金確定額。その他は交付決定額。
２．産地段階での経済効果：産地市場における落札金額相当額。買取が終了したものは原料魚の買取金額実績。
その他は計画値。

３．最終的な経済効果：２の産地段階での経済効果を、33.1％（生産者受取価格31.6％＋産地卸売経費1.5％・
調査10品目平均）で除した小売価格相当額。

５．コロナ対応平準化事業による経済効果

❑コロナ対応平準化事業によって漁業者団体等が停滞した水産物を買取ることで、漁獲物の取引や養殖水
産物の水揚げが可能となった

➢コロナ対応平準化事業による買取がなければ、対象水産物の売買自体が行われなかった可能性が極めて
高いことから、事業による買取金額270億円を産地段階における経済効果として評価することができる

➢買い取られた水産物は時期をずらし需要の回復を待って販売され、輸出や国内需要の拡大に貢献

❑食品流通段階別価格形成調査によれば、水産物の小売価格に占める生産者受取価格及び産地卸売経費の割
合は33.1％となっている。

➢したがって、小売段階の最終的な経済効果を試算すると814億円（270億円÷0.331）と助成額の20倍程度
の経済効果を発揮したと推定される（下表参照）

❻
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流通段階別価格調査 水産物（調査対象10品目）の小売価格

に占める各流通経費等の割合（100㎏あたり）（試算値）

助成額
買取金額

(=産地段階での
経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 3,676 26,970 81,444

助成効率 1.00 7.34 22.16



６．個別実施事例

❼

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■飲食店需要の減少による国内消費の停滞
■海外需要減少、輸出機能の低下（コンテナ不足、人員不足）による輸出マーケットの停滞
■外国人実習生の減少による加工能力の喪失
■産地価格の大幅な下落（R2.1時点で前年比70％）

事業実施内容
■道内産原貝５万２千トンについて、販売受託（乾燥貝柱）または買取（玉冷）を実施
■玉冷製品については一定期間保管し、国内外の需要回復を待って販売
■輸出先との交渉により乾燥貝柱の輸出ルートを維持

事業実施の結果

■水揚げの継続により翌漁期に向けた種苗の放流が可能となった
■おおむね例年並みの生産体制・用途別処理配分を継続

【北海道漁連担当者コメント】
〇平準化事業がなければ、生鮮貝柱・冷凍向けホタテガイの大幅な供給過剰による価格暴落
が避けられなかった

〇平成15年の最安値（SARSコロナウイルスの影響）である90円/㎏を下回り、60億円以上
の水揚げが失われた可能性がある

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 806 6,020 18,177

助成効率 1.00 7.47 22.55

（１）ホタテガイ 北海道漁業協同組合連合会 【事業実施期間：R2.4～R2.12】



（２）ホタテガイ 宮城県漁業協同組合 【事業実施期間：R2.7～R3.3】

➑

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■宮城県産ホタテガイのほとんどは生鮮流通であり、高級飲食店向け主体
■消費停滞が宮城県のホタテガイ共販を直撃。共販価格が前年の62％まで下落
■産地の買受人は販売先を喪失し、値決会における不調等が発生、出荷が停滞
■水揚が停滞したため種苗が入れられず、次漁期の生産が危ぶまれる事態が発生

事業実施内容

■宮城県漁協初の取組として、事業により共販価格での買取を実施
■原貝ベースで1,190トンのホタテガイの買取を実施
■加工業者への委託により冷凍貝柱（玉冷）に加工
■水揚の閑散期には回転寿司等、比較的堅調な外食産業向けに販売

事業実施の結果

■共販実施主体である宮城県漁協がリスクを負うことで、事業を実施
■生産者・加工業者相互の合意形成を図り、製販一体の事業として展開できた

【宮城県漁協担当者コメント】
〇事業によって水揚げを継続したことで空いた漁場への種入れが可能になり、生
産を継続することができた

〇宮城県漁協として初の試みであったが、生産者、加工業者との協力関係を築
くことで新規販路の開拓等、新たな発見があった

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 89 302 912

助成効率 1.00 3.39 10.25



（３）養殖ブリ 東町漁業協同組合 【事業実施期間：R2.4～ 】

❾

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■東町漁協では、独自の生産体制により「鰤王」ブランドを構築
■飲食店需要の減少による国内消費の停滞
■対米輸出向けの大型ブリ生産に取り組むも、輸出が停滞
■対米輸出向けに生産していた大型ブリや冷凍フィレ製品の販売見込みが立たない状況
が発生

