
令和２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(単年度）

達成
項目数

達成 概ね達成 未達成 評価対象外
概ね達成
以上の割合

3 4 85%

食品表示 2 1 7 3 3

衛生管理 2 1 24 10 7

1 0 86%

リスクコミュニケー
ション 2 1 8 6 0 2 0 75% 96%

危機管理 2 2 0 0

人材育成 2 1 3 2

10

0 0 -

0

6 5 84% 96%

0 1 100% 100%

0

計 10 6 42 21

＊令和２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，６項目が達成となっています。

＊参考指標42項目のうち評価対象外の５項目を除く37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うち，６項目は未達成となりましたが，残りの31項目は「達

成」もしくは「概ね達成」となりました。

＊令和２年度は新型コロナウイルス感染症により業務を縮小した取組もあり，未達成の項目が例年よ

り多く見られましたが，６年間の達成度は平均して96％となっており，概ね目標達成となっています。

※ 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。

引き続き「食品安全推進協議会」で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，令和３年度からの「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン 」の着実な実行に向

けた取り組みを実施します。

令和２年度及び６年間の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。

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，令和２

年度の実施状況と６年間の達成度をとりまとめました。

資料1

総括表シート



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 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局

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 ・「広島県ＧＡＰ実践の手引」印刷・配付
・指導者向けＧＡＰ研修会の開催
・生産者向けＧＡＰ研修会の開催

◎

【参考指標】
・新たに生産者がＧＡＰ（農業生産工程管理手
法）を導入。

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

・「安心！広島ブランド」特別栽培農産物の
　認証実績
　　件数：193件，面積：960ｈａ
・環境保全型農業直接支払対策事業の取組実績
　　取組団体数：71件，面積：561ｈａ
・権限移譲市町を対象とした研修会の開催

・「安心！広島ブランド」特別栽培農産物の認証
件数は増加したが，取組面積は減少した。
・環境保全型農業直接支払対策事業の取組件数及
び取組面積は増加した。 県農業技術課

・農薬適正使用に係る啓発活動
　年間実施回数　87回
　参加人数　延べ　1,232人

62% △

【参考指標】p13-3
農薬に関する講習会の開催
２，０００人／年
新型コロナウイルス感染症の影響により，農薬危
害防止講習会を中止したため，参加人数が減少。

・農薬危害防止運動の実施
・事故件数　０件 ◎

【参考指標】p13-2
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

○肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料
の登録や届出の指導

・立入検査の実施　２業者　５銘柄 ・肥料の適切な成分表示等の指導を行った。
COVID-19感染症対策により検査数減 県農業技術課

・担当者会議の開催　２回　47人
・立入検査の実施　31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
193件
・毒物劇物農業用品目の業務上取扱者への立入検査
の実施（農薬危害防止運動期間６月～８月）13件

・毒劇物である農薬の適正な管理についての指導
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】
・令和２年度実績は令和４年３月頃確定予定（参
考：令和元年度（5,924t/年）は平成30年度
（6,104t/年）から減少）。
【有害化学物質の公共用水域への排出量削減】
・令和２年度実績は令和４年３月頃確定予定（参
考：令和元年度（205t/年）は平成30年度（217t/
年）から減少）。 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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

（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　１５７頭
　　検査頭数　１５７頭
　　焼却頭数　１５７頭

100% ◎

【参考指標】p15-1
死亡牛のＢＳＥ検査頭数
９６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】p15-2
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
　　延べ１１４戸 100% ◎

【参考指標】p15-3
鳥インフルエンザ浸潤状況調査
対象農場数の見直し（変更）

・医薬品販売業立入検査
　　７８件

―

【参考指標】p15-4
医薬品販売業立入検査
５０件
国調査事業の見直し，使用実態調査への切替

・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】p15-5
医薬品使用実態調査・指導（牛,豚,鶏）
３０戸／年

・薬剤耐性菌発現状況調査
　　　　　　５戸

―

【参考指標】p15－6
薬剤耐性菌の発現状況調査
１５戸
国事業実施内容（方法）の見直し

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
　　　２回
・対象指導農家等数及び立入検査件数
　　対象業者等数　　１，０６７戸
　　立入検査数　　 　　 １０４件
　　カバー率　　　　　  ９．７％

