
発行所:公益社団法人日本食品衛生協会

日本食品衛生共済協同組合

東京都渋谷区神宮前2‐6‐ 1

TEL 03‐ 3403-2111
FAX 03‐3478‐ 0059

例年、開催 しております東海北陸ブロック大会につきまして、本年は石川県金沢市で開催の予定でし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず書面にて開催いたしました。各対応につしヽ

ては、下表のとおりです。

■ 第31回東海北陸ブロック大会

(総務部 布藤 香 )
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6月 18日 (金 )午後 2時より、食品衛生センター5階講堂におしヽて令和3年度定時総会を開催いたしま

した。「新型コロナウイルス感染症」について、予断を許さなしヽ状況が続いていることから、感染対策を

取りながらの開催となりました。

鵜飼理事長のあいさつ/DNら はじまり、鵜飼理事長を議長に「令和

2年度事業報告」「令和 2年度計算書類の承認」「令和4年度正会員

会費算定基準について」「全役員の任期満了に伴う改選」の議事を進

行し、各議案につきその承認を求めたところ全会一致で承認可決さ

れました。報告事項として、「令和 3年度事業計画・収支予算」「理

事会で承認された主な事項」につしヽて事務局より説明しました。

引き続き行われた日食共組の通常総代会では、津田大阪支部長

を議長に議事を進行し、「令和 2年度事業報告・決算報告」「令和3
年度事業計画・収支予算」「令和3年度借入金の最高限度額」また「役

員の一部補選」の提出された全議案が承認され、すべての議事が終

了いたしました。その後、コロナ禍における新たな事業展開につい

ての意見交換会を行い、参加した支部の現状を共有しました。

(総務部 布藤 香)

鵜飼理事長 津田大阪支部長

定時総会の様子
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日食協の全面的なこ支援と行政当局のこ理解を賜り、5月 10日 からeラーニングによる養成講習

会の運用を開始しました。

eラーニング受講者数は、当初月間 10名程度と見込んでおりましたが、ちょうど開始から]か月

経つた6月 10日 時点で約 120名 (う ち修了者約50名 )と想定をはるかに上回る数に、事務局―同

確かな手こたえを感じております。ウィズコロナの状況下、ネット環境さえあれば、いつでもどこ

でも感染リスクゼロの状態で受講可能なことが好評の要因となつているものと思われます。感染防

止のため集合方式の規模縮小を余儀なくされている状況下、受講希望の皆さまへの新たな選択肢と

して eラーニングはとても有効なツールとなつています。

こ■■■■||||■|||■■|■■■|

導入前は、受講申込方法について、募集期間設定型 (当 月 1日 から20日までを申込期間とし、受

講可能期間を翌月 1日 から30日間とする)を考えておりましたが、受講者の利便性を考慮し、入金

後すぐに受講開始できる方法に変更しました。申込期間の縛りがないため、定員締め切りとなつた

集合方式の受講希望者へeラーニング方式を案内しやすく、希望者の選択肢を増やすことができま

した。案内した際には「eラーニングができるのね |」 というeラーニング方式を期待していたお

声もいただいています。

修了証書については、県食協事務局が週に一回定期的に修了者をシステムから抽出し、集合方式

講習と同じ修了証書を印刷・発送 しています。現在のところ週20枚程度の発行で、大きな事務負

担も生じていません。 トラブルもなく順調な滑り出しとなつています。今後は、支所窓口に eラー

ニングこ案内のリーフレットを備え置くなど、集合方式との二本柱で事業を進めていきたいと考え

ています。
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グ導入支部難 |×2021年6月■0日現在速報

支音6名 受付開1始日 受講者数 修了1者数

さいたま市 4月 30日 75名 47名

福丼県 4月 30日 48名 25名

茨城県 5月 ]0日 ]23名 59名

支部名 受付開1始日 受講者数 修了者数

千葉市 5月 17日 46名 ]4名

徳島県 5月 17日 65名 36名

福岡市 5月 17日 72名 24名

一般飲食店におけるテイクアウト・デリノヾリー
食品の衛生管理 lIE題 )

隋 体裁 :A4幸1■d.ぺニジ 颯 定価 :150円 (税込)鰈 発干」:R3年 7月予定

は 送料 :1回のご注文金額が 3,000円以上はサービス、3,000円未満は一律 500円

リーフレット
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①HACCPの 完全実施にあ

たつて

厚生労働省 医薬・生活衛生局

食品監視安全課長 三木 朗氏

②小規模事業者の手順書作
成支援およびHACCPの
検証に資する研究

厚生労働省食品衛生管理に関する

技術検討会座長

東京農業大学 応用生物科学部

農芸化学科 教授 五十君 静信氏

③コーデックスにおける食品
衛生の一般原則 (HACCP
適用のための原則およびガ
イドラインを含む)の改正

山口大学 獣医学部

教授 豊福 肇氏

あまり理解

鶴轟額t静畿爾鑢鰺醸鰺繭

できなかつた
5%

とでもよく
理解できた
15%

50- 60%
]296  .

