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来る 10月 23日 (水 )、 24日 (木 )の 2日間にわたり、食品衛生全国大会を開催いたします。本大会では、

食品衛生の一層の向上を図り、国民に提供する食の安全と健康の増進に寄与された方がたが表彰されます。

おもな行事予定は次のとおりです。

日時 :令和元年 10月 23日 (水 )

午後 ]時 30分～午後4時25分

場所 :ニ ッシ∃―ホール

(東京都港区虎ノ門2丁目9番 16号

日本消防会館)

次第 :第 ]部 食品衛生指導員体験発表

第2部 食品衛生指導員理事長表彰

日時 :令和元年 10月 24日 (木 )

午前 10時～午前 ]]日寺30分

場所 :明治座

(東京都中央区日本橋浜町2丁目31番 ]号 )

次第 :厚生労働大臣表彰の部 (主催 :厚生労働省)

公益社団法人日本食品衛生協会会長表彰及び

感謝状の音Б(主催 :公益社団法人日本食品衛生協会)

10月 24日 (本)観劇会

芸能生活55周年 五木ひろし特別
/At演

『歌・舞 。
奏 スペ シ ャル 』※スペシ刊レグスト坂本冬美

第1部 五木ひろしコンサー ト

第2部「五木先生の歌う !SHOW学校」舞台版

第3部 スペシャルビッグショー

公演につきましては、午後0時30分開演、午後4時 30分

終演予定です。

事 霧 等 事 事 琴 諄 害 |||

日時 :令和元年 10月 23日 (水)午 前 11時～正午

場所 :食品衛生センター5階講堂



令和元年7月 ]]日 (木 )、 中・四国ブロック大

会がホテルグランヴイア岡山を会場に開催され

ました。

前日には協議機関、また大会に先立ちブロッ

ク連絡協議会、支部長会議が行われました。ブ

ロック大会には約390名が参集し、日食協鵜飼

理事長 (代読 桑崎専務理事)、 岡山県 田中支部

広島県 前垣 壽男前支部長、香り県 佐久間 象三前支部長に

感謝状の贈呈が行なわれました

東京の奥座敷とも呼ばれる鬼怒川温泉。その

鬼怒川でもつとも歴史ある老舗宿「あさや」に

て、令和元年7月 11日 (木)関東甲信越ブロッ

ク大会が約200名の参加をえて開催されました。

栃木県 菊地副支部長の開会のことば、日食協

鵜飼理事長、関東甲信越ブロック連絡協議会齋

藤会長 (栃木県支部長)のあいさつで幕を開け、

厚生労働省医薬 :生活衛生局長表彰

では、受賞者36名 を代表 して栃木

県 君島駿氏に表彰状が授与され、君

島氏から謝辞が述べられました。

「あん しんフー ド君」10万件達成

記念特別感謝状の授与ののち、来賓

祝辞を厚生労働省医薬・生活衛生局

長、栃木県福祉部長より賜り、日食

協の令和元年度重点事業説明、関東

甲信越ブロック連絡協議会の報告、

次期大会開催支部である茨城県 米川

長のあいさつに続き、厚生労働省医薬・生活衛

生局長表彰、「あんしんフー ド君」10万件達成

記念特別感謝状贈呈、退任支部長に対する感謝

状贈呈が行われました。その後、厚生労働省医

薬・生活衛生局長、岡山県知事、岡山市長より

こ祝辞を賜りました。

第二部では日食協重点事業説明、大会宣言の

後、次期開催支部の愛媛県支部へ大会旗が引き

継がれ、愛媛県 川ヽ泉支部長よりあいさつをいた

だきました。

引き続き行なわれた特別記念講演では、厚生

労働省HACCP企画推進室長補佐 福島和子氏よ

り「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要

について」、備前市立備前焼ミュージアム館長

臼丼洋輔氏より「備前焼から何を学ぶのか」に

ついてのこ講演をいただき、盛会裡のうちに幕

を閉じました。

(公益事業部 瀬賀 豊)

