
平成２７年度取組の数値目標及び参考指標に対する達成度
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　　項　目

数値目標 参考指標

達成
項目数

達成 概ね達成 未達成
概ね達成
以上の割合

0 100%

食品表示 2 0 7 6 1 0

衛生管理 2 1 24 17 6

リスクコミュニケー
ション 2 0 8 5 2 0 100%

0 0 -

100%

危機管理 2 0 0 0

人材育成 2 0 3 2

9 0 100%

0 100%0

計 10 - 42 30

評価対象外

1

0

1

0

1
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＊平成27年度の数値目標10項目うち達成した項目の数をまとめました。 

 その結果，１項目が達成となっています。 

＊参考資料42項目のうち評価対象外の3項目を除く39項目について，達成度※をまとめまし 

 た。その結果，評価対象となっている参考指標の内，39項目（100％）が，「概ね達成」 

  以上でした。  

※ 数値目標の達成度は推進状況等から，関係機関で評価しました。 

※ 参考指標は目標の80～99％を「概ね達成」，100％以上を「達成」としました｡ 

    また，目標が数値でない項目については，担当課が評価しました。 

※ 複数の機関で評価された参考指標については，事務局がとりまとめました。 

 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２７年度目標に対する達成度 

 この基本方針は，食品の安全・安心を確保し，県民の健全な食生活と健康の保護を

図ることを目的として，消費者，生産者，事業者及び行政のそれぞれが主体的に取り

組むための共通の指針となるものです。 

「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」は，基本方針に基づき生産から消費

に至る各段階において，消費者，生産者，事業者及び行政の具体的な取組と数値目標

を示すものです。 

 この度は，「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に掲げる取組に関して，

平成27年度の実施状況をとりまとめました。 

資料１ 

 



１　「食の安全に関する基本方針及び推進プラン」に関わる数値目標実績

平成25年度
（計画時）

平成27年度
(実績）

平成31年度
(最終目標）

取組内容等 達成率 実施状況

ＨＡＣＣＰ導入率
（許認可食品製造施設）

1% 1% 20％以上

(広島県)
・食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例の一部改正し，ＨＡＣＣＰ導入型基準を盛り込んだ。ＨＡＣＣＰ導入
型基準について講習会で説明した。
・ＨＡＣＣＰ研修会への保健所職員の派遣，ＨＡＣＣＰ研修会の開催により食品衛生監視員の資質向上を図った。
・保健所東西ブロック会議や機動班監視によりＨＡＣＣＰ推進の課題を抽出した。今後検討会を開催し，推進を図るこ
ととした。
(広島市)
・広島市食品衛生措置基準条例の一部を改正し，ＨＡＣＣＰ型導入基準を盛り込んだ。
・２施設の食品等製造施設に対して，ＨＡＣＣＰの導入を推進する「地域連携ＨＡＣＣＰ導入実証事業」を実施した。
・ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会へ保健所職員を派遣した。
(呉市)
・平成２７年度にＨＡＣＣＰ方式導入の動機づけを目的として，机上実習を含んだ講習会を３回（初級・中級）実施し
た。
・また，食品製造業，仕出し弁当業等を対象とした衛生講習会において，ＨＡＣＣＰ方式の概要について説明を実施し
た。
(福山市)
・福山市食品衛生法施行条例を改正し，ＨＡＣＣＰ型導入基準を導入した。
・今後，広島県主催のＨＡＣＣＰ導入推進検討会に参加し連携を図っていく。
・ＨＡＣＣＰ研修会に参加し，食品衛生監視員の資質向上を図った。

5%

食中毒発生件数
（過去５年平均）

122件 92件 100件以下

　計画に基づき監視指導され，食中毒発生件数は減少した。平成27年度単年度の発生件数は69件で，過去５年平均は92
件となった。特にカンピロバクターを原因とする散発食中毒の発生件数が減少している。
(広島県)
・食中毒予防月間等食中毒予防の広報，普及啓発の取組を行った。
・平成27年度単年度の発生件数は11件で，ノロウイルスによる集団発生（6件）の他，フグ毒（4件）やキノコ(1件)によ
る特異な食中毒が発生した。
(広島市)
・食中毒予防月間等食中毒予防の広報，普及啓発の取組を行った。
・平成27年度単年度の発生件数は47件で，カンピロバクター（40件）の他，ノロウイルス（3件），アニサキス（1
件），ヒスタミン（1件），フグ毒（1件），カンピロバクターとサルモネラ(1件)による食中毒が発生した。
(呉市)
・夏期一斉，年末一斉（ノロウイルス食中毒予防月間含む。）において，大量調理施設等に対して重点監視を行った。
・食品等事業者への衛生講習会や市民向けミニ講習会等を実施し，食中毒予防の啓発を行った。
(福山市)
・衛生講習会等により普及啓発を行った。
・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。
・事業者や消費者に対し，ホームページによる注意喚起を行っている。

100%
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１　「食の安全に関する基本方針及び推進プラン」に関わる数値目標実績

平成25年度
（計画時）

平成27年度
(実績）

平成31年度
(最終目標）

取組内容等 達成率 実施状況数値目標

食品表示一斉点検の不適率 56% 37.5% 30％以下

　講習会，ホームページ等により食品表示制度の周知を図った。
　行政機関が連携し，食品表示の一斉点検を実施した。品目別では農産物・農産物加工品の不適正表示が多く確認され
た。　内容量，名称の他，平成27年４月施行の食品表示法で原則義務となった栄養成分・熱量に関する表示に関する不
適正表示が多く確認された。

75%

食品の偽装表示に対する
不安意識の割合

44%
参考値
(45%)

30％以下 　平成26年度県政世論調査の結果は45％となり，ほぼ横ばいで推移している。引き続き食品表示制度の周知を行い，不
安意識の減少を図る。

－

食品の安全に関する
正しい知識の保有割合

－％
（参考値）

52%
60％以上

　各自治体で食品の安全に関する理解を深めるため，講演会や意見交換会等のリスクコミュニケショーンに取り組んで
いる。
(広島県)
食品の安全に関する意識調査を実施した（平成27年10月調べ）。
＊参考値は平成27年10月の意識調査の実施結果。

