
食品衛生に関すること

仙南保健所食品衛生班
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本日の内容

１．食中毒について

２．食品衛生法の改正について

３．HACCPに沿った

衛生管理について



１. 食中毒について



食中毒の発生状況について



全国の食中毒発生状況（2020年）

厚生労働省「令和2年度食中毒発生状況」



細菌

31%

ウイルス

11%

寄生虫

45％

全国の食中毒発生状況（2020年）

病因物質別食中毒発生件数の比較

厚生労働省「令和2年度食中毒発生状況」

※寄生虫（アニサキス等）
の件数が最も多かった
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病因物質別食中毒患者数の比較

細菌

66%

ウイルス

25%

寄生虫

3%

※患者数は
細菌による食中毒が
最も多かった

厚生労働省「令和2年度食中毒発生状況」

全国の食中毒発生状況（2020年）
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厚生労働省「令和2年度食中毒発生状況」

全国の食中毒発生状況（2020年）
（患者数500人以上の事例）



宮城県の食中毒発生状況（2020年）
発生
年月日

原因食品 病因物質
原因
施設

所在地

1月31日 提供された食事 アニサキス 飲食店 青葉区

2月6日 ツブ貝 動物性自然毒 家庭 気仙沼市

2月16日 不明 アニサキス 不明 家庭

3月23日 提供された食事 ノロウイルス 不明 不明

5月13日 生かつお刺身 アニサキス 販売店 富谷市

5月10日 提供された食事 ウェルシュ菌（推定）
高齢者
施設

青葉区

5月27日 ヒメエゾボラ 動物性自然毒（推定） 家庭 若林区

6月8日 チョウセンアサガオ 植物性自然毒 家庭 大崎市

6月1日 生食用鮮ミンククジラ肉 不明 販売店 石巻市

8月31日 フレンチトースト（推定） 黄色ブドウ球菌 飲食店 名取市

宮城県HP食と暮らしの安全推進課「食中毒の発生状況について」



発生
年月日

原因食品 病因物質
原因
施設

所在地

8月13日 不明 サルモネラ 不明 不明

10月10日 ツキヨタケ 植物性自然毒 家庭 青葉区

10月14日 刺身（サバ，サンマ） アニサキス 飲食店 青葉区

10月17日キノコ鍋（キノコ種別不明（推定） 植物性自然毒（推定） 家庭 蔵王町

宮城県HP食と暮らしの安全推進課「食中毒の発生状況について」
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原因物質と傾向
・春先～夏：アニサキス（カツオ等の刺身）

・夏場：細菌性が多い
カンピロバクター，腸管出血性大腸菌(O157等)

サルモネラ菌，黄色ブドウ球菌 等

・冬場：ウイルス性が多い
ノロウイルス 等

食中毒発生状況（まとめ）



食中毒の予防について



食中毒予防の三原則

その１：つけない

その２：増やさない

その３：やっつける
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食中毒を起こす菌は，魚介や食肉，野菜などの
食材にも存在する

菌が手指や調理器具などを介し
食品を汚染することで、食中毒の原因となる。

その１：つけない



生で食べる野菜・果物はよく洗う

食材の分類ごとに区分けして保管する

手指や器具類の洗浄・消毒の徹底

調理器具は用途別に使い分ける

対策は？



その２：増やさない

食品についた菌は、時間の経過とともに増殖する

→調理は迅速に行い、調理後は速やかに喫食させる

細菌は10～60℃で最も増殖しやすい(危険温度帯）

→食品を扱うときは室温で長時間放置しない
高温の維持(60℃以上)・速やかな冷却(10℃以下)

食品に菌がついてしまっても、
菌が増えなければ、食中毒の可能性は低くなる



加熱不十分で食中毒菌が生き残り、
食中毒が発生する事例も多いので注意が必要

その３：やっつける

一般的に食中毒を起こす細菌は熱に弱く、
食品に細菌がついていても加熱すれば死滅する

調理器具は洗浄した後、
熱湯や塩素系漂白剤などで消毒する



２．食品衛生法の改正について



営業届出制度の創設について



集団給食施設における届出や許可

・学校，病院その他施設（福祉施設等）において
継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する
集団給食施設のうち1回20食以上提供する施設に
ついて新たに営業届出が必要となりました。

・施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業
者に委託する場合は，受託事業者が飲食店営業
等の許可を取得する必要があります。





届出にあたり必要なこと

1.届出の提出

2.食品衛生責任者の設置

3.HACCPに沿った衛生管理



１．届出の提出

届出先 ：保健所

届出方法：営業届出と食品衛生責任者の資格を
有する書類の写しを提出してください。

（インターネットでも届出可能です！）

届出内容：届出者の氏名,施設の所在地,営業の形態
主として取り扱う食品
食品衛生責任者の氏名等

届出期限：令和３年１１月３０日まで



営業許可及び届出施設における設置が

義務付けられています。

資格要件

• 栄養士・調理師の免許取得者など

• 養成講習会を受講修了された方

２．食品衛生責任者の設置

届出の際は，上記資格の免許証や
食品衛生責任者の手帳の写しがあればOKです。

https://3.bp.blogspot.com/-kmXW_pxC-n4/WOswGgOKTxI/AAAAAAABDvg/zYU06EYnjIUeHOeeU3GYdy_cp2pNHqXGQCLcB/s800/stand_sagyouin_woman.png


