
１　食品の製造・調理・販売段階における安全確保

ア　食品関連事業者に対する監視指導

①食品施設監視指導回数（生活衛生課）

イ　食品関連事業者の自主管理の促進

①食中毒予防のための講習会開催回数（生活衛生課）

②食品衛生責任者養成講習会の回数（生活衛生課）

平成25年度
計画

 一般社団法人食品衛生協会を食品衛生責任者養成講習会実施団体として指定し、食品衛生
責任者を養成します。

H25 H26

平成24年度
計画

 食品事業者の自主的な衛生管理を促進するため食品営業施設ごとに食品衛生責任者の設置
を義務づけています。その食品衛生責任者となるための講習会を開催し、食品衛生責任者
を養成します。

１２回/年

施策内容
食品衛生責任者を対象に講習会を開催し、営業施設の衛生管理を指導します。

平成24年度
実施状況

施策2　製造・加工・調理・流通・販売・消費段階における安全安心の確保

各年度の沖縄県監視指導計画に基づく
H24

 食品事業者の自主的な衛生管理を促進するため,食品営業施設ごとに食品衛生責任者の設
置を義務づけています。その食品衛生責任者となるための講習会を開催し、1867名の食
品衛生責任者を養成しました。

１２回/年 ２５ 回/年

平成24年度
計画

県内各保健所で食品営業者、従事者及び集団給食施設の調理従事者に対し、食品衛生講習
会を開催し、食中毒予防に関する知識の普及に努めます。

基準値　平成22年度実績
H24 H25 H26

平成25年度
計画

 県内各保健所で食品営業者、従事者及び集団給食施設の調理従事者に対し、食品衛生講習
会を開催し、食中毒予防に関する知識の普及に努めます。

平成24年度
計画

 平成24年度沖縄県監視指導計画に基づき、重点監視施設を中心とした監視、指導を実施
します。

H24

平成24年度 実績 目標値

施策内容
食品衛生講習会を開催し、食品関連事業者に対して食品衛生に関する指導、助言を行い、
食品衛生思想の普及啓発に努めます。

平成24年度
実施状況

 県内各保健所において、消費者、食品営業者、調理従事者等を対象に、食品衛生講習会を
開催し、食中毒予防に関する知識の普及に努めました。

基準値　平成22年度実績

施策内容

平成24年度
実施状況

 沖縄県食品監視指導計画に基づき、県内各保健所において監視指導を実施しました。

沖縄県食品監視指導計画に基づき、沖縄県の地域特性や過去の食中毒状況等を踏まえ、食
品関連事業者に対して監視、指導を実施します。

H25
３１３ 回/年 ３００回/年

平成24年度 実績

H22年度目標値：１１，０２０回/年

Ⅰ 安全安心な食品の確保　

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値

第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

３０６回/年

平成25年度
計画

１２，７８２回/年 １３，２９５ 回/年 11,550回/年 9,190回/年

 平成25年度沖縄県監視指導計画に基づき、重点監視施設を中心とした監視、指導を実施
します。

H26
目標値

施策２　適正な食品表示の推進施策２　製造・加工・調理・流通・販売・消費段階における安全安心の確保



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

③食品関連事業者団体による巡回指導件数（生活衛生課）

ウ　食品収去検査の実施

①食品の収去検体数（生活衛生課）

エ　学校給食関係者に対する研修会の開催回数

①定期点検を実施する学校給食施設数（保健体育課）

H25 H26

施策2　製造・加工・調理・流通・販売・消費段階における安全安心の確保

平成24年度
実施状況

４０００回/年

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値
H24

４，０００ 回/年

平成25年度
計画

 今年度においても、学校給食調理施設及び給食用食品の微生物検査を実施するなど、引き
続き定期的な点検を実施し、衛生管理の徹底を図るよう指導に努めます。

平成24年度
実施状況

学校給食関係者（栄養士、調理員、所長等）で複数グループを編成、相互で施設点検を行
い現状と課題を協議することで施設設備の改善を図ることができました。また、給食食材
の微生物検査を実施し安全安心な給食の徹底を図るように指導しました。

平成24年度
計画

点検が同じ目線で行えるよう施設点検グループの再編成（規模別、調理場種別、民間委託、直営
等）を行い、今年度も施設点検、食材検査の定期点検を実施し更なる衛生管理の徹底を図るよう指
導に努めます。