－

健康生活応援店数
（食物アレルギー）

11店舗 10店舗
1,000店舗

以上

(広島県)
健康生活応援店(食物アレルギー)の店舗数は，増加しておらず，新しい取組が必要な状況となっている。取組を推進す
るための新規事業を検討し，アレルギー食品の表示を自主的に実施する食品取扱施設の情報を発信する事業の実施要領
(案)及び工程表(案)を作成した。Ｈ28年度の事業開始を目標として，取組を推進する。
(呉市)
今後，飲食店舗等におけるアレルゲン表記の推進について検討を進める。まずは実態把握の具体的な手法の検討を行
う。

1%

事業者の相談窓口の整備率 ―％
(参考値)
21.5%

90％以上 　各自治体で，監視指導や許可更新時等の実態確認，推進を進めている。
＊参考値は平成27年１～４月に回答のあったアンケート調査の実施結果。

－

事業者等の危機管理
マニュアルの整備率
（許認可食品製造施設）

―％
(参考値)
14.8%

30％以上

　各自治体で，監視指導や許可更新時等の実態確認，推進を進めている。
(広島県）
危機管理マニュアル作成支援のため,製造業者向けの「危機管理マニュアル(例)」を作成し，ＨＰに掲載した。
(呉市)
衛生講習会等において，マニュアルのひな形を配布し，整備率の向上を図った。
＊参考値は平成27年１～４月に回答のあったアンケート調査の実施結果。

－

食品衛生責任者更新時の
講習会受講率

30% 33% 60％以上

(広島県)
・食品衛生業務管理システムに新たに講習会受講対象者の抽出機能を追加した。保健所からの情報提供を充実させなが
ら連携を強化している。
(広島市)
・講習会を委託している広島市食品衛生協会と連携して,未受講者に対して通知文を郵送している。
(呉市)
・講習会開催案内を保健所，食品衛生協会との連名で通知し，受講を促した。
・未受講者には，次の講習会開催前に，再度通知を行った。
(福山市)
・食品衛生協会と連携し，受講率向上に向けた対応を検討している。

10%

食品安全推進リーダー数 ―人 0人 500人以上 　広島県食生活改善推進員協議会に対し，取組への協力を依頼し，趣旨に理解を得た。平成28年度に食品安全推進リー
ダー養成講習会を開催することとし，講座内容を検討した。

0%
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２　「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」の実施状況（行政の取組）

取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局

Ⅰ　衛生管理
１　農畜水産物の生産・流通段階

（１）安全な農産物の生産
01_農産物の生産・流通シス
テムの工程管理の推進

○「農業生産工程管理（ＧＡＰ）」の導入推進 ・担い手への啓発 【参考指標】
・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。 県農業技術課

02_環境にやさしい農業の推
進

○「安心！広島ブランド」特別栽培農産物認証制
度等の推進
○環境保全型農業直接支払対策事業の実施

・特別栽培農産物の認証実績　２７３件
・認証農林水産物のＰＲ
　県ＨＰ　６３人・団体
・担い手へのＰＲ
【エコファーマー】
・関連技術講習会への支援
・権限移譲市町の活動への支援

・認証件数及び取組面積は前年度より増加した。
・認証手続きの迅速化に向けて，要領等の見直し
を行った。

県農業技術課

・講習会等の開催
　年間実施回数　１０３回
　参加人数　延べ　２，０２３人

101% ◎

【参考指標】
農薬に関する講習会の開催
２，０００人／年

・農薬危害防止運動の実施の実施
・事故件数　０件 ◎

【参考指標】
農薬危害防止運動の実施
市町及び保健所と連携して実施

○肥料取締法に基づく肥料の登録や届出の指導 ・立入検査の実施　２０業者　５８銘柄 ・肥料の適切な成分表示等の指導を行った。

県農業技術課

・担当者会議の開催　２回　４５人
・立入検査の実施　３２人・店舗

・農薬の適正使用の推進と安全性の確保のため
の指導を行った。 県農業技術課

・毒物劇物農業用品目販売業者への立入検査の実施
　270件
・毒物劇物業務上取扱者への立入検査の実施
　49件

・毒物劇物業務上取扱者のうち，農業参入企業へ
の立入検査・指導を行った。

県薬務課

04_生産環境保全対策の推進 ○大気，水質及び土壌の環境モニタリングの実施 【ダイオキシン類対策の推進】
・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％
【有害化学物質の大気への排出量削減】
・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
【有害化学物質の公共用水域への排出量削減】
・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

【有害化学物質の大気への排出量削減】
・平成27年度実績は平成29年3月頃確定予定（参
考：平成26年度（6,360t/年）は平成25年度
（5,999t/年）から増加）。
【有害化学物質の公共用水域への排出量削減】
・平成27年度実績は平成29年3月頃確定予定（参
考：平成26年度（225t/年）は平成25年度（286t/
年）から削減）。 県環境保全課

