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平成29年春の叙勲
（順不同・敬称略）

勲 等 氏 名 主要経歴
旭日双光章 岩村 洋一郎 	 現・（公社）千葉県食品衛生協会会長
旭日双光章 亀谷 隆雄 	 現・室蘭地方食品衛生協会会長

	 （現・（公社）北海道食品衛生協会副会長）
旭日双光章 髙橋 秀生 	 現・（一社）長野県食品衛生協会会長
旭日双光章 野々村 政昭 	 元・（公社）山形県食品衛生協会会長
旭日双光章 白松 一郎 現・（公社）仙台市食品衛生協会会長

４月29日付で内閣府より春の叙勲受章者が発表され、全国組織
から次の方々が栄誉に浴されました。心よりお祝い申し上げます。
	 （総務部 高野	綾子）

「あんしんフード君」の普及推進を強力に推し進め
るため、12支部（岩手県支部、山形県支部、群馬県
支部、新潟県支部、富山県支部、石川県支部、兵庫
県支部、香川県支部、愛媛県支部、福岡県支部、北
九州市支部、福岡市支部）を、平成28年度より２年
間の特別支援支部として選定し、「特別支援支部・支
所推進強化事業」を実施しております。
平成29年４月28日（金）午後１時30分より、三

井住友海上火災保険㈱駿河台新館603会議室にて各
特別支援支部の専務理事、事務局ならびに三井住友

海上火災保険㈱担当者が出席し、平成29年度「あん
しんフード君」特別支援支部実行会議を開催いたし
ました。
会議では各支部における平成28年度の取り組み

や課題についてご報告いただき、また、平成29年度
実施する制度改定や推進のポイントについてご説明
し、「あんしんフード君」普及推進について活発な意
見交換とともに、食品衛生協会と三井住友海上火災
保険㈱が協力していくことを相互に確認いたしまし
た。	 （共済部 川瀬 響）

平成28年度の取り組みについて（一部抜粋）
◦事務職員研修会で窓口対応のロールプレイングを行い、説明方法
の向上を図った。
◦業種別組合に対し「あんしんフード君」への切り替えを提案した。
◦保健所からの情報提供（情報公開請求による情報提供含む）によ
り、新規店舗に「あんしんフード君」のダイレクトメールを送った。
◦継続案内の際に、「あんしんフード君」の掛金を大きく記載す
る、集金担当者へ、あらかじめ「あんしんフード君」へ切り替
えた場合の領収書を渡すなど、継続時の工夫を凝らしている。

平成29年度
「あんしんフード君」特別支援支部実行会議を開催！

会議開催にあたり挨拶する塚脇常務理事

報告
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天皇皇后両陛下お召しによる平成29年度「春の園遊会」
が、４月20日（木）に東京の赤坂御苑で開かれました。
様々な分野で功績のあった約2,000名の方が出席された
なか、食品衛生協会からは阿部恭子氏（秋田県食品衛生協会
長）、北野茂樹氏（岐阜県食品衛生協会長）、喜多義祐氏（元
徳島県食品衛生協会長）が出席し、両陛下はじめ皇族方と和
やかな時間を過ごされました。
また、４月15日（土）には、安倍首相主催の「桜を見る会」
が東京の新宿御苑で行われ、約16,500名が出席しました。
食品衛生協会からは松村圭造氏（元奈良県食品衛生協会副会
長）、服部清道氏（東京都食品衛生協会副会長）、大浦政昭氏（石
川県食品衛生協会副会長）、今川宏一氏（愛知県食品衛生協
会副会長）、辻本惠一氏（元和歌山県食品衛生協会副会長）の
５名が招待されました。	 （総務部 高野 綾子） 春の園遊会にて北野会長と令夫人

