
行政施策の取組みの平成２６年度目標に対する達成度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

19

5

5

2

3

2

5

3

56 54

0

0

1

3

7

4

0

40

2

評価対象取組数

評価不能
な項目

全取組数

概ね達成達成

食品等の安全・安心
のための連携

計

危機管理体制の推進

食育に関する取組の
推進

未達成

0

1

0

-

2

-

-

-

-

- 0

　　項　目

100%

100%

94%

100%

100%

13

14

5

3

2

2022
安全・安心な農林水
産物の生産・流通

安全・安心な食品等
の製造，販売と消費

農林水産物・食品等
の安全に関する試験
検査，調査研究

97%

19

5

（参考）
３か年
の達成度

100%

94%

100%

100%100%

100%

100%

98%13

0

0

概ね達成
以上の割合

○  行政が平成２６年度に取り組んだ５６項目のうち評価不能の２項目を除 
  ５４項目について，達成度※をまとめました。 
  その結果，５３項目（９８％）が，「概ね達成」以上でした。  

○ また，この３ヵ年の達成度は平均して９７％となっており，行政の取り組みは，概 

 ね目標達成できました。   
○ 引続き「食品安全推進協議会」の意見交換等を通じて，各項目の課題等を 
 整理しながら，関係者が連携して，平成２７年３月に策定した「食品の安全 
 に関する基本方針及び推進プラン (平成２７～３１年度)」の着実な実行に取 
 り組んでいきます。 
  

平成２６年度目標に対する達成度 

※ 実績が数値目標の80～99％を「概ね達成」，100％以上を「達成」としました。 
  また，数値目標がない項目については，担当課が評価しました。 

 広島県では，食品の安全・安心確保対策に関する施策の方向性を定めた「広島県食

品の安全に関する基本方針」（平成１５年３月策定）に基づき，行政，生産者，事業

者，消費者が取り組む具体的な対策と推進目標である第４期「食品の安全に関する推

進プラン（平成２４～２６年度）」を策定し，関係者の連携の下，実行に努めていま

す。 

 この度は，第４期「食品の安全に関する推進プラン（平成２４～２６年度）」に掲

げる行政施策に関して，平成２６年度の実施状況をとりまとめました。 

資料１－１ 



【安全・安心な農林水産物の生産・流通】 22項目

実績 達成率 達成度 特記事項

１　消費者から生産者の顔の見える生産・流通システムの推進
01_エコファーマー認定制度の支援
　　 産地・担い手等でのまとまりを持った認定
　　 取得への支援
　　 権限移譲市町が行う推進活動への支援

・関連技術講習会への支援
・権限移譲市町の活動への支援

概ね達成

農業技術課

02_「安心！広島ブランド」特別栽培農産物認証
　 制度の推進
　　 産地等のまとまりを持った取組への推進

・特別栽培農産物の認証実績　２０４件
・認証農林水産物のＰＲ　　県ＨＰ　４５人・団体
・担い手へのＰＲ

概ね達成 ・認証件数は前年度より増加したが，
取組面積は減少した。
・認証手続きの迅速化に向けて，要領
等の見直しを行った。

農業技術課

03_リスク管理手法の導入
　　 生産者団体等との連携推進及び支援

・担い手への啓発 概ね達成 ・推進の結果新たな産地でＧＡＰ（農
業生産工程管理手法）が導入された。

農業技術課

04_県内農林水産物を意識して購入している人の
　 割合
　　 ５５％

・ひろしま地産地消推進協議会で，県内農林水産物の
消費拡大及び普及啓発活動を支援
・ひろしまフードフェスティバル開催に向けた支援
　県内農林水産物を意識して購入している人の割合
        53.4％

97% 概ね達成

販売・推進連携
課

２　生産資材の安全性の確保及び適正使用の推進
05_講習会等の開催
　　 年間実施回数　４５回
　　 参加人数　延べ２，２００人

・講習会等の開催
　　年間実施回数　８３回
　　参加人数　延べ　２，２２５人

184%
101%

達成
農業技術課

06_農薬の適正な流通や使用の監視
　　 農薬取締法の権限移譲市町及び保健所と連
　   携した監視

・立入検査の実施 達成
農業技術課

07_農薬による健康被害事故件数
　　 ０件

・農薬危害防止運動の実施の実施
・事故件数　０件

達成
農業技術課

３　牛海綿状脳症(ＢＳＥ)，鳥インフルエンザ対策等の着実な推進
08_死亡牛の届出件数及びＢＳＥ検査頭数
　　 届出頭数　死亡牛全頭(24か月齢以上)
　　 検査頭数　死亡牛全頭(24か月齢以上)
　　 焼却頭数　死亡牛全頭(24か月齢以上)

