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Ⅰ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３期）の概要

・ 計画の期間

平成２８年度から令和２年度までの５年間

・ 計画の目的

みやぎ食の安全安心推進条例（以下「条例」という。）第１条に規定する「食品の

安全性及び信頼性」を実現するため，食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ

計画的に推進することを目的としている。

・ 計画の位置付け

条例第６条第１項の規定に基づき，条例第３章に定める食の安全安心の確保に関す

る施策について，具体的な取組を推進するための計画としている。

・ 施策の大綱

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

主に，行政が生産の現場又は流通の段階で生産者・事業者が取り組む食の安全安心

を支援するとともに，食の安全安心が確保されているかどうか監視及び指導を行う施

策。

特に，科学的な知見に基づく食品の安全性の確保が必要なことから，「安全」をキ

ーワードとしている。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

県，生産者・事業者及び消費者が共に信頼しながら，食の安全安心を作り上げてい

く施策。安心して食品を選択するためには，生産者・事業者等と消費者との信頼性の

構築が必要なことから，「安心」をキーワードとしている。

３ 食の安全安心を支える体制の整備

１と２の施策をサポートし，推進していく施策。県，生産者・事業者及び関係者が

連携し総合的に推進していくことが必要なことから，「協働」をキーワードとしてい

る。

施策の大綱概要

安全 生産供給体制支援

監視・指導・検査の徹底

安心 情報共有・相互理解

県民総参加

協働 体制整備

連携強化

Ⅰ 概要
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Ⅱ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画に係る施策ごとの実施状況

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

（１）生産及び供給体制の確立

イ 生産者の取組への支援

（イ）食の安全安心のニーズに応える環境にやさしい農業の推進（施策１）

「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度｣の推進については，県認証農産

物のＰＲ販売会を百貨店や県庁ロビー等で開催し，消費者の理解促進を図った。ま

た，販売促進ツールとして法被やのぼりを取組農業者の販売促進活動に活用したほ

か，除草技術をテーマとした生産者交流会を開催した。（みや米）

【施策１の成果】

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度について，２，４６０ｈａについて

認証登録を行った。また，生産者交流会では環境保全型農業に取り組む生産者が除草

技術における生産現場での工夫点等について情報共有できたほか，県認証農産物のＰ

Ｒ販売会の開催により，生産者と消費者の交流が図られ，消費者の理解が深まった。

具体的な内容

・生産者交流会 １回

・県認証農産物のＰＲ販売会(百貨店，県庁等) ４回・１０日間

・県認証制度説明会 ２回

（ロ）農業生産工程管理（ＧＡＰ）等の普及拡大（施策２）

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入推進のため，宮城県ＧＡＰ推進会議を開催し進

捗状況や推進方向等について，関係機関や関係団体等との共有を図るとともに，連携

してＧＡＰの普及拡大に向けた取組を推進した。（みや米）

県内の畜産物（食品）の安全性を確保し，より良い生産工程管理を実現することに

より，畜産農家が安定した経営を継続するために認証の取得を推進した。（畜産）

生産者交流会 県認証農産物のＰＲ販売会

Ⅱ 実施状況 施策１～４
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Ⅱ 実施状況 施策１～４

JＧＡＰ現地研修 ASIAGAP取得のための現地研修

ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）研修会

【施策２の成果】

研修会には，農業者や営農指導員等が参加し，ＧＡＰの実践・取組に対する理解を深

めることができた。また，第三者認証ＧＡＰ（ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．やＡＳＩＡＧ

ＡＰ，ＪＧＡＰ）については，新たに６件の取得があり，着実に増加している。このう

ち１件は農業大学校であり，農業教育機関では３校目の取得となった。

さらに，新たに２８名が指導員資格を取得し，指導体制の強化を図った。

具体的な取組

・ＧＡＰ実践や認証取得に向けた研修会の開催：１７回

・みやぎＧＡＰ推進アドバイザーによる指導：３件

・農業教育機関の認証取得費用に対する支援：３件

・指導員の育成のための研修会開催や資格取得のための研修への派遣：６回

畜産においては，畜産ＧＡＰの概要周知と認証を希望する生産者を支援するため，現

地で指導するとともに指導員資格取得のための研修へ派遣した。ＪＧＡＰ認証（畜産物）

は，これまで県内２農場が取得しており，ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）指導員資格は，新

たに３名が取得，４名が更新し，令和２年度末で県内１４名となっている（関係団体職

員含む）。

ＪＧＡＰ認証（畜産物） ２農場

ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）指導員資格 １４名（令和２年度末）
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Ⅱ 実施状況 施策１～４

（ハ）農薬の適正使用の推進（施策３）

農業生産の安定と安全な農産物の生産・供給を図るため，農薬使用者を主な対象

に，農薬危害防止運動（令和２年６月１日から８月３１日まで）を実施したほか，農

薬管理指導士養成研修会（認定研修）・更新研修会を開催するなど農薬の適正使用の

普及に努めた。（みや米）

【施策３の成果】

農薬危害防止運動を実施したことにより，農薬使用者や関係機関・団体，市町村担当

者の農薬の適正使用に関する理解が深まった。また，農薬管理指導士の養成研修会，更

新研修会を開催したことにより，農薬の適正使用に関する理解が深まるとともに，農薬

管理指導士を新規に４３人，更新で１３８人認定した。

・農薬危害防止運動資料配付枚数 リーフレット ９，０００枚

・農薬管理指導士数 １，１９３人

・農薬管理指導士養成研修会（認定試験） １回

・農薬管理指導士更新研修会 ６回

（ニ）牛のトレーサビリティシステムの推進（施策４）

生産段階における耳標（個体識別番号）の装着徹底を推進するとともに，生産か

ら流通までの各段階における牛の個体を識別することができるシステム維持のため，

耳標装着に係る各種手続き及び登録エラー解消等の支援を行った。（畜産）

耳標を装着例

【施策４の成果】

耳標（個体識別番号）の装着が徹底され，牛１頭ごとの生産履歴が把握できる体制

が維持され，国産牛肉の信頼性確保が図られた。

本県の飼養頭数（令和２年２月１日現在，「畜産統計」）

乳用牛１８，５００頭，肉用牛８０，８００頭
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Ⅱ 実施状況 施策１～４

１－（１）－イ（施策１～４） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

環境保全型農業取組面積（ha） ２６，７００ ２１，２５６ ３０，０００

ＧＡＰ導入団体数(団体) ４３ ７９ ８０

耳標の装着率(％) １００ １００ １００

主な関連事業一覧 １－（１）－イ（施策１から施策４）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

環境 に や さ し い 農業定着 １，４８９ みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度を

促進事業 [１４８９] 運営するとともに，県認証農産物のＰＲ販売会

（みやぎ米推進課） を開催し，消費者理解促進を図った。

ＧＡＰ認証取得推進事業 ２，６７３ ＧＡＰ実践に向けた研修会を開催したほか，教

（農産物） [８３８] 育機関の認証取得費用の支援，指導員資格取

（みやぎ米推進課） 得のための研修への派遣を行った。

ＧＡＰ認証取得推進事業 ２７１ 畜産ＧＡＰの概要周知と認証を希望する生産者

（畜産物） [２９] を支援するため，指導員資格取得のための研修

（畜産課） への派遣を行った。

農薬安全使用指導事業 ７９８ 農薬の適正使用の推進のため，農薬危害防止

（みやぎ米推進課） [４０１] 運動や農薬管理指導士研修会を実施した。
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ロ 安全安心な農水産物生産環境づくり支援