事業実施内容
■事業を活用し、原魚ベースで1,076トンの養殖ブリ製品の買取を実施
■対米輸出ルートが回復するまでの期間、保管した後に販売（輸出）
■米国内の消費停滞やコンテナの滞留等により在庫は残るが、販売努力を継続

事業実施の結果

■事業によってR2漁期に生産した対米輸出向けブリをすべて輸出に向けることができた
■次年度以降の生産に向けて新しい種苗を池入れすることができた

【東町漁協担当者コメント】
〇ある程度の損失は出たものの、事業のおかげで在庫の投げ売りを防ぐことができた
〇翌漁期以降の生産の停滞等、養殖生産者に致命的な影響が出ることを回避できた

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 124 837 2,527

助成効率 1.00 6.75 20.38



（４）乾ノリ 全国漁業協同組合連合会 【事業実施期間：R3.1～ 】

❿

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■コロナ禍による外出自粛やテレワークによりコンビニおにぎりの需要が激減
■乾のり需要の３割以上を占めていたおにぎり需要の喪失により甚大な影響
■乾のり共販価格は対前年比76％まで下落（R3.2時点）
■過去最低レベルの相場となり、さらなる価格下落に対する懸念が拡大

事業実施内容
■全漁連は、共販価格の底支えに向けて事業による乾のりの買取を実施
■ポストコロナに向けて商品開発を進める加工業者等に販売
■新規販路の開拓により需要回復を図る

事業実施の結果

■令和３年１月12日の熊本産を皮切りに事業を活用した応札を継続
■同年１月下旬以降、ノリ商社の応札価格が上昇

【全漁連担当者コメント】
〇事業による応札を粘り強く継続した結果、応札価格を上回る入札も増え、乾
のりマーケットに対して大きな波及効果を発揮した

〇結果的に買取金額を大きく上回る経済効果を発揮したと考えられる

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 72 1,615 4,877

助成効率 1.00 22.43 67.74



（５）マイワシ 全国漁業協同組合連合会・全国水産加工業協同組合連合会・山陰旋網漁業協同組合

【事業実施期間：R2.4～R2.12】

⓫

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■マイワシ資源は近年増加傾向にあり、東南アジアを中心に輸出市場が拡大
■特にタイ国内で加工される缶詰原料としての輸出量が急増
■コロナ禍によりタイ国内缶詰工場の倒産や操業停止が続出
■世界的な冷凍コンテナ滞留の影響もあり、輸出が停滞または停止

事業実施内容
■産地漁協や産地加工業者の要請を受け、各団体が事業による買取を実施
■全国のマイワシ主要産地において合計28,360トンの買取を実施
■産地価格の底支えを実施

事業実施の結果

■漁業者による水揚げの継続が可能となり、産地加工業者のリスクも低減
■潤沢な水揚が続いたが、事業承認以降浜値を持ち直す
（銚子魚市場相場：36円/㎏（R2.3）→38円/㎏（R３.5）

■冷凍保管されたマイワシは需要の回復を待って流通し需要拡大に寄与

【各団体担当者コメント】
〇事業の活用により海外工場の操業再開を待って輸出を再開することができた
〇一部の原料は国内加工原料向けにも流通し、国内需要の拡大にも寄与した

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 426 1,255 3,788

助成効率 1.00 2.95 8.89



（６）マグロ類 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 【事業実施期間：R2.5～ 】

⓬

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■世界的なコロナ禍により海外港への立ち寄りや冷凍コンテナによる日本への
搬送に支障が発生

■遠洋まぐろはえ縄漁船が自ら日本に帰港せざるを得ない状況が発生
■外出自粛や営業制限で寿司店をはじめとする高級飲食店需要が激減
■冷凍マグロ類の取引相場が令和元年の80％程度まで下落。漁業収入が大幅減

事業実施内容

■組合員である遠洋まぐろ漁船漁獲物の系統共販を請負う日かつ漁協が主体と
なり、事業を活用して販売が困難となった組合員の漁獲物を受託

■コロナ禍の鎮静化と飲食店需要の回復を待つための調整保管を実施

事業実施の結果

■国内飲食事業における冷凍マグロ需要の回復を待って放出予定

【日かつ漁協担当者コメント】
〇事業実施後、GoToTravel等により一時消費は持ち直したものの、令和3年に
入って断続的に発出された緊急事態宣言によって販売は低迷。現在も一定の
在庫を抱えた状況にある