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
　 ４１経営体 103% ◎

【参考指標】p17－2
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
　　３回　　　２４経営体／年 80% 〇

【参考指標】p17－3
魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会
３０経営体／年

水産用抗菌剤使用指導書の交付
8件，6経営体

緊急時の理由書による販売報告書の受理3件

県研究開発課
輸入種苗着地検査
2回　1経営体

着地検査時に養殖衛生管理指導を併せて実施
（水産課巡回指導の内数）

・かき出荷衛生対策講習会の開催
　　　　　　　　　　１５回

60% △

【参考指標】P17-4
かき出荷衛生対策講習会の開催
２５回／年
新型コロナウイルス感染症の影響により開催回数
減

《食品生活衛生課》　１１回

《広島市》　　　　　　０回
広島市

《呉市》　　　　　　　４回 漁協単位４回　開催 呉市

○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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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
　　１７５検体

95% 〇

【参考指標】貝毒行政検査件数P17-5
１８４検体／年

 

県水産課

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》　　　　　 ５４，３９５件 84% 〇

【参考指標】ｐ19－1
食品衛生監視指導件数　６５，０００件／年

《食品生活衛生課》 ２３，５０６件

《広島市》　　　　 ２０，０４８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》　　　　　 　４，１６１件 ・新型コロナの影響により令和２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
大幅に下回った。

呉市

《福山市》　　　　 　６，６８０件 ・新型コロナウイルス感染症の対応及び感染症拡
大防止のため業務を縮小したため達成できなかっ
たが，広域流通施設や製造施設を重点的に監視を
行った。

福山市

・食品等の試験検査件数
《全県》　　　　　　５，２７８件 80% 〇

【参考指標】p19-2
食品の試験検査件数
６，６００件

《食品生活衛生課》　３，３１９件
《広島市》　　　　　１，１６４件 広島市
《呉市》　　　　　　　　３８７件

呉市

《福山市》　　　　　　　４０８件 ・新型コロナウイルス感染症の対応及び感染症拡
大防止のため業務を縮小したため達成できなかっ
たが，広域流通施設や製造施設を重点的に収去を
行った。

福山市

・牛のと畜検査
《全県》　　　　　全頭（１８，３０５頭） 100% ◎

【参考指標】p19-3
牛のと畜検査頭数
処理される牛全頭

《食品生活衛生課》　　　　― と畜場廃止のため実績なし

《広島市》　　　　全頭（  ７，６３５頭） 広島市
《福山市》　　　　全頭（１０，６７０頭） 福山市
・豚のと畜検査
　　　全頭（６０，７２１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
《全県》　　　　　　　　２４頭 ―

【参考指標】p19-4
ＢＳＥスクリーニング検査
４８月齢超の牛全頭⇒H29年度から異常牛のみ

《食品生活衛生課》　　　　―

《広島市》　　　　　　　　０頭 法改正に伴いＨ２９年度から検査を廃止 広島市

《福山市》　　　　　　　２４頭 福山市

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

・食鳥検査(大規模処理施設)
　　　全羽（３,６６９,９６１羽）

100% ◎

【参考指標】p19-5
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

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　　10検体
　実態調査　308施設，4,787品目
　販売中止指導　　　－件
　広告物の撤去等　１件
　違反件数　　　　１件

100% ◎

【参考指標】p19-6
医薬品類似形態の健康食品の買上げ検査
２０検体／年
検査の見直しにより１０検体／年で運用変更

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となる
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

・（水産）夏期の生食用出荷に向けた殻付かきの浄
化システムを開発

・現地試験により，現地適応性を確認した。
・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。

・（保健環境）「広島県産ジビエにおけるE型肝炎
ウイルス保有状況調査」を実施

・（保健環境）「県内の食の安全安心を推進する効
果的な検査体制の構築に関する研究-産直市場で販
売される農産物の残留農薬実態調査-」を実施

・県内の3市のジビエ施設と畜産技術センターで
処理されたイノシシ，シカから血液，肝臓を採材
し，これらのE型肝炎ウイルスの保有率を調査し
た。結果については，3市の関係課と県庁食品生
活衛生課へ報告した。

