
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

100%

0% 0%

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

10%
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17%

6%

4%
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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

90%

10%

0% 0%

●ご意見
・  個人個人の意識改革が必要だと思った。帽子

着用の徹底
・  自分達の当り前を変えていきたい。
・  水揚岸壁への車両の出入
・  自社工場でも衛生管理について見直す。市場

の講習会でありましたが、今後、自社工場など
の衛生管理についても講習を開いて欲しい。

・  入場者及び入場車輌の規制を徹底すべきと
改めて認識した。今後取り組みたい。

・  HACCPの重要性の意識改革。人の出入の厳
格化。

・  食品取扱作業環境を整える。作業員の衛生管
理の実行。

・  他港が取組んでいる品質衛生管理と同等の
衛生管理に取組みたい

・  帽子を必ず被る。消毒。手洗い。
・  人、車等洗浄、殺菌は他港を参考にしていき

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
・ 他市場の良い所を取り入れていきたい
・  認定を受けた市場と気仙沼市場との違い
・  認識はしているものの、取組みには難しい面

が沢山ある。（人間関係、経費増など）
・   他の市場の例を見られてよかった。
・  もう一度順序良くやっていきたいです。
・  菌の種類の違い、特にアニサキス
・  衛生管理の制度化について
・  意見交換の時間をもう少し取って欲しかった。
・  銚子市場等の取り組みを参考にしたい。
・  記録は後でも良い？

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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27%
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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。

・  消毒等
・  情報の共有、ルール順守の徹底を図る。意識

改革。必要を感じる。
・  市場へ入る導線だけではなく、出る時の導線

の確保
・  ハード面よりソフト面の改善が大切で難しい。
・  産地市場はどこも経営面で厳しさが増してい

る。行政の補助等が必要である。関係者の意
識改革も必要である。

・  管理基準の設定。記録付けと保管。
・  市場役職員向けの講習だった。
・  個人の意識改革の重要性
・  産地市場の衛生管理については、お金がかか

るので支援が必要。
・  衛生管理には金が掛かるのは当たり前的な

考え方だけでは魚価増が望めない状況下で、
産地市場はより高度な衛生管理は難しい。容
易に取組める衛生管理の有り方と国や行政
の補助制度の確立を望む。

・  入口以外からの進入禁止等、常に市場内外を
清潔に

・  意識改革が必要。手洗い。
・  足洗い場消毒、フォーク走行場所など

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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23%

10%
0%

　 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

56%31%

13%0%

　 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

52%

19%

2%

27%

●ご意見等
・   とても勉強になった
・  気仙沼市場の改善点を速やかに対応してい

く事、自分としても改めて気を付けていこうと
思いました。

・  今後の認定へ向けた取り組みの中で、その都
度講習会を開催して頂きたい。

・  銚子の事例が参考になった。市場関係者が反
省すべき点を指摘して頂き有り難かった。

・  説明がわかりやすかったです。市場の不備
の点。

・  産地市場の衛生管理講習会を年に3回位行っ
てもらいたい。

・  今回の講習会後に当市場の衛生管理の方向
性を決めなければならないが、決定後の講習
会はレベル毎にして欲しい。当市場から一人
の脱落者を出してはならないと思っている。

・  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）
気仙沼漁業協同組合

協　力 気仙沼市

2. 実 施 日 令和元年 12 月 11 日

3. 場　　所
会場名 気仙沼市魚市場　会議室（A 棟 3 階）

所在地 宮城県気仙沼市魚市場前 8-25

4. 講　　習

講　師

岩沼　幸一郎　氏　
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

～荷受業者を対象とした講習会～
1．優良衛生品質管理市場・漁港認定制度の解説
2．優良衛生品質管理市場・漁港の事例
3．気仙沼市魚市場の品質・衛生管理体制の構築
4．気仙沼市魚市場の品質・衛生管理の進め方
5．気仙沼市魚市場の品質・衛生管理に関わる課題と対策
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 66 名

気仙沼漁業協同組合（第2部） No. 23

気仙沼市魚市場

講習会の様子

52 53