取組

03_農業用生産資材の安全性
の確保と適正使用の推進

○農薬取締法事務担当者会議の開催
○農薬の販売者・使用者への立入検査の実施

○農薬の危害防止運動の実施
○ホームページによる安全で効果的な病害虫の防
除法や農薬に関する情報提供の実施

県農業技術課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

（２）安全な畜産物の生産
05_安全な食肉の提供に向け
た検査・指導等

○死亡牛の届出及びＢＳＥ検査の実施 ・死亡牛の届出件数及びＢＳＥ検査頭数
　　届出頭数　３３７頭
　　検査頭数　３３７頭
　　焼却頭数　３３７頭

100% ◎

【参考指標】
死亡牛のＢＳＥ検査頭数
４８ヶ月齢以上死亡牛全頭 県畜産課

06_畜産の生産現場における
法令順守指導・監督

・牛飼育農家立入検査
　　９０戸

100% ◎

【参考指標】
牛飼育農家立入検査
９０戸

・鳥インフルエンザ浸潤状況調査
　　１２０戸 103% ◎

【参考指標】
鳥インフルエンザ浸潤状況調査
１１６戸

・医薬品販売業立入検査
　　６５件 130% ◎

【参考指標】
医薬品販売業立入検査
５０件

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

100% ◎

【参考指標】
医薬品使用実態調査・指導（牛,豚,鶏）
３０戸／年

・薬剤耐性菌発現調査
　　　　２０戸 133% ◎

【参考指標】
薬剤耐性菌の発現状況調査
１５戸

07_畜産農家等に対する安全
な畜産物の生産に向けた取組
の普及・啓発

○販売業者等への飼料安全法の講習会の開催
○畜産農家への飼料適正使用の巡回指導

・講習会等の開催
　　　３回
・巡回指導及び立入検査
　　対象者数　　２，０４３人
　　立入検査数　　  ２２４人
　　カバー率　　　１１．０％

県畜産課

（３）安全な水産物の生産
08_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

・魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等の巡回指導
　 ４７経営体 118% ◎

【参考指標】
魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等の巡回指導
４０経営体／年

・魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会
　　４回　　　43経営体／年 86% 〇

【参考指標】
魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会
５０経営体／年

・かき出荷衛生対策講習会の開催
　　　　　　　　　　２１回 84% 〇

【参考指標】
かき出荷衛生対策講習会の開催
２５回／年

《食品生活衛生課》　１１回

《広島市》　　　　　　５回 ・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》　　　　　　　５回 漁協単位４回，夏かき１回　開催 呉市

09_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

○有害プランクトンの発生状況調査の実施
○貝類の毒化状況検査の実施

・貝毒行政検査
　　２０８検体

113% ◎

【参考指標】
貝毒行政検査件数  １８４検体／年
・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。

県水産課

○鳥インフルエンザ浸潤状況調査の実施
○畜産経営農家・獣医師等への医薬品使用実態調
査・指導の実施
○薬剤耐性菌の発現状況調査の実施
○有害な飼料の使用禁止の周知及び遵守指導の実
施

県畜産課

県水産課

県食品生活
衛生課

○水産用ワクチンの普及，魚類養殖での養殖密度
適正化・医薬品抑制の推進
○かき養殖での漁場環境改善，衛生的なかき出荷
の普及啓発
○貝類のノロウイルスの実態を踏まえた対策の推
進



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

２　食品の加工，販売等段階
（１）監視指導計画に基づく監視及び検査（チェック体制）の強化

・食品関連施設の監視指導
《全県》　　　　　 ８５，２１２件 131% ◎

【参考指標】
食品衛生監視指導件数　６５，０００件／年

《食品生活衛生課》 ２８，５３２件

《広島市》　　　　 ４３，９２２件 ・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》　　　　　 　５，３６３件 平成２７年度呉市食品衛生監視指導計画による監
視目標件数５０００件を達成できた。 呉市

《福山市》　　　　 　７，３９５件 ・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

・食品等の試験検査件数
《全県》　　　　　　６，７２０件 102% ◎

【参考指標】
食品の試験検査件数
６，６００件

《食品生活衛生課》　４，００１件
《広島市》　　　　　１，２９５件 広島市
《呉市》　　　　　　　　５０９件 平成２７年度呉市食品衛生監視指導計画による収

去件数６００件を概ね達成できた。 呉市

《福山市》　　　　　　　９１５件 福山市
・牛のと畜検査
《全県》　　　　　全頭（１９，０４８頭） 100% ◎

【参考指標】
牛のと畜検査頭数
処理される牛全頭

《食品生活衛生課》全頭（６７５頭）

《広島市》　　　　全頭（７，６３４頭） 広島市
《福山市》　　　　全頭（１０，７３９頭） 福山市
・豚のと畜検査
　　　全頭（６７，７２８頭）

・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

・ＢＳＥスクリーニング検査及びと畜検査
《全県》　　　　　全頭（３，４３５頭） 100% ◎

【参考指標】
ＢＳＥスクリーニング検査
４８月齢超の牛全頭

《食品生活衛生課》全頭（２４頭）

《広島市》　　　　全頭（１，７２１頭） 広島市

《福山市》　　　　全頭（１，６９０頭） 福山市

・食鳥検査(大規模処理施設)
　　　全羽（３，６１０，１８１羽）

100% ◎

【参考指標】
食鳥検査
大規模処理施設で処理される鶏全羽

県食品生活
衛生課

01_監視指導の実施 ○食品営業施設の監視指導の実施
○夏期食品一斉監視の実施
○年末食品一斉監視の実施

02_規格基準，遺伝子組換え
食品，アレルギー物質を含む
食品等の検査の実施

○食品中の食品添加物，食中毒菌･ウイルス，食
品の規格基準の適合状況等の確認検査の実施
○遺伝子組換え食品の定性・定量検査，アレル
ギー物質の確認検査の実施

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課

03_と畜検査や食鳥検査，Ｂ
ＳＥスクリーニング検査の実
施

○と畜検査の実施
○ＢＳＥスクリーニング検査の実施
○食鳥検査の実施の実施

県食品生活
衛生課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

04_医薬品類似形態食品実態
調査及び試買検査の実施

○医薬品類似形態の健康食品の買上げ検査の実施 ・買い上げ検査　　２０検体
　実態調査　１３６施設，４，２５９品目
　販売中止指導　　　０件
　広告物の撤去等　　１０件
　違反件数　　　　　１０件

100% ◎

【参考指標】
医薬品類似形態の健康食品の買上げ検査
２０検体／年 県薬務課

05_食品中の化学物質や病原
微生物の迅速かつ高感度な分
析手法の開発

○食品の安全確保に関する研究開発の実施 ・（農業）環境にやさしい農業の推進に必要な総合
的病害虫管理等の技術指導等の実施
・（食品）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
平成27年度の研究開発
・殻付かき安全性向上技術の開発（事前研究）およ
び広島かき安定供給構築事業（地方創生事業）で生
食用殻付きかきの安全性向上のための浄化技術の開
発等に取り組む。

≪食品生活衛生課≫
・食中毒予防月間（７～８月）中の監視件数
　　　仕出し店　    ６０２件
　　　大型旅館　    　４４件
　　　集団給食施設  　８２件
・ノロウイルス食中毒予防強化期間（１１～１月）
　中の監視件数
　　　仕出し店　    ５７１件
　　　大型旅館　    　７４件
　　　集団給食施設  ２１３件

県食品生活
衛生課

≪広島市≫
・食中毒予防月間（７～８月）中の監視件数
　　　仕出し店　    ６５９件
　　　大型旅館　    　３４件
　　　集団給食施設  　４３件
・ノロウイルス食中毒予防強化期間（１１～１月）
　中の監視件数
　　　仕出し店　    ６７４件
　　　大型旅館　    　６３件
　　　集団給食施設  　３１件

