
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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3% 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
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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
・  せっかく正規の出入口（長靴を洗う）があるに

もかかわらず、トラックへの搬送口等から出入
りすることをやめなければならない（B棟C棟
共通）

・  A棟、B棟、C棟が建って、D棟を建設している
けれど、漁獲も減っていく中、第3に市場職員
が集まっている状態でD棟が建つと人もいな
くなる。という事は各職員の休みもなくなっ
ていくので正直厳しいのかなと思う。

・  優良衛生品質管理市場の認定申請するにあた
り、マニュアル作成の参考になりました。（衛生
管理計画も作成したいと考えております。）

・  国が2020年6月からHACCPに沿った衛生管
理の制度化をするのであれば、取組んでいく
しかないと思う。これからは、国内から国外へ
の輸出が増える可能性があるだろう。

・  一般衛生管理を徹底したい。
・  HACCP管理のICTを活用した記録。
・  箱等の木製からプラスチック製への転換

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
・  産地市場の手引書の内容について
・  HACCPの制度化について
・  食品関係事業者もHACCPに沿った衛生管理

の制度化が2020年6月から強行されること
がわかり良かった。

・  他市場の取組事例、法改正のポイント等、直
近の情報を有られる貴重な機会である。

・  手引書の作成。

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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20%
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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。

・  八戸は、ウミネコの繁殖地のため、頻繁に荷
上場に飛来して糞をするため、岸壁までの屋
根があれば少しは減少するのでは。

・  一般人の入場を規制、管理する。
・  消費者の立場に立った陸揚げから荷捌、出荷

をしなければ生き残れない意識改革を持つ
べき。

・  市場利用者の衛生に対する意識

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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16%
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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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22%

24%

0%

●ご意見等
・  年々、漁獲が減る中で職員も少ないA,B,C,D

棟で各棟に人数を置けば人が少ないギリギリ
の状況で仕事をしなければいけないので負
担が大きくなる。あくまでも個人意見。

・  優良衛生品質管理市場の認定を取得し、関係
者の衛生管理に対する意識を向上させてい
きたい。

・  とても分かりやすく参考になりました。ありが
とうございました。

・  なかなか松浦市場まで行くことが出来ない
ので内容がわかり良かったです。食品関係事
業者もHACCPに沿った衛生管理が必要に
なる事。

・  来年もよろしくお願いしたい。
・  講習会は毎年開催していきたいと思っており

ますので、またよろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。

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）
八戸漁港産地協議会

後　援 八戸市

2. 実 施 日 令和 2 年 1 月 21 日

3. 場　　所
会場名 八戸市水産会館

所在地 青森県八戸市白銀町三島下 101 番地

4. 講　　習

講　師

田中　憲壯
日本遠洋旋網漁業協同組合　顧問　

（元 西日本魚市株式会社　相談役）

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． 事例紹介：松浦魚市場の再整備計画（陸揚げ・選別・出荷・ 
輸出等）概要

2．品質・衛生管理に取り組む産地市場の在り方
3．食品衛生法改正の内容と HACCP 手引書〔卸売市場〕の解説
4．品質・衛生管理の必要性と産地市場の先進事例紹介
5．八戸漁港における課題と対策に関わる意見交換
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 39 名

八戸漁港産地協議会 No. 25

八戸漁港荷捌き施設

講習会の様子

56 57


