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安全・安心な食のまち
さっぽろ推進計画 
（平成27～31年度） 

食品表示法 

食品衛生法 

札幌市安全・安心な 
食のまち推進条例 

食品安全基本法  

監視指導計画（単年度） 



将来像 

安全・安心な食のまち・さっぽろ 

施策の柱 

Ⅰ 安全の確保 

基本施策 

１ 
基本施策 

２ 
基本施策 

３ 

施策の柱 

Ⅱ 安心と魅力の創出 

基本施策 

４ 
基本施策 

５ 
基本施策 

６ 

施策の体系 

施策の展開 施策の展開 施策の展開 施策の展開 施策の展開 施策の展開 



各施策の実施状況 



平成27年度実施状況 



平成28年度実施状況 



基本施策１ 
 

生産から販売まで 
（フードチェーン）の 
安全確保 



製造・加工、流通及び販売における 
食の安全確保 

 食品取扱施設の監視指導 

 食品検査の実施 

 食中毒防止対策 



監視指導 

重点監視対象施設監視状況 
（平成28年9月末時点） 
 
・監視対象施設数   3,579件 
・監視実施予定数 21,574件  
・監視実施件数  11,613件 
・監視率       54.5％ 



食品検査 

放射性物質検査実施状況 
（平成28年12月28日時点） 
 

・予定検体数  140件 

・検査実施検体数 109件 

・検査結果   すべて基準に適合 

・主な検査食品 ベビーフード、レタス、 

         リンゴ、ハタハタ、ニシン等 



基本施策２ 
 

事業者の自主的取組の促進 



HACCPによる衛生管理の推進 

 HACCP導入型管理運営基準の促進 

 HACCPに関する認証制度の活用 

 HACCP導入に向けた支援 



HACCPフォローアップ事業 

通算７回のセミナー等により 
HACCPプランの作成・導入を支援 
 
 
参加事業者 
・ホテル連絡協議会 加盟事業者等 ６事業者 
・めん類製造業事業者 ９事業者 



事業者の自主的取組への支援 

事業者の自主的な取組を、札幌市との 

「協定」という形で約束してもらい、 

衛生管理意識の維持・向上につなげる。 

さっぽろ食の安全・安心推進協定事業 



事業者の自主的取組への支援 

さっぽろ食の安全・安心推進協定事業 

■協定締結数： 344件（累積：358件） 
（平成２9年1月13日時点） 
 

■平成28年度目標締結数（累積）：380件 



基本施策３ 
 

危機管理体制の強化・充実 



自主回収報告制度の推進 



食品健康危機管理シミュレーショ
ン訓練の実施 

・実施日 平成28年11月21日（月） 

・参加者 冬季アジア札幌大会組織委員会、 

     保健所、大会関係事業者 

・実施内容 

冬季スポーツ国際大会が札幌市内で開催中に

選手が宿泊するホテル等で大規模食中毒が発

生した場合を想定した対応訓練を実施 



基本施策４ 
 

食品等の安全性に関する学習 



平成28年度 

第１回 中央卸売市場 

第２回 札幌バルナバフーズ 

さっぽろ子ども食品Ｇメン体験事業 

子ども達に食品衛生 
監視員の仕事を模擬 
体験してもらう 

学習機会の提供 



食の安全・安心モニター制度 

買い物や外食の機会に 
食品の表示や、店舗の 
衛生管理状態をチェック！ 

人材の育成 



食の安全・安心モニター制度 

人材の育成 

報告件数（平成28年10月末時点） 117件 
 

うち、事業者の指導をした事例   8件 
例）原材料・添加物・アレルギーの表示漏れ 
  冷蔵庫の温度チェック漏れ 



基本施策５ 
 

相互理解の促進 



さっぽろオータムフェストへの出展 

情報の発信 

日時：平成28年9月9日（金） 
    ～10月1日（土）（23日間） 
会場：４丁目会場（北側） 

・さっぽろHACCP 

計6事業者が出展 



さっぽろオータムフェストへの出展 情報の発信 



さっぽろオータムフェストへの出展 情報の発信 

来場者アンケート結果（抜粋） 



さっぽろオータムフェストへの出展 情報の発信 

来場者アンケート結果（抜粋） 



さっぽろオータムフェストへの出展 情報の発信 

出展者アンケート結果（抜粋） 

 ・お客様のニーズを知ることと、ハサッ

プの普及に貢献できたことで弊社のスキ

ルアップに役立てた。 

・見込みよりも大幅に売り上げが上がり、

事前セッティングや撤去等、事務局の協

力体制をしっかりしていた。 

・初出店のため、自社でのPR不足等もあ

り、満足のいく売り上げも稼げなかった

ことが不満であったが、自店舗を設けて

いないので、「おいしい」という声を直

接聞けたことは何よりも良かった。 



いきいき健康・福祉フェアへの出展 

情報の発信 

日時：平成28年10月14日（金） 
          ～16日（日） 
会場：アクセスさっぽろ 
実施内容：ポスター掲示、リーフレット配架等に
より食中毒予防啓発・各事業のPR 



