
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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15%

15%

15%

0%
0%

0%

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
・  今日、手袋・マスクも必要ではないかと思う。
・  フォークリフトに付着した鳥の糞などの汚れ

は認識していても後回しになってしまうこと
が多いので、こまめに清掃を行いたい。

・  もう一度今やっている事を見直して、マンネ
リ化しないような工夫をしていきたいと思い
ます。

・　「体制のマンネリ化を感じる」という内容に納
得してしまいました。衛生管理の担当をして
いますが、現場スタッフと買受人・生産者が一
体となって取組んでいくにはどうしたら良い
のかと、今後の課題を多く感じました。

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
・  思っていた以上に課題があった。1つずつ対

応していきたい。
・  HACCPが制度化されること。
・  衛生システムのマンネリ化という言葉が印

象的であった。日々の業務の中でおざなりに
なっている部分を再度改めたい。

・  悪いところを再確認できて良かった。

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。

・  ルール順守を徹底するには強制力が必要。利
用者がやらなければいけない状況を作ること
が大事。

・  建物の他、フォークリフトの錆対策。
・  市場職員、漁業者だけでなく仲買人などの施

設利用者も、衛生管理講習を定期的に受講
し、利用者全員の意識を高く持つ必要がある
と思う。

・  衛生管理マニュアルの現場への落し込みが
なかなか難しいです。内容を現場に合わせな
がら変える努力をしてみます。

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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　 ③第３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
・  貴重な話を聞くことができとても良かったで

す。産地市場を利用する人たちの更なる意識
の向上に努め、衛生管理の徹底に取組んでい
きたい。

・  他の市場、又は他業種であっても具体的な
取組みの説明もあったら更にイメージしやす
かったと思う。

・  他の市場との比較ができてとても分かりやす
かったです。

・  HACCPの制度化となる6月に管理体制が変
更となる時がチャンスだと思って日々努力し
ていきたいと思います。

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）
宮城県漁業協同組合志津川支所

2. 実 施 日 令和 2 年 2 月 14 日

3. 場　　所
会場名 南三陸町地方卸売市場

所在地 宮城県本吉郡南三陸町志津川旭ヶ浦 1 番地

4. 講　　習

講　師

岩沼　幸一郎
岩沼技術士事務所　代表〔技術士：水産〕

西澤　伸満
一般財団法人 日本食品検査　
事業本部 衛生検査部門 顧問

岩田　佳之
一般社団法人 海洋水産システム協会

内　容

1．食品衛生法の改正と HACCP の制度化について
2．HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書の解説
　　【卸売市場　水産物卸売業】・【卸売市場　水産物仲卸業】
3．南三陸町地方卸売市場の品質・衛生管理に関わる課題と対策
4．優良衛生品質管理市場・漁港の事例紹介
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 14 名

宮城県漁業協同組合志津川支所 No. 29

南三陸町地方卸売市場

講習会の様子
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