・残留農薬検査体制を整備した。
・産直市場等で販売されている農産物について，
残留農薬の実態調査を実施した。

県研究開発課

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

≪食品生活衛生課≫
・食中毒予防月間（７～８月）中の監視件数
　　　飲食店３類　  ５５７件
　　　飲食店１類　　７７８件
　　　製造業　　　　７３０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
　　　飲食店３類　  ５２３件
　　　飲食店１類　　８５３件
　　　製造業　　１，１３３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
　　　　　　　　３，８４９件
・年末食品一斉監視期間（１２月）中の監視件数
　　※年末における重点監視として実施
　　　　　　　　１，８７２件

広島市

≪呉市≫
・食中毒予防月間中の監視件数
　　　飲食店３類　 １２５件
　　　飲食店１類　 ２３０件
　　　製造業　　　 　８３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　   　 ４８件
　　　大型旅館　    　　０件
　　　集団給食施設    ３７件

呉市

≪福山市≫
・食中毒予防月間（７～８月）中の監視件数
　　　飲食店営業（１類＋３類）　９１２件
　　　製造業　　　　　　　　　　３１４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　　　　　１６６件
　　　大型旅館　　　　　　　７件
　　　集団給食施設　　　　１２件

福山市

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

○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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

（２）輸入食品の監視及び検査の充実強化
・輸入食品の収去検査
《全県》　　　　　　３６７検体 82% 〇

【参考指標】P21-1
輸入食品の収去検査
４５０検体／年

《食品生活衛生課》　２４５検体

《広島市》　　　　　　２５検体 ・加工食品の残留農薬，添加物等について検査を
実施した。 広島市

《呉市》　　　　　　　６３検体 呉市

《福山市》　　　　　　３４検体 福山市

《食品生活衛生課》
　　　輸入食品衛生対策協議会　０回

0% △

【参考指標】p21－2
広島県輸入食品衛生対策協議会の開催
１回／年
新型コロナウイルス感染症の流行により中止

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：２０５回　　４,３４５名

県食品生活
衛生課

《広島市》
食品衛生講習会実施：７６回　　３,３９９名

広島市

《呉市》
食品等事業者対象衛生講習会の実施
　　　　　　　　　：１５回　　５１７名

呉市

《福山市》
食品衛生講習会実施：６０回　１，６５３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

令和２年度の認証取得施設数（令和３年３月31日時
点）：２１業種　８６施設 県食品生活
衛生課

・ＨＡＣＣＰ導入講習会開催　９回 90% 〇
【参考指標】p23－2
HACCP導入講習会の開催
10回／年

《食品生活衛生課》
・ホームページやパンフレットによる情報提供
・HACCP講習会　０回

《広島市》
・ホームページによる情報提供
・ＨＡＣＣＰ講習会開催
　　１回（１施設３１名）

広島市

《呉市》
・講習会（HACCP導入内容含む）開催６回，２７６
名

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
・HACCP講習会開催２回，６名

福山市

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

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

県食品生活
衛生課

07_輸入食品の監視指導の充
実強化

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

３　食品の消費段階

《食品生活衛生課》
・ホームページへ「食中毒関連情報」を掲載
・ツイッター，facebook掲載：６回
・各種メルマガ配信：０回
・テレビ，ラジオ出演：２回
・各種配布誌での広報：７回
・懸垂幕の掲示

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
・各種メールマガジン配信：２１回（市民向け１０
回、事業者向け１１回）
・テレビ出演：２回
・市広報誌による啓発：３回
・市役所本庁舎広告塔での懸垂幕の掲示
・ラジオ放送：２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：２回

呉市

《福山市》
・メール配信による情報提供　２１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。

呉市

《福山市》
・相談等は随時受付をし，提供可能な食品の制限や
食品の衛生的な取扱い等について指導を行った。
・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

01_食中毒予防等の広報，普
及啓発の強化

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

《食品生活衛生課》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター2000枚配布
　　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》
・夏期食品一斉監視実施（7月1日～8月31日）
　　※夏期における重点的な監視を実施
・年末食品一斉監視実施（12月1日～12月31日）
　　※年末における重点監視を実施

広島市

《呉市》
・食中毒予防月間事業
　　ポスターを88箇所に配布

呉市

《福山市》
・食中毒予防月間事業
　　ポスター配布
　　啓発パネル等の展示，懸垂幕の掲出
・ノロウイルス食中毒予防強化期間
　　ノロウイルス食中毒予防講習会の実施
　　懸垂幕の掲出