食のまち・さっぽろフェスト2017 

情報の発信 

平成29年1月28日（土）～29日（日） 
札幌駅前通地下広場（チカホ） 

・さっぽろHACCP 
・食の安全・安心おもて  
 なしの店 
・食の安全・安心推進協 
 定事業者 

計20事業者が出展 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

＜さっぽろ駅出口側空間＞ 
・謎解きアドベンチャー 
・体験型プログラム 
・パネル展 

＜北３条交差点広場（西）＞ 
・ステージ 
・謎解きアドベンチャー 
・出店者ブース 
・パネル展 

＜短期貸出スペース＞ 
・謎解きアドベンチャー 
・出店者ブース 
・パネル展 



情報の発信 

・しろくま忍者着ぐるみの活用 

正しい手洗い・ 
うがいの方法を 
幅広い世代に 
啓発します 



飲食店等で活用できるアレルゲン 
ピクトグラムの作成 

表示の普及啓発 



事業者の情報の公開及び提供の推進 

「食の安全・安心推進協定」施設の 
 マイルールの公開 



【夏季】9月８日 

 木田農園（北区）、JAし  

 のろ、レストランはるにれ               

【冬季】3月24日（予） 

 日糧製パン 

さっぽろ食の安全・安心市民交流事業 

情報及び意見の交換の促進 



基本施策６ 
 

食産業・観光の振興への寄与 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

衛生管理以外にも 

一歩進んだ取組を 

実践している店舗を 

札幌市が登録して 

市民や観光客に 

広く情報提供する事業 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【食品衛生優良】 
食品取扱施設の中で、特に食品衛生が優良と
される施設を「保健所長表彰施設」のほか、
HACCPに基づく高度な衛生管理を行ってい
る「さっぽろHACCP」を登録の必須項目と
しています。 

対象業種に菓子店等
の対面販売店を追
加！！ 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【栄養成分表示】 
料理や飲み物のエネ
ルギーや塩分等の栄
養成分表示を行い、
市民の健康な食生活
を応援している。 

【アレルギー表示】 
アレルギー物資のうち
「えび、かに、小麦、
そば、卵、乳、落花
生」をメニュー等に載
せて積極的に情報提供
している。 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【外国語メニュー表示】 
外国からの観光客にも安
心して食事を楽しんでも
らえるようにメニューに
外国語表記をしている。 

【禁煙・完全分煙】 
受動喫煙防止対策とし
て、健康増進法に基づ
く禁煙または完全分煙
を行っている。 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【さっぽろHACCP認証】 
世界標準の衛生管理システムであるHACCPの
考え方に基づき、市内の飲食店などを評価・認
証する「さっぽろHACCP」の認証施設。 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【専門調理師】 
和食、洋食、中華、寿司等の各分野で高度な
技術を持つ「専門調理師」が在籍し、自慢の
味を堪能できる。 



食の安全・安心おもてなしの店推進事業 

【道産食材】 
北海道産の食材にこだわり、札幌市や北海道
が実施する「地産地消を推進」する事業など
に参加している。 



【道産食材】の店対象事業一覧 

名称 概要 実施主体 

北のめぐみ 
愛食レストラン 

道産食材を利用した料理の提供を通じ
て、道産食材の積極的な利用や食材の
素晴らしさを伝える地産地消（愛食運
動）に取り組むお店 北海道農政部食の

安全推進局食品政
策課 

麦チェン！ 
サポーター店 

輸入小麦から道産小麦への利用転換を
目指す「麦チェン」に取組み、道産小
麦を使用した商品を積極的に販売・提
供しているお店 

さっぽろとれた
てっこ協力店 

「さっぽろとれたてっこ」産品を取り
扱っており、販売に際して認証マーク
の表示を行う等、「さっぽろとれた
てっこ」の取り組みに対する協力を行
う販売店等 

札幌市農業振興協
議会（事務局：札
幌市経済観光局農
政部農業支援セン
ター） 



登録された店舗の情報を、 

札幌市のwebサイトや各種イベント、 

広告媒体等で広く周知 



札幌市HPで登録事業者を紹介 

写真やPR情報を 
掲載して、より 
見やすいよう工夫 
しています 



月刊「poroco」11月号での紹介 



登録件数 
（平成29年1月13日時点）45件 
 
登録目標件数 
   平成31年度 200件 
 
 



食のまち・さっぽろフェスト2017 

情報の発信 

平成29年1月28日（土）～29日（日） 
札幌駅前通地下広場（チカホ） 

・さっぽろHACCP 
・食の安全・安心おもて  
 なしの店 
・食の安全・安心推進協 
 定事業者 

計20事業者が出展 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

＜さっぽろ駅出口側空間＞ 
・謎解きアドベンチャー 
・体験型プログラム 
・パネル展 

＜北３条交差点広場（西）＞ 
・ステージ 
・謎解きアドベンチャー 
・出店者ブース 
・パネル展 

＜短期貸出スペース＞ 
・謎解きアドベンチャー 
・出店者ブース 
・パネル展 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

ステージプログラム例（北３条交差点広場） 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

体験型プログラム例（さっぽろ駅出口側空間） 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

体験型プログラム例（周遊企画） 



情報の発信 食のまち・さっぽろフェスト2017 

出店・パネル展イメージ 



イベントの紹介に情報誌を活用 

～poroco1月号～ 



引き続き事業を推進し、成果目標の達成と 

「安全・安心な食のまち・さっぽろ」の 

実現を目指します。 