春の園遊会、桜を見る会

桜島を臨む豊かな自然と緑に囲まれた街！鹿児島市
─ 第 58 回 九州ブロック大会開催 ─報告

平成29年５月12日（金）鹿児島市民文化ホールに
て約1,400名参集のもと、厚生労働省医薬・生活衛
生局長、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長、鹿児島
市長など多くのご来賓を迎え、九州ブロック大会が
盛大に開催されました。
本大会は鹿児島県支部迫副会長の開会の辞、日食
協より鵜飼理事長、本大会推進委員長である鹿児島
県支部肥後会長のあいさつで幕を開け、厚生労働省
医薬・生活衛生局長表彰では受賞者12名を代表して
鹿児島県支部伊比禮健二氏に表彰状が授与されまし
た。続いて「あんしんフード君」制度発足10周年記
念表彰が行われ、受賞者20名を代表して鹿児島県支
部渕田攻氏、松下幸栄氏に感謝状が授与され第１部

が終了いたしました。
第２部では、「一般衛生管理、HACCPを着実に実
施するための制度の検討状況について」と題し、厚
生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部
監視安全課 道野英司課長より特別講演が行われた
のち、２名の代表者による食品衛生指導員体験発表
が行われ、参加者は熱心に聞き入っていました。続
いて、日食協平成29年度重点事業概要と前日に行わ
れた九州ブロック連絡協議会提案事項の報告、大会
スローガン（「食の安心・安全」を堅持し、食品衛生
指導員の強化を図ろう他３点）の採択、続いて次期
ブロック大会開催支部である熊本県支部二階堂会長
のあいさつをもって盛会裡に終了いたしました。

	 （共済部 竹部	康広）

あいさつをする鹿児島県支部肥後会長 「あんしんフード君」10周年記念感謝状の贈呈
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食中毒の発生防止や食品の安全性の更なる向上を図るため、
厚生労働省ではHACCPによる衛生管理の制度化を検討してい
ます。現在示されている枠組みでは、すべての食品関係事業
者を対象とし、衛生管理のための計画を作成し、実施･記録す
ることを基本としています。また、基準は国際機関で示され
たHACCPのガイドラインに基づく基準ＡとHACCPの考え方
に基づく衛生管理（一般衛生管理を基本として必要に応じて重
要管理点を設ける管理）の基準Ｂとなっています。この衛生管
理は、食中毒予防の三原則を基本に、普段から行っている衛
生管理とメニューに応じた注意点をあらかじめ計画として明
確にし、実施し、記録するもので、これまでの衛生管理とは
全く異なる内容ではなく「見える化」するものです。
日食協では小規模な一般飲食店向けに衛生管理のための手

引書を検討しているところであり、作成にあたり対象の規模
の事業者で実行できる内容となっているかの確認が必要と
なってきます。この度、茨城県支部および滋賀県支部の会員
様(合計32施設)にご協力をいただき、4月に1週間程度試行を行っていただきました。また、日食協からお
伺いし、試行の状況について調査を行いました。

4月18日（火）および19日（水）に、茨城県水戸市
内の飲食店10施設、滋賀県内の飲食店3施設を訪問
しました。

どの事業者様もHACCPの考え方を自店の衛生管
理に取り込もうという意識が強く感じられ、多くの
御意見や御感想もいただき、自店をより良い状態に
していこうという姿勢が強く感じられました。
後日いただいたアンケートでは ｢従業員も衛生管
理の意識が高くなると思う」、｢毎日のことで、おざ
なりになっている部分がわかった。改めて意識をも
つことの大切さを感じ、良い刺激になった」、｢よく
考えると、調理の途中で加熱･冷却をしており、気を
つけなければと思った。手引書は過剰な加熱も防げ

るので、品質的にも作業効率的にも良いと感じた」、
「アドバイスをもらえるまで難しくて考えてしまっ
ていたが、やってみれば頭の中での整理もできてス
ムーズに行えた。計画や記録の大切さを感じました。」
等の前向きな御意見を多く頂きました。

今回の試行や訪問調査に際し、茨城県支部および
滋賀県支部の皆様に多大なるお力添えをいただきま
したこと、また、調査に快く協力してくださった会
員の皆様にこの場をお借りしまして深く感謝申し上
げます。今後も日食協では多くの事業者様に
HACCPの考え方に基づいた衛生管理を普及させて
いくために、業務に邁進していきたいと思います。
	 （公益事業部 水柿	直哉）	

