
第１号議案 

令和３年度 事業報告 

 

１ 概 況 

  令和 3 年度は、静岡県ミニ HACCP 承認事業、食品衛生指導員・食品衛生推進員活動や「食の安

心・安全・五つ星事業」の推進のほか、「食品表示責任者養成講習会」や消費者啓発事業、「国際化

対応食品表示対策推進講習会」、の開催などを通じ、食品の安全確保や食品業界の発展向上を図っ

て参りました。 

  静岡県ミニ HACCP 承認事業に関連して、静岡県委託事業「HACCP 責任者養成研修」を開催し、

ミニ HACCP 取得希望施設に HACCP 責任者を設置するため、4 日間の研修を実施しました。これ

ら HACCP 責任者を設置した 24 施設の 26 食品が令和 4 年 3 月に承認取得に至りました。 

食品衛生推進員研修では静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課の担当者に講 

師を依頼し「巡回指導報告書の記入の仕方および HACCP 義務化について」と題した研修会に 42

名が参加し開催しました。 

「食の都ブランド適正表示推進事業」は、すでに県の委託事業が終了しましたが、関係機関の強

い要望で県内１か所の会場で、食品関連事業者 30 名に対して開催し、食品表示の自主管理および

食品表示の適正化推進と消費者の信頼確保を目的とする事業を実施しました。 

消費者啓発事業は、「ホテルグランド富士」のご好意により、会場として借用させていただき、手

洗いに関する研修会および行政・企業との間で３者懇談会を開催しました。 

「国際化対応食品表示対策推進事業」につきましては、食品販売担当者や接客担当者を対象にア

レルギー疾患についての講演会、五か国語で表示されたピクトグラムの使用説明等の講習会を 31

名に対して開催しました。 

  また、会員・支所事務局の努力の結果、昨年に引き続き今年度も「食品営業賠償共済」全体の契

約件数は全国１位となり、今年度の目標件数を達成しました。 

  なお、これらの事業実施に当たっては、県当局を始め、各保健所の適切な指導並びに各協会の積

極的な協力のもと、諸事業に成果を挙げることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１） 役 員  別紙役員名簿のとおり 

（２） 会 員  ２１団体 

（３）  会議等 

                  食品衛生指導員連絡協議会会議         令和３年  ４月  ７日  静岡市 

監 査 会                        ５月１２日  静岡市 

         正・副会長会議                     ５月２６日  静岡市 

         第２７回  理事会                    ５月２６日  静岡市 

令和４年度定時総会（第１０回）             ５月２６日  静岡市 

         正・副会長会議（表彰選考委員会）            ６月２３日  静岡市 

       静岡県ミニＨＡＣＣＰ指導員会議             ７月 ８日  静岡市 

              静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認中間審査会             １２月 ９日  静岡市 

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認審査会       令和４年 ２月１６日   静岡市 

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認証交付式           ３月１４日  静岡市 

       第２８回  理事会                   ３月２４日  静岡市 

 

２．食品衛生思想の普及啓発に関する事業   

  (1) 食品衛生向上に関する研修会の開催 

        県衛生課と連携し、一般消費者を対象に「食の安全と衛生管理」をテーマに、 

        一般消費者２０名を対象に、現地視察型リスクコミュニケーションを開催した。    

  令和３年９月２日（木）  ホテルグランド富士   

       (2) 食品衛生普及啓発推進委託事業として、食品衛生普及啓発推進事業を次のとおり開催した。 

 食中毒防止啓発講習会     開催回数  ４２回   参加人員 ４，００９名 

    (3) 「食の都ブランド適正表示推進事業」として、「食品表示責任者養成講習会」を、 

      ３０名に対し開催した。 

         令和３年８月１８日（水）  焼津文化会館 

    (4)「国際化対応食品表示対策推進事業」として、食品販売担当者や接客担当者を対象に、 

   アレルギー疾患についての講演、五か国語で表示されたピクトグラムの使用説明等の 

   講習会を３１名に対して開催した。 

     令和３年６月３０日（水）  修善寺いきいきプラザ１階 １，２会議室 

       (5) (一社)静岡県食品衛生協会のホームページを更新し、新しい情報を消費者に提供した。 

        (6) 衛生教育の実施 

       所有している、ＤＶＤ・ビデオ等を貸し出し、視聴覚資材を活用した衛生教育を実施した 

 

３．食品衛生責任者の養成及び研修に関する事業 

(1) 食品衛生責任者講習会を次のとおり開催した。 

養成講習会              開催回数       ５５回 

                              受講人員   ４，４４３名 

 

            ｅラーニング方式  修了者数     ７４７名 

           衛生管理講習会・実務講習会    開催回数       ９３回 

                                       受講人員   ３，７８６名 



             (2) HACCP 導入支援事務（静岡県委託事業） 

HACCP 責任者養成研修（４日間）を開催し、食品衛生関連事業所の３４名を養成した。 

         令和３年７月２０日（火）～２１日（水） 

          ７月２９日（木）～３０日（金）   グランシップ 

 