〇一方、事業を活用して組合による調整保管を行ったことで、漁業者が資金繰
りのために在庫を投げ売りするといった事態を回避でき、冷凍マグロ相場の
維持と漁業者の手取り収入確保に大きく貢献したと考えている

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 60 1,436 4,336

助成効率 1.00 23.93 72.27



（７）ギンザケ 全国漁業協同組合連合会 【事業実施期間：R2.5～R3.1】

⓭

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■飲食店需要の縮小による国内消費の停滞により需要減少
■宮城県産生鮮ギンザケの販売量が激減
■養殖ギンザケは夏場の高水温に耐えらないため７月上旬までの水揚げが必須
■販売先の目途が立たないまま水揚げし、投げ売りするしかない状況が発生

事業実施内容

■全漁連は、宮城県漁業協同組合からの要請を受け、事業を活用して養殖ギンザ
ケ699トンの買取を実施

■冷凍ドレス・フィレの状態に加工したうえで冷凍保管し、販路の回復を待って
外食産業等向け製品を製造する加工業者に販売

■販売したギンザケの一部は全漁連が開発したレシピを用い、加工業者との協力
によってスモーク等の高次加工品に加工し販売

事業実施の結果

■事業によって計画通りの安定した水揚げを継続
■水温上昇による斃死リスクや水揚集中による価格暴落を回避

【全漁連担当者コメント】
〇事業によってギンザケを計画的に水揚げすることが可能になった
〇コロナ禍で生まれた新規販路（通信販売・量販店・生協）の開拓にも繋がった

事業実施効果の推定
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 55 315 950

助成効率 1.00 5.73 17.27



（８）ホッケ 北海道漁業協同組合連合会 【事業実施期間：R2.5～R3.3】

⓮

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■飲食店需要の減少による国内消費の停滞
■ホッケは道内外の外食産業（開き干し加工品）での消費が主体であり、飲食
店需要減少によって大きな影響

■コロナ禍の影響により道内のホッケ相場が大きく下落

事業実施内容

■北海道漁連は事業を活用して道内で水揚げされたホッケ299トンの買取を実施
■道内のホッケ価格を主導する産地である利尻・礼文産のホッケを中心に買取
■買い取ったホッケは加工原料として凍結保管し、時期をずらして放出

事業実施の結果

■観光需要の落ち込みで需要が激減していた産地におけるホッケの価格が安定
■結果として、道内各産地におけるホッケ相場の安定に寄与

【北海道漁連担当者コメント】
〇事業の活用により買取のリスクを軽減することができた
〇道内のホッケ価格を主導する産地の価格を安定させたことによる効果が大きい

事業実施効果の推定
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 16 32 96

助成効率 1.00 2.00 6.00



（９）天然ブリ 北海道漁業協同組合連合会 【事業実施期間：R2.6～R3.3】

⓯

新型コロナウイルス感染症
の流行による影響

■北海道沿岸では近年サケ定置網等によるブリの漁獲量が急増
■漁獲されたブリは生鮮での国内流通のほか加工原料として輸出されていた
■コロナ禍により輸出が停滞し、産地価格が暴落する事態が発生

事業実施内容
■北海道漁連は事業を活用して道内産ブリの買取を実施
■道内各産地で買い取ったブリ510トンを凍結し、加工原料として保管
■漁期終わりまで一定期間保管した後に国内加工業者向けに放出

事業実施の結果

■事業実施期間中は道内産ブリの価格下落を抑制する効果を発揮
■買取実施期間中は産地価格の暴落を防止

【北海道漁連担当者コメント】
〇令和２年漁期は想定を超えるブリの来遊が続き、事業による買取終了後にブ
リ相場が暴落するという事態が発生してしまった

〇他魚種の買取枠を水揚げの多い魚種に振り替える等、柔軟な対応も可能にし
て欲しい

推定される事業実施効果
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助成額 買取金額
(=産地段階での

経済効果)

最終的な
経済効果

金額（百万円） 24 51 155

助成効率 1.00 2.13 6.46



７．突発的事象に対応するための特定水産物供給平準化事業の必要性

❑コロナ対応平準化事業による水産物の買取金額は約270億円、漁業経営を支え大きな経済効果を発揮

➢平準化事業で買い取られた水産物は、魚価の安定を待って販売され流通ルートに乗せられて流通

➢小売り等の各段階で雇用や経済活動を生んで、小売り段階では800億円を超え、大きな経済効果をもたらした
❑コロナ禍に限らず、市場環境の変化や社会情勢の変化によってによる予期できない水産物の突発的な価格
下落が発生する可能性は高い

