
○衛生管理の基準
（事業者）
・衛生管理計画（一般衛生管理・Ｈ
ＡＣＣＰ)の作成，衛生管理の実施
状況の記録
・仕入れ・出荷等の記録
・自主検査の実施，記録

（生産者）
・生産工程管理計画の作成，生産履歴・
農薬等の使用履歴等の記録

・出荷等の記録
・農薬等の自主検査の実施，記録

○適正な表示の確認
・関係法令の遵守，適正な表示
・表示確認手順の作成，記録

○問題発生時の対応
・健康被害・不適正表示判明時等の対応
手順の作成，措置の記録

○教育訓練の実施
・自主基準を従業員等に周知徹底するた
め，教育訓練を実施

○改善に係る取組
・自主基準が適切に運用されているか
定期的に確認

・必要に応じて見直し

みやぎ食の安全安心取組宣言事業実施要綱の改正について

食品衛生法等の改正（R2.6.1施行等）に伴い，県のガイド

ライン（要綱別表１）※を改正

 生産者・事業者は，別表第１に定める県のガイドラインに従い，食の安全安心に係る基準（以下「自主基準」という。）を定めるよう努めるものとする。
（要綱第３条第１項）

 自主基準を定めた者は，次のいずれかの方法により自主基準を公開するよう努めなければならない。（要綱第４条第１項）

 前２条により自主基準を定め，その自主基準を公開する者は，知事の登録を受けることができる。（要綱第５条第１項）

 ①食品衛生法の改正により，事業者について，一般衛生管理に加えてＨＡ
ＣＣＰに係る衛生管理計画の作成及び実施状況の記録の作成が求められる
ようになったため，その旨を規定する。

 ②生産者についても，事業者と同様に，生産工程管理計画の作成及び生産
履歴等の記録の作成等について規定する。

 ③健康被害・不適正表示判明等の問題発生時の対応手順の作成に加え，対
応時の措置の記録の作成を規定する。

 ④衛生管理計画や生産工程管理計画，問題発生時の対応手順など自主基準
を従業員が理解し，確実に実践できるよう教育訓練の実施を規定する。

 ⑤自主基準が適切に運用されているか定期的に確認するとともに，必要に
応じて見直しすることを規定する。

※要綱別表１の改正に伴い，「衛生管理の基準」，「適正な表示の確認」に
係る目安として実施すべき内容について（要綱別表２）も併せて改正する。

 生産者・事業者は，県民の安全で安心できる食品の選択に資するため，知事が別に定めるところにより，自らが提供する食品の安全性及び信頼性に関する
基準の設定及び公開並びにその遵守に努めなければならない。（みやぎ食の安全安心推進条例第13条第１項）

○衛生管理の基準
（事業者）
・管理運営基準を遵守（独自の衛生
管理に係る基準（記録等）を定め
ることも可能）

○仕入れ・出荷等の記録
○自主検査の実施，記録

○適正表示の確認
・関係法令の遵守，適正な表示
・表示確認手順の作成，記録
・不適正な表示が判明した場合の対
応手順の作成，措置記録

○問題発生時の対応
・問題発生時の対応マニュアルの作
成

【改正後】【改正前】

公開方法
・生産者・事業者のHPによる公開
・店頭，パンフ，商品等による公開など

①

②

③

④

⑤

県民の安全で安心できる食品の選択に資するため，県が定める食品の安全を確保する上で実施すべき標準的取組を踏まえ，

事業者・生産者が設定する基準
自主基準

取組宣言者 自主基準を定め公開しており，知事の登録を受けた事業者・生産者

資料４

生産者・事業者は，県民の安全で安心できる食品の選択に資するよう上記実施すべ
き標準的な取組の内容等を踏まえ，自主基準として設定するものとする。また，必要
に応じて内容の要約あるいは表現の簡略化等を行うことを妨げない。



取組宣言者数

生産者 事業者 計

37 2,577 2,614

1,841 

3,319 
3,044 2,577

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2

取組宣言者数（事業者）

(R3.7.1 現在)

登録承認基準の改正

登録承認基準は、①から④までの要件を満たしていることとする。

①申請者が設定する食の安全安心に係る基準（自主基準）が，県の「ガ
イドライン」（要綱別表１）に定める実施すべき標準的な取組の内容等
を踏まえて設定されていること。

②自主基準について，申請のあった方法により公開すること。

③申請者が定める安全安心のメッセージが、関係法令等で禁止された表
示に該当しないこと。

④故意又は重大な過失により食品衛生法等の関係法令に基づく命令又は
処分を過去１年以内に受けたことがないこと。

既存取組宣言者の対応

令和４年７月３１日までに、今回の要綱改正により改正された県の
ガイドライン（要綱別表１）を満たす自主基準を作成し、要綱第９条
に基づく登録変更届出書を提出いただく。