福山市

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　１回
参加延べ人数　２９人

COVID-19感染症対策により大幅減 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

○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
○農畜水産物を生産し，加工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

・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）１３０件　　　　実績１４１件

◎ 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≫生産者を調査
　目標（合計）６件　実績６件

◎

【参考指標】p29－2
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
【参考指標】p31－1
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
・COVID-19感染症対策により，製造事業者への調
査が不可となったため，米穀生産者のみの調査と
なったことによる減。

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番号情
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３０件　　実績３５件 ◎

・COVID-19感染症対策により広島県の特産品であ
るかき（牡蠣）事業者のみを対象にした調査を実
施した。 県農業技術課

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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，小売店を調査
　目標（合計）９４件　実績９３件 ◎

・COVID-19感染症対策により，製造事業者と生産
者への調査が不可となったために減となった調査
を補填するため小売店調査増。

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：15件　指導等件数：6件）
・事業者からの食品表示に係る事前相談に対応し
た。（38件）

県消費生活課

県食品生活衛生
課

県健康づくり推
進課

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

事業者対象の食品表示講習会
９回/年 90% 〇

【参考指標】p31－3
食品表示講習会の開催  １０回／年 県食品生活
衛生課

《食品生活衛生課》　２回 県食品生活衛生課


《広島市》講習会　　４回 広島市

《呉市》　講習会　　１回
呉市

《福山市》　講習会　２回
福山市

県食品生活衛生
課

県健康づくり推
進課

≪農業技術課≫
・講習会の開催　　　　５回
・食品表示相談　　　２９８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：４１件 呉市

《福山市》表示に係る相談等を随時実施した
・食品表示に関する相談対応　１６９件

福山市

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

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

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

【食品偽装表示対策チームによる調査】
　　　０件
（被疑情報への個別対応４件）

令和２年１２月に行政機関が連携し，６８施設に一
斉点検を実施した。
改善を指導した施設数　２６施設
不適性表示品目数　８４品目

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。

【参考指標】p31－2
食品偽装表示対策チームによる調査
５件／年

0% △

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

【新規参考指標】p31-4
食品表示適正化推進月間の一斉監視
５０施設／年

142% ◎

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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

「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

・食品表示法完全施行に関する情報発信のため，
ポスター200部，チラシ2,000部を印刷し，県政
ラック配架をはじめ，県病院，県立大学等公共施
設の他，イオン，生協，保育所等民間への配布を
行った。

県農業技術課

・ホームページへ「新しい食品表示制度」を掲載
・窓口等で食品表示に関するパンフレット等を設置

広島市

《呉市》
窓口等で食品表示に関するパンフレット等を設置

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

消費者対象の講習会の開催
６回/年

90% 〇
【新規参考指標】　　p32
食品表示講習会の開催
1０回／年

《食品生活衛生課》　５回
《広島市》　　　　　　― 広島市
《呉市》　　　　　　１回 呉市
《福山市》　　　　　　― 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

県食品生活衛生
課

県健康づくり推
進課

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

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

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

県食品生活
衛生課

《県》保健所において随時実施

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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）
・農薬適正使用に係る啓発活動
　年間実施回数　87回
　参加人数　延べ　１，７４０人
・食品表示制度に関する講習会　１４回

《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
　　３回　　　２４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　３回 150% ◎

【参考指標】p37－3
食品安全推進協議会の開催
２回／年

県健康福祉局関係課

各団体の広報誌，メール配信等
100% ◎

【新規参考指標】p37－2
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》　62回 206% ◎

【参考指標】p37－4
メール等による情報発信
３０回／年

《食品生活衛生課》
・適正表示推進者へのメール配信　１３回
・広報誌・ホームページ等による情報提供　１７回

《広島市》
・メールマガジンによる情報提供　１１回

・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 ２１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

県食品生活
衛生課

県子供未来応援課

県教育委員会豊か
な心と身体育成課

・食物アレルギー以外のアレルギー疾患について
も対象としている。 県健康づくり推進課

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 「アレルギー表示店」の県HPでの紹介
ツイッター，フェイスブック
各団体の機関誌での情報提供

