
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
・  荷役業
・  仲卸業
・  包装資材販売業
・  製氷冷蔵業

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
・  演習で出た課題を改善していく。
・  個人個人の気の持ちようだと思う。
・  水揚の立場としては、禁止事項が一般的な内

容しかないことにもかかわらず、まだまだ違反
している人が見受けられるので考えの定着を
徹底させる。

・  安全・衛生的な商品を製造するため、やれるこ
とから取り組んでいきたい。

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
・ 衛生管理計画の内容。
・  他者からの意見は耳に痛い。ありがたい。来

ていただく度に写真で指摘されて参考になり
ます。

・ 内容が分かりにくい。

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。

・  利用者の意識向上。
・  ひとりひとりが衛生管理に気を配り、市場全

体としての在り方を考えた方が良い。
・  ハード面の設計上の問題で衛生管理が不可

能な場所があるので、どうにか工夫して改善
したい。

・  ソフト対策の徹底とハードの維持管理。
・  他の市場に比べてセリ前の温度管理の氷の

使用が少ないと思います。他市場では氷を使
用して陳列されているので。

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
・  今回の講習会ですが、市場・仲卸の人で理解

せずに受けても意味がないと思う。もっとか
み砕いた説明をしないと理解できてない人
が多いと思う。

・ 「卸売」、「仲卸」のワードが説明時に分かりづ
らい部分があった。タイムスケジュール通り
に進行していただきたい。

・  HACCPは科学的根拠の上にあるのにオレン
ジの話は感情論ではないか。HACCPの話に
感情が入る話は納得できません（例えば白い
長靴について等）。

・  また話を聞きたいと思いました。
・  漁船の衛生管理の話を聞きたかった。現場で

のサーモカメラの映像と魚市場内の現場の
映像が良かった。

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）
塩竃市魚市場衛生管理推進委員会

後　援 塩竃市

2. 実 施 日 令和元年 6 月 25 日

3. 場　　所
会場名 塩竃市魚市場中央棟　大会議室

所在地 宮城県塩竈市新浜町 1 丁目 13 番 1 号

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〕

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．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　解説
　　【卸売市場　水産物卸売業】・【卸売市場　水産物仲卸業】
3．演習　漁船・魚市場の衛生管理チェック
4．塩釜市魚市場の品質・衛生管理の課題と対策
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 97 名

塩竃市魚市場衛生管理推進委員会 No. 5

塩釜市魚市場

講習会の様子
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