１３３施設/年 １３３施設/年 １３３施設/年

施策内容
学校給食調理施設及び給食用食品の定期的な点検を実施し、衛生管理の徹底を図るよう指
導します。

基準値　平成22年度実績

各年度の沖縄県監視指導計画に基づく

1,340検体/年

目標値

H26

平成24年度 実績
H24 H25 H26

４、０００回/年

H24
１７２５ 検体/年 1,698検体/年

H25

 一般社団法人沖縄県食品衛生協会に食品事業所の巡回衛生指導を委託し、食品事業者の自
主衛生管理を推進しました。

 食品事業者団体である沖縄県食品衛生協会に巡回指導の一部を委託し、食品業界自身で、
食品衛生向上の体制づくりを行うよう支援します。

基準値　平成22年度実績

 県内保健所、衛生環境研究所、及び各食肉衛生検査所の食品衛生検査施設において、県内
で製造又は販売される食品の検査を実施します。

１、９５０検体/年

施策内容

平成24年度
実施状況

平成24年度
計画

 県内保健所、衛生環境研究所、及び各食肉衛生検査所の食品衛生検査施設において、県内
で製造又は販売される食品の検査を実施します。

平成25年度
計画

施策内容

沖縄県食品監視指導計画に基づき、食品の収去検査を実施し、不良食品を排除し、流通食
品の安全確保を図ります。

 県内3保健所（中央、宮古、八重山）、衛生環境研究所、及び各食肉衛生検査所の食品衛
生検査施設において、県内で製造又は販売される食品の検査（残留農薬、食品添加物、微
生物等）を実施しました。

平成24年度
計画

平成25年度
計画

 食品事業者団体である沖縄県食品衛生協会に巡回指導の一部を委託し、食品業界自身で、
食品衛生向上の体制づくりを行うよう支援します。

平成24年度 実績

H22年度目標値：２，２７２検体

目標値

食品関連事業者が実施する自主管理のための取組に対して支援します。



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

②学校給食関係者に対する研修会の開催回数（保健体育課）

２　食品表示の適正化の推進

ア　各法律に基づく監視指導の充実

①JAS法食品表示に関する巡回調査・任意調査・立入検査件数（流通政策課）

②食品表示（食品衛生法）の一斉取締りによる点検食品数（生活衛生課）

 販売施設を中心に表示基準違反の発見および排除を目的とし、食品・添加物等一斉取締り
を行います。

平成24年度
実施状況

 県内に流通する食品の安全性を確保するため、販売施設を中心に表示基準違反の発見およ
び排除を目的とした監視指導を実施しました。H24年度は、5月と10月の2回実施したた
め、監視点検数が増加しました。

平成24年度
計画

 販売施設を中心に表示基準違反の発見および排除を目的とし、食品・添加物等一斉取締り
を行います。

平成25年度
計画

施策内容
食品製造加工業者、食品販売業者等を巡回し、食品衛生法に基づく表示適正化の指導を強
化します。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績
H26

２、０００点/年

目標値
H24 H25

１，４４８点/年

５回/年

３，２００ 点/年

目標値
H24

平成25年度
計画

　生鮮食品表示巡回調査を実施するほか、県内食品小売店舗を巡回し、不適正な表示があ
る場合は速やかに改善するよう指導するとともに、産地偽装等の疑義案件については関係
機関と連携し立入検査等を実施します。

平成24年度
実施状況

衛生管理研修会（①細菌検査実技講習会、②栄養職員初任者研修会、③栄養職員５年研修、④栄養
職員10年研修、特別支援・県立定時制高校給食担当者研修）を実施しました。①については１９
施設、４７人が受講、衛生の専門的な知識を確保し適切な指導に資することができました。同時に
県内２４ヶ所にて給食食材の微生物検査を実施し、その安全性を確認しました。

平成24年度
計画

安全安心な学校給食の提供及び、食中毒防止のための研修会を実施し、衛生管理の徹底を
図ります。

平成24年度
実施状況

　平成24年6月～11月の「食品表示強化期間」において、那覇市牧志公設市場等の市
場、国際通り、空港土産物小売店などの県内食品小売店舗を巡回し、不適正な表示がある
場合は速やかに改善するよう指導し、食品表示の適正化を図りました。

