産地魚市場における衛生品質管理の計画手法
大社漁港・和江漁港の事例から（報文）
Planning method of hygiene quality control in fish markets in the production district
– From examples of Taisha fishing port/Wae fishing port
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In order to corresponding to alterations in awareness toward safety/security and to environmental
changes surrounding marine products industry, efforts for hygiene quality control have been
consolidating in the fishing markets of production sites. To respond to these requirements, in carrying
out plans and designs of fishing ports in production sites, this research institute has been carrying out
necessary proposals to the facilities concerned in view of preventing against contamination of fishery
products and maintaining freshness.
Although methods of unloading, selection, display, bidding and shipment in fishing ports have been
performing historically inherent procedures in each region, this paper is going to align the concept of
hygiene quality control in Taisha fishing port, in Izumo City, Shimane Prefecture, completed last year,
and Wae fishing port similarly in Shimane Prefecture, demonstrating planning/designing examples.
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かけとして出雲市の要望により建設された．施設は出雲
市が所有し，漁業協同組合ＪＦしまねが指定管理者とし
て運営を行っている．
目標とする衛生管理レベルはレベル2として設定した．
扱う漁業種類は，一本釣り漁業をはじめ，小型底曳き網
漁業，定置網漁業，刺し網漁業，採貝藻漁業など，沿岸
の海域を中心とした様々な漁業が営まれている．

1．産地魚市場の計画および設計事例
食に対する安全・安心への意識の変化や，水産業を取
り巻く環境の変化に対応するため，産地魚市場では，衛
生品質管理への取り組みを強化してきている．これらの
要求に答えるべく当研究所では，産地魚市場の計画およ
び設計を行うに当たっては，水産物の汚染を防止し鮮度
を保持する観点から，当該施設に必要な提案を行ってい
る．
漁港における陸揚げ，選別，陳列，セリ，出荷の方式
は，歴史的に地域で作ってきた手順によって行われてい
るが，現代の消費者の感覚とは離れた取扱いを行ってい
る例も多く，本論文では，昨年度完成した島根県出雲市
大社漁港と，同じく島根県の和江漁港における産地魚市
場の計画・設計事例を例にとって衛生品質管理の考え方
を整理してゆく．

大社漁港

2．出雲市大社水産物地方卸売市場

2.1 大社漁港の概要
出雲大社の近郊にある大社漁港は第 3 種漁港である．
ここに大社水産物地方卸売市場は，施設の老朽化をきっ

図-1 島根県大社漁港位置
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っている．
［平成 22 年］
・陸揚げ金額：216 百万円
・陸揚げ量：559 トン
岸壁で陸揚げ後，庇下にて選別を行い，陳列作業スペ
ースは高床式として荷捌き所内には選別後の水産物を搬
入する．セリが終わるとプラットホームからフォークリ
フトを使って出荷が行われる（図‐2）
．

2.2 大社水産物地方卸売市場の概要
(1) 衛生管理の主体と範囲・目的
基本的には運営主体であるＪＦしまね大社支所が中心
となり，市場関係者の全てを対象に衛生管理を進めるこ
ととしている．さらには，仲買人他市場関係者に対し定
期的な衛生管理講習会等を実施し，ルールの徹底をはか