（イ）土壌環境適正化の推進（施策５）

カドミウム基準値超過米（以下，超過米）の発生を抑制するため，超過米が発生す

る恐れのある地域の水稲生産者を対象に｢水稲栽培水管理ごよみ｣を配布したほか，関

係機関と連携して湛水管理の徹底を指導した。また，米の出荷前にカドミウム含有量

を調査し，基準値超過が確認された場合は，市場流通しないよう，適正な保管及び廃

棄処分を行うよう指導した。

このほか，カドミウム低吸収性イネ県育成品種「東北２２８号」の特性の年次変動

を把握するため現地実証を行った。（みや米）

【施策５の成果】

令和２年産の超過米の発生数量は２，３７７袋（３０ｋｇ／袋）と前年産の半分以下

となり，すべて市場流通しないよう処分された。

現地実証を行った結果，「東北２２８号」は出穂前後の湛水管理をしなくとも，カド

ミウムをほとんど吸収しないこと等を確認した。

（ロ）家畜伝染病の発生予防の徹底（施策６）

家畜伝染病予防法に基づく検査を実施し，高病原性鳥インフルエンザ，口蹄疫及び

豚熱等家畜伝染病等の発生予防とまん延防止に努めた。また，慢性疾病発生低減のた

めの検査・指導を実施した。

高病原性鳥インフルエンザについては，モニタリング検査としてウイルス分離・抗

体検査などを実施するとともに，１００羽以上を飼養する県内のすべての養鶏場を対

象に死亡羽数の報告を求めるなど，異常の早期発見と予防対策の啓発に努めた。

また，平成２９年３月に栗原市で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の

状況を踏まえ，統一対応マニュアルの検証や地域ごとに防疫演習を実施したほか，伝

染病の侵入防止のため，発生シーズン前（６～９月末）に農場を巡回し，飼養衛生管

理基準遵守の指導を実施した。

【施策６の成果】

延べ１，８３６，２０４頭羽の牛豚鶏等を対象に，家畜伝染病予防法に基づく検査を

実施し，家畜伝染病の発生予防とまん延防止が図られ，安全で高品質な畜産物の生産が

確保された。

慢性疾病については，生産性を阻害する疾病群を対象に，牛１０戸，豚５戸，鶏５戸

で検査を実施し，慢性疾病発生と経済的損失の低減に努めた。

高病原性鳥インフルエンザについては，モニタリング検査としてウイルス分離・抗体

検査などを実施するとともに，１００羽以上を飼養する県内のすべての養鶏場１３１戸

を対象に死亡羽数の報告を求めるなど，異常の早期発見と予防対策の啓発に努めた。

また，国内での豚熱の継続発生から，本県での対応として特定家畜伝染病対策本部設

Ⅱ 実施状況 施策５～７
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置要綱及び対策本部設置運営要領を改正し，実用性を高めるため，平成３０年度作成し

た豚熱防疫対応マニュアルを令和３年２月に修正した。

（ハ）貝毒検査及び生かきのノロウイルス対策の推進（施策７）

食中毒の原因となる貝毒について，宮城県漁業協同組合と連携し，効果的な監視体

制を維持して，貝毒プランクトン調査及び貝毒検査の結果を共有するとともに，ホー

ムページ等により県民への情報提供を行い，食中毒の未然防止に努めた。

また，漁業協同組合と連携し，漁業協同組合が自主的に実施するノロウィルス検査

結果について，県関係機関と情報共有を図った。（水整）

【施策７の成果】

貝毒検査値が自主規制値を超えた場合には，生産者関係団体が出荷自主規制措置を実

施したことにより，貝毒を原因とする食中毒の未然防止が図られた。また，マボヤの貝

毒監視海域を３海域から８海域，アカガイの貝毒監視海域を３海域から５海域に見直し

を行い，安定した漁業生産を図るとともに，監視体制の強化を図った。

ノロウィルス検査については，県沿岸域を１４海域に区分し，漁業協同組合で検査を

行い，陽性の場合は加熱用で出荷し，ノロウィルスを原因とする食中毒の未然防止が図

られた。

まひ性貝毒検査（県実施分） １６７検体（全体１，０４６検体 規制回数２９回）

下痢性貝毒検査（県実施分） ７５検体（全体 ３３２検体 規制回数 ７回）

貝毒プランクトン調査 ８１回

（北部５２回，中南部２４回，仙台湾全域５回）

ノロウィルス自主検査検体数 ６７１検体（うち陽性反応１２検体）

下痢性貝毒プランクトンまひ性貝毒プランクトン

Ⅱ 実施状況 施策５～７
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Ⅱ 実施状況 施策５～７

１－（１）－ロ（施策５～７） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

貝毒プランクトン観測定点調査実施率 １００ １００ １００

（％）

主な関連事業一覧 １－（１）－ロ（施策５から施策７）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農用地土壌汚染対策推進 １９，７６１ カドミウムの吸収抑制対策として，水田の湛水管

事業 [１９，７６１] 理の徹底を図るとともに，米のカドミウム含有量を

（みやぎ米推進課） 調査し，基準値超過米は市場流通しないよう，

適正な保管及び廃棄処分を指導した。

土壌由来リスク対策事業 ３，１９７ カドミウム低吸収性イネ品種「東北２２８号」の

（みやぎ米推進課） [１，３３３] 特性の年次変動を把握するため現地実証した。ま

た，その他のカドミウム低吸収性イネ品種の育成

に向けて交配・選抜を実施した。

家畜伝染病予防事業 １３８，３４９ 家畜伝染病予防法に基づき，家畜伝染病，家

（畜産課） [５２，７１４] 畜伝染性疾病の発生予防及びまん延防止を図っ

た。

家畜衛生対策事業 １０１，９１９ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・指導

（畜産課） [６８，９７１] を実施した。

有用貝類毒化監視・販売 ５，００５ 貝毒プランクトン調査を実施し，貝毒監視体制の

対策事業 [５，００５] 強化を図った。また，貝毒検査（カキ・ホタテ・マ

（水産業基盤整備課） ボヤ等）を実施し，生産物の安全確保を図った。
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ハ 事業者に対する支援