・死亡牛の届出件数及びＢＳＥ検査頭数
　　届出頭数　６３２頭
　　検査頭数　６３２頭
　　焼却頭数　６３２頭

100%
100%
100%

達成

畜産課

09_牛飼育農家立入検査
　　 ９０戸

・牛飼育農家立入検査
　　２５７戸

285% 達成
畜産課

10_鳥インフルエンザ浸潤状況調査
　　 １２０戸

・鳥インフルエンザ浸潤状況調査
　　１６９戸

140% 達成
畜産課

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況



【安全・安心な農林水産物の生産・流通】 22項目

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況

４　生産段階の衛生管理に対する正しい知識の普及啓発
（１）動物用医薬品の品質確保と適正な使用等

11_医薬品販売業立入検査
　　 ５０件

・医薬品販売業立入検査
　　７０件

140% 達成
畜産課

12_医薬品使用実態調査・指導
　　 牛　１０戸
　 　豚　　８戸
　 　鶏　１０戸

・医薬品使用実態調査・指導（総数３０戸）
　　牛　１２戸
　　豚　　９戸
　　鶏　　９戸

107% 達成

畜産課

13_薬剤耐性菌発現調査
　   １５戸

・薬剤耐性菌発現調査
　　　　２０戸

133% 達成
畜産課

（２）飼料の品質確保と適正な使用等
14_飼料安全法講習会の開催
　　 ３回

・講習会等の開催
　　　７回

233% 達成
畜産課

15_農家への巡回指導及び業者への立入検査
　　 カバー率　１０％

・巡回指導及び立入検査
　　対象者数　　２，０４６人
　　立入検査数　　 ２２４人
　　カバー率　　　１０．９％

109% 達成

畜産課

（３）水産物の生産段階における衛生管理等の普及啓発及び貝類安全対策
16_魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等の巡回
　 指導
　　 ６０経営体

・魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等の巡回指導
　 ５２経営体

87% 概ね達成
水産課

17_魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会
　　 ５回(５０経営体)

・講習会の開催
　　４回(３２経営体)

80% 概ね達成
水産課

18_かき出荷衛生対策講習会の開催
　　 ２６回

・かき出荷衛生対策講習会の開催
　　　　　　　　　　２４回

92% 概ね達成
全県

《食品生活衛生課》　１６回 《食品生活衛生課》　１４回 88% 概ね達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　６回 《広島市》　　　　　　５回 83% 概ね達成 ・かき作業従事者を対象に衛生管理に

対する普及啓発を行った。
広島市

《呉市》　　　　　　　４回 《呉市》　　　　　　　５回 125% 達成 漁協単位４回，夏かき１回　開催
呉市

19_貝毒行政検査
　　 １８４検体

・貝毒行政検査
　　２０８検体

113% 達成 ・増加した要因は4月に貝毒プランク
トン発生が見られたことから4月と5月
に臨時検査を実施したため。

水産課

５　生産環境保全対策の推進
（１）ダイオキシン類等対策の推進

20_ダイオキシン類の環境基準達成率
　　 大気　１００％
　 　水質　１００％
　 　土壌　１００％

・環境モニタリングの実施
・ダイオキシン類立入検査の実施
・ダイオキシン類の環境基準達成率
　　大気　１００％
　　水質　１００％
　　土壌　１００％

達成

環境保全課

（２）有害化学物質対策の推進
21_大気への排出量の削減 ・ＰＲＴＲ法届出指導の実施

・化学物質の自主管理計画の作成指導
その他 ・平成26年度実績は平成28年3月頃確

定予定（参考：平成25年度（5,999t/
年）は平成24年度（6,348t/年）から
削減）。

環境保全課

22_公共用水域への排出量の削減 ・ＰＲＴＲ法届出指導の実施
・化学物質の自主管理計画の作成指導

その他 ・平成26年度実績は平成28年3月頃確
定予定（参考：平成25年度（286t/
年）は平成24年度（320t/年）から削
減）。

環境保全課

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。   ■  関係者との意見交換を通じて県民ニーズの把握と施策への反映に努めました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 