(2) 衛生管理型荷捌き施設の概要
表-1 施設概要
敷地面積
施設概要

6,231 ㎡ 施設概要
荷捌き所・付帯

1,400 ㎡ 構造

２階：漁協事務所

RC（１階）鉄骨造（2 階） 建築面積

取水・給水施設

ウオクール

改造，殺菌海水，殺菌冷海水

排水処理施設

特になし

排水溝にゴミ取りカゴの設置

その他施設

製氷施設

既存

事業費

2,294 ㎡

400 百万円 ※
自己資金

費用負担

１階：荷捌き所

補助事業

0％ ※出雲市の補助によって整備さ
れた．
100％

借入金

－％

その他

－％

屋内外区画壁形式
（荷捌き所汚染防壁）
全面閉鎖式

岸壁

荷捌き所

プラットホーム

図-2 平面計画
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写真-1 海側外観

写真-2 陸側外観

2.3 建築施設・設備
いる．
再整備前より殺菌冷海水製造装置「ウオクール」
（写真
-7）を導入するなど，衛生管理や鮮度保持に対する意識
の高い市場である．

陸側には車止めを施し，場内への車の乗り入れを禁止
するとともに，場内への人の出入りための 4 箇所の出入
口には手洗場及び足洗場（写真-3）を設置している．

写真-3 手洗・足洗
写真-5 フォークリフトタイヤ洗浄装置
施設は壁で囲まれ，搬入口，出荷口，出入口は扉等に
より，動物等の侵入を遮断する構造としている．セリ落
とされた水産物は庇付の 4 か所の搬出口からプラットホ
ーム（写真-4）へ搬出されている．

写真-6 陳列・セリ

写真-4 搬出口・プラットホーム
岸壁で作業をしたフォークリフトが荷捌き空間に入る
ためにはタイヤ洗浄装置（写真-5）を通過する動線とし
ている．
荷捌き所内では魚を床面に置かず，プラチックパレッ
トの上に魚箱を仕立てて陳列（写真-6）するようにして

写真-7 殺菌冷海水製造装置
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2.4 効果と課題
(1) ソフトの取り組み状況
・関係者以外の場内立ち入りの禁止，帽子着用，場内で
の喫煙・飲食の禁止，荷箱への乗り上がり，入場時の手
洗い，
靴除菌などのルールをマニュアルとして設けてい
る．また清掃管理項目についても具体的な方法を含め整
理されている．
・市場開設時には，出雲市が関係者を集め衛生管理の説
明会を行った．
定期的な衛生管理講習会等の実施やセル
フチェック等の検査は行われていないが，
随時気が付い
た段階での管理がなされている．
・地域の学校，コミュニティーセンター活動等の見学者
を受け入れており，
市場における衛生管理をアピールし
ている．

和江漁港

(2) 衛生管理施設の取組みの効果

図-3 島根県和江漁港位置

・手洗・足洗いでの入場等は徹底されており，漁業関係
者での衛生管理は習慣化されている．

3.2 大田水産物地方卸売市場の概要

(3) 今後の課題
・漁船誘致については，港が狭く，大型船の受け入れが
難しい．県の整備方針によるところもある為，状況も見
ながら修繕対応していく．
・ＪＦしまねが荷捌き施設の指定管理者となって施設管
理を行っている．市場施設は出雲市が所有するため，施
設の改善は漁協が主体的に進めていくことができない．

(1) 衛生管理の主体と範囲・目的
この地域における流通機能高度化は，4 箇所に分散する
魚市場を，小型底曳網の拠点となっている和江漁港に統
合し，取扱い規模の拡大と高度な衛生管理により，集出
荷の合理化と出荷販売戦略の展開性を拡大する．
これにより，品質評価の向上を前提とした産地ブラン
ド力の向上と地域全体の販売単価の向上を図り，漁獲規
模の拡大に依存しない漁業経営の安定，資源の持続利用
体制の確立，市民や来訪者が水産業や海に接する機会を
増やし，地域経済への貢献と国民への良質な水産物の安
定供給を目指している．
基本的には，ＪＦしまね大田支所が主体となり，市場
関係者の全てを対象に衛生管理を進めることとしている．
［平成 22 年度］
・陸揚げ金額：1,210 百万円
・陸揚げ量：3,764 トン
［将来計画］
・陸揚げ金額：3,000 百万円
・陸揚げ量：8,000 トン

