
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
・  記載なし

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
・  衛生管理計画の策定とチェックリストの作成。

重要な事を簡潔に行う。日々行い「見える化」
を残す。

・  HACCPの考えを取り入れた衛生管理をする。
・  氷で冷やし込みなどを行うことは当たり前の

認識ではあると思いますが、実際の温度確認
（サーモカメラ）も重要だと感じました。

・  行政側として、市内漁協と共に取り組んでい
きたい。

・  大津漁協では、既にHACCPを意識した衛生
管理に取り組んでおりますが、現状に満足せ
ず、もっと高い意識をもって自分達だけでは
なく、他の業者さんにも協力を仰いで参りた
いと思います。

・  取り組んでいます。

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
・  食中毒の発生件数の下げ止まりが起きてい

るという話がとても印象的でした。現在は腸
炎ビブリオによる食中毒が大幅に減っている
のは漁業関係者の努力によるものであること
に感謝したいと思いました。

・   衛生管理の重要性を改めて感じました。

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
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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。

・  商品を冷やして、品質管理に気を付ける。
・  市場内の低温化、閉鎖型。
・  まずは、意識付けが必要であると感じている。

品質・衛生管理を行うことを必要とはわかって
いるが魚価に動きが出るのかどうかが感じて
いないような気がするので、行政側として伝
えていきたい。

・  自分達だけではなく、市場を利用する広く多
くの業者さん、漁業者さんにも浸透させると
こが課題です。

・  商品の温度管理が肝要であると存じます。

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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　 ②第２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
・  衛生に危害を加える菌や脅威などの説明、ま

た、日頃から取り組まなそうな事等、アドバイ
スがあるとうれしい。実施している取組みにど
んな効果があるか。

・  また、機会がありましたら、現状や動きがわか
るので参加したいです。

・  ありがとうございました。
・  勉強になりました。

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）
茨城県消費地魚市場協議会

協　力 茨城県

2. 実 施 日 令和元年 11 月 6 日

3. 場　　所
会場名 水戸市公設地方卸売市場

所在地 茨城県水戸市青柳町 4566

4. 講　　習

講　師
岡野　利之　
一般社団法人海洋水産システム協会　
研究開発部　部長代理 〔技術士：水産〕

内　容

1．HACCP 手引書〔卸売市場〕の紹介
2．品質・衛生管理の必要性と産地市場の先進事例紹介
3． 水戸市公設地方卸売市場における課題と対策に関わる 

意見交換
質疑応答
アンケート調査

5. 参加者数 96 名

茨城県消費地魚市場協議会 No. 21

水戸市公設地方卸売市場

講習会の様子

48 49