五十君教授

-

ヽ_
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いよいよ6月 より改正食品衛生法の完全実施がなされました。厚生労働省では、改正内容の課題の整

理やHACCPに沿つた衛生管理の取組状況等の実態把握により、見直しや検証を行うこととされ、日食

協では本事業の委託を受け、下記アンケー ト調査事業を実施いたします。

(1)食品等事業者におけるHACCPの実施状況、導入効果等の調査、検証

内容 IHACCPに沿った衛生管理の実施状況、手引書の活用状況、HACCP導入の効果などのアンケー

トや実地調査等の実施

対象 :飲食店営業

(2)「HACCPに基づく衛生管理」の実施に向けた検討

内容 :HACCPに基づく衛生管理の実施のための問題点や、柔軟に実施するための方法等を把握、整理

対象 :旧総合衛生管理過程承認施設

(3)都道府県等が条例において定める施設基準の省令による平準化の実態把握等

内容 I都道府県等において定められた施設基準 (条例)の調査及び各業種の状況調査 (室、場所、設備、

器具等の基準が実態に即しているか等)

対象 :都道府県 (保健所設置市、特別区は除く)、 食品関係事業者

本事業の調査にこ参加いただく各支部の皆さま、指導員の皆さまにもこ協力いただくことも多しヽ事業
になっております。引き続きこ協力のほどお願いいたします。

(農林氷産省補助事業ジ

政府では農林水産物・食品の輸出について

2025年までに2兆円、2030年までに5兆円の

目標が設定されています。このため、輸出先国・

地域が求める条件への適合を迅速に進めるとさ

れています。

日食協では、これまでの実績を活かし、コー

デックスHACCPを基本に海外の要件などを加え

た研修会を実施してまいります。

(1)一般衛生管理の研修

2020年に改訂されたコーデックの食品衛生の

一般原則や食品衛生法に基づく一般衛生管理、米

国の食品安全強化法、八ザー ドや八ザー ドコン ト

□一ルについて理解を深める

(2)HACCP導入の研修

コーデックスHACCPに 基づき、7原貝」]2手順

により八ザー ド分析やHACCPプランの構築等、

適切な運用方法を習得する

(3)HACCP妥 当性確認・検証研修

HACCPプランの妥当性確認、プランやシステ

ムヘの検証活動を理解し、方法を習得する

(4)HACCP指 導者養成研修

HACCP本質への理解を深めると共に、指導 ・

助言のポイン トを学び、一般衛生管理やHACCP
の導入について適切に指導・助言できる人材を育

成する

これから輸出を考えてしヽる、輸出を目指している、すでに輸出はしてしヽるが従事者のスキルアップを

したしヽという事業者の方等が対象となります。各研修ともに、eラーニングによる事前学習および事前

課題がこざしヽます。なお、参加費は無料 (指導者研修は―部負担)ですが、研修によっては受講にあたり、

受講対象者に要件がこざしヽます。詳細は日食協ホームページでこ案内いたします。

(公益事業部 HACCP事業課)



「あんしんフー ド君」の推進をより強化するた

めに行つております「あんしんフー ド君推進優秀

支所表彰」について、令和2年度実績を集計した結

果、選考基準を満たした右表の20支所が「あんじ

んフー ド君推進優秀支所」として選定されました。

最優秀支所の高知市支所は過去に5回優秀支所

に表彰されております。また、金沢市支所は8年

連続受賞となりました。

支部別にみると、福島県支部では3支所が表彰

対象で、新潟県、愛知県、香川県支部は2支所対

象となつています。

さらに、初めての表彰対象となつた支所が7支

所と、「あんしんフー ド君」の推進にこ尽力いただ

きました。

(選考基準)

「食品営業賠償共済」と「あんしんフード君」の合計の達成件数

が前年度実績より増加している支所のうち、「あんしんフー ド

君」の達成件数上位20支所

(共済部 木戸 裕子 )