変更届出書について審査し，変更承認書を交付する。

令和３年８月１日

●現在登録している取組宣言者については，令和４年７月３１日まで
改正後の登録承認基準に基づく登録承認を受けているものとみなす。

●現在登録している取組宣言者については，令和４年７月３１日まで
に自主基準の変更に係る登録変更届出書（様式第５号）を提出しなけ
ればならない。

924, 
36%

190, 7%
147, 6%

86, 3%

1226, 
48%

3, 0%

1, 0%

取組宣言者（事業者）の業種内訳

飲食店営業

製造・加工業

魚介類販売業

食肉販売業・食肉処理業

食品販売等小売店

集団給食施設

食品運搬業

食の安全安心取組宣言制度

施行予定日

経過措置 58

65,721 65,717

39 39 39 37

0

50

100

150

200

250

H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2

取組宣言者数（生産者）

16 , 43%

15 , 41%

5, 13%

1, 3%

取組宣言者（生産者）の業種内訳

野菜・果物等生産者

米等生産者

きのこ

その他

行政

消費者

生産者・

事業者

65,700

65,800

取組宣言の登録申請

取組宣言者の登録

自主基準の設定

自主基準設定に係る指導

意見・提案
安全な食品等の
選択

自主基準の県HP
による広告

意見・提案自主基準の公開



みやぎ食の安全安心取組宣言イメージ（製造・加工業の場合）

安全安心のメッセージ

食の安全安心に係る基準（自主基準）

衛生管理計画等

地元の新鮮な食材を使い，皆様に喜んで
いただける総菜をお届けします。

１ HACCPに沿った衛生管理を行っています。
（１）衛生管理計画を作成し，衛生管理の実施状況を記録してい

ます。
（２）仕入，出荷の状況を記録しています。
（３）製品毎に年に２回以上，細菌数，大腸菌，黄色ブドウ球

菌を検査しています。

２ 出荷時に表示が適切であることを確認しています。

３ 健康被害や異物混入などの問題発生時は，対応マニュアルに
従い迅速に対応しています。

４ 衛生管理計画の運用が徹底されるように，従業員に対する研
修を定期的に実施しています。

５ 自主基準が適切に運用されているか年に２回確認し，必要が
あれば見直しを行っています。

＜一般衛生管理に係る計画＞
○原材料の受入確認

原材料の受入時に，外観，品名，数量，保管温度などを確認します。
○庫内温度の確認

始業前及び3時間毎に，温度計で庫内温度を確認します（冷蔵：10℃
以下）。

○交差汚染・二次汚染の防止
冷蔵庫内の保管の状態を確認します。包丁，まな板などの器具は用

途別に使い分け，扱った都度，十分に洗浄し，消毒します。
○器具等の洗浄・消毒・殺菌

使用の都度，まな板，包丁，ボウル等の器具類を洗浄し，または，
すすぎを行い，消毒します。

○トイレの洗浄・消毒
1日に１回トイレ清掃手順に従って，洗浄・消毒を行います。

○従業員の健康管理
就業前に従業員の体調を確認し，記録します。検便について3ヶ月毎

に実施します。
○手洗いの実施

適切に手洗い及び手指消毒を実施します。

＜ＨＡＣＣＰに係る計画＞
○加熱時の製品中心温度と加熱時間

加熱不足とならないよう，製品の中心温度等を確認します。
○冷却時の製品中心温度と時間

製品の中心温度と冷却にかかる時間を確認します。
○ラベル貼付時の製品確認

ラベルを貼りつける際に，異物や包装の破損等の異常がないことを確
認します。

○金属検出機での異物検査
製品全てに金属異物が混入していないか，確認します。



みやぎ食の安全安心取組宣言イメージ（製造・加工業の場合）改正前

安全安心のメッセージ

自主検査基準

衛生管理基準

問題発生時の対応

自主基準

海の恵みを食卓に「美味しさ・健康・安心」を真心こ
めて届けます。

製品の大腸菌群，細菌数，黄色ブドウ球菌の検査を年４回行う。

（１）施設設備の衛生管理
①加工場（各室内，床面，作業台，排水溝）の洗浄は毎日行う。
②トイレの清掃は毎日１回行う。

（２）機械器具等の衛生管理
①機械器具等の洗浄は使用後に行う。
②冷凍庫の清掃・保守・点検・温度確認を毎日行う。

（３）食品等の衛生的な取り扱い
①原材料等は異物等の点検確認する。
②製品等の保存温度や保存方法の記録を行っている。
③薬品（洗剤，殺菌剤）は薬品保管庫で保管する。

（４）廃棄物の適切な保管，処分を行っている。
（５）そ族，昆虫等の点検を毎日行う。

（１）製品に重大な欠陥，危険が発生した場合は速やかに所管の保健所に通報し，指示に
従う。

（２）原因が判明するまで出荷を自粛する。
（３）その他保健所の指示に従って対処する。

（１）適正表示を確認し，表示している。
（２）衛生管理基準を作成し，製造所の見やすい箇所に掲示し，遵守している。
（３）製造工程，製品等の状況を記録・保管している。
（４）問題発生時の対応マニュアルがある。
（５）製品の大腸菌群，細菌数，黄色ブドウ球菌の検査を年４回行う。