（イ）営業者の自主的な衛生管理体制の整備の推進（施策８）

平成３０年６月に食品衛生法が改正され，このうち「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

の制度化」については令和２年６月に施行された（経過措置：施行後１年間は旧規定

により定められた基準による）。これにより，原則として全ての食品等事業者は一般

衛生管理に加えてＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することが制度化されたため，

このことについて事業者へ普及・啓発を図ると共に各事業者の導入を支援するため，

事業者を対象としたＨＡＣＣＰ研修会をＨＡＣＣＰ制度の区分別に計５回開催した

（オンラインによる開催を含む）。また，食品事業者のＨＡＣＣＰ導入と実践を技術

的に支援することを目的として，個別の事業者を対象にした相談制度「宮城ＨＡＣＣ

Ｐ導入・実践支援制度（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰ）」を令和２年４月より運用開

始した。

さらに，飲食店の新型コロナウイルス感染防止対策への取り組みを促進し利用者の

安全に繋げるため，感染防止対策に取り組んでいる飲食店に対し、「新型コロナ対策

実施中ポスター」を発行した。（食暮）

水産加工業におけるＨＡＣＣＰの普及促進を図るため，水産加工業者を対象とした

専門家による工場診断・指導等を行い，ＨＡＣＣＰ認証の取得を希望する水産加工業

者を支援した。（水振）

ＨＡＣＣＰ工場・指導診断① ＨＡＣＣＰ工場・指導診断②

ＨＡＣＣＰ研修会 新型コロナ対策実施中ポスター（飲食店用）

Ⅱ 実施状況 施策８～９
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【施策８の成果】

事業者がＨＡＣＣＰ制度化に円滑に対応できるよう，「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理」，あるいは「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」のそれぞれについて，衛

生管理計画の作成等に関する実習を取り入れた講習会を開催した。

ＨＡＣＣＰ研修会

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 １回開催(Web) ５７施設

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理 ４回開催 １１５施設 １４０人

宮城ＨＡＣＣＰ導入支援制度（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰ）

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理

導入支援（未導入事業者対象） ５件

ブラッシュアップ支援（既導入事業者支援） ４件

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

導入支援（未導入事業者対象） ３５件

ブラッシュアップ支援（既導入事業者支援） ２件

ＨＡＣＣＰ講習の実施 ８件 ８１施設 ２２３名

（水産関係）

水産加工業者１５者に対し，工場診断・指導等を行い，ＨＡＣＣＰ認証取得に係る基

礎知識の習得が図られた。

ＨＡＣＣＰ工場診断等 １５者（前年度実施事業者１２者）

（ロ）外食産業の事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組拡大（施策９）

県産食材を積極的に利用し，地産地消の推進に取り組んでいる県内の飲食店等を「食

材王国みやぎ地産地消推進店」として登録し，使用する県産食材の産地等をメニュー

等で表示する取組を推進した。また，新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた

県内飲食店等における県産食材の需要を喚起し，県産食材の販売拡大と生産者の経営

安定を図ることを目的に，地産地消の推進に取り組む飲食店等でのキャンペーンを実

施するとともに，県産食材の仕入れ費用の一部を助成した。（食振）

食材王国みやぎ地産地消推進店表示板

県産食材を使用したメニュー

（仙台牛シャトーブリアンと七ツ森椎茸のウェリントン）

Ⅱ 実施状況 施策８～９
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Ⅱ 実施状況 施策８～９

【施策９の成果】

地産地消推進店については，４１８店舗が登録されている。また，地産地消の推進に

取り組む飲食店等でのキャンペーンについては５２７店が参加し，県産食材の消費拡大

が図られた。

１－（１）－ハ（施策８～９） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

ＨＡＣＣＰ研修会参加施設数 ６６ ２５３ ２００

（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰによる

ＨＡＣＣＰ講習を含む）

地産地消推進店登録店舗数※ ２４１ ４１８ ４５０

※基準値は平成２４年度

主な関連事業一覧 １－（１）－ハ（施策８から施策９）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

ＨＡＣＣＰ定着事業 １，７１２ 食品等事業者がＨＡＣＣＰによる衛生管理を

（食と暮らしの安全推進課） [１，５２３] 実施するための普及啓発を実施した。

水産加工業者のＨＡＣＣ ４３８ 水産加工業におけるＨＡＣＣＰの普及促進を図

Ｐ普及推進事業 [４３８] るため，専門家による衛生管理講習会工場診断

（水産業振興課） 等を実施した。

食育・地産地消推進事業 ９８，９８２ 食材王国みやぎ地産地消推進店の登録事業を

（食産業振興課） [５，５６９] 推進する と と もに，地産地消推進店と連携し県

産食材等のＰＲに取組み,地産地消を推進した。
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ニ 震災等からの復興に向けた支援

（イ）市町村・農業者等への営農対策支援（施策１０）

東京電力福島第一原子力発電所事故を受け，県産農産物の安全性を確保するため，

主要な県産農産物や農地土壌を対象に，放射性物質濃度を調査した。また，把握した

放射性物質濃度のデータを次期作付に向けた営農対策等の検討に活用した。（みや米）

【施策１０の成果】

国や市町村，関係機関等と連携し，農産物の放射性物質濃度を調査した結果，基準値

を超過したものはなく，農産物の安全性が確認された。また，県内における定点農地土

壌の放射性物質調査により，農地土壌中の放射性物質の長期的動向を把握し，農作物へ

の吸収抑制対策を検討するための基礎資料として活用した。

（ロ）水産関係の施設等の整備支援（施策１１）

東日本大震災より被災した共同利用施設について国の補助事業を活用し，養殖等関

連施設の整備を支援した。漁業協同組合などが計画していた共同利用施設の復旧は令

和元年度までに全て完了した。

なお，浄化施設を備えた共同カキ処理場については，復旧を計画していた４１施設

が平成２７年度までに全て復旧している。(水整)

（ハ）特用林産物の生産再開への支援（施策１２）

原木しいたけ（露地栽培）の出荷制限解除を進めるため，県外産の汚染されていな

い原木の調達を支援したほか，安全な原木しいたけ栽培に必要な施設の整備及び資機

材の購入を支援した。また，県内産原木の使用再開に向け，令和元年１２月に導入し

た原木用非破壊検査装置による県内産原木の試験測定（非破壊）を実施した。（林振）

管理された原木しいたけの生産現場 原木用非破壊検査装置

【施策１２の成果】

適切な生産工程管理による安全安心な原木しいたけ栽培の取組が進められており，新

たに３名の生産者が出荷制限解除を実現し，これまでに延べ１７市町村で５２名が生産

再開を果たした。（林振）

県外産原木の購入支援本数 １８０千本

Ⅱ 実施状況 施策１０～１２
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主な関連事業一覧 １－（１）－ニ（施策１０から施策１２）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農産物放射能対策事業 １０，６５２ 主要県産農産物等を対象とした放射性物質の濃

（みやぎ米推進課） [１０，６５２] 度を把握し安全性を確認したほか，今後の営農

対策の検討に資するデータとして活用した。

特 用 林 産 物放射 性 物 質 ７４，７９５ 県外から無汚染の原木及び生産資材を購入する

対策事業（うち生産支援） [０] 経費を支援した。

（林業振興課）

きの こ生産資材供給体制 ０ 県内産原木の使用再開に向けて，利用可能な

整備事業（非破壊検査装 [０] 原木林の区域判定等を行うため，令和元年に導

置による検査） （R３へ繰越） 入した非破壊検査装置による試験測定を実施し

（林業振興課） た。

Ⅱ 実施状況 施策１０～１２
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（２）監視指導及び検査の徹底