日々の記録の様子（茨城県）

衛生管理に熱心に取組んでいます（滋賀県）

HACCPの考え方に基づく衛生管理計画のための手引書（案）の試行
～一般飲食店におけるHACCPの義務化への対応のために～

厚労省HPよりダウンロードできます
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平成28年度「ノロウイルス食中毒予防強化期間」事業 支部・支所 取組み一覧報告

今月号も引き続き支部・支所の取組みをご紹介いたします。（３月号より一覧掲載中）	 （公益事業部）
支
部
名

開催日 支部・支所 参加者数 参加費 講 師 （敬称略）

愛
媛
県

11/30 四国中央地区支所 60 無料 四国中央保健所 衛生環境課 係長 大野智也佳 他
12/7 四国中央地区支所 50 無料 四国中央保健所 衛生環境課 技師 越智啓介
12/1 西条新居浜地区支所 57 無料 西条保健所 生活衛生課 食品監視グループ 係長 徳永
12/2 西条新居浜地区支所 57 無料 西条保健所 生活衛生課 食品監視グループ 係長 竹田
12/9 今治地区支所 101 無料 今治保健所 生活衛生課 食品監視グループ
1/19 今治地区支所 82 無料 今治保健所 生活衛生課 食品監視グループ
11/24 松山市支所 45 無料 愛媛県食品衛生協会 事務局長 浅野昭彦
11/2 中予地区支所 51 無料 中予保健所 生活衛生課 食品監視グループ担当職員 2名
1/25 中予地区支所 60 無料 中予保健所 生活衛生課 食品監視グループ担当職員 2名
2/1 中予地区支所 58 無料 中予保健所 生活衛生課 食品監視グループ担当職員 2名
12/7 八幡浜大洲地区支所 46 無料 保健所食品監視グループ員
12/8 八幡浜大洲地区支所 38 無料 保健所食品監視グループ員
1/13 八幡浜大洲地区支所 46 無料 保健所食品監視グループ員、河野雅志
11/4 宇和島地区支所 38 無料 宇和島保健所 食品監視グループ職員
12/8 宇和島地区支所 89 無料 宇和島保健所 食品監視グループ職員

高
知
県

11/17 高幡支所 148 無料 須崎福祉保健所 衛生環境課 食品保健担当チーフ 小松祐司
2/2 高知市支所 58 無料 高知市保健所 生活食品課 食品保健担当 係長 吉永順一

2/14 中央西支所 136 無料 中央西福祉保健所 衛生環境課 食品保健担当チーフ 尾崎美和・食品保
健担当 池田里美

福岡県 11/2 久留米市支所 151 無料 久留米市保健所 久保田・柏原

佐
賀
県

11/9 佐賀中部支所 64 無料 佐賀中部支所 指導員 梅野敏広
11/9 佐賀中部支所 52 無料 佐賀中部支所 指導員 廣瀬英文
11/10 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 片淵辰男
11/13 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 古川宗夫
11/13 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 鶴俊昭
11/13 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 貞包ひとみ
11/13 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 大橋礼子
11/14 佐賀中部支所 52 無料 佐賀中部支所 指導員 中島義史
11/16 佐賀中部支所 55 無料 佐賀中部支所 指導員 中島義史
11/16 佐賀中部支所 51 無料 佐賀中部支所 指導員 西川誠
11/17 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 武富政敏
11/18 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 大野耕作
11/20 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 小城原直
11/20 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 本村一
11/20 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 小城原直
11/20 佐賀中部支所 50 無料 佐賀中部支所 指導員 本村一
11/21 佐賀中部支所 51 無料 佐賀中部支所 指導員 野田智之

11/29 佐賀中部支所 37 無料 佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課 永島佳宣、
佐賀中部支所 指導員 古川宗夫