❑コロナ禍のような突発事態に対応するためにも、平常時からセーフティネットの維持が必要
❑今後は、平準化事業の拡充と柔軟な運営体制の確立が必要

➢平準化事業の運営に当たっては、事業計画協議・策定、適正な保管経費・加工経費等の算定、買取りから売渡
しまでのトレース、証拠書類の確認等公正性を担保するための手続き、ノウハウが必要

➢事業実施主体にも、販売リスクを負ってスムーズに事業を行う処理能力が求められる

➢突発事態に対応するためにも、平常時から政策インフラとしての維持が必要
⓰

【突発的な魚価下落の要因として想定される事態】
〇新型コロナほか疾病の流行等による外出制限・外食産業の営業制限
〇社会情勢の悪化による輸出・インバウンド需要の急減
〇アニサキス報道等による生食用魚類の販売減少
〇多獲性魚類（マイワシ等）の予期せぬ豊漁
〇海水温の上昇による漁獲魚種の交替
〇原発処理水の海洋放出に伴う風評被害
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国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策(令和2年12月8日)

３(３)②感染症の影響を踏まえた経営継続支援策
・漁業収入安定対策事業、特定水産物供給平準化事業

コロナ対応平準化事業 R2補正予算額 37億円

R2年度助成済額(R2年度販売分) 17億円
R3年度への繰越額 20億円

承認済事業へのR3年度支出見込額 20億円
予算残見込み額 0億円
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⓱

８．総合経済対策に位置付けられたコロナ対応平準化事業の着実な実施が必要

❑コロナ禍に対応した総合経済対策においても、感染症の影響を踏まえた経営継続支援策の実施が盛り込
まれている

❑当初予算による平準化事業についても、予算増額、対象魚種・保管経費・基金の復活によりセーフティネット
機能の強化が必要

➢予算は全額承認済み、コロナ対応事業の追加財源が必要



⓲

JFみやぎのホタテ養殖事業～次漁期への生産継続を実現（3月24日）
「JFみやぎがコロナ対応平準化事業を活用して、共販を通じて買取りを実施したことは、
次漁期への生産継続を可能とするという大きな成果を上げ、漁業者だけでなく加工流通
等の関係業界にも大きなインパクトを与えた。」

鹿児島県・JF東町漁協のブリ養殖事業～コロナ禍で顕在化した輸出リスクとの闘い（4月
2日）
「損失は出たが、平準化事業のおかげで投げ売りをせずに済んでいる。これからも、北
米需要の回復状況に応じて粘り強い販売活動を展開していきたい。まだ先が見える状況
ではないので、引き続き平準化事業を活用させて頂きたいと考えている。」

JF全漁連、全水加工連のイワシ事業～漁獲増続くイワシの魚価安定へ（4月8日）
「主要市場で魚価が大きく下落すれば、全国の産地市場に波及してしまう。・・・平準
化事業による助成があるので、より積極的に買い支えを実施することができる。コロナ
禍という未曾有の事態において、コロナ対応事業は、浜を支えるために大きな役割を果
たしている。」

水産経済新聞・コロナ対応平準化事業シリーズ
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⓳

日かつ漁協のマグロ事業～マグロで15年ぶり調整保管発動（4月14日）
「コロナ禍が収束してもすぐにマーケットは回復できないため、影響が長期化す
るのは避けられない。魚価は船主の収支に一番関わるものであり、まだまだ先が
見えない状況の中で、引き続き平準化事業による魚価の下支えが必要だ。」

JF全漁連のノリ事業～保管料除外で補助率99％カットの衝撃（4月21日）
「保管経費が助成対象となるコロナ対応平準化事業のおかげで、浜からの強い要
請に応え、全国団体としての使命を果たすことができた。助成対象から除外した
理由が、養殖物だから生産量のコントロールが利くということであったら、それ
は大きな間違いである。共販価格の安定を図るため、そして、共販体制を支えて
いくためには、保管経費の助成は不可欠である。」

道漁連のホタテ、カレイなど5魚種～５魚種買い取り魚価下支え（5月14日）
「コロナ対応平準化事業を活用して、魚種ごとの需給構造や流通事情に応じたキ
メ細かい対応を行って浜値を支えている。・・・（ホタテについては、）平準化
事業を活用して輸出向けルートを維持できたことにより、浜値の下落を防ぐこと
ができたと評価している。」
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