イ 生産段階における安全性の確保

（イ）農薬取締法等に基づく立入検査と監視体制の強化（施策１３）

安全で安心な農産物の供給を図るため，農薬販売者を対象に農薬の保管管理や展示

販売等について，また，農薬使用者を対象に農薬使用基準の徹底や農薬の保管管理等

について，農薬取締法に基づく立入検査を実施した。（みや米）

安全で安心な養殖魚の生産体制を構築するため，魚類養殖業者に対して，水産用

医薬品の適正使用や養殖管理に関する巡回指導等を行った。（水整）

【施策１３の成果】

（農業関係）

農薬販売者及び農薬使用者に対する立入検査を実施したことにより，適正な販売方法

及び使用方法について理解が深まった。

・農薬販売者に対する立入検査数 ２７９件（農薬販売者数 １，０１４）

・農薬使用者に対する立入検査 ５４件

（水産関係）

内水面養殖場では魚類養殖業者へ水産用医薬品の適正使用や養殖管理に関する巡回指

導を行い，水産用医薬品が適正に使用されていることを確認した。海面養殖業者に対し

ては宮城県漁業協同組合と連携して養殖管理に関する指導を適宜行い，無投薬養殖が行

われていることを確認した。

また，養殖業者等を対象に魚類防疫推進会議を書面開催し，全国や県内の魚類防疫対

策等の資料を送付して情報共有を図った。

対象経営体数 １０３経営体

養殖衛生指導を行った経営体数 １０３経営体

内訳（重複する業者を含む）

①巡回指導によるもの ５１経営体

②魚類防疫推進会議によるもの ３２経営体

③その他によるもの ９３経営体

（ロ）肥料及び飼料の品質及び安全の確保のための検査及び指導の実施（施策１４）

肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため，肥料の品質確保等に関する法律に

基づき，肥料の生産業者に対して立入検査を実施し，生産されている肥料の収去・分

析を行った。（みや米）

家畜用飼料の安全性確保のため，飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

（以下，「飼料安全法」，昭和２８年法律第３５号）に基づき，飼料製造工場などへ

の立入検査を行った。（畜産）

養殖用飼料の安全性確保のため，養魚用配合飼料及び養魚用飼料の原料となる魚粉

の製造工場への立入，収去検査を行った。（水整）

Ⅱ 実施状況 施策１３～１６
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特殊肥料（堆肥）の収去 飼料の収去作業状況

【施策１４の成果】

（肥料 農業関係）

肥料生産業者への立入検査を２９件実施し，そのうち収去検査は２５点実施した。

肥料生産業者への立入検査 ２９件

収去検査（特殊肥料等） ２５点

違反件数 ０件

（飼料 畜産関係）

飼料安全法に基づき，飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査を３９か所実施し

た。立入時に収去した飼料の分析検査を２２点実施し，このうちＢＳＥ発生防止に係

る検査として，牛用飼料への動物由来たんぱく質混入検査を５点実施した。

立入検査の結果，飼料安全に関わる重大な違反（危害物質の混入や飼料の成分不足

等）は確認されなかった。

飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査 ３９件（製造工場数３０）

飼料分析検査 ２２点

うち動物由来たんぱく質混入検査 ５点

（飼料 水産関係）

養魚用飼料及び養魚用飼料の原料となる魚粉製造工場の立入検査及び飼料の収去検

査を実施し，飼料安全法に基づく違反等は無く，養魚用飼料の安全性を確認した。

養魚用飼料及び魚粉製造工場への立入検査 ９件（製造工場数９）

養魚用飼料及び魚粉の分析検査 ９件

Ⅱ 実施状況 施策１３～１６
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Ⅱ 実施状況 施策１３～１６

（ハ）動物用医薬品の流通，販売等に関する指導（施策１５）

動物用医薬品の適正使用のため，動物用医薬品販売業の立入検査及び適正使用に

関する指導を行った。（畜産）

【施策１５の成果】

動物用医薬品販売業者への監視指導と立入検査により軽微な違反が２２件見受けら

れたが，口答指導で改善され動物用医薬品の適正な流通が図られた。

動物用医薬品販売業立入検査 １０２件 （販売業者数３４３）

（ニ）高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査等の実施（施策１６）

高病原性鳥インフルエンザの予防のため，定点モニタリング及び強化モニタリン

グ検査を実施した。また，県内養鶏農場から死亡羽数の報告を求め，異状を早期発

見する体制を維持した。（畜産）

【施策１６の成果】

・定点モニタリング検査 １２戸 １，４３０羽

・強化モニタリング検査 ３０戸 ３００羽

・死亡羽数の報告 １３１戸

定点モニタリング検査として，県内１２か所の農場において，毎月１回ウイルス分

離検査と抗体検査を実施した。また，強化モニタリング検査として，県内で１００羽

以上の鶏を飼養する農場から抽出し，年１回の抗体検査を実施した。

さらに，県内で１００羽以上の鶏等を飼養する全ての農場１３１戸から，毎月１回

以上１週間の死亡羽数等について報告を求め，異常の早期発見と通報に努めた。
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１－（２）－イ（施策１３～１６） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

肥料成分不足･違反点数違反割合（％） ０ ０ ０

動物用医薬品販売の違反件数（件） ２ ２２ ０

主な関連事業一覧 １－（２）－イ（施策１３から施策１６）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農薬安全使用指導事業 ７９８ 安全で安心な農産物の供給を図るため，農薬取

（再掲） [４０１] 締法に基づく立入検査を実施した。

（みやぎ米推進課）

養殖衛生管理体制整備事 ３，０４０ 魚類防疫会議を開催し，養殖業者の防疫意識

業 [１，６２８] の向上を図るとともに養魚場の巡回指導を行い適

（水産業基盤整備課） 正養殖管理を指導した。また，養魚用飼料生産

工場の立入，収去検査を実施し，飼料の安全

性を確認した。

肥料検査取締業務 ３２１ 肥料生産業者への立入検査を実施し，生産され

（みやぎ米推進課） [１３１] ている肥料の収去・分析を実施した。

流通飼料対策事業 ８２０ 飼料製造・販売事業場への立入検査及び収去

（畜産課） [８２０] 飼料の分析検査を実施した。

動 物 用 医 薬品取 締 指 導 １５０ 動物用医薬品販売業者への立入検査を実施し，

事業（畜産課） [１５０] 適正な流通が図られるよう指導を行った。

家畜伝染病予防事業 １３８，３４９ 家畜伝染予防法に基づき，家畜伝染病，家畜

（再掲）（畜産課） [５２，７１４] 伝染性疾病の発生予防及びまん延防止を図 っ

た。

家畜衛生対策事業（再掲）１０１，９１９ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・ 指

（畜産課） [６８，９７１] 導を実施した。

Ⅱ 実施状況 施策１３～１６
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ロ 流通・販売段階における安全性の確保