12/8 佐賀中部支所 60 無料 佐賀中部支所 指導員 北島正信
12/22 佐賀中部支所 60 無料 佐賀中部支所 指導員 小城原直
1/17 鳥栖支所 58 無料 鳥栖支所 指導員 松隈浩
1/27 鳥栖支所 90 無料 鳥栖支所 指導員 登尾ふみえ
11/10 唐津支所 50 無料 唐津支所 指導員 藤﨑臨
11/17 唐津支所 50 無料 唐津支所 指導員 森田寛
11/18 唐津支所 50 無料 唐津支所 指導員 草野晴海
11/24 唐津支所 50 無料 唐津支所 指導員 岩田泰明
1/31 唐津支所 50 無料 唐津支所 指導員 森田寛
11/29 伊万里支所 72 無料 伊万里支所 支所長 古川次則
12/12 伊万里支所 52 無料 伊万里支所 支所長 古川次則
12/13 伊万里支所 50 無料 伊万里支所 支所長 古川次則
1/16 伊万里支所 55 無料 伊万里支所 支所長 古川次則
11/2 杵藤支所 50 無料 杵藤支所 指導員 草場武敏
11/11 杵藤支所 100 無料 杵藤支所 指導員 高島明博
12/6 杵藤支所 70 無料 杵藤支所 指導員 峰松喜照
12/13 杵藤支所 70 無料 杵藤支所 指導員 峰松喜照
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こちら

食品衛
生研究

所 コカ・コーライーストジャパン株式会社様
新入職員研修の開催

５月11日（木）食品衛生研究所の技術研修室にて
「コカ・コーライーストジャパン株式会社様新入職員
研修」を開催いたしました。製造や品質管理に携わ
る部門に配属予定の新入職員50名を対象に、製造現
場で求められる理化学と微生物の基礎的な知識習得
を目的として、コカ・コーラ教育担当者のご要望に
合わせ、実習を伴うカリキュラムを構成いたしました。
理化学の研修では、電子天秤の取扱いやビーカー
とメスシリンダーなどのガラス器具によって容量の
正確さが違うことを体験していただき、日常点検や
目的に合った器具選択の重要性などを学んでいただ
きました。また、グループに分かれて、実際に自社
工場で行われている分析法により自社製品の酸度を
測定し、測定値が様々な要因によりバラつくことを
体感していただきました。
微生物の研修では、微生物の種類や大きさなどの
基礎的な講義のあと、事前に受講生の手や口・鼻か

ら採取した菌を実習
の試料として用いて
顕微鏡観察を行い、
製造現場において自
らが汚染の要因にな
る可能性について認
識いただきました。
理化学と微生物の
実習を１日間という短い日程で体験いただきました
が、本研修を修了された新入職員の皆さまのご活躍
を祈念しております。
食品衛生研究所のホームページでは、実習研修会
について年間スケジュールを掲載しておりますが、
上記のように食品事業者様のご要望に応じた独自の
カリキュラムを作成し、実習を行っております。お
気軽にお問い合わせください。
	 （検査事業部 布村	俊治）

平成28年度「あんしんフード君推進優秀支所表彰」
最優秀支所は沖縄県南支所

共済の推進状況が良好な支所に対して行っ
ております「あんしんフード君推進優秀支所
表彰」について、支所別に平成28年度実績を
集計した結果、選考基準を満たした支所のう
ち右表の20支所が「あんしんフード君推進優
秀支所」となりました。
平成27年度の最優秀支所は沖縄県中部支

所で、昨年に引き続き沖縄県の支部が優秀な
成績を残しています。また、優秀支所19支
所のうち９支所が昨年も表彰された支所と
なっています（盛岡市支所、福島県北支所、
ひたちなか支所、金沢市支所、豊橋支所、岡
山市支所、高知市支所、下五島支所、那覇市
支所）。「あんしんフード君」の推進にご尽力
いただきまして、この場を借りて御礼申し上
げます。
平成29年度も昨年に引き続き、「あんしん
フード君」の契約10万件推進目標（２か年目
標）を掲げています。今後もより一層「あん
しんフード君」の推進にご協力いただきます
ようお願い申し上げます。