平成25年度
計画

食中毒防止を図る上から給食関係者のより高い専門的な技術を確保するための研修会を開催しま
す。　　　　①細菌検査実技講習会を島尻地区（１７施設）対象に実施します。
②栄養職員初任者、経験者、特別支援学校給食担当を対象に研修会を開催します。

施策内容
学校給食関係者に対し、調理場の衛生管理や食品の安全安心等の研修を実施し、安全安心
な学校給食の確保を促進します。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績

平成24年度
計画

　平成23年度に実施した食品表示調査・啓発強化事業の結果を踏まえ、生鮮食品表示巡
回調査を実施するほか、産地偽装等の疑義案件については関係機関と連携し立入検査等を
実施します。

４７４件/年 516 回/年 ４００件/年

施策内容
食品製造加工業者、食品販売業者等を巡回し、JAS法に基づく表示適正化の指導を強化し
ます。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値
H24 H25 H26

H25 H26
５回/年５回/年



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

③景品表示法に関する相談及び表示指導件数（県民生活課）

④景品表示法に基づく観光土産品の表示指導回数（県民生活課）

 観光土産品等、県産食品の表示の適正化を図るため､優良県産品認定審査（平成24年６月
～８月）（出品26事業者53商品）において、審査、指導を行いました｡
 また、那覇商工会議所に委託して、観光地の土産品店（28店舗）の表示調査及び景品表
示法の周知啓発を行いました。
 その他､観光土産品関係事業者からの景品表示法に関する相談･苦情等に対して、随時指
導・助言を行いました｡

施策内容

食品製造加工業者が製造販売する観光土産品について、景品表示法に基づく表示適正化の
指導を強化します。

平成24年度
実施状況

平成24年度
計画

 県の認定する優良県産品、又は沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会の認定する観光土産
品の審査等の機会を通じて、関係業者への指導を行います。

平成25年度
計画

 県の認定する優良県産品の審査等の機会を通じて、関係業者への指導を行います。

H26

２回/年 　２回/年 ２回/年

H24 H25
基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績

平成24年度
実施状況

 景品表示法に関する相談、苦情、申告等のうち、食品表示に関する年間受付件数は151
件でした｡
 また、調査の結果、違反が確認された事業者に対して行政指導を行いました｡（口頭注意
２件）
 そのほか、那覇商工会議所に委託してネット上の県産食品等表示調査を実施し、不当表示
のおそれのあるサイトに対して啓発メールを送信しました。（49件）

平成24年度
計画

 事業者からの事前相談に対する指導・助言の他､消費者等からの申告や苦情を受け付け、
違反事業者等に対する行政指導を行います｡

平成25年度
計画

 事業者からの事前相談に対する指導・助言の他､消費者等からの申告や苦情を受け付け、
違反事業者等に対する行政指導を行います｡

目標値

１３７件/年 151件/年 随時

施策内容
景品表示法の適正な運用のため、食品関係事業者からの表示に関する問い合わせや一般消
費者からの苦情・申告を受け付けます。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値
H24 H25 H26



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

⑤健康増進法に係る栄養表示及び誇大表示に係る巡回指導回数（健康増進課）

イ　適正な食品表示の促進

①JAS法に関する表示講習会の開催回数（流通政策課）

平成24年度
計画

　業態別、テーマ別に内容を絞り、外部講師を活用し、食品ごとの具体的な表示制度の知
識の習得ができる講習会の開催を行います。
講師派遣を希望する団体に講師を派遣します。

平成25年度
計画

全保健所で複数回の巡回指導を実施します。

平成25年度
計画

19回/年 １５回/年

 食品関連事業者及び一般消費者等を対象に、業態等に合わせて具体的な表示制度等の知識
の習得を図る講習会を開催します。
また、講師派遣を希望する団体に講師を派遣します。

１８回/年

　例年、県内5地区（那覇市、沖縄市、名護市、宮古島市、石垣市）で開催している食品
製造販売事業者向け講習会を景品表示法担当課と連携して行ったほか、ファーマーズマー
ケット主催の講習会への講師派遣、弁当・惣菜製造事業者向けの講習会等などを行いまし
た。

施策内容
食品関連事業者を対象に講習会を開催し、適正な表示知識を普及啓発します。

平成24年度
実施状況

H25 H26

平成24年度
実施状況

　道の駅、空港、お土産品店、スーパー等において、健康増進法に係る表示の巡回指導を
全保健所で実施しました。

平成24年度
計画

全保健所で巡回指導を実施します。

H24
基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値

４回/年 １６回/年 １５回/年

施策内容
食品製造加工業者が製造販売する健康食品・加工食品等について、健康増進法に基づく表
示適正化の指導を強化します。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値
H24 H25 H26



