
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

41%

0%
14%

0%
0%

0%0%

4%

41%

0% 0%

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
・  組合理事職員一同、また基本から取組みた

いと思う。電子入札を取入れて計量～入札ま
で全体の把握がしやすく今後していきたい。
指摘されたネット、手洗い、足洗いも注意して
しっかり衛生管理に取組みたいです。

・  手洗いについて実行します。
・  動線の確保に取組みたい。
・  生産者のみならず流通業者も一体となって

連携してHACCPの取組みが継続されるよ
う、しつけ（教育）をすることが最重要だと思
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
・  市場の水揚げ場の所など、他の市場は柵で入

れないようだが、考えなければいけないと思う。
・  阿部先生の意見がごもっともです。
・  地方市場の取組み。
・  HACCPの制度化が参考になった。
・  課題もはっきりし、今後改善していきたい。
・  手洗いの重要性に関する話。
・  見える化についての指摘がいくつかあったの

でそれを実践して欲しい。

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
・  漁業者のすべきことについて。

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。

・  最近小動物が市場の中に入っているのと、釣
り人が夜中に立入禁止にも関わらず釣りをし
ているのを見る。注意はするが、連休などにな
ると何組も注意する。夜中なのでまだまだ見
落としていると思う。注意しきれない。

・  見える化の義務。
・  鳥除けの網は開けたらすぐ閉めたい。
・  生産者の役割を実行していきたい。
・  手順の可視化を進めるべきだと感じました。
・  1つでも多くの産地市場が品質・衛生管理の

制度化を進められることができればいいと思
います。

・  船上からの取組み。
・  品質・衛生管理の向上を魚価向上につなげる

取組みが遅れていると思う。

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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0% 0%
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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
・  廃棄物については売れない物は船の方で処

分して来るので漁業者に任せている。
・  設備をしっかり使う。手洗いの徹底。
・  講習会の時間はもっと早い時間が良いです。
・  衛生管理はこれから当たり前である。この取

組みを価格上昇につなげなければいけない。
・  ありがとうございました。
・  HACCP制度についてもう少し具体例を示し

て説明して頂きたかった。
・  次年度以降について、スクリーンの文字が

見えにくいという方がいらっしゃったので、パ
ワーポイントを印刷した資料を頂けたらと思
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）
三重県熊野市産地協議会

後　援 熊野市

2. 実 施 日 令和元年 10 月 15 日

3. 場　　所
会場名 遊木漁民センター

所在地 三重県県熊野市遊木町 338-2

4. 講　　習

講　師

阿部　万寿雄
ABE 技術士事務所　代表

岩沼　幸一郎
岩沼技術士事務所　代表

岩田　佳之
一般社団法人海洋水産システム協会　
研究開発部兼設計部　技師補

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．品質 ･ 衛生管理に取組む先進的な産地市場の事例
4．産地市場の衛生管理の取り組みについて
5．遊木浦地方卸売市場の品質・衛生管理に対する意見交換
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 24 名

三重県熊野市産地協議会 No. 17

熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設

講習会の様子
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