表彰区分 支部名 支所名 あんしんフード君 副賞達成件数 増加件数
最優秀支所 沖縄県 南 728 181 5万円

優秀支所
（支部番号
順に記載）

岩手県 盛岡市 770 60

3万円

福島県 福島県北 488 92
会津 380 35

茨城県
水戸 674 129

ひたちなか 446 106
常陸大宮 423 54

新潟県 南魚沼 611 79
新潟市 354 61

富山県 中部 404 118
富山市 406 72

石川県 金沢市 461 63
愛知県 豊橋 381 43
兵庫県 但馬 514 36
岡山県 岡山市 1,146 165
高知県 高知市 645 74
長崎県 下五島 486 61
宮崎県 高鍋西都 378 36
沖縄県 那覇市 505 40
仙台市 青葉区 551 230

※選考基準
食品営業賠償共済とあんしんフード君の合計の達成件数が前
年度実績より増加している支所のうち、あんしんフード君の
達成件数上位20支所（網かけは昨年も表彰された支所）
	 （共済部 児玉和佳奈）

受講生より採取した菌をグラム染色
している様子
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施設賠償事故による支払いが増加！？「あんしんフード君」でトータル補償を！！
「あんしんフード君」・「食品営業賠償共済」共済金の支払い状況

Close Up 解説 年々増加する施設賠償事故の支払い件数
平成28年度共済金の支払い件数は757件ありました。その内訳は、生産物賠償事故：310件、施設賠償事故：338件、

受託物賠償事故：79件、その他：30件となっています。
施設賠償事故は、平成26年度263件、平成27年度291件と年々増加しており、平成28年度では生産物賠償事故の件数

を超えました。その理由として、「食品営業賠償共済」では特約だった施設賠償補償や受託物賠償補償が、「あんしんフード君」
では基本契約に含まれているため、「あんしんフード君」契約件数の増加に伴い、これらの事故が顕在化したと考えられます。
施設賠償事故に対しお支払いした平均金額は193,371円と決して低い金額ではありません。つきましては、施設賠償事

故を含め様々なシチュエーションで活用できる、トータル補償の「あんしんフード君」を会員の皆様へお勧めいただきますよ
うお願いいたします。

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

施設賠償事故

2017.2.12 京都府 丹後 あんしん
フード君

飲食店	
旅 館

25,300	
14,700

施設6階からの落雪によりお客の駐車車両
を破損させた。

― 施：482,218

2017.1.28 新潟県 南魚沼 あんしん
フード君 旅 館

21,000 施設屋根に発生した氷柱が落下し、隣家の
駐車車両を破損させた。以前、氷柱の落下
による損害について隣家と争ったため、従
業員が氷柱を除去しようとしていた矢先
に事故が起きた。