（イ）食品営業施設の監視指導の徹底（施策１７）

食品衛生監視指導計画に基づき，食品営業施設等に対する計画的かつ効果的な監視

指導を実施し，必要に応じ適切な衛生管理を指導した。また，定期的に食品衛生担当

者会議等を開催し，情報の共有に努めた。

食中毒予防月間には，広域流通食品の製造施設等を対象として集中的に一斉監視を

実施するとともに，食品事業者に対する講習会や消費者を対象とした街頭キャンペー

ンを実施し，手洗いの励行や，食肉の加熱徹底，生食用鮮魚の寄生虫の危険性など，

食品事業者のみならず消費者に対しても食中毒予防を啓発した。令和２年度の街頭キ

ャンペーンの実施に際しては規模の縮小や実施形態の変更など，新型コロナウイルス

感染防止に配慮して実施した。（食暮）

【施策１７の成果】

飲食店及び食品製造施設等に対し計画的に監視を実施し，施設や設備の確認や，衛生

管理等について指導した。不適切な施設や設備，食品の取扱に対して改善を求めること

で，事業者の衛生管理に対する意識向上を促し，飲食に起因する食中毒等の事故防止が

図られた。

飲食店及び食品製造施設等に対する監視指導

施設数 ２２，２５９施設（うち重点監視施設４７６施設）

監視延べ件数 １６，１７６件（うち重点監視施設延べ監視件数９５１件）

＊重点監視施設

大規模食中毒が発生するおそれのある施設の他，不良・違反食品が発生しやすい業種，

広域に流通する食品を製造・加工する施設など，重点的に監視を実施する対象施設とし

て各保健所毎に設定した施設。

（ロ）食品検査による安全性の確保（施策１８）

食品の安全を確保するため，県内に流通する食品（輸入食品を含む）について，食

品衛生法に基づく規格基準に関する検査や食品中に残留する農薬，添加物などの検査

を実施し，基準逸脱や誤った表示が記載された食品の流通を防止した。

また，検査実施機関において，検査の実施に必要な設備や機器の保守点検，更新等

の検査環境整備を図ると共に，検査精度管理を実施し，検査成績の信頼性を確保した。

（食暮）

【施策１８の成果】

県内で生産・製造された食品や流通している輸入食品などの規格基準等の検査を実施

し，食品の安全性を確保した。

検査の結果，基準の逸脱や不適切な表示が判明した食品４件について，事業者に対し

て改善を指導した。

収去検査等 細菌検査 １，２５９検体

理化学検査 ９６５検体

Ⅱ 実施状況 施策１７～２０
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特殊有害物質等検査 ２３８検体

うち残留農薬検査 ８２検体

うち輸入食品検査 １４９検体

（ハ）安全な魚介類及び食肉を供給するための監視指導（ＢＳＥ対策を含む）の徹底

（施策１９）

かきによる食中毒を未然に防止するため，かきの採取海域等に関する加工基準の確

認，かき処理場等の監視指導，収去検査等を実施し，生食用かきの規格基準の遵守，

ならびにその衛生的取扱いを指導した。

と畜検査，食鳥検査においては，食肉の疾病や異常等の排除を行う他，動物用医薬

品等の残留検査を実施した。また，と畜場，食鳥処理場の衛生管理に関する監視指導

を実施し，安全な食肉の供給を図った。ＢＳＥ対策では，牛海綿状脳症対策特別措置

法に基づき，生体における神経症状の確認および必要に応じたＢＳＥ検査の実施の他，

特定危険部位の除去の徹底を指導した。（食暮）

と畜検査（枝肉）の様子 と畜検査の精密検査（微生物）の様子

【施策１９の成果】

かき処理場等の施設の監視指導やかきの検査等により，基準に適合しないかきの流

通を防止し，これらに起因する健康被害の発生を予防した。

また，と畜検査やと畜場の監視指導及び食鳥検査等により，食用に不適合となる食肉

の流通を防止し，これらに起因する健康被害の発生を防止した。

かき関係

かき処理場 ７７施設 延べ監視件数 １５８件

かき袋詰め業者 ４１施設 延べ監視件数 １５４件

かき入札場 ３施設 延べ監視件数 ３件

食肉処理関係

と畜場法に基づくと畜場の監視指導 ３回（重点監視）

食肉輸送車の監視 ２５台

食鳥処理関係

食鳥処理場の監視 １２回（重点監視）

認定小規模食鳥処理場の監視 ８回

Ⅱ 実施状況 施策１７～２０
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Ⅱ 実施状況 施策１７～２０

ＢＳＥ関係

ＢＳＥ検査頭数 １頭

（ニ）米穀事業者の監視指導の徹底（施策２０）

米トレーサビリティ法に基づき，東北農政局と連携して立入検査を行った。

（みや米）

【施策２０の成果】

宮城県域事業者（生産者，小売業者）２０件への立入検査を行い，産地情報の伝達や

取引等の記録漏れがあった１４件に対して指導を行った。

１－（２）－ロ（施策１７～２０） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

食品営業施設の監視指導率（％） １００ １０５ １００

食品検査率（％） １００ ９３ １００

かき処理場等の監視指導率（％） １００ ９９ １００

主な関連事業一覧 １－（２）－ロ（施策１７から施策２０）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