４．食品衛生指導員の養成及び活動支援に関する事業 

    (1) 巡回指導強化日の推進事業 

「食品衛生の日」を中心に巡回指導強化日を設定、多数の食品衛生指導員が出動し、 

県下一斉に管理運営基準に基づき記録簿等のチェックと共に施設の点検を実施した。 

          ６月１０日 【旧営業種】出動指導員数 １，６８４名 点検施設数 ２７，４７２施設 

                【新営業種】出動指導員数   ２１９名 点検施設数  １，８０２施設 

         １０月１２日 【旧営業種】出動指導員数 １，７４１名 点検施設数 ２３，２２０施設 

                【新営業種】出動指導員数   ２４９名 点検施設数  ２，２５９施設 

        なお、施設に対する巡回指導率は、３８．７％であった。  

(2) 県下の食品衛生指導員２，２０８名は、消費者に安全な食品を提供し、食中毒等 

の食品による事故防止のため、食品衛生責任者・消費者との連絡調整を図り、食品 

衛生指導員活動を積極的に実施した。 

指導状況 

           年間活動実施計画書に基づき、地域別、あるいは業種別に巡回指導を実施した。 

          公益社団法人日本食品衛生協会活動補助事業  

          出動指導員延べ人員  【旧営業種】３７，０７５名   【新営業種】３，６１０名 

          巡回指導延べ施設数  【旧営業種】１２９，０６８施設 【新営業種】９，４９０施設 

       (3) 食品衛生の相談に関する事業  

          食品衛生指導員の巡回指導時等に、営業者・一般消費者からの相談を受け「食の安全・ 

    安心」の普及啓発を行った。 

       (4) 全国食品衛生指導員大会 

     令和３年１０月２０日（水） １５名に食品衛生指導員理事長表彰が授与された。 

       (5) 第６５回 静岡県食品衛生大会において、食品衛生指導員の顕彰を実施した。 

          令和３年１１月１０日（水） あざれあ 

         一般社団法人静岡県食品衛生協会長 保健文化賞基金表彰  ３６名 

 

５．食品衛生推進員による助言・指導に関する事業 

(1) 県下４４６名の食品衛生推進員は、食中毒の発生を防止すると共に、地域における 

食品衛生の向上を図るため、食品衛生指導員、営業者、消費者等への相談・指導・ 

助言を行った。 

         

 

 

 

 

 



          活動延日数            ７，５１３ 日 

          巡回指導延施設数 ６３，７０５ 施設 

          相談業務件数  １３,７９８ 件 

                内訳   食品衛生指導員   １，７４３ 件 

                     営業者       １１，３８７ 件 

                       消費者       ５１４ 件 

                     その他       １５４ 件 

また、各支所に ATP拭き取り試薬を配布し、ATP 検査機を使用して科学的知見に基づいた 

       衛生管理指導を実施した。  

    検査実施施設数       １，１１３ 施設 

      ATP 拭き取り試薬使用数   ２，８２２ 本 

(2)  食品衛生推進員に対する研修会の開催 

        「巡回指導報告書等の記入の仕方およびHACCP 義務化について」  

令和３年１１月２９日（月） グランシップ  受講者数 ４２名 

 

６．食品衛生功労者および食品衛生優良施設の表彰に関する事業 

(1) 食品衛生大会の開催 

ア 第６５回 静岡県食品衛生大会の開催 

令和３年１１月１０日（水）あざれあにて、第６５回静岡県食品衛生大会を開催、 

施設及び食品の自主管理体制を強化し、食品の安全確保に寄与することを宣言した。 

また、食品衛生功労者・優良施設、食品衛生指導員功労者に表彰状の授与および感 

謝状の贈呈が行われた。 

静岡県知事表彰 食品衛生功労          １０名 

静岡県知事表彰 食品衛生優良施設       １０施設 

一般社団法人静岡県食品衛生協会長表彰 食品衛生功労          ３９名 

一般社団法人静岡県食品衛生協会長表彰 食品衛生優良施設       ２３施設 

食品衛生指導員保健文化賞基金表彰 食品衛生指導員        ３６名 

 

イ 公益社団法人日本食品衛生協会主催の食品衛生全国表彰大会 

令和３年１０月２１日（木）食品衛生の普及を図り、公衆衛生向上に寄与することを 

目的として開催された表彰式において、食品衛生功労者等、次のとおり表彰状の授与 

及び感謝状の贈呈が行われた。 

厚生労働大臣表彰 食品衛生功労           ７名 

厚生労働大臣表彰  食品衛生優良施設         ２施設 

公益社団法人日本食品衛生協会長表彰 食品衛生功労           ７名 

公益社団法人日本食品衛生協会長表彰 食品衛生優良施設         ６施設 

公益社団日本食品衛生協会長感謝状 食品衛生関係行政担当者    ５名 

公益社団日本食品衛生協会 理事長表彰 食品衛生指導員       １５名 

    

