「道産食品独自認証制度に関するアンケート」結果（概要）

１

実 施時期

平成２０年３月

２

調 査対象

認証事 業者（４０社）

３

回 答 数

２７社（ 回答 率６ ８％ ）

４

ア ンケート結果
＊問 １のみ選 択式、全 ての設 問で記述 式
１． 認証マー クを取得 してか らの販売 状況
（ １）認証 を取得し て何か 変わった ことがあ りますか 。
何も 変わらな い／変 わった
１８社（６７％）が変わったと回答。変わらないと回答した９社のうち１社は
認 証取得商 品が新商 品のた め比較不 能。
【 主な回答 】
・取引先 や販売数 量が拡 大してい る。
・商品に 対する問 い合わ せが増え た。
・商品価 値や信頼 度が高 くなった 。
・商品提 案がしや すい。

など

（ ２）年間 を通じた 販売量 、販売額 は何％く らい増え （減り） ましたか 。
記載のあ った事業 者（ １７ 社 ）のうち 、１ ２社（ ７１％ ）が増加 したと 回答し 、
その増加割合は数％〜２．５倍。４社が変化無しと回答しているが、そのうち１
社は生産量が増やせないが販売が短期で終了するなど販売面での効果が現れてい
る 。１社か ら減少し たとの 回答があ ったが、 原因は市 況による もの。
（ ３）認証 商品の販 売店な どは増え （減り） ましたか 。
販売 方法（直 営店・ スーパー など）を 含めて記 載願いま す。
記載のあった事業者（２０社）のうち、変わったのは１４社（７０％）で、そ
のほとんどが取扱店の拡大や卸売店の反応の良さなどを挙げている。１社のみ一
時 的に販売 店が増加 したも のの、徐 々に減少 してきて いると回 答。
【主な 回答】
・自社直売はあまり変わらないが、百貨店・スーパーなどでの取扱いが増加。
・高 級品を扱 うスーパ ーで通常 品から切 り替え てきてい る。
（ ４）販売 期間、出 荷期間 が変わり ましたか 。
記載のあ った１４ 社のう ち１０社 （７１％ ）が変わ らないと 回答。

など

２． 御社にお いて、認 証制度 をどのよ うに活用 していま すか。
記載のあった２４社のうち１社を除いて何らかのかたちで制度を活用している
と 回答。
【 主な回答 】
・パンフ レット、 ホーム ページ等 で安全安 心をＰＲ している 。
・製造工 程の管理 意識の 啓発に役 立ってい る。
・営 業活動に 利用する ことで、 少しずつ ではある が販売 に結びつ いている 。
など の回答の 他に、
・きらりっぷマークは認証の意味が分かりづらいので、改良してくれないか。
との 意見もあ り。
３．御社において、認証商品を製造・販売するにあたって苦労されている点があ
りました ら記載願 います 。
２５社から記載があり、原料調達に関する回答とＨＡＣＣＰに関する回答がそ
れ ぞれ８社 。４社が 特にな しと回答 。
【 主な回答 】
・原 材料の安 定的確保 。
・原 材料の価 格高騰や 認証取得 費用によ るコスト アップ （費用対 効果 ）。
・保 健所のＨ ＡＣＣＰ 評価の取 得。

など

４．現在、流通事業者から認証事業者による組織化等について望む意見もありま
すが、そ れについ てご意 見等を記 載願いま す。
１９社か ら回答が あり 、意見を 頂いたう ち有効 であるな ど肯定的 な意見は ５社 、
難 しい・や めてほし いなど 否定的な 意見が３ 社。
【 主な回答 】
・認 証商品全 体のＰＲ 、売り込 みにつな がる組織 なら良 いのでは ないか。
・認証事業者同士が連携を取って販売に対する問題点を話し合い、認証制度を
将 来に向か いしっか りと確立 した方が 良いため 、組織 化は良い 。
・新 たな負担 になるな らやめて ほしい。 うちには メリッ トがない 。
・認 証事業者 同士の意 見交換会 、勉強会 のような ものが あればよ いと思う 。
・組織化の前に認証事業者と流通業者の懇談の機会を提供してほしい。

など

５． 今後、認 証制度に ついて ご意見等 があれば 記載願い ます。
【主 な回答】
・認証制 度の認知 度が十 分ではな いので、 更なるＰ Ｒを推進 してほし い。
・き らりっぷ が他の商 品と何が 違うかわ かりやす い広告 等で広め てほしい 。
このほか 認知度ア ップ、 ＰＲを望 む意見多 数。
・ＨＡＣＣＰにこだわりすぎている。衛生面は大切だが、美味しいものが出来
るかは別。道としてのこだわりだとかをＰＲした方が良いと思う。自己満足
に なりかね ない。
・更 新時の費 用負担が 大きい。

など