３.HACCPに沿った衛生管理

○届出施設は，「HACCPに沿った衛生管理」
が求められます。

○しかし，既に「大量調理施設衛生管理マニュアル」
を沿って衛生管理を実施している場合は，新たな対
応は生じません。

○これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」に該
当していない中小規模等の集団給食施設等において
は，手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理
を実施することも可能です。





３．HACCPに沿った
衛生管理について



公衆衛生上必要な措置（第５１条）

一般的な衛生管理

＋

HACCPに沿った衛生管理

HACCPに基づく
衛生管理

（小規模事業者等の場合）

HACCPの考え方を
取り入れた衛生管理

｢HACCPに沿った衛生管理｣の実施が
令和３年６月１日から制度化しました！



「小規模事業者等」とは？

・食品の製造に従事する人数が
50人未満の事業者

・製造場に併設または隣接した店舗で，
製造した食品を小売販売するもの

・飲食店営業で食品を提供するもの

・容器包装された食品のみを
貯蔵，運搬，販売するもの

・米屋，八百屋等の小売販売を行う営業者



１．手引書の解説を読み，
自分の業種・業態では何が危害要因となるかを理解する。

２．手引書のひな形を利用して，
衛生管理計画と（必要に応じて）手順書を準備する。

３．その内容を従業員に周知する。

４．手引書の記録様式を利用して，
衛生管理の実施状況を記録する。

５．手引書で推奨された期間，記録を保存する。

６．記録を定期的に振り返り，
必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

小規模事業者等が実施すること



「Hazard Analysis and Critical Control Point」
→日本語では「危害要因分析・重要管理点」

危害要因分析
食品の安全を脅かす危害要因(細菌・異物等)

を，全て洗い出す作業

重要管理点（CCP）
危害を除去・低減するために
確実に管理すべき工程(加熱・目視確認等)

HACCPとは？



原
料

入
荷

保
管

冷
却

加
熱

出
荷

包
装

HACCP方式

従来方式

温度・時間
の管理

金属探知

衛生上のポイントを
決めて管理・記録

抜き取り検査

安全性確保のための取組みを
「見える化」して事故を防ぐ



自身の施設で必要な

衛生管理計画や手引書を用いて
PDCAサイクルを適切に行うことで，
衛生管理のレベルアップを図る‥

HACCPの目的

提供品の
安全性確保につながる！

「衛生管理の見える化」



・検証
・見直し

PDCAサイクル

・計画
・周知

・実施

・記録

PLAN DO

CHECKACT



１．不良・不適切な箇所の発見・改善
→未然防止

２．事故・クレーム発生時の速やかな原因究明
→再発防止

３．衛生管理を適切に行っていることを
具体的に説明できる
→利用者も安心

なぜ「見える化」が必要なのか？



どうやってやれば良いの？

手引き書を利用すればＯＫ！



手引書の探し方
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入力！！



クリック！



目的の業種の手引書を探す。
今回は委託給食事業者の手引書を探します。



発見！





HACCP管理のポイント
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１．衛生管理計画の策定

２．計画に基づき実施

３．記録・確認

HACCP管理のポイント



衛生管理計画の策定

1.一般衛生管理

2.工程管理（HACCP）



衛生管理計画の策定

1.一般衛生管理

2.工程管理（HACCP）



一般衛生管理=HACCPの土台

まずは日頃の衛生管理を
しっかり行うことで
HACCPをクリアできます



１．食品取扱者の衛生管理
（健康管理）

２．手洗い
３．使用水の管理
４．検食の実施
５．緊急時の対応

一般衛生管理のポイント





一番「きく」手洗いはどれでしょうか？

➀ 石けんで３０秒あらってすすぐ

② 石けんで６０秒あらってすすぐ

③ 石けんで１０秒あらってすすぐのを２回繰り返す

クイズ

出典：お客様従業員家族をノロウイルスから守る（公益社団法人食品衛生協会）（P５４）



手洗いの方法 手のウイルス

手洗いなし
約100万個

（嘔吐物１ｇ）

水で15秒 １万個

ハンドソープで30秒→すすぎ 数百個

ハンドソープで60秒→すすぎ 数十個

ハンドソープで10秒→すすぎ
2回繰り返す 数個

感染
可能

これで安心！

二度洗いが効果的！！



衛生管理計画の策定

1.一般衛生管理

2.工程管理（HACCP）









１．衛生管理計画の策定

２．計画に基づき実施

３．記録・確認

HACCP管理のポイント



１．衛生管理計画の策定

２．計画に基づき実施

３．記録・確認

HACCP管理のポイント



記録様式について

１．従業員健康管理記録表
２．検収記録表
３．冷蔵庫の温度記録
４．使用水の点検記録
５．食品の加熱記録表
６．野菜殺菌記録表



59

異物混入にも要注意！
（虫，機械の部品､毛髪など）

その他



今後も安全で安心な
食品の提供をお願いします。

ご清聴ありがとうございました。