【安全・安心な食品等の製造，販売と消費】 19項目

項目 平成２６年度目標 平成２６年度実施状況

実績 達成率 達成度 特記事項
１　食品等に関する情報の提供

23_「食の安全・安心」に関するホームページア
 　クセス件数
　　 月平均件数　２１，５００件

《全県》
・ホームページアクセス件数
　　　　　　約２５，２６６件

118% 達成
全県

《広島市》　　　　　７，５００件 《広島市》
　　　　　  １７，４６６件

233% 達成
広島市

《福山市》　　　　　５，０００件 《福山市》
　　　　　　約７，８００件

156% 達成 ・食品衛生に関する情報について，
随時更新を行った。

福山市

24_メールマガジン等による情報提供回数
　   随時

《総括》
・

達成
全県

《食品生活衛生課》
・広報誌等による情報提供

概ね達成

食品生活衛生課

《広島市》
・メールマガジンによる情報提供
（市民向け１２回×２５３名，事業者向け２３回×
５４５名）

達成 ・食の安全・安心ネットワークメン
バーあてに，食品衛生情報の提供を
行った。 広島市

《呉市》
・ホームページ，広報誌等による情報提供

達成
呉市

《福山市》
・メール配信による情報提供 ４件

達成 ・利用登録者に対し，食中毒等に関
する情報をﾒｰﾙ配信により提供した。 福山市

25_食品衛生講習会等の参加者数
　 　２５，０００人

・食品衛生講習会等の参加者数
《全県》　　　　　２５，９６７人

104% 達成
全県

《食品生活衛生課》　９，０００人 《食品生活衛生課》１０，０５１人 112% 達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　９，８００人 《広島市》　計１５９回　９,２５６人

　　　　　・各種講習会
　　　　　　１２３回　５,８１０人
　　　　　・上手な手洗授業（小学校）
　　　　　　３６回　３,４４６名

94% 概ね達成 ・大型量販店や給食施設を中心に，
食中毒予防の講習会を行った。

広島市

《呉市》　　　　　　２，８００人 《呉市》　　　　　　２，９０９人 104% 達成 呉市

《福山市》　　　　　３，０００人 《福山市》　　　　　３，７５１人 125% 達成 福山市
２　食品表示，品質表示に対する正しい知識の普及啓発

26_食品表示
　　 適正な食品表示の普及

《総括》 達成
総括

【ＪＡＳ法】 【ＪＡＳ法】
・講習会の開催　　　　　７回
・食品表示相談　　　３２７件

農業技術課

【食品表示適正化推進月間】 【食品表示適正化推進月間】
・食品表示講習会
《全県》　　　　　６回

全県

《食品生活衛生課》　２回 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　１回 ・安芸地区の加工品製造農家を対象

に適正表示の講習会を実施した。
広島市

《呉市》　　　　　２回 ・食品表示に関連の深い業種および
市民を対象に講習会を実施した。

呉市

《福山市》
・食品表示講習会　　１回

達成
福山市

Ｈ27担当機関
（報告担当課）



【安全・安心な食品等の製造，販売と消費】 19項目

項目 平成２６年度目標 平成２６年度実施状況

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

【食品表示適正化推進月間】 ・立入施設数
《全県》　　　　　　６，６１８件

全県

《食品生活衛生課》　１，６５８件 ・食品表示一斉点検では，点検を受
けた量販店の約３７％が，注意を受
けており，食品表示法の施行を踏ま
えた，継続支援が必要である。

食品生活衛生課

《広島市》　　　　　５，０９３件 広島市
《呉市》　　　　　　　　１５３件 呉市
《福山市》　　　　　１，３７２件 達成 福山市

３　監視指導体制(チェック体制)の強化
（１）製造段階における衛生管理と監視指導の充実強化
　ア　食品の製造・加工・調理段階における監視指導等

27_食品関連施設の監視指導
　　 ４０,０００施設

・食品関連施設の監視指導
《全県》　　　　　 ３７，７５８施設

94% 概ね達成
全県

《食品生活衛生課》
　　 １１，０００～１１，５００施設

《食品生活衛生課》 １２，９３９施設 118% 達成

食品生活衛生課

《広島市》
　 　２２，０００～２３，０００施設

《広島市》　　　　 １８，５７６施設 84% 概ね達成 ・食品の製造・加工業では広域に流
通する食品の危害防止を中心に，ま
た，飲食店・給食施設では食中毒予
防を中心に監視指導を実施した。

広島市

《呉市》　　　　　 　２，８００施設 《呉市》　　　　　 　２，５８０施設 92% 達成
呉市

《福山市》　　　　 　５，５００施設 《福山市》　　　　 　３，６６３施設 67% 未達成 ・大量調理施設を中心にノロウイル
ス食中毒予防に重点を置いた監視指
導を実施した。