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

②食品衛生法に関する表示講習会の開催回数（生活衛生課）

③景品表示法に関する表示講習会の開催回数（県民生活課）

④健康増進法に関する表示講習会の開催回数（健康増進課）

H24 H25 H26
基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値

平成25年度
計画

 健康増進法に係る表示については、ここ数年大きな法改正もなく、平成16年度から開催
している講習会によって業者へ十分周知されたと考えられるため、必要に応じて各保健所
で研修会を開催します。

H24 H25 H26

9 回/年

平成24年度
計画

 健康増進法に関する適正な表示知識について講習会を開催します。

２回/年

施策内容

平成24年度
実施状況

食品関連事業者を対象に講習会を開催し、適正な表示知識を普及啓発します。

平成25年度
計画

 他の食品表示関係法令所管課とも連携を図り、様々な機会を通じて説明を行います。ま
た、食品類各種の業界団体の要望にも対応し、出張講習会を実施します。

 宮古地区において健康増進法に係る表示についての研修会を実施しました。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績 目標値

１回/年 １回/年

平成24年度
計画

 他の食品表示関係法令所管課とも連携を図り、様々な機会を通じて説明を行います。ま
た、食品類各種の業界団体の要望にも対応し、出張講習会を実施します。

H24 H25

食品関連事業者を対象に講習会を開催し、適正な表示知識を普及啓発します。

平成24年度
実施状況

施策内容

３回/年 ３回/年
H26

平成24年度
実施状況

　食品衛生法に対する適正な表示知識の普及啓発のため、県内保健所において食品衛生法
に基づく講習会を実施しましたが、目標値を達成することができませんでした。実施状況
については、各保健所でかなりばらつきがあるため、毎週保健所で実施している食品衛生
講習会に表示に関する内容を一部盛り込んでいくよう検討します。

 事業者の景品表示法に対する意識向上を図るため、流通政策課主催のＪＡＳ法食品表示講
習会（平成24年10月：参加者数５地区計325人）、食肉公正取引協議会主催の食肉適正
表示講習会（平成24年９月：参加者数30人）において､景品表示法に関する説明を行い
ました｡
 また、那覇商工会議所に委託して、セミナー＆相談会（参加者数３地区計87人）を実施
しました。

目標値

平成25年度
計画

各保健所で食品衛生法に基づく食品の表示について、講習を行います。

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績

平成24年度
計画

各保健所で食品衛生法に基づく食品の表示について、講習を行います。

９５回/年 ６０ 回/年 90回/年

施策内容
食品関連事業者を対象に講習会を開催し、適正な表示知識を普及啓発します。

70回/年 70回/年



Ⅰ 安全安心な食品の確保　第2期沖縄県食品の安全安心推進計画事業計画等調査票(様式２）

⑤薬事法に関する表示講習会の開催回数（薬務疾病対策課）

３　輸入食品の安全対策の強化

ア　検疫所と連携した監視体制の充実（数値目標なし）生活衛生課

 全県的な対応を必要とする違反等の発生はなかったことから、検疫所と連携した監視指導
は実施しておりませんが、那覇検疫所、中央保健所及び南部保健所情報交換会を3回実施
しました。

検疫所と連携して輸入食品の違反等について情報の収集を行い、監視指導の強化を図りま
す。

平成24年度
実施状況

平成24年度
実施状況

 県内の３保健所（北部、中央、宮古）において、薬事法に関する表示講習会を実施しまし
た。

平成24年度
計画

 薬事法に関する適切な表示知識について各保健所毎に講習会を開催します。

目標値

平成25年度
計画

 必要に応じて情報交換会を行い、監視指導の強化を図ります。

平成25年度
計画

 薬事法に関する適切な表示知識について講習会を開催します。

平成24年度
計画

 情報交換会を行い、監視指導の強化を図ります。

施策内容

施策2　製造・加工・調理・流通・販売・消費段階における安全安心の確保

基準値　平成22年度実績 平成24年度 実績
H24 H25 H26

施策内容
食品関連事業者を対象に講習会を開催し、適正な表示知識を普及啓発します。

１回/年 3 回/年 １回/年