 



７．静岡県ミニHACCP 承認事業の推進及び実施 

      令和３年度も引き続き「静岡県ミニ HACCP承認事業」を更に推進し、新規食品製造業 

２６食品、３年目継続食品製造業４２食品、継続飲食店営業４食品を承認した。 

 

８．食品営業賠償共済および「あんしんフード君」、火災共済、食協生命共済に関する事業 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     (1) 加入件数及び事故件数・共済給付金 

区    分 加 入 件 数 事 故 件 数 共 済 給 付 金 

火 災 共 済 904 口 1 件 58,300 円  

食品営業賠償共済   12,653 件 55 件 
事故給付金 50 件   14,792,731 円 

(火災見舞金  5 件  340,000 円) 

食品衛生指導員 

普通傷害保険 
2,266 人 1 件       136,000 円 

食 協 生 命 共 済     46 件    －        ― 

業務災害補償保険        1 件    0 件        ― 

 (2) 令和３年度 実績優秀支所奨励金 

ア  食品営業賠償共済（あんしんフード君を含む）奨励 

   食品営業賠償共済、静岡県独自の目標件数の達成支所において、増加率の 

最多支所に対して奨励金を授与した。 

  １位  （最優秀）榛  原    ５０，０００円 

                         ２位      該当なし 

３位      該当なし 

                 イ  あんしんフード君奨励 

  「あんしんフード君」静岡県独自の目標件数達成支所において、増加率最多支所 

             に対して奨励金を授与した。 

                   １位  （最優秀）榛  原    ５０，０００円 

                       ２位      小笠連合   ３０，０００円 

３位      島  田   ２０，０００円 

  ウ 公益社団法人日本食品衛生協会の定める目標件数を１００％達成支所（目標件数 

           18,149 件）に対して一律１万円を奨励金として授与した。 

    ・西 伊 豆（109.9％） 

                    ・小笠連合（160.9％） 

    ・北  遠（131.3％） 

    ・浜  北（107.6％） 

    ・引  佐（125.9％） 

 

エ 公益社団法人日本食品衛生協会「あんしんフード君」10 万件達成記念特別感謝状 

                                               （平成元,2,3 年度事業） 

役   員    富士宮食品衛生協会   鈴木 弘昭 

    事務局職員    修善寺食品衛生協会    勝間田洋子 



 

     (3) 「食の安心・安全・五つ星」事業の推進  

                 公益社団法人日本食品衛生協会事業の「食の安心・安全・五つ星事業」を静岡県支部 

        では６支所（ＨＡＣＣＰ型 ３支所を含む）、１１３施設が取得し、店舗でプレートを 

        掲示している。 

 

９．静岡県収入証紙売りさばきに関する事業 

                静岡県売りさばき所として、静岡県収入証紙の販売を行った。 

 

１０．刊行物斡旋に関する事業 

会員等に対し、次の刊行物等の斡旋を行った。 

       食品衛生指導票               ３２２ 冊 

食品衛生責任者板                 ６０ 枚 

期間満了通知                ３００ 枚 

シール                         ７０３ 枚 

管理講習会ハガキ            １，１００枚 

      退任感謝状                   １ 枚 

食品衛生責任者養成講習会修了証(再発行)     ６０５枚 

       管理運営要領作成マニュアル(鈴木学園を含む)   １４９冊 

       ミニ HACCP承認プレート(額縁付き)         １８枚 

      「はじめようＨＡＣＣＰ」          １７４ 冊 

            手洗いチェッカー           ５ 台 

 

１１．その他各事業に付帯または関連する事業 

(1) 公益社団法人日本食品衛生協会 東海北陸ブロック大会 

   令和３年６月１０日（木）、１１日（金）公益社団法人日本食品衛生協会  

第３１回 東海北陸ブロック大会を書面（石川県金沢市）にて開催した。 

           厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰 

                         修善寺支所  中川 喜久生 

   〃      内田 好久 

 

 

     (2)  静岡県が主催する各事業に積極的に参加協力した。 

     しずおか食の安全推進委員会 

静岡県公衆衛生研究会 

  (3)  覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物乱用防止対策の推進のための「ダメ。絶対。」 

国連支援募金活動に協賛した。 

(4)  関連団体の総会・大会等に出席し、連絡調整を図った。 

           一般財団法人 静岡県生活科学検査センター 

              公益財団法人 静岡県学校給食会 

静岡県食品衛生コンサルタント協会 



静岡県消費者団体連盟 

静岡県給食協会 

公益財団法人 静岡県生活衛生営業指導センター 

しずおか健康いきいきフォーラム 21 

          ㈱中部衛生検査センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