福山市

【夏期食品一斉監視】 【夏期食品一斉監視】
《全県》　　　　　１５，４１３件 全県

《食品生活衛生課》　５，２８４件 食品生活衛生課

《広島市》
立入施設数　　　　　７，３７８件
違反,不良等の件数　 　　　７３件
食品検査検体数　　　　１６６検体
不良検体数　　　　　　　１２検体

・飲食店，販売店，製造施設等及び
大量調理・製造施設への集中的な立
入り指導を実施した。 広島市

《呉市》　　　　　９９２件 H25.7.1～8.31　２ヶ月間 呉市
《福山市》
立入施設数　　　　　１，７５９件
違反件数　　　　　　　　　９５件
食品検査検体数　　　　１００検体
不適検体数　　　　　　　　０検体

達成 ・飲食店，食品製造施設，食品販売
店，給食施設等の施設に立入り，衛
生指導を実施。あわせて広域流通食
品等事業者に立入り表示について確
認を行った。

福山市

【年末食品一斉監視】 【年末食品一斉監視】
《全県》　　　　　１４，２２２件

全県

《食品生活衛生課》　３，３３９件 食品生活衛生課
《広島市》
立入施設数　　　　　８，９７３件
違反件数　　　　　　　　　６０件
食品検査検体数　　　　２０９検体
不良検体なし

・量販店等では，食品の適正表示に
重点を置いた指導を実施し，飲食
店，販売店，製造施設等及び大量調
理・製造施設へは，ノロウイルス食
中毒予防に重点を置いた指導を実施
した。

広島市



【安全・安心な食品等の製造，販売と消費】 19項目

項目 平成２６年度目標 平成２６年度実施状況

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

《呉市》　　　　　　　　５３８件 呉市
《福山市》
立入施設数　　　　　１，３７２件
違反件数　　　　　　　　　６１件
食品検査検体数　　　　　３０検体
不適検体数　　　　　　　　０検体

達成 ・飲食店，食品製造施設，食品販売
店，大量調理施設等の施設に立入
り，ノロウイルス食中毒予防等の衛
生指導を実施。あわせて広域流通食
品等事業者に立入り表示について確
認を行った。

福山市

【食中毒予防月間重点施設監視】 【食中毒予防月間重点施設監視】
《全県》　　　　　１０，７１２件

全県

《食品生活衛生課》　１，１４３件 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　７，３７８件 広島市
《呉市》　　　　　　　　１５１件 対象：飲食店３類及び集団給食施設 呉市
《福山市》　　　　　２，０４０件 達成 福山市

【広域流通食品製造施設監視】 【広域流通食品製造施設監視】
《全県》　　　　　　　　４０７件

全県

《食品生活衛生課》　　　２８１件 食品生活衛生課
《広島市》立入件数
・総合衛生管理製造過程承認施設
　　　　　　　　４施設　２６件　査察　０回
・対米輸出水産食品加工施設
　　　　　　　　２施設　２４件　査察　３回
・対ＥＵ輸出水産食品加工施設
　　　　　　　　２施設　２３件　査察　４回

広島市

《呉市》
・対米輸出水産食品加工施設　１０回
・その他の食品製造施設　　　  ６回

・対米輸出関連施設については，厚
労省の査察があり，事前・事後を含
め，重点的に立入指導を実施した。

呉市

《福山市》　　　　　　   ３７件 達成 福山市
【食品偽装表示対策チームによる調査】 【食品偽装表示対策チームによる調査】

　　　２件
食品生活衛生課

【ＨＣＣＡＰ施設のチーム監視】 【ＨＣＣＡＰ施設のチーム監視】
　　　７件

食品生活衛生課

28_原料原産地等の確認調査（JAS法）
　 　５０業者

・原料原産地等の確認調査（JAS法）
　  ４７業者

94% 概ね達成 ・テーマを設け広島県の特産品であ
るかきやレモンを使用した加工品を
製造している製造加工業者を対象に
した調査を実施した。（13事業者）

農業技術課

29_米穀等の適正な流通及び産地伝達の監視
　 　年度ごとに作成する監視指導計画（米トレ
　　 ーサビリティ法）に基づき実施

・米穀等の適正な流通及び産地伝達の確認調査 達成
農業技術課

　イ　安全な食肉の流通を確保すると畜検査や食鳥検査体制の強化
30_牛のと畜検査
　　 処理される牛全頭

・牛のと畜検査
《全県》　　　　　全頭（２０，７８０頭）

達成
全県

《食品生活衛生課》 《食品生活衛生課》全頭（７２２頭） 達成 食品生活衛生課
《広島市》 《広島市》　　　　全頭（９，０４６頭） 達成 広島市
《福山市》 《福山市》　　　　全頭（１１，０１２頭） 達成 福山市
31_ＢＳＥスクリーニング検査及びと畜検査
　　 検査対象となる牛全頭

