
平成２８年度事業報告 

 

１ 食品衛生知識の普及啓発に関する事業 

    食品衛生知識の向上を図るための普及啓発事業を通して、公衆衛生の向上及び

県民の健康増進に寄与するため、次の事業を実施した。 

 （１）食品衛生月間事業等 

  ① 食品衛生月間事業（平成２８年８月１日～８月３１日） 

   食中毒の発生しやすい夏期に、県民に食中毒防止を呼び掛けるための事業と

して、県内各地で実施した。 

   ・街頭キャンペーン、啓発チラシやグッズの配布 

   ・食中毒予防啓発パレード、手洗い講習会の実施 

   ・管内施設一斉巡回調査指導 

  ② ノロウイルス食中毒予防強化期間事業（平成２８年１１月１日～２９年１月末） 

    冬期に多発するノロウイルスによる食中毒予防を呼び掛ける事業として、消費

者、食品事業者、保育所、小学校等を対象に「手洗い教室」を県内各地で実施す

るとともにイベント等で啓発用リーフレットを配布した。 

    手洗い教室： ２６回 受講者１,４６７名 

 （２）第５８回(公社)日本食品衛生協会九州ブロック大会の開催 

   九州各県の食品衛生協会・食品衛生指導員・食品等事業者が熊本震災にもか

かわらず、本県に集い開催した。 

   参加者：１，３１６名 

  ①表彰 

  ・厚生労働省医薬生活・食品安全部長表彰  

  ・あんしんフード君 10 周年記念感謝状     

  ②食品衛生指導員体験発表 ３名 

  ③講演会 

   「みんなでつなぐ日向のくにの安全・安心」 

   講師：池田三恵（宮崎県都農食肉衛生検査所） 

 （３）食品衛生功労者・優良施設の表彰 

  ※宮崎県知事表彰 

   食品衛生功労者 １４名 食品衛生優良施設  ８施設 

  ※（公社）宮崎県食品衛生協会長表彰 

   食品衛生功労者 １５名 食品衛生優良施設 １２施設 

  ※退任役員及び食品衛生指導員に対する感謝状 

   （公社）日本食品衛生協会  役員 ６名 指導員 １３名 

   （公社）宮崎県食品衛生協会 役員 ７名 指導員 １６名 

 