食品営業施設監視指導 １５，０９４ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食

事業 （１５，０９４）店や製造施設等を監視指導した。

（食と暮らしの安全推進課）

食中毒防止総合対策事業 １３，９１１ 食中毒の発生を防止するため，観光地大型旅館

（食と暮らしの安全推進課）（１３，９１１）や集団給食施設等に対して重点的に監視指導す

ると共に講習会を実施した。食中毒予防に関する

チラシを作成し啓発活動に使用した。

食品検査対策事業 ３１，６７８ 安全な食品を供給するため，食品等の規格基準，

（食と暮らしの安全推進課） [３１，６７８] 食品に残留する農薬や添加物等の検査を実施し

た。

かき処理指導事業 ５，９２９ かき処理場等の監視指導及び生食用かきの収去

（食と暮らしの安全推進課） [５，９２９] 検査等を実施した。

と畜食肉検査費 ８１，９２６ と畜検査及びと畜場等の衛生管理指導等を実施

（食と暮らしの安全推進課） [８１，９２６] した。

食鳥肉検査費 １，６６５ 食鳥検査及び食鳥処理場等の衛生管理指導等

（食と暮らしの安全推進課） [１，６６５] を実施した。

牛 海 綿 状 脳症検 査 事 業 ２，７０３ BSE検査，特定危険部位の除去確認等を実施

費 [１，６４７] した。

（食と暮らしの安全推進課）
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ハ 食品表示の適正化の推進

（イ）適正な食品表示を確保するための監視指導の実施（施策２１）

食品表示法に基づく表示に関し，衛生事項，品質事項及び保健事項について，それ

ぞれ所管する部署において，食品関連事業者からの相談対応及び監視指導等を行った。

食品表示のうち衛生事項に関する監視を，広域流通食品を中心に実施した。食品製

造・加工等事業者に対し，アレルゲン表示等の衛生事項の表示に関して指導し，食品

表示の不備による健康被害の防止を図った。食品事業者に向けた講習会等の機会に，

食品表示に関する事項について解説し，適正表示を啓発した。

消費者から「食の１１０番」に寄せられた食品衛生に関する相談や情報のうち，食

品表示に関する事項への対応として，食品事業者へ適切な表示を助言し，必要に応じ

て食品表示の改善を指導した。

品質事項については，国及び県に設置している食品表示１１０番等に寄せられた被

疑情報について，国，市町村等の関係機関と連携し，食品表示法並びに不当景品類及

び不当表示防止法（景品表示法）に基づく調査を実施し，事業者に対して必要な指導

を行った。（食暮）

保健事項及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止等

について，食品関連事業者からの相談対応及び指導を行い，食品表示の適正化に努め

た。（健推）

また，輸入生かきの混入による産地偽装を防止するため，宮城県産生かき適正表示

協会会員に対して，輸入生かき偽装防止特別監視員による監視指導を実施の上，調査

結果を県ホームページで公開し，産地偽装の防止と宮城県産生かきの信頼性向上に努

めた。（食暮）

【施策２１の成果】

（衛生事項）

食品事業者の指導を行うとともに，食の１１０番を通じて適切な調査・指導を実施し

た結果，食品表示の適正化につながった。

食の１１０番への食品表示に関する相談及び通報等 １０９件

（品質事項）

食品表示１１０番等への情報提供に基づき，必要な調査・指導を行った結果，事業者

の食品表示の適正化につながった。

また，宮城県産生かき適正表示協会会員のうち１１事業者を対象に調査を実施した結

果，偽装・混入は確認されず，宮城県産生かきの信頼性の確保が図られた。

食品表示１１０番等への相談及び通報等 １７４件

食品表示１１０番等への情報提供に基づく指導 ４件

輸入生かき偽装防止特別監視員による調査 １１件

うち改善指導件数 ０件

Ⅱ 実施状況 施策２１～２３
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（保健事項及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止）

食品関連事業者に指導を行い，食品表示の適正化を図った。

栄養成分表示に関する相談 ２３８件

栄養成分表示に関する指導 １９件

健康保持増進効果等に関する誇大広告の禁止に関する相談 ７件

健康保持増進効果等に関する誇大広告の禁止に関する指導 ２件

（ロ）ウォッチャーによるモニタリング調査及び指導の実施（施策２２）

みやぎ食の安全安心消費者モニターの中から９７人を食品表示ウォッチャーとして

委嘱し，新型コロナウイルス感染拡大の状況により実施期間を例年より短縮し，令和

２年９月から１２月までの４か月間，それぞれ毎月２店舗，各５品目を調査すること

により，食品表示法に基づく義務表示の状況についてモニタリング調査を実施した。

モニタリング調査に当たっては，業務説明会で表示に関する研修を実施したほか，

食品表示ウォッチャーだよりを発行し，食品表示の知識の提供及び調査結果のフィー

ドバックを行った。

不適正表示の疑義があった事業者に対しては，確認調査を実施し，必要な指導を行

った。（食暮）

食品表示ウォッチャー業務説明会

【施策２２の成果】

食品表示ウォッチャーにより，延べ６９５店舗において食品表示（品質事項）に関

するモニタリング調査を行った結果，２９件について不適の疑いありと報告があった。

報告内容を県で確認の上，必要な調査を行い，３件の改善指導を行うことで，不適正

な表示が是正された。

なお，県に措置権限がない３件については，速やかに所管する行政機関に情報を提

供した。

食品表示ウォッチャーに対しては， 業務説明会における研修や食品表示ウォッチャ

ーだよりで食品表示に関する知識を提供し，理解を深めた。

食品表示ウォッチャーの委嘱数 ９７人

食品表示ウォッチャーによるモニタリング調査 ６９５店舗

うち不適の疑いありの報告 ２９件

うち県による改善指導 ３件

Ⅱ 実施状況 施策２１～２３
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Ⅱ 実施状況 施策２１～２３

（ハ）食品表示に関する研修会等の実施（施策２３）

事業者等が開催する食品表示に関する研修会等に講師として職員を派遣したほか，

食の安全安心セミナーにおいて食品表示の説明を行った。また，年間を通じて，消

費者や事業者からの食品表示に関する相談に対応し，適正表示の普及と指導を行っ

た。（食暮）

食品表示法（保健事項）及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大

広告の禁止等について，食品関連事業者や県民に対して研修会やホームページ等で情報

提供を行い，適正な食品表示に関する普及啓発を行った。（健推）

食の安全安心セミナー 消費者向け栄養成分表示リーフレット

【施策２３の成果】

食品表示に関する研修会等に講師を５回派遣し，計１６２人の参加があった。また，

食の安全安心セミナーにおいて食品表示制度の説明を行い，消費者等の理解を深めた

ほか，食品表示１１０番への消費者や事業者からの表示内容・表示方法に関する相談

及び通報等１７４件に対応し，適正表示の普及啓発が図られた。

栄養成分表示に関する研修会は１７回実施し５６８人の参加があった他，県ホームペ

ージや広報誌等により適正な食品表示について周知を行った。

食品表示に関する研修会への講師派遣 ５回

食品表示に関する研修会や説明会の開催 １回

栄養成分表示に関する研修会 １７回

虚偽誇大広告等の禁止に関する研修会 ０回

※ 研修会等は，衛生事項，品質事項，保健事項の重複を含む。
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１－（２）－ハ（施策２１～２３） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

食品表示適正店舗数の割合（％） ９８．４ ９９．６ １００

食品表示に関する研修会・説明会等の ８ ６ ２０

開催回数（回）

主な関連事業一覧 １－（１）－ハ（施策２１から施策２３）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設置

（食と暮らしの安全推進課） [０] し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問に関

する相談を受け付け，相談者へ適切な情報を提

供すると共に，必要に応じて食品事業者に改善

を指導した。

食 品 営 業 施設監 視 指 導 １５，０９４ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食

事業（再掲） [１５，０９４] 店や製造施設等を監視指導した。

（食と暮らしの安全推進課）

食品表示適正化事業 ３９３ 「食品表示１１０番」等に寄せられた被疑情報

（食と暮らしの安全推進課） [３９３] に基づき，事業者に対する調査指導等を行った。

また，食品表示ウォッチャーを委嘱し，小売店の

モニタリング調査を実施した。さらに，食品表示に

関する相談に対応したほか，食品表示制度の普

及啓発を行った。

栄養成分表示適正化事業 ３０８ 食品表示法及び健康増進法の規定による栄養

（健康推進課） [３０８] 成分表示や健康の保持増進効果等に関する誇

大広告の禁止について，普及啓発及び相談・指

導等を実施した。

Ⅱ 実施状況 施策２１～２３
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ニ 食品の放射性物質検査の継続