― 施：287,591

2016.7.22 神奈川県 鎌 倉 あんしん
フード君 飲食店 9,000 加入者が誤って熱した焼肉のタレをこぼ

し、お客の足首に火傷を負わせた。
1 施：55,000

2017.2.7 栃木県 大田原 あんしん
フード君 食品製造業

5,000 敷地内に設置していた物干し台が強風に
より倒れ、お客の駐車車両と接触し破損さ
せた。

― 施：159,092

2017.1.18 山形県 山形 あんしん
フード君 飲食店 9,000	

400
施設屋根からの落雪により隣家の塀を破
損させた。

― 施：192,575

2017.1.18 秋田県 湯沢 あんしん
フード君

旅 館	
飲食店	

仕出し・弁当

40,100	
5,300

施設屋根からの落雪により、お客の駐車車
両を破損させた。

― 施：184,853

2017.2.27 横浜市 戸塚区 あんしん
フード君 飲食店

22,300	
4,100

店内の壁に掛けていた額縁が客席に落ち、
お客の衣服を破損させた。また、その際に
卓上の飲み物がこぼれ、鞄を汚損させた。

― 施：80,300

2016.4.3 山梨県 峡北・南
アルプス

あんしん
フード君 食料品販売業

126,200	
1,000

店舗外に置いてあったカートが強風に煽
られ、お客の駐車車両と接触し、車両を破
損させた。

― 施：119,605

2017.2.18 岐阜県 揖斐本巣 あんしん
フード君 飲食店

9,000 バーカウンターの塗装が乾いておらず、カ
ウンター席のお客6名の衣服を汚損させ
た。

― 施：28,050

2016.11.5 静岡県 静岡市 あんしん
フード君 仕出し・弁当

11,000 移動営業車の外にフライヤーを放置して
いたところ、子供が触れてしまい火傷を
負った。

1 施：60,564

アニサキス 2017.3.4 神奈川県 横須賀 あんしん
フード君

食品製造業	
食料品販売業

27,600 販売したしめサバによるアニサキス食中
毒。

1 賠：71,669	
被：5,522	
生：486

カンピロ
バクター

2016.12.23 茨城県 竜ヶ崎 レギュラー 飲食店 2,700	
1,300

提供した焼きとりによる食中毒。 4 賠：203,261

2016.5.20 山口県 山 口 あんしん
フード君 飲食店 19,400	

1,300
提供した料理による食中毒。 5 賠：60,500	

休：40,489

ノロウイルス

2017.2.25 岐阜県 下呂市 レギュラー 旅 館 1,900	
2,100

提供した料理による食中毒。 29 賠：841,096	
休：70,299

2016.11.9 富山県 富山市 あんしん
フード君 飲食店

28,200 提供した料理によるノロウイルス食中毒。
各種費用にて通院見舞金および飲食代の
返金を支払う。

7 賠：24,200	
被：150,000	
生：70,360

2016.12.13 愛知県 知 多 レギュラー す し 34,000 提供した料理によるノロウイルス食中毒。 80 賠：896,800

2017.2.3 長崎県 西 海 あんしん
フード君 旅 館

7,600	
1,100

提供した料理によるノロウイルス食中毒。 28 賠：296,351	
休：12,104	
消：162,000

異物混入 2016.4.30 岐阜県 伊奈波 ワイド 食品製造業
32,300	
7,600

製造したクルミ入りのパンにクルミの殻
が混入しており、喫食したお客の歯を欠損
させた。

1 賠：433,634

受託物
賠償事故 2017.1.14 新潟県 南魚沼 あんしん

フード君 旅 館
16,100	
1,100

重機を使用し駐車場内を除雪していた際
に誤って、鍵を預かり加入者が管理してい
たお客の駐車車両にぶつけ破損させた。

― 受：71,456

被害者治療費
等 2016.12.1 沖縄県 宮 古 あんしん

フード君 飲食店 9,000 店舗裏の階段にてお客が転倒し骨折した。
各種費用にて入院見舞金を支払った。

1 被：100,000

不明 2016.9.15 沖縄県 那覇市 あんしん
フード君 飲食店

9,000 提供した唐揚げを喫食したお客が体調不
良を訴えた。お客より過剰な要求があっ
たため弁護士へ委任。調停により示談を
した。

― 賠：24,068	
弁：138,730

※支払い日（2017.4.1 ～ 4.30抜粋） 賠：生産物賠償金、施：施設賠償金、受：受託賠償金
休：店舗休業補償金、被：被害者治療費等、生：生産物自体の損害

消：消毒費用、弁：弁護士費用
●日食協ニュース５月号（№533）に掲載いたしました下記支払い事例に一部誤りがございました。訂正してお詫びいたします。（下線部が訂正部分）

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

ノロウイルス 2016.10.28 東京都 日野 あんしん
フード君 す し

25,300
8,200

提供した寿司によるノロウィルス食中毒。
先行して休業補償金および各種費用にて
消毒費用を支払う。

― 休：1,200,519
消：312,120
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	ジブラルタ生命保険株式会社	:	本社/〒100-8953東京都千代田区永田町2-13-10
	 コールセンター	:	TEL	0120-37（ミナ）-2269（ジブロック）