・ＢＳＥスクリーニング検査及びと畜検査
《全県》　　　　　全頭（３，８４７頭）

達成
全県

《食品生活衛生課》　検査対象となる牛全頭 《食品生活衛生課》全頭（４０頭） 達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　検査対象となる牛全頭 《広島市》　　　　全頭（２，０８３頭） 達成 広島市
《広島市》　　　　　検査対象となる牛全頭 《福山市》　　　　全頭（１，７２４頭） 達成 福山市



【安全・安心な食品等の製造，販売と消費】 19項目

項目 平成２６年度目標 平成２６年度実施状況

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

32_豚のと畜検査
　　 処理される豚全頭

・豚のと畜検査
　　全頭（６５，０２１頭）

達成 ・検査に合格した豚のみをと畜場か
ら食肉処理場へ流通させた。

広島市

33_食鳥検査(大規模処理施設)
　　 処理される鶏全羽

・食鳥検査(大規模処理施設)
　　　全羽（３，５７１，６８６羽）

達成
食品生活衛生課

34_と畜場，食鳥処理場及び食肉処理場の衛生確
　 保
　　HACCPの考え方に基づく自主衛生管理の推進
　　管理者・従事者に対する衛生教育

《全県》 達成

全県

《食品生活衛生課》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

達成
食品生活衛生課

《広島市》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

達成
広島市

《呉市》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

達成
呉市

《福山市》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施
・小規模食鳥処理施設５施設（内３施設休止）
　立入延　４回監視
・食肉処理場１１施設
　立入延　２１回監視

達成

福山市

（２）　流通・販売段階における監視指導の充実強化
35_販売店の監視指導
　　 ２５,０００施設

・販売店の監視指導
《全県》　　　　　４３，２９０施設

173% 達成
全県

《食品生活衛生課》
　　 １３，０００～１３，５００施設

《食品生活衛生課》１４，０５６施設 108% 達成 ・監視率に地域差があった。

食品生活衛生課

《広島市》
　　　 　６，０００～７，０００施設

《広島市》　　　　２２，４９４施設 321% 達成
広島市

《呉市》　　 　　　　２，２００施設 《呉市》　　　　　　２，３７９施設 117% 達成
呉市

《福山市》　　 　　　３，３００施設 《福山市》　　　　　４，３６１施設 132% 達成 福山市
36_産地表示等の確認調査
　　 年度ごとに作成する食品表示監視指導計画
　 　(ＪＡＳ法，米トレーサビリティ法)に基づ
　 　き実施

・産地表示等の確認調査
 JAS法では，小売店，流通・加工製造業者を調査
 米トレサビリティ法では，外食店等を調査
 目標（合計）３７０件　　　　　実績４３３件

達成 ・産地偽装等が疑われる不適正表示
は発見されなかった。

農業技術課

37_医薬品類似形態の健康食品の買上げ検査
　　 ２０検体

・買い上げ検査　　２０件
　実態調査　１３６施設，３，１２１品目
　販売中止指導　　　０件
　広告物の撤去等　　６件
　違反件数　　　　　６件

100% 達成

薬務課



【安全・安心な食品等の製造，販売と消費】 19項目

項目 平成２６年度目標 平成２６年度実施状況

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

（３）　輸入食品の監視指導の充実強化
38_販売店での収去検査
　　 ４５０検体

・販売店での収去検査
《全県》　　　　　　４０９検体

91% 概ね達成
全県

《食品生活衛生課》　２６０検体 《食品生活衛生課》　２８６検体 96% 概ね達成
食品生活衛生課

《広島市》　　　　　１００検体 《広島市》　　　　　　５０検体 50% 未達成 ・加工食品の残留農薬，添加物，遺
伝子組換え食品，アレルギー物質に
ついて検査を実施した。Ｈ26年8月の
災害により収去ができない期間が
あったため目標より低い数値となっ
た。

広島市

《呉市》　　　　　　　３０検体 《呉市》　　　　　　　３４検体 113% 達成 呉市

《福山市》　　　　　　６０検体 《福山市》　　　　　　３９検体 65% 未達成 ・管内で製造された食品や広域流通
食品を中心に検査を実施した。 福山市

４　自主管理体制の普及・支援
（１）　自主管理推進のための技術的支援と助言

39_食品衛生指導員等に対する研修会の開催
　   ６８回

・食品衛生指導員等に対する研修会の開催
《全県》　　　　　　　５９回

87% 概ね達成
全県

《食品生活衛生課》　　４６回 《食品生活衛生課》　　３６回 78% 概ね達成 食品生活衛生課

《広島市》　　　　　　　９回 《広島市》　　　　　　１１回 122% 未達成 ・食品衛生監視員等による一般社団
法人広島市食品衛生協会及び広島市
食品衛生指導員活動への支援を行っ
た。