（４）食品衛生の情報提供等 

  ① 食品衛生知識の啓発事業 

    食品衛生知識向上のための衛生講習会の開催及び食品衛生に関するＤＶＤ

や手洗いチェッカー等の啓発用器材を食品等事業者や消費者に貸出し啓発し

た。 

   （県食協貸出実績） 

    ・手洗いチェッカー １７回  ＡＴＰ ６回  ＤＶＤ ４回 

     各地区協会でも貸出している。 

  ② 正しい手洗いの普及啓発の推進 

    食中毒や感染症予防の要である手洗いについて、ノロウイルス食中毒予防

強化期間以外にも「手洗いマイスター」を活用して普及啓発を積極的に推進

した。 

  ③ 食品衛生の情報提供事業 

       年間を通じてホームページやパンフレット等を活用した食品衛生に関する

セミナー、講習会の情報提供や、食中毒の多発する時期メデｲア等を活用した

啓発を行った。 

  ➃ 食品衛生行政協力専門員による啓発普及事業 

    県の委託事業である食品衛生行政協力専門員による食品衛生指導員に対す

る研修会の実施や食品等事業者及び消費者等からの食品衛生に関する相談等

の啓発普及事業を行った。 

２ 食品衛生指導員活動に関する事業 

    食品衛生関係施設の改善及び自主衛生管理を推進し、公衆衛生の向上及び県 

民の健康増進に寄与するため、次の事業を実施した。 

 （１）食品衛生指導員の養成、研修等 

  ① 食品衛生指導員の研修会の開催 

全体研修会の実施（九州ブロック大会）、小林地区食品衛生協会の食品衛

生指導員の研修会の実施。 

    また、食品衛生指導員活動の次世代を担うリーダーを育成することを目的

として日食協が開催する食品衛生指導員全国研修会に３名派遣した。 

  ② 手洗いマイスターの養成 

    正しい手洗いの普及啓発を推進するために、「手洗いマイスター認定講習会」

開催した。 

    受講者数：３７名 

 （２）食品衛生指導員による巡回指導及び相談事業（県・市委託事業） 

  ① 食品衛生指導員による巡回指導及び相談事業 

    食中毒が多発する 7～8月及び10～12月を中心に食品等取扱施設を巡回

し、食品衛生に関する指導及び相談等を実施した。 

    ※平成２８年度巡回指導等施設数  １５，０４５施設 



  ② 食の安心・安全・五つ星店の拡大 

    より高度な食品衛生の自主衛生管理を実施している五つ星店を拡大させ、    

消費者に対して適切な情報提供を行った。 

    ※県内の五つ星取得店舗数：３２施設 

 （３） 営業許可及び登録施設の更新時調査指導事業（県・市委託事業） 

    食品衛生法に基づく飲食店営業等１１業種および食品等取扱条例に基づく

製造業や販売業の許可および登録更新時調査指導事業を実施する。 

    ※平成２８年度 許可更新調査施設数 ２，４９９施設 

            登録更新調査施設数   ６９７施設 

 （４） 自主管理調査指導事業等（県委託事業） 

  ① 飲食店や食肉販売業等に係る施設の衛生管理等について点検調査を行い、

施設の自主衛生管理の方策について指導した。 

    ※平成２８年度 調査施設数 ４，８２８施設 指導数 ８２２施設 

  ② ＨＡＣＣＰ普及・衛生管理促進事業 

    より高度な自主衛生管理手法であるＨＡＣＣＰ導入を目指す食品等事業者

に対し、指導助言できるアドバイザーを委嘱し、ＨＡＣＣＰ導入型基準の施

設指導を行った。 

    指導施設数：１０施設   施設指導回数：３０回（各施設３回） 

  ③ みやざきジビエ安全・安心確立事業 

みやざきジビエの利活用推進のため、県内のジビエ食肉を解体処理する施

設及び販売施設の衛生管理状況を巡回調査した。 

    ジビエ解体処理施設数 ２８施設 

    ジビエ販売施設調査数 ２９施設 

④ 食品衛生事務事業 

       県内 8 保健所（宮崎市保健所を除く。）に食品衛生事務職員 8 名を配置し、

食品衛生行政に関する業務の補助及び食品衛生啓発活動や人材育成等に関す

る業務を行った。 

    ※平成２８年度事業実績 

     許可関係：新規  ４，６４０件 更新 １，５４８件 

     登録関係：新規 １８，６０５件 更新   ６３３件 

３ 人材の育成等に関する事業 

    食品等取扱事業者及び従事者に関する十分な知識を習得させるために、法令等

に基づく資格取得に必要な講習会等を実施した。 

 （１）ふぐ処理師試験受験資格認定講習会 

   受講者：１４名 

 （２）食品衛生責任者養成及び実務講習会 

   受講者：食品責任者 １，２７０名  実務 ４４３名 

  