ジブラルタ生命は、食協生命共済保険取扱会社です。 ジブラルタ生命保険株式会社 VOL.160

弊社の支部担当次課長について～その２（西日本編）
三井住友海上火災保険株式会社

広域法人部営業第一課 VOL.160

弊社のメインの人事異動が４月１日に行われ、平成29年度の各支部担当次課長が決定いたしましたので、
ご案内いたします。（東日本の担当次課長は前月号にてご案内させていただいております。）

支部名 部支店 課支社 担当者名 役職 電話番号 FAX番号
奈良県 奈良支店 奈良第二支社 清水	暁夫 支社長 0742-36-5501 0742-36-5660
京都府 京都支店 スタッフ 口田	 賢 課 長 075-343-6101 075-371-6597
京都市 京都支店 スタッフ 口田 	賢 課 長 075-343-6101 075-371-6597
和歌山県 和歌山支店 和歌山支社 岩田	宏之 支社長 073-433-0801 073-433-0787
大阪府 関西業務部 賠償保証チーム 奥村	 洋 チーム長 06-6220-2980 06-6220-3092
兵庫県 神戸支店 神戸第一支社 前田	勝明 支社長 078-331-2244 078-331-7883
神戸市 神戸支店 神戸第一支社 前田	勝明 支社長 078-331-2244 078-331-7883
滋賀県 滋賀支店 大津支社 木下	一成 支社長 077-522-4340 077-523-0296
岡山県 岡山支店 倉敷第一支社 中林	正任 支社長 086-422-1026 086-425-2014
広島県 広島支店 広島第一支社 長神	寛之 支社長 082-234-5815 082-234-5870
広島市 広島支店 広島第一支社 長神	寛之 支社長 082-234-5815 082-234-5870
島根県 山陰支店 松江支社 柳野	幹一郎 支社長 0852-27-5222 0852-21-2459
鳥取県 山陰支店 鳥取支社 石毛	充之 支社長 0857-24-7241 0857-29-1034
山口県 山口支店 山口支社 内山	大樹 支社長 083-924-5984 083-924-7948
香川県 高松支店 高松西支社 佐藤	一朗 支社長 087-825-2615 087-825-2151
愛媛県 愛媛支店 松山支社 田中	敏之 支社長 089-941-0299 089-941-9148
徳島県 徳島支店 徳島第一支社 蜂屋	吾朗 支社長 088-622-1457 088-622-1075
高知県 高知支店 高知支社 高田	恭伸 支社長 088-824-5795 088-871-1204
福岡県 福岡支店 スタッフ 山戸	敬之 業務課長 092-722-6913 092-722-4370
福岡市 福岡支店 スタッフ 山戸	敬之 業務課長 092-722-6913 092-722-4370
北九州市 北九州支店 北九州第二支社 川島	良貴 支社長 093-521-7428 093-541-5526
長崎県 長崎支店 長崎支社 村山	 修 支社長 095-825-3122 095-826-1305
大分県 大分支店 大分第一支社 吉村	 寛 支社長 097-534-8181 097-532-0834
佐賀県 佐賀支店 佐賀支社 眞鍋	尚行 支社長 0952-24-9138 0952-24-0201
宮崎県 宮崎支店 宮崎第二支社 緒方	靖浩 支社長 0985-24-3184 0985-24-3185
熊本県 熊本支店 熊本第一支社 西村	 務 支社長（上席） 096-366-5533 096-366-5680
鹿児島県 鹿児島支店 鹿児島第二支社 池田	 学 支社長 099-206-0707 099-206-0725
沖縄県 沖縄支店 沖縄支社 松宮	 彰 支社長 098-866-4805 098-866-6283

