
令和元年度事業報告 

 

 
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（令和元年 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 

   ・営業施設の一斉巡回指導 

 

  ② ノロウイルス食中毒予防強化期間事業（令和元年 11 月 1 日～２年 1 月 31 日） 

    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：２０回 受講者１,４７５名 

 

（２）宮崎県食品衛生推進大会の開催 

   食品衛生知識の向上を目的として、第４７回宮崎県食品衛生推進大会を令和 

元年８月１日（木）ニューウエルシティ宮崎で開催した。 

   本大会は、食品関係事業等約３００名が参加し、表彰式、講演会等を行った。 

①  宮崎県知事表彰 

     食品衛生功労者 １３名 食品衛生優良施設 ７施設 

② （公社）宮崎県食品衛生協会長表彰 

     食品衛生功労者 １０名 食品衛生優良施設 １３施設 

③  講演１ 「最近の食品衛生行政について」 

          宮崎県福祉保健部衛生管理課 課長 木添和博氏 

④  講演２ 「ハラールとは 飲食店におけるハラール対応」 

              服部栄養専門学校 教授 柴田真理子氏 

 

（３）食品衛生の情報提供等 

  ① 食品衛生ＤＶＤ等の貸出 

     事業者が実施する従業員教育等を支援するため、食品衛生に関するＤＶＤ    

や手洗いチェッカー等の貸し出し(無料)を行った。 

      （県食協貸出実績） 

    ・手洗いチェッカー １１回  ＡＴＰ １０回  ＤＶＤ ８回 



  ② 「衛生的な手洗い」の普及啓発 

     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による普及啓発を積極的に行った。 

 

  ③ 食品衛生の情報提供事業 

        ホームページ等による食品衛生関連講習会の周知や食中毒注意報等の情報      

提供行った。 

 

⑤   食品衛生行政協力専門員による啓発普及事業（県委託事業） 

     食品衛生指導員に対する研修会、出前衛生講習会、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対応等の事業を行った。 

 

⑥  食品製造業者対象の食品表示セミナー（県委託事業） 

 食品表示法が平成２７年４月に施行され、５年の経過措置が終了し、令和２ 

年４月から新しい表示基準となる。このため、食品製造業者に対してこのこと

を周知する食品表示セミナーを開催した。 

Ｎｏ 開  催  日 会    場 出席者数 

１ 令和元年８月１９日（月） 国民宿舎高千穂 ３９ 

２ 令和元年８月２０日（火） 延岡市中小企業振興センター ５４ 

３ 令和元年８月２０日（火） 日向ひとものづくりセンター ６８ 

４ 令和元年８月２１日（水） 新富町総合交流センターきらり ６５ 

５ 令和元年９月１０日（火） 日南テクノセンター ３７ 

６ 令和元年９月１１日（水） 都城市祝吉公民館 ８８ 

７ 令和元年９月１１日（水） ＫＩＴＴＯ小林 ８６ 

８ 令和元年９月１２日（木） 宮崎県総合保健センター １１０ 

                           合計 ５４７ 

 

⑦  食品製造業者対象の栄養成分表示セミナー（県委託事業） 

 栄養成分表示が令和２年４月から義務化となる。このため、食品製造業者に

対してこのことを周知する栄養成分表示セミナーを開催した。 

Ｎｏ  開  催  日 会    場 出席者数 

１ 令和元年１１月２０日（水） 日南保健所 ３７ 

２ 令和元年１１月２１日（木） 都城保健所 ３１ 

３ 令和元年１１月２１日（木） 日向保健所 ３１ 

４ 令和元年１１月２２日（金） 宮崎県総合保健センター ２６ 

                                                     合計 １２５ 

 

 

 

 



⑧  一般飲食店営業者対象のＨＡＣＣＰセミナー（県委託事業） 

 食品衛生法の一部改正により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が令和３年６月

１日から完全実施となる。このため、県保健所管内の一般飲食店営業者に対し

て、日本食品衛生協会が作成した手引書を利用して、研修会を開催した。 

Ｎｏ  開  催  日 会    場 出席者数 

１ 令和２年２月 ５日（水） 新富町総合交流センターきらり ４８ 

２ 令和２年２月１２日（水） ホテル中山荘（都城市） ５１ 

３ 令和２年２月１３日（木） 延岡市中小企業振興センター ６８ 

                                                       合計 １６７ 

 

 

⑨  日本食品衛生協会が主催する研修会の支援（農林水産省補助事業） 

         食品製造事業者向け「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理研修会」 

令和元年１０月４日（金） 会場：ＪＡ・ＡＺＭホール 

受講者 惣菜製造業４２名 菓子製造業３６名 漬物製造業３２名 

合計１１０名 

 

２ 食品衛生指導等に関する事業 

   食品事業者への HACCP に沿った衛生管理の制度化が令和３年６月１日から完全実 

施となることから、食品衛生指導員が中心となって「HACCP の考え方を取り入れた

衛生管理」の周知と飲食店等小規模事業者に対する HACCP 導入指導を積極的に実施

するとともに、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 

    食品衛生指導員の研修会を「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」について  

て県内９会場で実施した。 受講指導員：２６４名 

   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２名派遣した。 

   さらに、次世代の指導員を養成するため講習会を実施した。 

    令和２年１月１６日（木） 会場：宮崎県総合保健センター 

    受講者 ５４名 

 

（２）食品衛生指導員による巡回指導及び相談事業（県委託事業） 

   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。 

   ※令和元年度巡回指導等施設数 １０,２０６施設 

         申請手続指導件数  ８,５８４件   

   

 



（３）営業許可及び登録施設の更新時調査指導事業（県委託事業） 

   食品衛生法に基づく飲食店営業外１１業種および食品等取扱条例に基づく 

製造業や販売業を対象に許可および登録更新時調査指導事業を実施した。 

    ※令和元年度 許可更新調査施設数  １,９１７施設 

           登録更新調査施設数   ４１５施設 

 

（４）自主管理調査指導事業等（県委託事業） 

   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。 

    ※令和元年度 調査施設数 ４,５６５施設 指導数 ６８９施設 

 

   

（５）食品衛生事務事業（県委託事業） 

      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。 

    ※令和元年度事業実績 

     許可関係：新規  ４,４７２件 更新 ２,１５４件 

     登録関係：新規    ５４３件 更新   ８７９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：１０名 

（２）食品衛生責任者養成及び実務講習会 

   受講者：養成 １,１６８名  実務 ３３６名 

（３）調理師・製菓衛生師試験準備講習会 

   受講者：調理師  １４７名 製菓衛生師 ３４名 

（４）学校給食衛生管理研修会（県教育委員会との共催） 

   受講者：９６８名 

（５）手洗いマイスター認定講習会 

   受講者：３１名 

（６）食鳥処理衛生管理者の登録講習会  

  受講者：１１９名 

 

 

 

 

 



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消費者保護のための共済事業を円滑に推進

するため、事業が伸びていない地区に対してセミナー開催等の支援を行った。 

   令和元年度は特別支援支部に指定されており、各地区食品衛生協会での積極的   

な取り組みを実施したが、「あんしんフード君」推進目標数には達しなかった。 

 

（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事業検討会議を開催した。 