（イ）農林水産畜産物等の検査（施策２４）

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知により，原子力災害対策本部が

定めた「検査計画，出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づいて，県

内で生産される主要な農産物，林産物，畜産物，水産物等について，四半期ごとに「農

畜水産物等の放射性物質検査計画」を定め，検査を実施した。

検査に当たっては，試験研究機関にゲルマニウム半導体検出器（精密検査機器），

地方機関及び県内の主要魚市場にＮａＩシンチレーションスペクトロメータ等（簡易

検査機器）を配置して検査を実施し，安全性が確認された食品の流通に努めた。検査

で基準値を超過したときは，県が出荷自粛を要請する等，生産物が市場に流通しない

ようにした。

野生鳥獣の肉については，県民の安全確保を図るため，イノシシ肉など１０９検体を

対象に，放射性物質モニタリング検査を実施した。また，ニホンジカ肉については出荷

制限指示及び一部解除に伴い，全頭検査とし，２２２検体の検査を実施した。

また，放射性物質検査の計画・結果は，県ホームページ「みやぎ原子力情報ステー

ション」等で，速やかに公表した。

（食振）（みや米）（園振）（畜産）（林振）（水産）（自保）

精密検査測定器 簡易検査測定器

【施策２４の成果】

各機関等に設置した検査機器の維持管理等により，検査体制の整備を行った。

ゲルマニウム半導体検出器及び地方機関等に配置したＮａＩシンチレーションスペク

トロメータにより，県産農林水産物の放射性物質検査を行い，結果をホームページ等で

公表し，県民の不安解消に努めた。

（農産関係）

検査対象 県内産の野菜類・果実類，穀類

検査概要 精密検査 米 ３４点 うち基準値超過 ０点

麦類 １４点 うち基準値超過 ０点

大豆 ３５点 うち基準値超過 ０点

そば ３１点 うち基準値超過 ０点

野菜類 １，３１３点 うち基準値超過 ０点

Ⅱ 実施状況 施策２４～２６
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果実類 ８３点 うち基準値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，農産物の安全が確認された。

（畜産関係）

検査対象 県内産の原乳及び牛肉

検査概要 精密検査 原乳 ６０点 うち基準値超過 ０点

簡易検査等 牛肉 ５，０５５点 うち基準値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，畜産物の安全が確認された。

（林産物関係）

検査対象 県内産のきのこ・山菜類

検査概要 精密検査 ６８４点 うち基準値（100Bq/kg）超過 ３５点

簡易検査 １１８点 うち精密検査実施目安（50Bq/kg）超過 ３点

検査結果 基準値を超過した３５点のうち２点は気仙沼市及び南三陸町で採取され

た野生きのこであり，令和２年１２月２５日付けで同市町に出荷制限指示

が出された。そのほかの３３点は，既に出荷が制限されている地域から採

取されたもので，市場には流通していない。

（水産関係）

検査対象 県内で水揚げされる水産物

検査概要 精密検査 １，７９６点 うち基準値超過 ０点

簡易検査 １１，４７４点 うち精密検査実施目安の超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，水産物の安全が確認された。

（野生鳥獣関係）

検査対象 県内で捕獲された野生鳥獣（イノシシ等）の肉及び出荷対象となるニホン

ジカの肉

検査概要 精密検査 イノシシ等 １０９点 うち基準値超過 ３点

ニホンジカ ２２２点 うち基準値超過 ０点

検査結果 結果を速やかに報道機関や県ホームページを通じて公表するなどにより，

県民の不安解消が図られたとともに，事業者の経営安定に寄与した。

（ロ）流通食品の検査（施策２５）

「令和２年度宮城県食品衛生監視指導計画」に基づき，県内に流通する食品につい

て，四半期ごとに「農畜水産物等の放射性物質検査計画」を定め，これに基づき計画

的に流通食品の放射性物質検査を実施した。（食暮）

【施策２５の成果】

流通食品の検査を実施し，結果を記者発表やホームページ等で公表することで県民の

不安の解消に努めた。

検査対象 県内に流通する牛乳，清涼飲料水（ミネラルウォーター，茶等），乳児用

食品，一般食品等

Ⅱ 実施状況 施策２４～２６
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Ⅱ 実施状況 施策２４～２６

検査概要 精密検査 飲料水，牛乳，乳児用食品 ３６点 うち基準値超過 ０点

簡易検査 一般食品 ２９９点 うち基準値超過 ０点

（うち牛肉（流通品），豚肉，めん羊肉，山羊肉 ６３点

うち基準値超過０点）

検査結果 基準値を超過した検体はなく，県内における流通食品の安全が確認された。

（ハ）学校給食等の検査（施策２６）

児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から，学校給食の放射性物質検査を

行い，ホームページや学校給食だより等に測定結果を掲載することによって，学校や

保護者との情報共有に努めた。（スポ健）

児童らのより一層の安全安心の確保を図る観点から児童福祉施設等で提供される給

食における放射性物質の濃度を把握するため，給食一食分全体について事後検査を実

施した。(子ども)

【施策２６の成果】

（学校給食）

学校給食用食材のサンプル測定（簡易測定による事前測定）を２９９点測定したとこ

ろ，全て精密検査の目安（５０Ｂｑ／ｋｇ）以下であった。学校給食食材のサンプル測

定結果は，課のホームページに速やかに公表することで，学校給食食材の安全性につい

て，県民に知らせることができた。

検査対象 県内で提供される学校給食用食材のサンプル

検査概要 簡易検査 ２９９点 うち基準値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，県内における学校給食用食材のサンプルの

安全が確認された。

（児童福祉施設等）

県立児童福祉施設（２施設）において，１回ずつ（延べ２回）放射性物質検査を実施

した。

検査対象 県立児童福祉施設等で提供される学校給食一食全体

検査概要 簡易検査 ２点 うち基準値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，安全が確認された。

※ 放射性セシウムスクリーニング法

食品などに含まれる放射性セシウム濃度が基準値以下であるかどうかを判別する方法

で，精密検査の目安（５０Ｂｑ／ｋｇ）以下である食品を基準値以下と判定できるよう

に機器の性能要件等が定められている。多数の検体の放射性セシウム濃度を測定する必

要があるため，ゲルマニウム半導体検出器よりも短時間で測定できるＮａＩシンチレー

ションスペクトロメータ等を用いることが多く，簡易検査と呼ばれる場合もある。

なお，県産農林水産物の放射性物質測定は，精密検査と簡易検査を並行して実施して

おり，簡易検査で，国が定める基準値の１／２を超える放射性セシウムが検出された場
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Ⅱ 実施状況 施策２４～２６

合に，精密検査を行うこととしている。

※ 検査使用機器

精密検査：ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査

簡易検査：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ，

ＣｓＩシンチレーションスペクトロメータ等

※ 食品中の放射性物質に関する基準値（平成２４年４月１日から）

放射性セシウム（セシウム１３４，１３７）

飲料水 １０Ｂｑ／ｋｇ

牛乳 ５０Ｂｑ／ｋｇ

乳児用食品 ５０Ｂｑ／ｋｇ

一般食品 １００Ｂｑ／ｋｇ （農産物，水産物，林産物，牛肉，豚，めん山羊，

野生鳥獣肉，流通食品等）

１－（２）－ニ（施策２４～２６） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

農産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １０３ １００

施率（％）※

林産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １０５ １００

施率（％）※

畜産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １００ １００

施率（％）

水産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １００ １００

施率（％）

流通食品の放射性物質検査計画に対する １００ ９９ １００

実施率（％）

学校給食の放射性物質検査計画に対する １００ １００ １００

実施率（％）

※計画件数以上の検査を行ったため100％を超えています。

主な関連事業一覧 １－（２）－ニ（施策２４から施策２６）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