広島市

《呉市》　　　　　　　　４回 《呉市》　　　　　　　　３回 75% 概ね達成
呉市

《福山市》　　　　　　　９回 《福山市》　　　　　　　９回 100% 達成 ・指導員研修を実施した。回数は達
成できている。

福山市

40_食品自主衛生管理認証制度の対象業種の拡大
　　 追加業種数　２業種

　　２業種 0% 未達成 ・今後HACCPを推進するに当たり，自
主認証制度の推進について検討が必
要。 食品生活衛生課

（２）　自主管理推進のための技術的支援と助言
41_自主管理体制
　　 給食施設関係者研修会等による自主管理体
　 　制構築の推進

・講習会等の開催
《全県》　　　　　　３１７回

達成
全県

《食品生活衛生課》　２０６回 達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　９６回 達成 広島市
《呉市》　　　　　　　　７回 達成 呉市
《福山市》　　　　　　　８回 達成 福山市



【農林水産物・食品等の安全に関する試験検査・調査研究】 5項目

実績 達成率 達成度 特記事項

１　食品等の試験検査の強化
42_食品等の試験検査件数
　　 ６，６００件

・食品等の試験検査件数
《全県》　　　　　　７，０３６件

107% 達成
全県

《食品生活衛生課》　４，２００件 《食品生活衛生課》　４，１７９件 99.5% 概ね達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　　８００件 《広島市》　　　　　１，１８９件 149% 達成 広島市
《呉市》　　　　　　　　６００件 《呉市》　　　　　　　　７３２件 122% 達成

呉市

《福山市》　　　　　１，０００件 《福山市》　　　　　　　９３６件 94% 達成 福山市
【遺伝子組換え】 【遺伝子組換え】

《全県》　　　　　　　　　２７件
全県

《食品生活衛生課》　　　　２５件 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　　　　２件 広島市
《呉市》　　　　　　　　　　０件 呉市
《福山市》　　　　　　　　　０件 福山市

【アレルギー】 ・食品等の試験検査件数
《全県》　　　　　　　　　３４件

全県

《食品生活衛生課》　　　　１８件 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　　　１２件 広島市
《呉市》　　　　　　　　　　０件 呉市
《福山市》　　　　　　　　　４件 福山市

【残留農薬】 ・食品等の試験検査件数
《全県》　　　　　　　　２４２件

全県

《食品生活衛生課》　　　１３８件 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　　　７９件 広島市
《呉市》　　　　　　　　　１３件 呉市
《福山市》　　　　　　　　１２件 福山市

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況 Ｈ27担当機関

（報告担当課）

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。 



【農林水産物・食品等の安全に関する試験検査・調査研究】 5項目

実績 達成率 達成度 特記事項
項目 平成２６年度目標

平成２６年度実施状況 Ｈ27担当機関
（報告担当課）

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。 

２　安全な農林水産物生産に関する研究等の推進
43_栽培・生産技術
　　 農薬の使用量を低減する栽培技術開発と技
　　 術移転の推進

・栽培・生産技術
　　栽培技術開発と技術移転の推進
《総括》
・環境にやさしい農業の推進に必要な総合的病害虫管
理などの技術開発及び技術指導の実施

達成

全県

【水耕ネギ根腐病防除技術の開発】
・農薬に頼らない防除技術として，育苗時の落水管
理，伝染源となる定植パネルの加熱殺菌技術，培養液
の低pH管理技術を開発

達成 ・現地試験により，現地適応性を確認
した。

研究開発課

・栽培・生産技術
　かきの生産技術開発と技術移転の推進

達成
研究開発課

【むき身かきの鮮度保持技術の開発】
・消費期限を4日から6日以上に延ばす鮮度保持技術を
開発

達成 ・当該技術を利用した製品が市場の評
価を得て，出荷量が拡大している。 研究開発課

３　食品等の調査研究の推進
（１）食品中の有害物質に関する研究調査等の推進

【健康被害をもたらす原因化学物質探索システムの開
発】
・健康被害の原因となる化学物質について，数週間か
かる検査を約1日で検出する分析手法の開発を実施

達成 ・危険ドラッグ約180物質のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
構築
・合成ｶﾝﾅﾋﾞﾉｲﾄﾞ系772物質の包括指定
物質探索手法を確立