支部長のあいさつと続きました。その後、厚生

労働省医薬・生活衛生局 食品監視安全課HACCP
企画室の浦上HACCP国内対策専門官と日光東

照宮宮司 稲葉久雄氏よりこ講演いただき、栃木

県 田村副支部長の閉会のことばで成功裏に終

了いたしました。

(公益事業部 松山 義広)

日食協 鵜飼理事長のあいさつ
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水…清涼飲料水 (ミ ネラルウォーター類 )

魚ねり…魚肉ねり製品

低温密封…低温殺菌される容器詰加熱殺菌食品(ジ ャム、

個煮、シラップ漬など包装後に加熱殺菌する加工食品)

(公益事業音卜|1岡本 1愛)

| 曇曇量麟}F書虐亀

京1都会場■菓子製造の講師をする京都市支部り|1上常務理事

目1こち 実施都市 富茉ヨi重:11 糎 調

9/18 滋賀県守山市 味噌 漬物 菓子

9/■9 福島県須賀川市 豆腐| 生めん 菓1子

9/20 秋田県秋田市 漬物 バン 菓子

9/30 栃木県1宇都宮市 惣菜 生めん 菓子

10/ 2 奈良県大和高田市 乾麺 漬物 菓子

]10/114 宮崎県宮崎市 惣菜 菓子 漬物

]0/ 7 山口県山口市 惣莱 菓子 魚ねり

110/181 鳥取県倉吉市 豆腐 菓子 味壇

]0/10 山形県山形市 惣菜 低温密封 菓子

10/15 静岡県静岡市‐ 魚|ねり 生|め|ん 菓子

10/16 北海道帯広市 水 漬物 菓子

10/17 青森県青森市| 惣菜 湊物 一ン

10/]8 長崎県長崎市 魚ねり 乾麺 菓子

10/310 大阪1特大阪市 豆腐 一ン
Ｆ
ヽ 菓子

10/30 香川県高松市 乾麺 生めん 菓子

目にち 獅 靭 募舒重2 業種3
]]/5 佐賀県佐賀市 低温密封 菓子 漬物

11/17 1岡1山県岡1山1市 低温密封 一ン 菓子

]]/8 埼玉県さいたま市 生めん 水 菓子

卜1/■21 神奈川県小田原市 魚ねり バン 菓‐子

11/13 島根県出雲市 漬物 菓子 バン

卜■/■3 人分県大分市 味噌 水 菓子

]]/18 高知県高知市 魚ねり 惣菜 菓子

ll/201 岩手県盛岡市 生めん 1漬物 栗子

]]/27 愛媛県松山市 低温密封 惣菜 菓子

111プ28 鹿児島県鹿児島市 水 魚ねり 莫子

]2/ 5 山梨県甲府市 水 生めん 菓子

卜2/19 千葉県千葉市 生めん ・ン 菓子

12/10 熊本県玉名市 惣菜 バン 菓子

1/■5 司川県金沢市 豆腐 惣菜 味噌

]/22 三重県津市 漬物 惣菜 菓子

1/24 和歌山1県有日郡 豆腐 1低温密封 味壇

1/28 愛知県名古屋市 バン 豆腐 菓子

lプ281 徳島県徳島市 惣菜 乾麺 菓子

■

■



導入の具体的な事,‖こつい|て講演をいただきました
=

(公益事業音附1瀬賀 豊)