リタイアメントライフの資金は、
『資金三分法』で 生涯を通じて必要な資金を、

ご一緒に考えてみませんか。

老後の貯え いくら取っておけばいいの？
いくら使っていいの？

使えるお金が少なくなってしまいませんか？
将来予想される不安要素を明確にしたり、資金を目的別に整理することで、

安心してお金が使えるようになります。

つかう
（つかえる）

のこすそなえる
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担当：能澤友佳
E-mail:nozawa@jfha.or.jp
担当：能澤友佳
E-mail:nozawa@jfha.or.jp

編集後記 研究所では、支部・支所の方とお会いする機会はあまりありませんが、日食協ニュースを通じ、研究所の情報もお伝え
できればと考えております。少しでもわかりやすくお伝えできるように努めてまいります。（竹内）

■体裁 B５判  32ページ
■定価 420円（税込）
■発刊 2017年５月

■送料  １回のご注文が3,000円以上→送料サービス
  １回のご注文が3,000円未満→一律300円（ただし送付先が１ヵ所の場合に限る）

《送料》１回のご注文が3,000円以上→送料サービス
１回のご注文が3,000円未満→一律300円（ただし送付先が１ヵ所の場合に限る）

月刊「食と健康」で好評を博した連載『取り組もうHACCP－きほんの12手順－』
を教育シリーズに再編集し、発刊しましたのでご案内いたします。
本書は、HACCPとはどのような衛生管理方法であるのか、まず理解したい基本

の７原則12手順についてわかりやすく解説しています。HACCPの考え方、取り
組み方を学び、実践へとつなげるためにお役立ていただける一冊です。ぜひご活
用ください。

定期購読・書籍のご注文、お問い合わせは 公益社団法人日本食品衛生協会 出版部普及課まで
TEL 03-3403-2114 FAX 03-3403-2384 メールアドレス fukyuuka@jfha.or.jp

食品衛生教育シリーズ

巡回指導等でご活用を! 折りたたみ式リーフレット

6月号の内容

食と健康
食品衛生研究

■月刊「食と健康」
特集１ �困っていませんか？ 害虫のいない環境づくり
気温が上昇してくる時期を迎えるにあたり、活動が活発化

してくるネズミやゴキブリ等の衛生害虫。その特徴や飲食店
で取り組むべき対策を解説。

特集２ 知っておきたい ハラル食材って何ですか？
イスラム教徒向け市場の拡大化にともない、イスラム教で

食べてよいもの（ハラル）、いけないもの（ハラム）の内容や飲
食店での対応例を写真等でわかりやすく紹介。

◆食品に関するリスクコミュニケーション研究会 報告書について
◆地域連携HACCP導入実証事業（モデル事業）実施報告 北海道／京都府／熊本県

■月刊「食品衛生研究」

手順	１ HACCPチームの編成
手順	２ 製品の記述
手順	３ 使用の記述
手順	４ フローダイアグラムの作成
手順	５ フローダイアグラムの現場確認
手順	６ （原則１）危害要因分析

手順	７	（原則２）重要管理点の決定
手順	８	（原則３）管理基準の設定
手順	９	（原則４）モニタリング方法の設定
手順10	（原則５）改善措置の設定
手順11	（原則６）検証方法の設定
手順12		（原則７）記録と保存方法の設定

◆主な収載項目◆

取り組もうＨＡＣＣＰ －きほんの１２手順－
新刊

どうしたらいいの？ここがポイント！ 
きほんの洗浄・消毒＆手洗い
対象ごとの洗浄・消毒方法と、手洗いについ
て豊富なイラストを交えて説明。
■体裁：A６判（A３判特殊折）
■価格：31円（税込）

細菌・ウイルスを知って 
食中毒を防ごう!!
食中毒防止隊タベルマンが食中毒予防の３原則を
わかりやすく説明。ふりがな付きでお子様にも。
■体裁：A６判（A３判特殊折） ■価格：21円（税込）

今日からはじめよう！ 
きほんの食中毒予防＆手洗い
家庭での食中毒予防ポイントがすぐに理解
できるリーフレット。
■体裁：A６判（A３判特殊折）
■価格：31円（税込）

配布に適したA6判（A3判特殊折）