広島市

≪呉市保健所≫
・食中毒予防月間中の監視件数
　　　仕出し店　    　　７４件
　　　大型旅館　    　   ９件
　　　集団給食施設  　１３件
・ノロウイルス食中毒予防強化期間（１１～１月）
　中の監視件数
　　　仕出し店　   　　 ６７件
　　　大型旅館　    　　 ２件
　　　集団給食施設   １５件

呉市

○食中毒予防月間事業の実施
○ノロウイルス食中毒予防強化期間の実施

06_食中毒予防月間，ノロウ
イルス食中毒予防強化期間の

実施

県研究開発課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

≪福山市≫
・食中毒予防月間（７～８月）中の監視件数
　　　仕出し店　    １５８件
　　　大型旅館　    　　２件
　　　集団給食施設  　１７件
　　　その他　　１，５９７件

・ノロウイルス食中毒予防強化期間（１１～１月）
　中の監視件数
　　　仕出し店　    １５８件
　　　大型旅館　    　　３件
　　　集団給食施設  　３６件
　　　その他　　２，０９８件

福山市

（２）輸入食品の監視及び検査の充実強化
・輸入食品での収去検査
《全県》　　　　　　３８８検体 86% 〇

【参考指標】
輸入食品の収去検査
４５０検体／年

《食品生活衛生課》　２６９検体

《広島市》　　　　　　３９検体 ・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。

広島市

《呉市》　　　　　　　４１検体
呉市

《福山市》　　　　　　３９検体 ・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

《食品生活衛生課》
　　　輸入食品衛生対策協議会　１回

100% ◎

【参考指標】
広島県輸入食品衛生対策協議会の開催
１回／年

県食品生活
衛生課

（３）自主管理体制の普及・支援及びＨＡＣＣＰの導入支援

《食品生活衛生課》
食品衛生講習会実施：３２５回　１１,３０９名

県食品生活
衛生課

《広島市》
食品衛生講習会実施：１２３回　　７,６８２名

広島市

《呉市》
食品等事業者対象衛生講習会の実施
　　　　　　　　　：５１回　２,０９０名

呉市

《福山市》
食品衛生講習会実施：８４回　３，６６８名

福山市

09_広島県食品自主衛生管理
認証制度の普及

○県独自の食品自主衛生管理認証制度に基づく対
象業種の拡大

　対象業種は拡大していない。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。認証施設数は３施設増加し，９０施設と
なった。

県食品生活
衛生課

○大型量販店の監視指導の実施
○大型量販店の試験検査の実施
○広島県輸入食品衛生対策協議会の開催

08_事業者の自主衛生管理の
促進

○食品衛生講習会の実施等による自主衛生管理へ
の支援

07_輸入食品の監視指導の充
実強化

県食品生活
衛生課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

・ＨＡＣＣＰ導入講習会開催　９回 90% 〇
【参考指標】
HACCP導入講習会の開催
10回／年

《食品生活衛生課》
・各保健所で実施　６回
・ホームページやパンフレットによる情報提供

・ＨＡＣＣＰ導入講習会について，今後実施検討
する。

《広島市》
・ホームページによる情報提供
・ＨＡＣＣＰ導入講習会開催　０回

・Ｈ28.5.26、事業者に対し、ＨＡＣＣＰ導入講
習会を実施。（113施設162名参加）

広島市

《呉市》
・HACCP導入講習会（初級２回，中級１回）開催

呉市

《福山市》
・ホームページ，パンフレット等による情報提供

福山市

３　食品の消費段階

《食品生活衛生課》
・ホームページへ「食中毒関連情報」を掲載
・ツイッター，facebook掲載：４回
・各種メルマガ配信：５回
・テレビ，ラジオ出演：３回

県食品生活
衛生課

《広島市》
・ホームページへ関連情報を掲載
・各種メルマガ配信：３３回（市民向け12回、事業
者向け21回）
・テレビ，ラジオ出演：４回

広島市

《呉市》
・ホームページへ「食中毒関連情報」掲載
・市政だよりへ関連記事を掲載：４回

呉市

《福山市》
・メール配信による情報提供　２回
・広報誌による啓発　２回（７月，１２月）
・ホームページによる情報提供（随時）

福山市

・提供可能な食品の制限や取り扱いの注意等を指導
し，大きなイベントの場合の集団指導に対応した。

県食品生活
衛生課

・提供可能な食品の制限や取り扱いの注意等を指導
し，大きなイベントの場合の集団指導に対応した。

広島市

・催事における食品提供については，事前の届出を
求め，衛生上不適切な食品の提供自粛や食品の衛生
的な取り扱い等の注意指導を実施した。特に大規模
なイベントにおいては，出店者への衛生講習会の開
催や開催当日の監視指導を実施した。

呉市

《福山市》
・相談等は随時受付
・市主催のイベント等において巡回指導を実施

福山市

○食中毒予防に関する講習会等の開催
○ホームページや広報誌による食中毒予防の啓発
活動の実施

02_臨時営業相談における食
品衛生知識の普及・啓発の実
施

○お祭りやイベント等に係る臨時営業の相談等の
実施

10_ＨＡＣＣＰ導入のための
支援

○食品製造施設に対する研修会の実施
○ＨＡＣＣＰのマニュアル作成等に対する相談対
応の実施
○ホームページを活用したＨＡＣＣＰに関する情
報提供の実施

01_食中毒予防等の広報，普
及啓発の強化

県食品生活
衛生課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

《食品生活衛生課》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター1950枚配布
　　各種啓発グッズ配布，各種広報誌掲載
・ノロウイルス食中毒予防強化期間

県食品生活
衛生課

《広島市》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター200枚配布

広島市

《呉市》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター150枚配布

呉市

《福山市》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター200枚配布

福山市

03_食中毒予防月間，ノロウ
イルス食中毒予防強化間の実
施

○食中毒予防月間事業の実施
○ノロウイルス食中毒予防強化間の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