研究開発課

【カキからのノロウイルスの効率的検出法の開発】
・カキ中のノロウイルスを約5時間で簡易，高感度に
検出する手法を開発（特許出願中）

達成

研究開発課

（２）安全な食品の製造・加工に関する研究等の推進
46_製造・加工技術
　　 微生物の迅速測定技術の開発と製造現場へ
　　 の技術移転の推進
     食品製造現場での微生物制御に関する技術
　　 指導の推進

【芽胞菌の迅速測定技術の開発】
・圧力を利用して芽胞菌を1時間以内に測定できる技
術を開発（特許出願中）
・食品の鮮度品質保持等の技術相談や現地指導，技術
的課題解決支援事業等の技術指導を実施

達成 ・芽胞菌測定に関しては装置化予定企
業が，装置開発を中止したため，技術
普及に支障あり。

研究開発課

44_栽培・生産技術
　　 より安全で高品質なかきの生産技術開発と
　 　技術移転の推進

45_検査・分析技術
　　 食品中の有毒な化学物質や病原微生物の迅
　 　速・高感度な分析手法の開発

  ■  関係者との意見交換を通じて県民ニーズの把握と施策への反映に努めました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 



【食品等の安全・安心のための連携】 5項目

実績 達成率 達成度 特記事項

１　県民ニーズの的確な把握と行政への反映(リスクコミュニケーションの実施)

47_食品安全推進協議会の開催
　　 ３回

《食品生活衛生課》　　　　　３回 100% 達成
食品生活衛生課

48_食品の安全に関する講演会・シンポジウム等
　 の開催
　 　３０回

・食品の安全に関する講演会・シンポジウム等
　の開催
《全県》　　　　　　　　　２８回

93% 概ね達成
全県

《食品生活衛生課》　　　　　２回 《食品生活衛生課》　　　　　３回 150% 達成 食品生活衛生課
《広島市》　　　　　　　　　７回 《広島市》

・市政出前講習会　　　　　　２回
・生活衛生推進員全体会議　　１回
・生活衛生推進員意見交換会　４回

100% 概ね達成 ・生活衛生推進員との意見交換会を
行った。

広島市

《呉市》　　　　　　　　　　１回 《呉市》
・ジュニア食品安全ゼミナール
　　中学生対象　　１回　　グループワーク形式

100% 達成 内閣府食品安全委員会との共催事業

呉市

《福山市》　　　　　　　　２０回 《福山市》　　　１７回
・食生活改善推進員研修会　８回
・町内会役員等を対象とした食品衛生講習会　２回
等

85% 概ね達成 ・食生活改善推進員等を対象に，食品
衛生に関する研修会を行い，意見交換
を行った。 福山市

２　関係部局，関係自治体との連携

49_食品安全対策行政連絡会議等の開催
　　 ７回

《食品生活衛生課》　　　　　　６回
　　食品安全対策行政連絡会議　２回
　　食品表示対策連絡会　　　　２回
　　輸入食品衛生対策協議会　　１回
　　東西ブロック会議　　　　　１回

86% 概ね達成

食品生活衛生課

50_情報交換
　　 会議等による情報の交換･収集及び共有化

・情報交換
《全県》

達成
全県

《食品生活衛生課》
　　１４回
　　中国地区食品衛生業務打合せ会議
　　中国四国地域食品表示監視連絡会
　　全国食品安全自治ﾈｯﾄﾜｰｸ会議　他

達成

食品生活衛生課

《広島市》
・食の安全・安心ネットワークメンバーあてに食品衛
生情報を提供を行った。
（電子メールによる送信５１回×１９関係課）
・広島県，中国５県市，全国の政令指定都市等が集ま
る会議出席回数　　３２回