(1)改正食品得i生法に基づく政省令案について

厚生労働省 医薬・生活衛生局

農林水産省 大臣官房審議官 道野 英司

制度の詳細につしヽての検討状況を、具体的な検

討の経過も含めてこ説明、こ紹介いただきました。

・ 営業許可の見直しに係る新たな業種について

・ 輸入食品へのHACCP制度化、衛生証明書

・ 営業許可・リコール等の電子申請システム等

(3)HACCP導入事例の紹介

～中小事業者のニーズヘの対応～

有限会社食品環境研究センター

取締役 新蔵 登喜男

これまでの講師の豊富な経験や失敗事例

などをもとに、中小規模事業者における

HACCP導入のポイントや導入の進め方につ

いて、具体的で丁寧にこ説明いただきました。

(2)米国等でのHACCPの取り組み

米国Food and Drug Administration(FDA)

及びニュージーラン ドMinistry of Pttmary

lndustttes(MPI)か らのメッセージ等

解説 :山口大学共同獣医学部 教授 豊福 肇

FDA Se∩ lor Ad∨ isor」 e∩∩y Scott氏、 MPI
P「incipal Ad∨ lser」 udi Lee氏に当講演会のた

めに撮影していただいたビデオや資料を放映し、

両国におけるHACCP導入の支援の方策等につしヽ

て、豊福教授に解説しヽただきました。

また、現在検討が進められているコーデック

スのHACCPガ イ ドライン改正の検討状況につ

しヽても解説をいただきました。

(4)質疑応答

食品関係事業者等多くの方がたのこ参力日

のもと、質疑応答ではさまざまなこ意見を

しヽただき、より理解の深まる内容となりま

した。

<主な質問>
・ スーパー等で野菜を扱う場合、野菜果物

の販売業の届出は必要か。
0給食施設においては、手引書が作成され

ていないが、HACCP導入にあたつては

どうすればよいのか。

・ 弁当について、そうざい製造業なのか飲

食店営業なのか ?



日本食品衛生共済協同組合では、これまで組合員の労働災害にかかわる補償として「団体傷害保険制度」を

実施しておりましたが、より高額な補償を求める要望を受け、9月 1日 より全国中小企業団体中央会が実施す

る「業務災害補償保険」の取扱しヽを開始します。

本制度につきましては、加入資格が当組合の組合員かつ食協の会員 (原則、あんしんフー ド君 (食品営業賠

償共済含む)加入者)となつており、募集手続きは普及推進員 (三井住友海上∽代理店)にて行います。各支部
支所におかれましては、会員への周知方にこ尽力賜りますようお願い申し上げます。

なお、本制度取扱しヽ開始に伴しヽ、「団体傷害保険制度」は本年度の満期をもつて廃止いたします。会員のこ

要望に沿つて、本制度もしくは「あんしんフー ド君」傷害補償特約をこ案内いただきますようお願いいたします。

:L:証 轟 ,: よ:||■ |■
<保険料比較表>

制度名| ↑申婚ゝ瞥す 「ヤ又讐藉贔暮藉〒|

補
償
内
容

死亡補償保険金‐ 300万円 (変更可) 300万円

入院補償保険金 3,000円 (変更可)/日 3,000円 /日
1通院補償保険金 2,000円 (変更可)/日 2,000円 /日

その他

使用者賠償責任補償特約 (]億円)

缶
（

労災認定身体障害補償特約

コンサルティング費用補償特約

業 飲食店 食品製造業 飲‐食店 食品製造業

aCOOI万円 21,840円 26,640円 27,400円 19,400円
5'0001万1円 33,720円 38,400円 44,500円 28,600円

11億円 56,520円 60,480円 87,300円 5],600円
※業務災害補償保険については、
※業務災害補償保険については、

リスク状況による害」引10%を適用しています。

別途制度維持費がかかります。 (共済音5 サ‖瀬 響)

私たちが摂取したでんぶん量の2～ 100/0は、消化・吸収されずに小腸を通り過ぎると考えられており、「健
康な人の小腸内で吸収されなしヽでん13iん及びでんぶんの部分分解物」|よ総称してレジスタントスターチ (RS)
と呼ばれてしヽます (「 レジスタント」=「