Ⅱ　食品表示
１　農畜水産物の生産・流通段階

01_食品表示制度の周知 ○担い手を対象とした講習会の開催 講習会　７回
参加延べ人数　５０３人

県農業技術課

02_食品表示の適正化に向け
た産地情報伝達等の確認調査

○農畜水産物を生産し，販売する生産者を対象
に，食品の名称・原産地等食品表示の確認調査の
実施
○農畜水産物を生産し，加工販売する生産者を対
象に，原料原産地等食品表示の確認調査の実施

・産地表示等の確認調査
 ≪農業技術課≫小売店，流通・加工製造業者を調査
 目標（合計）８０件　　　　実績１１８件
・産地偽装等が疑われる不適正表示１件（文書指
導）

◎

【参考指標】
米ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ法に基づく確認調査の実施
年ごとに作成する監視指導計画に基づき実施

県農業技術課

03_米トレーサビリティ法に
基づく産地情報伝達等の確認
調査

○米，米加工品を取り扱う生産者を対象とした，
取引の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の確
認調査の実施

・米穀等の取引等の記録を作成保存及び産地情報の
伝達の確認調査
≪農業技術課≫生産者等を調査
　目標（合計）１２件　実績１８件

◎

【参考指標】
米ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ法に基づく産地情報伝達等の確認調
査
年ごとに作成する監視指導計画に基づき実施

県農業技術課

04_牛トレーサビリティ法に
基づく産地情報伝達等の確認
調査

○畜産関係者等を対象とした，産地情報の伝達の
確認調査の実施

・死亡牛BSE検査に供する死亡牛の個体識別情報の伝
達確認

県畜産課

２　食品の加工，販売等段階
01_食品表示の適正化に向け
た原料原産地等の確認調査

○製造・加工業者及び仲卸業者を対象とした原料
原産地等の確認調査の実施
○小売店舗における食品の名称・原産地等食品表
示の確認調査の実施

≪農業技術課≫
・原料原産地等の確認調査
　  目標５０件　　実績５１件

・テーマを設け広島県の特産品であるかき（牡
蠣）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。（23事
業者）

県農業技術課

02_米トレーサビリティ法に
基づく産地情報伝達等の確認
調査

○米，米加工品を取り扱う事業者を対象とした，
米トレーサビリティ法に基づく取引の記録の作
成・保存及び産地情報の伝達の確認調査の実施
○米・米加工品を取り扱う小売店，外食事業者を
対象に産地情報の真正性について調査の実施

・米穀等の取引等の記録を作成保存及び産地情報の
伝達の確認調査
≪農業技術課≫外食店，小売店，JA等を調査
　目標（合計）１３９件　実績１４０件 県農業技術課

03_景品表示法に基づく指導 ○飲食店等の事業者指導の実施 ・消費者，関係機関等からの疑義情報に基づき，必
要な調査及び指導等を実施した。
　（疑義調査件数：7件　指導件数：2件）
・事業者からの食品表示に係る事前相談に対応し
た。（111件）

県消費生活課

県食品生活
衛生課

農業技術課

広島市

呉市

福山市

県食品生活
衛生課

農業技術課

広島市

呉市

福山市

【参考指標】
食品偽装表示対策チームによる調査
５件／年

【食品偽装表示対策チームによる調査】
　　　０件

100% ◎

【参考指標】
食品表示適正化推進月間の一斉監視
５０施設／年

平成２８年１２月に行政機関が連携し，７２施設に
一斉点検を実施した。
改善を指導した施設数　２７施設
不適性表示施設数　９０品目 144% ◎

05_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適正な食品表示
調査の実施

04_食品表示適正化推進月間
の実施

○食品表示の一斉監視等の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

事業者対象の食品表示講習会
１６回/年 160% ◎

【参考指標】
食品表示講習会の開催
１０回／年

《食品生活衛生課》　７回

《広島市》講習会　　４回
広島市

《呉市》　　　　　　７回 ・食品表示法の施行に伴う食品製造業等への説明
会：３回１５０名参加
・食品衛生責任者実務講習会での概要説明：４回
２１３名

呉市

《福山市》　講習会　５回 ・食品等事業者に対し食品表示法の概要について
講習を行った。 福山市

保健所において随時実施。食品表示法に基づく新し
い表示の切換え等の相談に対応した。

県食品生活
衛生課

≪農業技術課≫
・講習会の開催　　　　１８回
・食品表示相談　　　４３０件

農業技術課

保健所において随時実施。食品表示法に基づく新し
い表示の切換え等の相談に対応した。

広島市

・食品表示に関する相談対応：８３件 食品表示法施行に伴う事業者からの相談が増加。 呉市
《福山市》表示に係る相談等を随時実施した
・食品表示相談　７５件
・製造開始届等　７４件

福山市

３　食品の消費段階
「景品表示法の概要」についてのページを開設し，
情報を掲載

県消費生活課

「食品表示」のページを開設し，情報を掲載
県食品生活

衛生課
食品表示(主に品質事項)に関する情報を掲載 県農業技術課
「新しい食品表示制度」のページを開設し，情報を
掲載

広島市

積極的な広報等は行っていない。今後の検討課題 呉市
《福山市》
窓口等で食品表示に関するパンフレット等を設置

福山市

消費者対象の食品表示講習会
１０回/年

100% ◎
【参考指標】
食品表示講習会の開催
1０回／年

《食品生活衛生課》　８回 ・本年度は実施回数を増やすよう計画している。
《広島市》　　　　　１回 広島市
《呉市》　１回 リスクコミュニケーションでの基調講習会 呉市
《福山市》消費者対象の食品表示講習会　０回 ・実施に向け検討中 福山市
消費者からの相談に対し，県内の各消費生活相談窓
口が随時対応

県消費生活課

保健所において随時実施
県食品生活

衛生課
農業技術課において随時実施 県農業技術課
保健所において随時実施 広島市
《呉市》　４件 市民からの相談，通報 呉市
《福山市》随時実施 福山市

県食品生活
衛生課

02_食品表示講習会の開催 ○食品表示に関する講習会の開催
○食品表示に関する研修会への講師派遣の実施

01_消費者への食品表示制度
の広報

○ホームページへの掲載

03_食品表示に関する相談対
応

○食品表示に関する疑問等の相談対応

県食品生活
衛生課

06_事業者への食品表示制度
の周知

○食品表示に関する講習会の開催
○食品表示制度に関する情報のメール配信

07_食品表示に関する相談対
応

○食品表示に関する相談対応



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

Ⅲ　リスクコミュニケーション
１　農畜水産物の生産・流通段階

01_食品のリスクに対する総
合的な理解

○講演会や意見交換会等の開催 《農業技術課》（再掲）
・農薬に関する講習会等の開催
　年間実施回数　１０３回
　参加人数　延べ　２，０２３人

・食品表示制度に関する講習会
　　７回　参加人数　延べ５０３人

《水産課》（再掲）
・魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会
　　４回　　　43経営体／年