3．大田水産物地方卸売市場

3.1 和江漁港の概要
石東地域は，65km に及ぶ海岸線を有し，12 漁港及び 10
港湾を基地として漁業が営まれている．水揚げ高は概ね
島根県の 1 割強を占め，西部の浜田地区と東部の島根半
島地域の中間に位置する漁業の集積地である．漁業生産
は，全県的に低迷傾向であるが，当地域は比較的安定し
ており，島根県漁業の中での地位は相対的に高まってい
る．
今回さらに経営的に安定を図るため，4 つの水産物地方
卸売市場(久手，和江，五十猛，仁摩)を第 2 種和江漁港
に統合集約し，水産物の流通機能高度化を図ることとな
った．施設は漁業協同組合ＪＦしまねが所有し，運営を
行っている．
目標とする衛生管理レベルはレベル2として設定した．
扱う漁業種類は，生産高の 2/3 程を揚げる小型底曳を中
核に，中型まき網，刺網，一本釣，延縄，かご，定置網，
採貝藻等が営まれている．
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(2) 衛生管理型荷捌き施設の概要
表-2 施設概要
敷地面積
施設概要

16,825 ㎡ 施設概要
荷捌き所・付帯

6,130 ㎡ 構造

２階：衛生管理研修室

鉄骨造（荷捌き棟）
RC 造（事務棟）

建築面積

5,841 ㎡

取水・給水施設

ウオクール

海水井戸，殺菌海水，殺菌冷海水

排水処理施設

特になし

排水溝にゴミ取りカゴの設置

その他施設

製氷施設

新設（製氷能力 30 トン，貯氷能力 600 トン，角氷）

事業費

1,560 百万円
自己資金

費用負担

１階：荷捌き所

補助事業
借入金
その他

50％ 水産物流通高度化対策事業
50％ （荷捌き施設）
－％ 強い水産事業づくり交付金
－％ （製氷施設）

屋内外区画壁形式
（荷捌き所汚染防壁）
全面閉鎖式

図-4 平面計画
れるため，施設内の衛生管理の動線と交差の無いよう計
画する．

船から陸揚げされた魚箱はパレットに段積され，フォ
ークリフトを使って荷捌き所の陣列スペースへ搬入され
る．岸壁の陸揚げ作業スペースは十分なスペースが必要
となる．セリ終了後の搬出トラックバース，陸送搬入用
のトラックバースは，回転軌跡を考慮しスペースを確保
する．トラックバースについては敷地内に待機スペース
を設ける．
製氷棟は船への給氷を主とし，荷捌き施設，一般陸揚
げへの給氷も考慮した配置を検討する．見学者を受け入

27

岸壁から入ってくるフォークリフトのタイヤの汚れを
落とすため，フォーク入り口にはタイヤ洗浄装置（写真
-11）を設けている．

写真-8 海側外観
写真-12 セリ
陳列場所までパレットに乗せて運ばれる．陳列は各区
画に並べるが，パレットから下ろし床に直接置かれる（写
真-12）ため，床と長靴の清浄度を確保する必要がある．

写真-9 陸側外観

3.3 建築施設・設備
人の出入り口には長靴への履き替えコーナーを用意し，
足洗い，手洗い（写真-10）を行った後，場内に入場する．

写真-13 出荷作業
大型の出荷は水産物を再びパレットに乗せ，出荷庇下
にてウイング車を使って運び出される例が多い（写真
-13）
．

3.4 効果と課題

写真-10 足洗槽・手洗器

(1) ソフトの取り組み状況
・関係者以外の場内立ち入りの禁止，帽子着用，場内
での喫煙・飲食の禁止，入場時の手洗い，靴除菌などの
ルールを管理者であるＪＦしまねの職員が指導する形
で進められている．
・岸壁から入場する場合の洗浄装置にスイッチを設け
使わないときには切るなど，
市場職員により衛生状態が
管理されている．

(2) 衛生管理施設の取組みの効果
・長靴の履き替えや手洗い，足洗いを行う入場等は徹

写真-11 フォークリフト洗浄装置
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底されており，漁業関係者を含め衛生管理は習慣化され
ている．
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