'肖

化されなしヽ」、「スターチ」=「でん13iん」)。

レジスタントスターチは、食物繊維と同様の働きがあり、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制などに効果
があると言われてしヽます。そのため、今その役害」が健康食品業界だけでなく食品業界全体で注目されており、

今後ますます注目が高まることが予想されます。

当研究所では測定キットを用いた食品中のレジスタントスターチ試験を下記のとおり受託しております。

非レジスタントスターチ及び総でんぶん量 (=レジスタントスターチ+非レジスタントスターチ)につきま
しても同時に定量することが可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。 (検査事業部 布村 俊治 )

■謳墜ヨコ翌日 検査事業部事業推進課

TEL:042-789-021l E― mal i kensaligyou@ifha Orip

グリーンバナナ |レジスタントスターチが豊富に含まれており、乾燥して健康食品の原材料
にも用いられています。

レ|ジス|夕|ント
ー
スータ■|チ ブトレジス|夕|ン|トスタ|■チ 昇νう賃73千賃;ニニ毛し1

試験検査費用
※ (税別)

35,000円 35,000円 63,000円

※検体必要量 :100g

クリーンバナナ



楽しい夏祭りで思わぬ被害 !!カンピロバクター食中毒 !

「あんしんフード君」・「食品営業賠償共済」共済金の支払い状況

解説 楽しい夏祭りに潜む食中毒の危険性 |!あんしんフー ド君で備えを !

響やデ∵卍警デ|すT了岬「ヤ「

(郷 爾 彩実)

事故

分類
事故区分 事故発生日

共済加入
加入コ■ス| 1営業種類

鋪 llle¨,

事故の概況| 隔
一融

共済金額(円)