県農林水産局関
係課

２　食品の加工，販売等段階
01_食品のリスクに対する総
合的な理解

○講演会や意見交換会等の開催 《食品生活衛生課》
食品安全推進協議会の開催　２回 100% ◎

【参考指標】
食品安全推進協議会の開催
２回／年

県健康福祉局関
係課

平成２８年度から検討を行う。
0% －

【参考指標】
事業者向け情報提供ツール作成
１種類以上

メール等による情報発信
《全県》２６回 87% 〇

【参考指標】
メール等による情報発信
３０回／年

《食品生活衛生課》
・適正表示推進者に対しメール配信×３回
・広報誌・ホームページ等による情報提供

《広島市》
・メールマガジンによる情報提供
（２１回×５７０名）

・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

・情報配信サービスは実施していない。
呉市

《福山市》
・メール配信による情報提供 ２回

・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

今後の対応の検討が必要 県食品生活
衛生課

県観光課

〇平成27年度学校におけるアレルギー疾患に対する
普及啓発講習会の開催
〇平成27年度第２回特別支援学校栄養教諭・学校栄
養職員研修の開催

県教育委員会豊か
な心育成課

04_健康生活応援店（食物ア
レルギー）の広報

○健康生活応援店（食物アレルギー）の広報
取組内容を検討している

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課

02_情報収集・発信ツールの
確立

○事業者向け情報収集・発信ツール確立支援

03_食物アレルギーへの対応
支援

○食物アレルギーに関する研修会の開催
○食物アレルギー手引書の作成支援



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

３　食品の消費段階
01_食品のリスクに対する総
合的な理解

○講演会や意見交換会等の開催 ・食品の安全に関する講演会・シンポジウム等
　の開催
《全県》　　　　　　　　　２５回

125% ◎
【参考指標】
消費者との意見交換会の開催
２０回／年

《食品生活衛生課》　計３回
・食品安全推進協議会　２回
・中国四国農政局との共催事業　１回 ・宇宙食を作る衛生技術（HACCP）を学ぶ
《県農林水産局関係課》
・食品安全推進協議会へ出席し，意見交換を行っ
た。

県農林水産局関
係課

《広島市》・市政出前講習会　　　　　　０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

《広島市》　　　　　　　　　８回
・生活衛生推進員との意見交換会を行った。 広島市

《呉市》　共催開催　合計２回
内閣府食品安全委員会・呉市教育委員会　　１回
呉市食品衛生協会・呉市消費者協議会等　１回

《呉市》
・「食育における『協働』のあり方について」
・「こう変わる！食品表示」

呉市

《福山市》　　　１５回
・食生活改善推進員研修会　８回
・市民等を対象とした食品衛生講習会７回

・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

パブリックコメントの実施
《全県》４回／年 133% ◎

【参考指標】
パブリックコメントの実施
３回／年

《食品生活衛生課》　２回
・H２８年度食品衛生監視指導計画
・食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例の
一部改正について
《広島市》
取組無し 広島市

《呉市》
・平成２８年度呉市食品衛生監視指導計画

保健所ホームページ及び呉市各市民センター等
呉市

《福山市》　１回
・２０１６年度（平成２８年度）福山市食品衛生監
視指導計画

福山市

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

県食品生活
衛生課

県子育て・少子
化対策課

県食品生活
衛生課

県地域包括ｹｱ・高
齢者支援課

メール配信等による食品安全情報の提供
《全県》４４回／年 88% 〇

【参考指標】
メール配信等による食品安全情報の提供
５０回／年

《食品生活衛生課》
・広報誌等による情報提供　２３回
《広島市》
・メールマガジンによる情報提供
（１２回×２７６名）
・デジタルサイネージ等の依頼
（年に３回、カンピロ予防、食中毒警報、ノロ予防
について依頼）

・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》
・広報誌等による情報提供　４回 呉市

《福山市》
・メール配信による情報提供 ２件

・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

03_食物アレルギーへの対応
支援

○食物アレルギーに関する基礎知識や除去食の対
応方法等のホームページ等による情報提供の実施
○食物アレルギーに関する相談対応 ・今後の取組が必要

県食品生活
衛生課

【参考指標】
消費者向け情報提供ツールの作成
２種類以上

◎100%

県食品生活
衛生課

データ放送「生き生き地域サポート」（在宅高齢者
等支援情報システム）により，県内全域に食中毒情
報を発信(H27年度３回)

・「Kids☆めるまが」により食中毒情報，リスクコ
ミュニケーションへの参加募集を配信（配信者数
21,000人）

02_情報収集・発信ツールの
確立及び情報発信

○子育て世帯向け情報発信ツールの確立

○高齢者向け情報発信ツールの確立



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

Ⅳ　危機管理
１　農畜水産物の生産・流通段階

01_健康被害発生時の対策 ○農畜水産物を原因とする健康被害発生時の手順
書等の作成支援

《農業技術課》
・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）を周知して
いる。
《水産課》
・危機管理マニュアル（貝毒・赤潮）を周知してい
る。

県農林水産局

02_自主回収報告等の徹底 ○健康被害の早期の危害把握と自主回収情報の
ホームページ等の広報の実施

《県農林水産局》
・健康被害事案等なし

県農林水産局

２　食品の加工，販売等段階
《食品生活衛生課》
・緊急連絡網の更新及び緊急連絡訓練を実施した。
・各保健所で危機発生時の机上演習を実施した。 県食品生活

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。

広島市

《呉市保健所》
・緊急連絡網の更新を実施した。
・有症事案処理終了後，グループ内において対応体
制について，総括会議を行った。

呉市

《福山市》
 ・行政間の連絡体制は整備されている。

・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。

福山市

《食品生活衛生課》
・ 事業者向の危機管理マニュアル(例)を作成し，
ホームページに掲載した。

県食品生活
衛生課

《広島市》
取組無し

・事業者の危機管理体制構築のための支援が必要
である。 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）
  　１２回