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

県食品生活
衛生課

保育所，幼稚園，児童福祉施設，県市町等関係者
○令和２年度幼稚園新規採用教員研修園外研修（第
６回）における講義・演習
○令和２年度養護教諭初任者研修第五期における講
義
○令和２年度栄養教諭初任者研修第６回・第８回に
おける講義・協議・演習
○令和２年度中堅教諭等資質向上研修（栄養教諭・
学校栄養職員）第２回における講義
○令和２年度アレルギー講習会（文部科学省補助事
業）（参加者102人）
○広島県アレルギー疾患医療連絡協議会の開催（2
回）

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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》　　　　　　　　　１４回

70% △

【参考指標】p39－1
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　３回
・食品安全推進リーダー養成講習　　　０回

《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》
・生活衛生推進員意見交換会　１回

《広島市》
・生活衛生推進員との意見交換会を行った。

広島市

《呉市》　　０回
　
　 呉市

《福山市》　　　１０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２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》６回／年 200% ◎

【新規参考指標】p39-2
パブリックコメントの実施
３回／年

《食品生活衛生課》　３回
・令和３年度食品衛生監視指導計画
・食品の安全に関する基本方針及び推進プラン
・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》１回
・令和３年度食品衛生監視指導計画 広島市

《呉市》１回
・令和３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
・２０２１年度（令和３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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

県食品生活
衛生課

メール配信等による食品安全情報の提供
《全県》５５回／年 110% ◎

【参考指標】p39－4
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，ツイッター等による情報提供　２０回

《広島市》
・メールマガジンによる情報提供　１０回

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 ２１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

・食品のアレルギー表示店についてホームページで
公表。
・食物負荷試験実施医療機関についてホームページ
で公表。

県食品生活
衛生課

県子供未来応援
課

〇メール配信等による食品安全情報の提供

・「Kids☆めるまが」で食中毒警報（配信者17,152
人），食中毒防止（配信者23,110人）や食品の誤嚥
防止（配信者23,473人）に関する情報を配信

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 【新規参考指標】p39－3
消費者向け情報提供ツールの作成
２種類以上△50%

県食品生活
衛生課

県子供未来応援
課

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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》
・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。 福山市

《食品生活衛生課》
・ 事業者向け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ている。

県食品生活
衛生課

《広島市》
・監視時に危機管理マニュアルの整備について指導 広島市

《呉市》
・監視時に危機管理マニュアルの整備について確
認・指導

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

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

《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。

広島市

《呉市》
　食中毒，有症事案発生時は，被害拡大防止のた
め，速やかな処理対応を行った。 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３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。

広島市

《呉市》
・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１件

呉市

《福山市》
・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
・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》

・ホームページに「広島県の食中毒発生状況」を掲
載

県食品生活
衛生課

04_食中毒情報等の提供 ○情報提供の実施

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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　１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
への報告が義務の場合について，ホームページで周
知した。
・自主回収に関する情報提供　１２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）　１件

福山市

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　５回監視
・食肉処理業　１４施設
　立入延　２４回監視

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

《食品生活衛生課》
・６月９日第１号警報発令，１０月１日解除
・関係機関51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》
・６月９日第１号警報発令，１０月１日解除
・関係機関２８機関へメール又はFax送信
・メールマガジン発行
・マツダスタジアムへ啓発画像放送の依頼
・中央卸売市場、東部卸売市場へ横断幕設置
・ホームページでの情報提供
・保健所入口に看板設置

広島市

《呉市》
・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）
・市民センター等へ懸垂幕の設置（１８カ所）

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）
・ホームページやメール配信により情報提供

福山市

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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「広島市保健所食品保健課・食品
指導課の仕事と所在地」を掲載（連絡先を掲載）

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》
・休日・夜間の電話対応体制あり。

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「広島市の食中毒発生状況」を掲
載

広島市

《呉市》
・報道機関へ情報提供
・ホームページによる情報提供

呉市

《福山市》
・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

福山市

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

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

《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「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，食中毒予防対策等について講習会
やホームページ，メール配信による注意喚起を実施

福山市

《食品生活衛生課》
・６月９日第１号警報発令，１０月１日解除
・関係機関51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》
・６月９日第１号警報発令，１０月１日解除
・関係機関２８機関へメール又はFax送信
・メールマガジン発行
・マツダスタジアムへ啓発画像放送の依頼
・中央卸売市場、東部卸売市場へ横断幕設置
・ホームページでの情報提供
・保健所入口に看板設置

