
1.  あなたの性別についてお答えください。

　　■ 1） 男性　　■ 2） 女性　　■ 3） 無回答
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2. あなたの年代をお答えください。

　　　■ 1） 10代　　　　■ 5） 50代
　　　■ 2） 20代　　　　■ 6） 60代
　　　■ 3） 30代　　　　■ 7） 70代以上
　　　■ 4） 40代　　　　■ 8） 無回答
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3. 業種についてお答えください。

　 ■ 1） 漁業　　　　　　　　　■ 7） 運送業
　 ■ 2） 養殖業　　　　　　　　■ 8） 関係団体
　 ■ 3） 荷受業（漁協職員含む）　■ 9） 行政関係
　 ■ 4） 仲買業　　　　　　　　■ 10） その他
　 ■ 5） 加工業　　　　　　　　■ 11） 無回答
　 ■ 6） 小売業
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10）その他
・ 除菌・除染
・ ITメーカー
・ 診断用薬製造メーカー
・ 金融関係団体
・ コンサル業

4. （講習会を受けた上で）産地市場として品
質衛生管理の取り組みに対する考えを教
えてください。また、あなたが取組みたい
と思った内容があれば教えてください。

　■ 1） 取組んでいきたい　　■ 3） 取組みたくない
　■ 2） どちらともいえない　■ 4） 無回答
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●ご意見
・  陳列・保管の冷蔵庫内・冷凍庫内の洗浄・衛生

管理についてはどうか。
・  仲卸業での衛生管理。
・  顧客が業種上水産関連団体が多く、金融機

関の場からHACCP取得支援を行っていき
たい。

5．  講習会は役に立ちましたか？ また、印象
に残っていることはありますか？

　■ 1） 役に立った　　　　　■ 3） 役に立たない
　■ 2） どちらともいえない　■ 4） 無回答
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●ご意見
・  体系的な項目に沿っており、詳細が分かりや

すい。事例も加わっており助かる。
・  卸売業の工程管理。
・  HACCPそのものよりもHACCPの考え方を

取り入れた衛生管理により、より簡素かつ実
効性のある仕組みづくりが可能と理解。

6．  品質･衛生管理について、興味・関心の   
ある情報はありますか？（複数回答可）

　■ 1） 海外の品質・衛生管理に関する情報
　■ 2） 国内の品質・衛生管理に関する情報
　■ 3） 市場の品質・衛生管理に関するソフト対策
　　　  （実施方法や管理手法、マニュアルなど）
　■ 4） 市場の品質・衛生管理に関するハード対策
　　　  （施設や設備など）
　■ 5） HACCPに関する情報
　■ 6） その他
　■ 7） 無回答

13%

18%

24%

21%

24%

0% 0%

６）その他
・  記載なし

7.  産地市場の品質・衛生管理について、あ
なたが考える改善すべき課題があれば
教えてください。

・  次亜塩素以外の殺菌・除菌方法の検討。
・  キッコーマンのキットなど簡便な検査が必要。
・  まだまだ足りない現場の衛生意識。（ひとりひ

とりの）
・  新築・立替えするときは、事前協議を十分制

度化する必要がある。
・  地方の産地市場では、いまだに衛生管理への

意識が低い。まずは意識の改革が必要。
・  漁師・漁業者の意識改革が課題。（タバコを海

に市場にポイ捨てするなど。）

8.  今回の講習会はいかがでしたか? ご意
見、ご要望、ご感想等がありましたら教
えてください。 
①第１部について

　　  ■ 1） よかった　　■ 3） よくなかった
　　  ■ 2） ふつう　　　■ 4） 無回答
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●ご意見等
・  現代は物流事業者が多忙・人員不足となっ

ており、温度管理を守ってもらう取り組みが
必要。

・  手引書が非常に分かりやすく助かります。産
地市場の手引書につきましても、できるだけ
早い時期に公表して頂ければと思います。

・  とても判り易い。関係団体に徹底を。
・  初心者であるが、判り易くご説明頂きありが

とうございました。
・  実例を踏まえた内容であると更に良かったと

思います。

講習会アンケート結果

1. 実施体制 共　催

HACCP 認定加速化支援センター
（構成機関：一般社団法人海洋水産システム協会）
公益財団法人 食品等流通合理化促進機構
一般社団法人 全国水産卸協会
全国魚卸売市場連合会

2. 実 施 日 令和元年 8 月 23 日

3. 場　　所
会場名 東京ビックサイト　南 2 －商談室（1）
所在地 東京都江東区有明 3-11-1

4. 講　　習

講　師

挨　　拶 食品等流通合理化促進機構
織田　哲雄

趣旨説明 全国水産卸協会
大石　一雄

解　　説 海洋水産システム協会
岡野　利之

閉会の辞 全国魚卸売市場連合会
富山　武夫

司会進行 食品等流通合理化促進機構
松本　雅恵

内　容

　●　 「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書　卸売市場〔水産物卸売業〕」、「HACCP の考え方
を取り入れた衛生管理のための手引書　卸売市場〔水産物仲卸業〕」、「HACCP の考え方を取り入れた衛生
管理のための手引書　小規模な水産物小売業」の紹介

　●　 質疑応答
　●　 アンケート調査

5. 参加者数 41 名
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講習会の様子
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