呉市

《福山市》
・監視時に危機管理マニュアルの整備について指導

・事業者の危機管理体制構築のための支援が必要 福山市

01_危機管理体制の整備 ○食中毒対策要綱等の健康危機管理マニュアルの
点検，関係者の訓練及び研修の実施

02_危機管理マニュアル作成
等の支援

○食品関連事業者への食品事故等発生時の危機管
理マニュアルの作成支援



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

《食品生活衛生課》
・迅速に対応し，被害拡大防止のため，食中毒の疑
いがある場合は営業の自粛を要請し，食中毒と断定
した場合は営業禁止処分を行った。
・再発防止対策が確実に実施されたことを確認した
上で，禁止処分を解除した。

県食品生活
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１４２回）

広島市

《呉市》
　食中毒，有症事案発生時は，速やかな処理対応を
行った。さらに，広域事案や感染症の可能性のある
場合は，他自治体や感染症担当課と連携して調査を
行った。

呉市

《福山市》
迅速に対応し食中毒と断定した場合は営業禁止処分
を行い，再発防止対策が確実に実施されたことを確
認した上で，禁止処分を解除した。

福山市

《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の実施。公表事案〇件

県食品生活
衛生課

《広島市》
・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の実施。公表事案６件
（営業施設５件、家庭１件）

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　０件
　（公表しない散発事案２件あり）
・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　３回

呉市

《福山市》
食中毒事件発生等公表事案　２件

福山市

05_食中毒事例や苦情事例の
情報提供

○事業者の参考となる食中毒事例や苦情事例の
ホームページ等による情報提供の実施 《食品生活衛生課》

・ホームページへ「広島県の食中毒発生状況」を掲
載

県食品生活
衛生課

03_健康被害発生時の調査 ○原因究明，被害拡大及び再発防止を図るための
調査・検査の実施

04_食中毒情報等の提供 ○情報提供の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

06_自主回収報告等の徹底 ○健康被害の早期の危害把握と自主回収情報の
ホームページ等の広報の実施

・営業者が消費者から健康被害に関する情報提供を
受けた場合や，自主回収に着手した場合の保健所長
への報告が義務について，ホームページで周知し
た。
・自主回収に関する情報提供　９件

県食品生活
衛生課

・営業者が消費者から健康被害に関する情報提供を
受けた場合や，自主回収に着手した場合の保健所長
への報告が義務について，ホームページで周知し
た。
・自主回収に関する情報提供　９件

広島市

ホームページ等での一般公表事例なし 呉市

《福山市》
自主回収に関する情報提供（ホームページ）　２件

福山市

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
《食品生活衛生課》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

県食品生活
衛生課

《広島市》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

広島市

《呉市》
・管理者・従事者に対する講習会等の実施

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４施設（内２施設休止）
　立入延　４回監視
・食肉処理業１２施設
　立入延　３１回監視

福山市

《食品生活衛生課》
・7月13日第１号警報発令，10月6日解除
・関係機関46機関へメール又はFax送信
・県庁舎へ懸垂幕を掲示

県食品生活
衛生課

《広島市》
・7月13日第１号警報発令，10月6日解除
・関係機関２９機関へメール又はFax送信
・メルマガ発行
・デジタルサイネージ等の依頼
・中央卸売市場、東部卸売市場へ横断幕設置

広島市

・ホームページ上での警報発令情報の提供
・仕出し弁当業者，食品製造業者，集団給食施設，
大型食料品店等への警報発令の情報提供を実施し
た。（一斉FAX）

呉市

《福山市》
・関係機関へ情報提供
・懸垂幕の掲出
・来所者に対し，電光掲示板にて周知（福山市保健
所内）

福山市

07_衛生教育の実施 ○調理従事者，給食施設の責任者等を対象とした
ＨＡＣＣＰ，食中毒予防等の講習会の実施
○と畜場及び食鳥処理場の管理者，従事者に対す
る衛生指導及び講習会等の実施

08_食中毒警報発令事業の実
施

○食中毒警報発令事業の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

３　食品の消費段階
《食品生活衛生課》
・ホームページへ「問合せ先窓口一覧」を掲載

県食品生活
衛生課

《広島市》
・ホームページへ「食中毒に関する問い合わせにつ
いて」を掲載

広島市

《呉市》
・ホームページへの連絡先の掲載。休日・夜間の電
話対応体制あり。

呉市

《福山市》実施方法について検討中 福山市

《食品生活衛生課》
・ホームページへ「食中毒等に関する相談は」を掲
載

県食品生活
衛生課

《広島市》
・ホームページへ「食中毒を疑った時は」を掲載

広島市

《呉市》
・ホームページへの連絡先の掲載。休日・夜間の電
話対応体制あり。

呉市

《福山市》
・食中毒等を探知した場合は，迅速かつ的確に調査
を行い，適切な措置を講じている。必要に応じ，
国，関係自治体と連携し対応している。

福山市

《食品生活衛生課》
・ホームページへ「食中毒の発生状況」を掲載

県食品生活
衛生課

《広島市》
・ホームページへ「教えて！広島市の食中毒発生状
況」を掲載

広島市

《呉市》
・各種講習会等において，食中毒，苦情等発生状況
について説明

呉市

《福山市》
・報道機関へ情報提供
・ホームページによる情報提供

福山市

03_食中毒情報等の提供 ○広報紙，ホームページ等，各種媒体を活用した
情報提供の実施

01_緊急時の連絡先の作成の
支援

○消費者の緊急時の連絡先一覧の作成等支援

02_健康被害発生時の調査 ○原因究明，被害拡大及び再発防止を図るための
調査・検査の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