（３）調理師・製菓衛生師試験準備講習会 

   受講者：調理師 ２０３名 製菓衛生師 ３２名 

 （４）学校給食衛生管理研修会 

   受講者：８００名 

 （５）食鳥処理衛生管理者登録講習会 

   受講者：１０８名 

 （６）食の安全・安心セミナーの開催 

   宮崎県農政水産部農業連携推進課から事業委託され、道の駅、食品事業者を

対象として「食品表示」について県内８ヶ所の会場で実施した。 

   受講者数：４６１名 

 （７）その他食品衛生知識普及のための研修会等 

４ その他の事業 

（１）会員支援のための事業 

  各地区食品衛生協会が行っている食品営業賠償共済等の事務手続きの取りまと

め及び共済事業推進会議を実施した。 

（２）食品衛生協会事業を効果的に推進するため、次年度の事業目標や具体的な事

業計画等について、各地区食品衛生協会の役職員による検討会議を２回開催した。 



事　　　項　　　名 開　催　場　所

4月 5日(木) 　食品衛生事務職員任用通知書交付式 ホテルセンチュリー宮崎

   5月 12日(木)   日食協九州ブロック連絡協議会 ニューウｴルシテｲ宮崎

13日(金)   日食協九州ブロック大会 シーガイア・コンベンションセンタ-

26日(火)～平成28年3月 　食品衛生責任者養成講習会（23回) 各保健所

19日(木)～6月3日（金） 　各地区食品衛生協会総会 各地区食品衛生協会

27日(金)   県食協監査 日赤会館

6月 8日(水) 　県食協第1回理事会（決算理事会） ホテルセンチュリー宮崎

17日(金)   日本食品衛生協会総会 日食協（食品衛生センター）

18日(土)～19日(日) 　調理師試験準備講習会（宮崎会場） 中央保健所

20日(火)～21日(水)   製菓衛生師試験準備講習会 日章学園

23日(木)   県食協定時総会 ホテルセンチュリー宮崎

25日(日)   調理師試験準備講習会（母子寡婦） 県福祉総合センター

28日(火)～29日(水) 　調理師試験準備講習会（延岡会場） 延岡保健所

   7月 2日(土)   調理師試験準備講習会（母子寡婦） 県福祉総合センター

5日(火)～6日(水) 　調理師試験準備講習会（都城会場） 早水体育文化センター

29日(金)   学校給食衛生管理研修会 メデｲキット県民文化センター

8月 1日(月)～31日(水)   食品衛生月間（巡回指導・表彰式等） 各地区食品衛生協会

26日(金)    ＨＡＣＣＰ基礎研修 ＫＩＴＥＮビル

9月 5日(月)～6日(火)   食品衛生指導員全国研修会中四国九州ブロック 大阪市

7日(水)   ＨＡＣＣＰ普及・定着を目指した衛生管理促進会議 日赤会館

１０月 6日(火)～平成29年3月 　食品衛生責任者実務講習会（6回） 各保健所

20日(木)   食品衛生指導員全国大会 東京都・ヤクルトホール

21日(金)   食品衛生全国大会 東京都・明治座

24日(月)   手洗いマイスター講習会 宮崎市保健所

27日(木)～28日（金）   ＨＡＣＣＰ責任者養成研修 ＫＩＴＥＮビル

11月 1日(日)～平成29年1月末   ノロウイルス食中毒予防強化期間（講習会等） 各地区食品衛生協会

9日(水)   平成２８年度第１回食協事業検討会議 ホテルセンチュリー宮崎

9日(水)   県食協第２回理事会 ホテルセンチュリー宮崎

10日(木)～11日(金)    ＨＡＣＣＰ責任者養成研修 ＫＩＴＥＮビル

11日(金）～29年１月末   宮崎ｼﾞﾋﾞｴ処理・販売店施設調査 県内

13日(日)   健康と食フェスタ ＪＡ・ＡＺＭ

14日(月)   ふぐ処理師試験受験資格認定講習会（学科） 宮崎市保健所

15日(火)   ふぐ処理師試験受験資格認定講習会（実技） 　　　〃

24日(木)   食品衛生事務職員研修 県庁

   1月 31日(火)～2月2日(木)   食鳥処理衛生管理者の登録講習会 ニューウｴルシテｲ宮崎

2月 13日(月)～22日(水)   食の安全・安心セミナー 県内８ヶ所

3月 9日(木) 　平成２８年度第２回食協事業検討会議 ホテルセンチュリー宮崎

22日(水)   県食協第3回理事会（予算理事会） ホテルセンチュリー宮崎

24日(金)   日食協予算理事会・支部長会議 日食協（食品衛生センター）

平成28年度会議等

平成29年

年　　月　　日

平成28年