県産農林水産物放射性物 ３，６０４ 県産農林水産物の放射性物質検査を実施し，

質対策事業 [３，６０４] 県ホームページで公表した。

（食産業振興課）

農産物放射能対策事業 １０，６５２ 主要県産農産物等対象とした放射性物質濃度

（再掲） [１０，６５２] を把握し，安全性を確認したほか，今後の営農

（みやぎ米推進課） 対策の検討に資するデータとして活用した。
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Ⅱ 実施状況 施策２４～２６

放射性物質影響調査事業 ５，８７２ 原乳及び牧草の放射性物質検査を実施し，安

（畜産課） [５，８７２] 全・安心な畜産物の生産供給に取り組んだ。

肉用牛出荷円滑化推進事 ３９，６５０ 県産廃用牛全頭の放射性物質検査を実施し，

業（畜産課） [３９，６５０] 県産牛肉の安全性を確認した。

特 用 林 産 物放射 性 物 質 １３，６９５ 国の検査計画の考え方に基づき，県産特用林

対策事業（うち放射性物 [１３，６９５] 産物の放射性物質検査を実施した。

質検査）

（林業振興課）

水 産 物 安 全確保対策事 １６，３８０ 県産水産物の風評被害を防止するため，水産

業 [１６，３８０] 物の放射性物質濃度のモニ タ リ ン グ調査を実施

（水産業振興課） し，水産物の安全性を確認した。

水産物放射能対策事業 １，７０４ 水産物の安全性を確認するため，禁漁期等によ

（水産業振興課） [１，７０４] り入手困難な検体を調査指導船により採取し，

放射性物質検査を実施した。

野生鳥獣放射能対策事業 ２，０３３ 有害鳥獣捕獲等で捕獲したイ ﾉシシ等の野生鳥

（自然保護課） [２，０３３] 獣から検査用の肉を採取し，専門事業者におい

て放射性物質モニタリング検査を実施し，その結

果を公表した。

また，ニホンジカ肉の出荷制限一部解除の対象と

なった食肉加工処理業者が受け入れたすべてのニ

ホンジカから検査用の肉を採取し，専門事業者に

おいて放射性物質全頭検査を実施し，その結果

を公表した。

放 射 性 物 質検査 対 策 事 １３，９６６ 県内の流通食品に対する収去検査を実施した。

業 [１３，９６６] また，放射性物質検査に係る施設や設備等の保

（食と暮らしの安全推進課） 守管理等の検査環境整備及び食肉衛生検査所

における県産牛の放射性物質検査を実施した。

学校給食安全・安心対策 ５，１４１ 学校等が給食に使用する食材の放射性物質の有

事業 [０] 無について，事前測定を実施した。

（スポーツ健康課）

児 童 福 祉 施設等 給 食 安 ２２ 検査を希望する児童福祉施設等（のべ２施設）

全・安心対策事業 [０] の給食の事後検査を実施した。

（子ども・家庭支援課）



- 30 -

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

（１）情報共有及び相互理解の促進

イ 情報の収集，分析及び公開

（イ）県民の意向の把握及び分かりやすい情報の迅速な提供（施策２７）

みやぎ食の安全安心消費者モニターにアンケートを実施したほか，セミナーや研

修会等の参加者にアンケートを実施した。また，食の安全安心に関する情報を県ホ

ームページに掲載するとともに，マスコミへの資料提供等により，迅速でわかりや

すい情報提供に努めた。（食暮）

食に関する情報やイベントの開催について，「食材王国みやぎ」ウェブサイト及び

公式フェイスブック，インスタグラムで情報提供を行った。（食振）

食関連情報ウェブサイト「食材王国みやぎ」 にこにこベリー公式インスタグラム

【施策２７の成果】

消費者モニターを対象としたアンケートや研修会等の参加者を対象としたアンケー

トを実施し，県民の意向を把握した。また，県ホームページへの掲載やマスコミへの

資料提供などにより，速やかな情報提供を行った。（食暮）

「食材王国みやぎ」ウェブサイトのコンテンツの追加や情報更新，フェイスブック

及びインスタグラムを活用した新鮮な情報の発信に努め，効果的に食に関する情報発信

を行うことができ，３１０，９２０件のアクセス件数となった。

（ロ）監視指導及び検査結果等の適時かつ適切な公表（施策２８）

「令和２年度宮城県食品衛生監視指導計画」に基づき実施した監視指導及び食品の

検査等の実績，食品の安全や自主回収に関する情報等について，ホームページで随時

公表した。（食暮）

【施策２８の成果】

宮城県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果及び検査結果について四半期ごと

にとりまとめホームページに公表し，県民への情報提供に供した。

令和３年度監視指導計画策定にあたり，広く県民の意見を収集するためパブリックコ

メントを実施し，１８件の意見が寄せられた。

宮城県食品衛生監視指導計画に関するパブリックコメントの実施結果 意見１８件

Ⅱ 実施状況 施策２７～２８
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２－（１）－イ（施策２７～２８） 主な数値目標

項 目 基準値 実 績 目標値

平成２６年度 令和２年度 令和２年度

食関連情報ウェブサイト「食材王国 ３４０，９４０ ３１０，９２０ ５００，０００

みやぎ」ホームページアクセス数

（件）※ （Ｈ２５）

※基準値：みやぎＩＣＴ推進プラン（２０１４～２０１６）

目標値：みやぎＩＣＴ利活用推進プラン

主な関連事業一覧 ２－（１）－イ（施策２７から施策２８）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

地域 イ メ ー ジ確立推進事 ２，３９３ 食の総合ウェブサイト「食材王国みやぎ」及び公式

業（うち，「食材王国みや [２，３９３] フェイスブック，インスタグラムを活用し県内の食に

ぎ」情報発信事業） 対する情報提供や食関連イベン トのＰＲを行っ

（食産業振興課） た。

みやぎ食の安全安心県民 ５９９ 消費者モニターアンケートや研修会，取組宣言者

総参加運動 [５９９] の自主基準の作成・公開の支援等を実施した。

（食と暮らしの安全推進課）

食の安全安心相互交流理 ７８ 食の安全安心セミナー及び各地域で地方懇談会

解度アップ事業 [７８] を開催した。

（食と暮らしの安全推進課）

食品検査対策事業 ３１，６７８ 安全な食品を供給するため，食品等の規格基準，

（食と暮らしの安全推進課） [３１，６７８] 食品に残留する農薬や添加物等の検査を実施し

た。

食 品 営 業 施設監 視 指 導 １５，０９４ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食

事業（再掲） [１５，０９４] 店や製造施設等を監視指導した。

（食と暮らしの安全推進課）

Ⅱ 実施状況 施策２７～２８