広島市

《呉市》
・呉市ホームページに「食中毒警報発令」の記事を
掲載
・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（１９ヶ所）

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）
・メール配信
・ホームページ上での警報発令情報の提供

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

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

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 ・農薬危害防止講習会　5回

・かき生産者衛生講習会　11回
― －

【新規参考指標】p46
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職員３名を派遣

広島市

《呉市》
・ＨＡＣＣＰシステムに係る研修会等へ職員派遣

新型コロナウイルスの影響により派遣中止。 呉市

《福山市》 新型コロナウイルス感染症により研修会が開催さ
れなかった。

福山市

《食品生活衛生課》
適正表示推進者フォローアップ講習会　２回
出席者　６８名 100% ◎

【新規参考指標】p47－2
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》　　　　　　１２８回 188% ◎

【参考指標】P47－1
食品衛生指導員等に対する研修会の実施
６８回／年

《食品生活衛生課》　　７９回
・食品衛生推進員研修会　２１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》
・食品衛生指導員養成講習会　１回
・食品衛生責任者実務講習会　１５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　　　　１回
　食品衛生責任者養成講習会　　３回
　食品衛生責任者実務講習会　　２回

新型コロナウイルスの影響により講習会を一部中
止した。
　食品衛生推進員研修会　　　　２回中止
　食品衛生責任者実務講習会　　２回中止

呉市

《福山市》
・食品衛生推進員研修会　２回
・食品衛生責任者に対する講習会　２５回
・ＤＶＤ等の貸出し（随時)（食品衛生協会対応）

・新型コロナウイルス感染症により研修会を例年
どおり開催することはできなかった。

福山市

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

県食品生活
衛生課

実施状況シート



取組内容 令和２年度の取組内容
達
成
率

達
成
度

特記事項 担当部局 記入担当部局取組

・講習会等の開催
《全県》　　　　　　　　９回

《食品生活衛生課》  　　　１回
《広島市》　　　　　　　　０回 広島市
《呉市》　　　　　　　  　２回 資料送付 呉市
《福山市》　　　　　　　  ６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 HACCP講習会や食品衛生責任者実務講習会等に関す

る情報を随時公開
― ―

【新規参考指標】p47（p46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

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 食品安全推進リーダー養成講習会　０回 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 食品安全推進リーダー養成講習会等に関する情報を

随時公開
― ―

【新規参考指標】p47（p46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

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

県食品生活
衛生課

実施状況シート



（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 54,395 23,506 20,048 4,161 6,680

食品関連施設の監視指導 26,799 10,381 9,877 2,959 3,582

販売店の監視指導 27,596 13,125 10,171 1,202 3,098

夏季一斉監視立入件数 8,208 5,304 3849※１ 964 1,940

違反件数 168 161 0 7 -

年末食品一斉監視 5,241 4,112 1872※2 376 753

違反件数 152 114 31 7 -

食中毒予防月間重点施設監視 13,473 6,208 3,849 964 2,452

違反件数 294 237 0 7 50

食品表示適正化推進月間 5,252 2,380 1,872 264 736

違反件数 114 41 31 15 27

※1　「夏期における重点的な監視」として実施

※2　「年末における重点監視」として実施

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 5,278 3,319 1,164 387 408

遺伝子組換え検査件数 22 21 1 0 0

違反件数 0 0 0 0 0

アレルギー物質検査件数 25 20 0 0 5

違反件数 0 0 0 0 0

残留農薬検査件数 166 136 16 8 6

違反件数 0 0 0 0 0

輸入食品の収去検査件数 367 245 25 63 34

違反件数 0 0 0 0 0

項目

（内数）

項目

（内数）

別表シート



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28年度
（実績）

平成29年度
(実績）

H30年度
（実績）

令和元年度
（実績）

令和２年度
（実績）

最終年度
(目標）

取組内容等 達成度

ＨＡＣＣＰ導入率
（許認可食品製造施設）

1% 1% 2.7% 5.8% 9.7% 11.3% 15.7% 20％以上

(広島県）
・機動班監視によりＨＡＣＣＰ推進の課題を抽出した。j
・事業者向けの食品衛生講習会での周知で導入支援を図った。
(広島市)
・ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会へ保健所職員を派遣した。
(呉市)
・業者向けにＨＡＣＣＰ講習会を実施し，導入支援を行った。
(福山市)
・広島県主催のＨＡＣＣＰ導入推進検討会に参加し連携を図った。
・ＨＡＣＣＰ研修会に参加し，食品衛生監視員の資質向上を図った。
・HACCP講習会１回実施。
・施設からの相談に助言・指導した。