表彰区分
.(副

賞).|
支部名 支所名 漢黙‐ふ‐

最優秀支所
(5万円)

高知県 高知市 (26´～29元 2)

優秀支所
(3万円)

福島県

県中 302
会 津 2528ラモ2
いわき 初

栃木県 宇都宮 25272
埼玉県 上ヒ

`≧

初

新潟県
中越 元 2
上 越 2627ラモ2

長野県 北アルプス 29

冨山県 中 部 28,29,30元 2

石川県 金沢市
8年連続

(25-30ラモ2)

愛知県
一 富 30ラモ2

豊田市 元 2
兵庫県 女臣『各F何 302

香川県
高松地区 初

中讃 初

愛媛県 松山市 初

佐賀県 佐賀中部 初

大分県 人分雨 元 2

'中

糸電県 八重山 初

ブロック順

●所
一

食品の微生物検査を定期的に実施すること|よ、食中毒を起こさないために極めて重要な防止策となります。

特に、気温や湿度が高くなつてくる夏期は、細菌が増殖しやすい環境となり、細菌による食中毒リスクも高くなつ

てきます。

微生物検査には、食品全体の汚染指標を検査する衛生指標菌検査や、食中毒の原因となる食中毒菌の検査が

あります。

食中毒を未然に防止するためにも、今一度、微生物検査を実施されてみてはいかがでしょうか。

柳剛菌狂
食品中に存在する細菌の総数 (好気的条件下で発

育する中温性の細菌)を測定します。一般細菌数が

多しヽ場合は、製造工程中の不備 (洗浄や加熱不足等)

や不適切な温度管理が原因として疑われます。

郎 藤事書峰

"畑

易嘩KⅧ丼
大腸菌群は、動物の腸管内や土壌、水としヽつた自

然界広域に存在する菌ですが、加熱に対しての耐1生

は強くありません。大腸菌群が検出された場合は、

加熱不足やその後の不適切な取り扱しヽが原因として

疑われます。

大腸菌 (E coll)は、糞便系大腸菌群の指標として

評価され、検出された場合には、糞便系の汚染があつ

たことが原因として疑われます。

動 新
真菌にはカビおよび酵母が含まれます。真菌の汚

染は異物や異臭のクレーム発生の原因となります。

真菌は一般環境中にも広く存在することから、真菌

数が多い場合は、製造環境での繁殖や、長時間の環

境にさらされてしヽたことが原因として疑われます。

黄色ブドウ球菌は、主に人の手指や鼻腔内等に存

在してしヽるため、製造従事者による不適切な取り扱

しヽがされていないかの指標とされます。また、汚染

された状態で室温に長時間放置さねた等不適切な扱

いがあると、病原因子である毒素(エンテロトキシン)

を産生して食中毒を引き起こすリスクが高まります。

(微生物試験部 秋葉 達也)
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さまざまなリスクに対する備えが必須、食中毒以外の事故の増加 !

「あんしんフード君」。「食品営業賠償共済」共済金支払い状況

解説 飲食店の大口支払事例 あんしんフード君への加入で業務・施設リスクヘの備えを万全に !

敦
頒

事故1区分 事故発生日
共

'斉

加入
加入ヨ■ス 営業種類‐ 年間掛金(|)

事故の状況
冒
数

被
一者 共済金額 (円 )

支部 支所 休業掛金rP)

]