支部 動 催 隷 駐 QI

1

食

中

毒

120■ 9102102 林 県 栃木 鶴 颯 8600 慨 響 Y` 171

瑞

‐休
一特
生

‐計
1::雷
55161529

2 腸管出血1生

大腸菌
20180729 佐賀県

加
貝
前
ｍ

佐

中
あんしん
フード君

仕出し弁当
飲食店

11`000
3,700

提供した料理による食中毒。 19

賠

特

計

524,693
52,769
577462

ノロウイルス

20190302 愛知県 瀬戸
あんしん
フード君

飲食店 8,500
900

提供した食事によるノロウイルス食
中毒。

賠

体

特

消

生

計

769,198
461,096
123,030
10,800

266,085
1,630,209

4 20181208 愛知県 みよし
あんしん
フード君

仕出し,弁当 11,000
提供した弁当によるノロウイルス食

中毒。
201

賠

特

弁

計

2,888,651
288,865
476,790

3,654,306

5 20190311 栃木県 真岡
あんじん
フード君

す し 29,600
8,300

提供した料理によるノロウイルス食
中毒。

99

賠

休

特

計

2,853,113
1,365,323
421,843

4,640,279

クドア 2019042] 島根県 益田 レギュラー

仕出し弁当
飲食店

食品製造業
食料品販売業

44,700 提供した弁当による食中毒。

只音:   75,480
特 1   7848
計 :  83328

7

施

設
賠

償

事

故

施設リスク 20181216 鹿児島県 南薩
あんしん
フード君

飲食店 8,500
900

片付けるはすのコンクリートアンカ

が出たままとなっていたため、お客
さまが蹟き腔骨を骨折した。

1

施

特

計

1,012,506
101,251

1,113,757

8 施設リスク 20]90609 北海道 旭川
あんしん
フード君

飲食店
すし 8.500

店舗の看板が強風で飛び、駐車車両
を破損させた。

0

施

特

計

202,586
20,259

222845

9 業務リスク 20181226 神戸市 中央
あんしん
フード君

飲食店
8,500
900

従業員が誤つてお客さまにぶつか
り、お客さまが転倒し頭部を骨折し
た。

1

施

特

計

1,000,000
100,000

1,100,000

⊂ 漏水リスク 20190215 仙台市
市

区

台

葉

仙

青
あんしん
フード君

飲食店 21,200
店舗の排水管から漏水し、階下の店

舗を汚損した。
0

施 : 5,946,426

4寺 :  594,643
言十: 6,541,069

そ

の
他

リコール
費用

20181231 京都市 上京
あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業
食品製造業

18,400

製造時に使用したゴム手袋に異物が

付着していたことが原因で製造した
マドレーヌにカビが発生した。健康

被害のおそれがあるため回収を行つ

た。また各種費用にてリコール費用
を支払つた。

0
り: 6,475,895

計 : 6,475,895

12
不良完成品
損害

20181215 栃木県 小山
あんしん
フード君

食料品販売業 3,500

カロ入者が委託されパック詰めを行つた

干し芋にカビが発生した。不良完成品
損害にて干し芋 (パック済み完成品と

して)の原材料費を支払つた。

0
不

計

1,408,856
1,408,856

※太字の箇所は共済金が100万 円を超えるもの。

支払い日(201951～ 531抜粋)

※こ加入さ71た 支部 支所と営業所在地が異なる場合があります。

賠 :生産物賠償金、不 :不良完成品賠償金、施 :施設賠償金

休 :店舗休業補償金、特 :特別費用、生 :生産物自体の損害

消 :消毒費用、弁 :弁護士費用、り :リ コール費用
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雖 i: 》 :署顧響霧魯:嬉:[i?千‐背〒尋再F
承認番号1319110040■ 1使用期限1202012■

協 絣 鶏 χ 留 Ψ

を見つめる

レタ生命

お客さまの

ジブラルタ生命保険株式会
驚 コ_"ンタO罐 2●麟9卜肱跛幌9本社/〒 100-8953東 京都千代田区永田町 2‐ 13-1

【受付時間】平日8:30～ 2000土曜900～ 1800

蜀 喉蓋]braltar
讐  ジブラブレタ生命

2

〔  ガ 繁 豪夕懲蓋。鷲―議‐ ,爾 輩 警 ,鬱 :饉 ■菫金,畿 o罐 壕/ )



2020年版食品衛生手帳の予約受付を開始しました。月間日記欄は見開きで1か月のスケジュール管理が

可能で、週間日記欄は左ページに1週間のスケジュールを、右ページに打合せ等のメモを記録できます。さら

に巻末には「食品衛生ミニ知識」を収載しています。食品衛生に携わる方がたにとつて大変有用な本手帳をぜ

ひこ活用ください。

■ 体  裁 :ポケット判 (縦 14 5cm× 横8 4cm)

208ページ

ヨ 表  紙 :上製 (ビニールクロス製 黒色)

日 本体価格 :477円 (別途消費税がかかります)

■ 発  刊 :2019年 10月 中旬 (予定)

■ 送  料 :お買い上げ3,000円以上 → サービス、

お買い上げ3,000円 未満 → 一律500円
(1か所に送付の場合)

‡詈重曇彗
築 豊暑:ili]i董纂||

食と健康
静

100部以上のこ注文で

名入れサービス !

申込み受付中‖

こちらに名入れが

■ 体  裁

■ 本体価格

A6半1 338ペ ージ

2,000円

(別途消費税がかかります)

2019年 7月

お買い上げ3,000円 以上 → サービス、

お買い上げ3,000円 未満 → ―律500円

(1か所に送付の場合)

饂縦融
竜墓動彎吼

'1:∴

書1:鑢塊贔
::::黒凛黒点

=鳳=11黒
ボ

定期購読・書籍のご注文、お問い合わせは 公益社団法人日本食品衛生協会 出版部普及課まで

TEL 03‐3403‐ 2114 FAX03‐ 3403…2384 メーリレアドレス fukyuuka@ifha.Or.jp

銀
。
i愛薦      重愛響葦緊桑諸鷲菅也議苦:覇仁鷹理ポ 仄


