
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
・  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
・  法律施行に対応するように計画の作成、実

施、記録という作業を行っていかなくてはい
けないなと思いました。

・  頑張ります。
・  作業工程の文章化は面倒であるが、一度作れ

ばずっと使えるので
・  水産等の発展のため、現場の現況を踏まえな

がら支援していきたい。
・  市場の運営で改善できることが多くあること

がわかり前向きに取り組みたい。
・  今までの当り前が、当たり前ではないという

認識、自覚が今後は大切と思う、衛生管理の
徹底した取り組みを目指す。

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
・  実際は、とても細かく難しい内容だとは思い

ますが、分かりやすく教えていただいてよ
かったです。

・  とても分かりやすい講習会でした。
・  何をすれば良いか、非常に明確でわかりやす

かったです。

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
・  仕組みを導入する際の補助金の有無

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。

・  漁業者、仲買人、職員の対応も確実に変化し
てきていると思えるので、具体的課題という
よりは、最低限の意識を市場関係者で共有し
ていけたらいいと思います。

・  市場の従事者一人一人の周知徹底に力を入
れていただきたいです。

・  正しい情報を周知する事、入手することの難
しさ（今回の講習を受けたか受けないかでか
なり大きな差があるが、受けなかった事業者
がどのように等）

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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●ご意見等
・  説明や解説だけではなく、どうしたらいいの

か？こういう方法がある。など、現場サイドに
寄り添った講習を行っていただけて嬉しかっ
たです。

・  講習内容がわかりやすかった。
・  現在、久慈浜産のあんこうや水だこをギフト

商品として販売していますが、HACCPの対応
を求められているので、より久慈浜でHACCP
対応の施設や企業が増えて、地元商品を沢山
販売していきたいと思っているので宜しくお
願いします。

・  ありがとうございました。
・  本日は、ありがとうございました。行政側から

後押しできるようにしていきたいです。
・  HACCPの基本的な方法を理解することが出

来た。
・  非常にわかりやすかったです。ありがとござい

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）
日立市水産振興協議会

協　力 茨城県、日立市

2. 実 施 日 令和 2 年 2 月 1 日

3. 場　　所
会場名 久慈町漁業協同組合　会議室

所在地 茨城県日立市久慈町 1-1-2

4. 講　　習

講　師
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〕

情報提供
木村　一磨
茨城県水産試験場　
管理普及部　経営普及室　主任

内　容

1．食品衛生法の改正による HACCP 制度化について
2．ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理
3．ひたちなか市地方卸売市場における選別台導入の事例紹介
質疑応答・意見交換
アンケート調査

5. 参加者数 41 名

日立市水産振興協議会 No. 28

久慈地方卸売市場

講習会の様子

62 63