《食品生活衛生課》
・ホームページへ「食中毒の発生状況」を掲載

県食品生活
衛生課

《広島市》
・ホームページへ「教えて！広島市の食中毒発生状
況」を掲載

広島市

《呉市》
・市民対象講習会等において，食中毒，苦情等発生
状況について説明

呉市

《福山市》
・消費者に対し，食中毒予防対策についてホーム
ページによる注意喚起を実施

福山市

《食品生活衛生課》
・7月13日第１号警報発令，10月6日解除
・関係機関46機関へメール又はFax送信
・県庁舎へ懸垂幕を掲示

県食品生活
衛生課

《広島市》
・7月13日第１号警報発令，10月6日解除
・関係機関２９機関へメール又はFax送信
・メルマガ発行
・デジタルサイネージ等の依頼
・中央卸売市場、東部卸売市場へ横断幕設置

広島市

・ホームページ上での警報発令情報の提供
・仕出し弁当業者，食品製造業者，集団給食施設，
大型食料品店等への警報発令の情報提供を実施し
た。（一斉FAX）

呉市

《福山市》
・関係機関へ情報提供
・懸垂幕の掲出
・来所者に対し，電光掲示板にて周知（福山市保健
所内）

福山市

04_食中毒事例や苦情事例の
情報提供

○消費者の参考となる食中毒事例や苦情事例を
ホームページ等による情報提供の実施

05_食中毒警報発令事業の実
施

○食中毒警報発令事業の実施



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

Ⅴ　人材育成
１　農畜水産物の生産・流通段階

01_講習会及び講師の紹介 ○生産者が人材を育成するために必要な講習会や
講師の紹介

ノロウイルス等に関する講師を紹介(10名） 33% －
【新規参考指標】
食品安全に関わる講師の紹介
３０人

県食品生活
衛生課

２　食品の加工，販売等段階
衛生技術研修会や，食品安全行政講習会等へ計19回
職員を派遣

県食品生活
衛生課

《広島市》
ＨＡＣＣＰ指導員養成研修会等へ計8回職員を派遣

広島市

・関連する研修会等へ職員派遣 呉市

《福山市》
ＨＡＣＣＰ等に関連する研修会等に参加　４回

福山市

４回開催(三次・三原・廿日市・広島)
出席者３２５名 200% ◎

【参考指標】
適正表示推進者フォローアップ講習会の開催
２回／年

・食品衛生指導員等に対する研修会の開催
《全県》　　　　　　１４０回 203% ◎

【参考指標】
食品衛生指導員等に対する研修会の実施
６９回／年

《食品生活衛生課》　　７８回
・食品衛生指導員研修会　２０回
・食品衛生責任者実務講習会　５６回
・適正表示推進者育成講習会　２回
《広島市》　　　　　　１２回 ・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》
　食品衛生推進員研修会　　　　３回
　食品衛生責任者養成講習会　　４回
　食品衛生責任者実務講習会　　４回
　食品衛生推進員養成講習会　　１回

呉市

《福山市》
・食品衛生指導員研修会　９回
・更新講習会　２５回
・食品衛生講習会
（飲３，そうざい製造業，菓子製造業対象）３回
・学校給食納入業者説明会　１回　等
・ＤＶＤ等の貸出し（随時）（食品衛生協会対応）

・指導員研修を実施した。回数は達成できてい
る。

福山市

・講習会等の開催
《全県》　　　　　　　１４９回

《食品生活衛生課》  　　１０回
《広島市》　　　　　　１２３回 広島市
《呉市》　　　　　　　  　８回 呉市
《福山市》　　　　　　　  ８回 福山市

04_講習会及び講師の紹介 ○事業者が人材を育成するために必要な講習会や
講師の紹介

ノロウイルス等に関する講師を紹介(10名） 33% －
【参考指標】（再掲）
食品安全に関わる講師の紹介
３０人

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課

県食品生活
衛生課

01_事業者を指導する保健所
職員の育成

○保健所職員のＨＡＣＣＰ等の研修会への参加

02_事業者の食品の安全・安
心確保の核となる人材の育成

○食品の安全に関する講習会の開催
○事業者の衛生管理を向上する上で地域のリー
ダーとなる食品衛生推進員及び食品衛生指導員の
講習会の実施
○食品営業施設における衛生管理の核となる食品
衛生責任者の講習会等の開催
○食品の適正表示推進者育成講習会等の実施
○食品衛生に関する教育ＤＶＤ等の貸出し

03_給食従事者等の核となる
人材の育成

○給食施設の衛生管理の中心となる栄養士や調理
従事者を対象とした，ＨＡＣＣＰや食中毒予防等
の食品衛生に関する研修会の開催



取組内容 平成27年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局取組

３　食品の消費段階
01_食品安全推進リーダーの
養成

○食品の表示や食品衛生に関する知識を有する地
域のリーダーを対象とした講習会の開催

次年度の講習会開催について関係団体へ協力依頼し
た。

平成２８年度に講習会開催を予定している。
県食品生活

衛生課
02_講習会及び講師の紹介 ○消費者が人材を育成するために必要な講習会や

講師の紹介
ノロウイルス等に関する講師を紹介(10名） 33% －

【参考指標】（再掲）
食品安全に関わる講師の紹介
３０人

県食品生活
衛生課



（別表）監視指導・検査に関する実績（Ⅰ衛生管理の２（１））
１　監視指導の件数

広島県合計 県立 広島市 呉市 福山市

監視指導の件数 85,212 28,532 43,922 5,363 7,395

食品関連施設の監視指導 37,402 13,593 17,087 3,097 3,625

販売店の監視指導 43,064 14,983 22,045 2,266 3,770

夏季一斉監視立入件数 15,829 5,820 7,630 970 1,409

違反件数 331 192 31 5 103

年末食品一斉監視 12,293 2,541 7,627 859 1,266

違反件数 218 147 14 1 56

食中毒予防月間重点施設監視 10,901 1,413 7,630 84 1,774

違反件数 218 52 31 1 134

食品表示適正化推進月間 8,029 2,259 3,886 618 1,266

違反件数 73 24 26 4 19

２　検査件数

広島県合計 県立 広島市 呉市 福山市

食品等の試験検査件数 6,720 4,001 1,295 509 915

遺伝子組換え検査件数 29 25 4 0 0

違反件数 0 0 0 0 0

アレルギー検査件数 55 20 30 0 5

違反件数 0 0 0 0 0

残留農薬検査件数 234 133 80 11 10

違反件数 0 0 0 0 0

輸入食品の収去検査件数 401 269 39 54 39

違反件数 0 0 0 0 0

項目

（内数）

（内数）

項目


