達成 ・広域に流通する食品による危害発生
防止等に素早く対応できるよう，県内
だけでなく，中国地区や全国の行政機
関とも情報の共有化を図った。

広島市

《呉市》
・食品安全対策に関する各種会議，研修会への出席
　　　　　　　１９回

達成

呉市

《福山市》
　食品衛生に関する各種会議等に出席　２３回

達成
福山市

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。 
 



【食品等の安全・安心のための連携】 5項目

実績 達成率 達成度 特記事項

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。 
 

51_国との連携・要請
　　 自治体では対応困難な問題等に対する関係
　　 施策の国への充実要請

・国との連携
《全県》
　　厚生労働省関係会議
　　広島地域センターとの連携

達成

全県

《食品生活衛生課》
　　厚生労働省関係会議
　　広島地域センターとの連携

達成
食品生活衛生課

《広島市》
・厚生労働省関係会議　：　４回
・広島地域センターとの連携
　年末食品一斉監視等で広島地域センターとの合同監
視を実施した。

達成 ・全国衛生部長会・全国食品衛生主管
課長連絡会・大都市食品衛生主管課長
会議等を通じて，要望書を提出した。

広島市

《呉市》
　　厚生労働省関係会議
　　広島地域センターとの連携　　　　２回

達成
呉市

《福山市》
　　厚生労働省関係会議
　　福山地域センターとの連携

達成
福山市

  ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 



【危機管理体制の推進】 2項目

実績 達成率 達成度 特記事項

◎　危機管理体制の整備と食品事故等の発生時における安全の確保

52_危機管理への対応
　　 行政，生産者，事業者の緊急連絡体制及び
　　 危機管理マニュアルの整備

・危機管理への対応
《総括》

達成

総括

《農業技術課》
・市町担当者研修会を開催し，危機管理マニュアル
（残留農薬基準を超過した農産物が発生した場合の対
応マニュアル）について，周知，徹底を図った。

達成

農業技術課

《食品生活衛生課》
・ 事業者の危機管理マニュアル整備状況を確認し
た。

達成

食品生活衛生課

《広島市》
・各種危機管理マニュアルの周知徹底を行った。
・鶏卵生産業者に対し，鶏卵ネットワーク会議を開催
した。

達成 ・事業者からの開催要望も高いことか
ら，事業者と保健所の情報や意見交換
の場として継続実施している。 広島市

《呉市》
・危機管理マニュアルの作成を講習会等にて指導
　講習会（製造業，飲食店，給食施設等対象）１０回

達成

呉市

《福山市》
 ・行政間の連絡体制が整備されている。

達成 ・事業者の危機管理体制構築のための
支援が必要である。

福山市

53_危害の拡大防止
　 　食品事故発生時における迅速・的確な対応
　 　と速やかな情報提供
　 　ホームページへの食中毒情報等の掲載

《全県》 達成

全県

《食品生活衛生課》
・食中毒事件等への迅速かつ的確な対応を実施
・速やかなプレス発表。

達成
食品生活衛生課

《広島市》
・食中毒原因施設となった施設に対して営業（業務）
禁止処分を行うとともに，改善命令措置や衛生教育等
の再発防止対策を実施した上で禁止処分の解除を行っ
た。
・食中毒情報等をホームページに随時更新した。（計
１２３回）

達成 ・休日も食中毒等に対応するため職員
を出勤させており，食中毒発生時の調
査について迅速に処理できた。さら
に，大規模食中毒や病原性大腸菌およ
びノロウイルス等感染症の可能性のあ
る場合は，他自治体と連携して調査を
行った。

広島市

《呉市》　迅速かつ的確な対応と公表を実施した。

・集団食中毒等　公表事案　２件
・自主回収着手報告書の受理に伴う関係方面への情報
提供　９回
・緊急対応事案等の食品衛生関係ホームページの更新

達成

呉市

《福山市》迅速的確に対応した。ホームページへの食
中毒情報等の掲載は随時行った。

達成
福山市

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況

  ■  安全な農林水産物生産に関する研究に取り組みました。   ■  関係者との意見交換を通じて県民ニーズの把握と施策への反映に努めました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 

  ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 



【食育に関する取組の推進】 3項目

実績 達成率 達成度 特記事項

１　食農教育の総合的な推進

54_食農教育の推進
　   県内各地域における多彩な農業体験等の取
     組の推進

・農林漁業体験が可能な施設等の情報を，県ホーム
ページで紹介

達成

販売・連携推進
課

２　学校における食育の推進

55_学校の教育活動全体を通じた食育の推進
　   地域の産物への理解促進や食品を選択する
     能力の習得等のための組織的，計画的，系
　　 統的な食育の推進

・各学校で，食に関する指導に係る全体計画を策定
し，給食の時間，特別活動，各教科等において，学校
教育活動全体の中で体系的な食に関する指導を実施

達成

教育委員会豊か
な心育成課

56_学校給食における地場産物に使用する割合
　   ３０％に近づける

・学校給食における地場産物の活用の推進
　地場産物の活用割合　３５．７％

119% 達成

教育委員会豊か
な心育成課

Ｈ27担当機関
（報告担当課）

項目 平成２６年度目標
平成２６年度実施状況

  ■  関係者との意見交換を通じて県民ニーズの把握と施策への反映に努めました。   ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 
  ■  食品事故発生時は，迅速・適切な対応と情報提供を行いました。 