食
中

毒

カンピロ
パクター

20210326 香川県 中讃
あんしん
フード君

飲食店
8.500
900

提供したとりのたたきによる力
ンピロパクター食中毒。被害者
からの賠償請求はなく、休業期
間4日分の体業補償金を支払う。

休
特
計

]43352
14335

157.687

2 サルモネラ 20200724 愛知県 江南
あんしん
フード君

仕出し.弁当
飲食店

食品製造業
食料品販売業

67,700 製造した弁当による食中毒。入
院3名。

19

賠

特

消

計

2,590,407
259,041
452,151

3,301,599

3 ノロウイルス 20210209 岡山県 岡山市
ん
君

し

ド

ん

一

あ

フ

当

出し．弁鰤
仕

11,000 提供した料理によるノロウイル
ス食中毒。入院 1名。

71

賠
休
特
被
消
計

1,092,543
147,401
123,995
23,328
7,579

1,394,846

4

施
設
賠

償
事

故

施設リスク

20210404 川崎市 麻生区
あんしん
フード君

食品製造業 19100
店舗の看板が強風で飛ばされ、
停車していたお客さまの車にぶ
つかり破損させた。

施

特

計

570909
57.091

628000

5 20210322 茨城県 竜 ヶ崎
あんしん
フード君

飲食店 8500 店舗から漏水し、階下の店舗を
汚損した。

施

特

計

538262
53,826

592,088

6 20210310 愛知県 江南
あ/uしん
フード君

飲食店 8500
店舗の扉を開けた際に扉が外ll

て、付近に駐車していたお客さ
まの車にあたり破損させた。

施

特

計

136290
13629
149919

7

業務リスク

1201610■ 108 麟 申部 勢鋒 各褪 lE器 1

施
特
弁
計

15,500,000
1,550:0001
1,0011172

181881i17a

8 20200917 広島市 安佐南
あんじん
フード君

飲食店 8500
従業員が料理を提供する際にテ
ーブルにあつたお客さまのパソ
コンと携帯電話を落とし、破損
させた。

施

特

計

9 漏水リスク 20210307 神奈川県 相模原
あんしん
フード君

飲食店 8.500
2階にある加入者店舗から漏水
し、1階店舗を汚損した。

施

特

計

1,719,526
171,953

1,891,479

1

賠 受

齊託
故 物

受託物リスク 20210403 福岡県 久留米市
あんしん
フード君

飲食店 18400 店内でお客さまが忘れたポーチ
を紛失した。

受

特

計

230,000
23,000

253000

そ

の
他

被害者
治療費等

20210413 和歌山県 和歌山市
あんしん
フード君

飲食店 8500
お客さまが椅子から降りる際に
足を踏み外し、転倒時に座敷の
角に腰を打ち骨折した。

1

被

計

リコール
費用

20210107 広島県 福 山
あんしん
フード君

食品製造業 112100
製造したきなこ豆にピーナッツ
が混入しており、アレルギー症
状等の身体的被害発生のおそれ
があるため自主回収を行つた。

り

計
379,727
379727

支払い日(20215]～ 53]抜粋)

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
※こ加入された支部 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、施 :施設賠償金、受 :受託賠償金

休 :店舗休業補償金、特 :特別費用、被 :被害者治療費等、消 :消毒費用

弁 :弁護士費用、り:リ コール費用、計 :合計共済金

:3畔電肛11斃ボ覇|:甲|■事尋零曇ζ事|,半lギ町|
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オ|プシヨンで補償|される主な保険|の対象は以下のとおりで|す:

蕉発ヽを森』

:rl  nll

～
1蝙蒻|||

轟夢|

25億円聰晰躙蜀
当期末時点でお引き受けしている保障金額の合計です。ど機くらいの保
険契約を保有しているのかを示すま旨標です。※個人年金保険を含みます。

2りL6,541億円
餞靡躙輻

当期に新たにお引き受けした保険金額の合計です。ど
れくらいの生命保険を販売したのかを示す指標です。

1,111億 円
保険本業におljる収益力を示す指標のひとつです。保険料収入や保険金・

事業費支払等の保険関係の収支と、利息及び配当金等収入を中心とした運
用関係の収支からなる収益で、一般事業会社の営業利益に近いものです。

私たちは、安定した経営基盤と強固な財務力のもと、
ティをさらに高め、 「最も称賛される生命保険会社」

お客さまにご提供するサービスのクオリ

になることを目指しています。

839.1%
大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる 技 払余力」
を有しているかを半」断するための行政監督上の指標の一つです。200%以上
あれば、健全性についての一つの基準を満たしていることを示していま丸

立奉
S&Pグローバか レーティング保険財務力格付け

2024年 5月 28日 現在

財務の健全性等の経営内容を客観的にご判断いただくために、格付会社による評価を取得しております。
*「 AA」 から「CCC」 までの格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、
各格付けカテゴリーの中で相対的な強さを表します。

×格付けは、格付会社の意見であり、保険金支払いなどについて保証を行うものではありません。また、将
来的に変更される可能性があります。

XS&Pグ ローllル  レーティングは、金融商品取引法に定められている信用格付業者です。

ジブラルタ生命保険株式会社
本社/〒 100-8953東 京都千代田区永田町 2… 13…10 鰊

》
Gttra量機r
ジブラルタ生命
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:菫舞蒙議難纂獲篠:: 1回のこ注文が 機3,000円以上→サービス 鰺3,000円未満→―律500円 (ただし送付先が 1か所の場合)

食と411康 麟|● |「食品衛生研究」
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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 FAX 03‐3403‐2384 メールア ドレス fukyuuka@jfha.or jp
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