-

食中毒発生件数
（過去５年平均）

122件 92件 75件 58件 48件 33件 22件 100件以下

令和２年単年の発生件数は18件で，過去５年平均は22件となった。
(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。
・令和２年単年の食中毒発生件数は県管轄の地域では５件で，ノロウイルス（２件），テトロドトキシン（１件），
アニサキス（１件），植物性自然毒（１件）であった。５件のうち，営業行為によるものは２件，家庭での発生によ
るものが３件であった。
(広島市)
・食中毒注意月間等食中毒予防の広報，普及啓発の取組を行った。
・令和２年度の発生件数は７件で、カンピロバクター（２件）の他、ノロウイルス（１件）、寄生虫（２件）、ヒス
タミン（１件）、不明（１件）による食中毒が発生した。
(呉市)
・市広報誌などを活用し，食中毒予防の広報・普及啓発の取組を行った。
・令和２年度の発生件数は３件で，カンピロバクター（１件），ふぐ（２件）による食中毒が発生した。
(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。
・消費者向けメール配信を活用し，注意喚起を行った。

達成

食品表示一斉点検の不適率 56% 37.5% 32.7% 31.5% 41.5% 32.4% 38.2% 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。 未達成

食品の偽装表示に対する
不安意識の割合

44% (参考値)
45％

(参考値)
12％

7% 4.9% 2.3% 4.1% 30％以下 令和２年度の県政世論調査の結果，表示に不安のある人の割合は，全体の4.1％となった。 達成

食品の安全に関する
正しい知識の保有割合

―
(参考値)
52％

(参考値)
71％

59.4% 76.8% 51.9% 58.1% 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ーションに取り組ん
でいる。
　令和２年度の県民への食の安全に関する意識調査の結果，知識がある，ある程度知識があると思っている人は
58.1％となった。

概ね
達成

健康生活応援店数
（食物アレルギー）

（11店舗） （10店舗）
ｱﾚﾙｷﾞｰ
表示店
31店舗

84店舗 393店舗 1469店舗 1375店舗
1,000店舗

以上

(広島県)
　平成29年度に食品のアレルギー表示店情報提供事業実施要領を見直し，食品のアレルギー表示店の把握を勧めてい
る。

達成

事業者の相談窓口の整備率 ―
(参考値)
21.5％
※１

(確認済施
設)

802施設

（確認済
施設）
884施設

93.3％
（確認済
施設）

1,949施設

95.4% 未調査 90％以上 　各自治体で，監視指導や許可更新時等に実態を確認し，推進しており，令和元年には95.4％となった。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により未調査

達成

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％
※１

(確認済施
設）

576施設

（確認済
施設）
654施設

（確認済
施設）
899施設

49% 64% 30％以上

　各自治体で，監視指導や許可更新時等に実態を確認し推進している。
(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。

達成

食品衛生責任者更新時の
講習会受講率

30% 33% 45.5% 59.0% 39.9% 35.7% 36.4% 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）
　食品衛生ｼｽﾃﾑから更新対象施設を抽出し，食品衛生責任者実務講習会を案内している。
(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。

未達成

食品安全推進リーダー数 ―人 0人 389人 520人 585人 629人 - 500人以上
（広島県）
　令和元年度には講習会を1回実施し，リーダー数は延べ629人となった。
※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催していない。

達成

（＊１）は平成２６年度に実施した許認可製造施設対象郵送アンケート調査による。（回収率約40％）

（＊２）は平成２７年度県食品生活衛生課調べ（イクちゃんメルマガ，広島県職員ポータル）

Ⅴ

人

材

育

成

数値目標

Ⅰ

衛

生

管

理

Ⅱ

食

品

表

示

Ⅲ

リ

ス

ク

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

Ⅳ

危

機

管

理

数値目標シート(県計)


