
推進計画構成案(26.7.24) 資料４

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 フードチェーンにおける食の安全確保
施策の展開１ 市内で生産される農畜産物の安全確保 市内で生産される農畜産物の安全確保

(1)  農薬の適正使用に関する普及推進
(2)  家畜伝染病対策に対する指導の徹底
(3)  リサイクル特殊肥料等施用に係る影響調査
(4)  環境保全型農業の推進
　  ・土壌診断
    ・GAP（農業生産工程管理手法）導入支援
    ・エコファーマー制度の推進

(1)  リサイクル特殊肥料等施用に係るモニタリング調査
(2)  農薬の適正使用に関する普及推進
(3)  家畜伝染病対策に対する指導の徹底
(4)  畜舎衛生対策

施策の展開２ 製造・加工、流通及び販売における食の安全確保 製造・加工、流通及び販売における食の安全確保
（1） 食品関連施設の監視指導
　 　・重点監視対象施設の設定
 　 ・夏期/年末食品一斉監視
（2） 札幌市中央卸売市場における監視指導
 　 ・早朝監視（有毒な魚介類・きのこ・山菜等の排除）
（3） 食中毒防止対策
　　・腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター対策
　　・ノロウイルス対策
　　・アニサキス対策
（4） 適正表示対策
　　・食品製造及び販売施設の指導
　　・アレルギー表示の徹底
　　・栄養表示、広告等に関する指導
　　・食品表示法施行に伴う周知徹底
（5） 収去検査の実施
    ・市内製造・流通品の安全性の確認、違反・不良食品等の排除
（6） 観光イベント対策
    ・運営協議会等において計画の段階からの事前指導
    ・開催期間中の指導の徹底
（7） 市民相談対応
     ・食の安全に関する相談対応
     ・栄養表示、広告等に関する相談
(8)　調査研究の推進

・調査研究の推進、資質向上

（1） 科学的で効率的な監視指導
     ① 食品製造施設における監視指導の強化
     ② 札幌市中央卸売市場における監視指導
     ③ 食品の種類別の対策
     ④ 食中毒防止対策
     ⑤ 適正表示対策
（2） 収去（抜き取り）検査の充実・強化
     ① 収去検査の実施
     ② 輸入食品の検査の実施
     ③ 食品衛生検査施設の業務管理の充実
     ④ 試験検査法の開発と改良
(3)  臨時営業に関する相談対応
(4)  食の安全に関する市民相談への対応

施策の展開３ 国、関係団体・機関との連携
(1)  国、関係団体等との連携
(2)  国等への協力要請と意見の提出

推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
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推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
基本施策２ 事業者の自主的取組の促進 事業者の自主的取組の促進

施策の展開１ 事業者の自主的取組への支援 事業者の自主的取組への支援

施策の展開２ 札幌市の施設における自主管理の推進 札幌市の施設における自主管理の推進
　  (1)  学校・保育所における給食の安全確保

 　・札幌市学校給食衛生管理マニュアル
 　・児童福祉施設最低基準、札幌市保育所給食管理運営指針
 　･衛生管理の徹底、施設整備の計画的改善
 　・放射性物質の検査
 (2)  食物アレルギーへの対応
 　・札幌市保育所等における食物アレルギー対応マニュアル
 　・学校給食における食物アレルギーの対応の手引き
 (3)  中央卸売市場における食の安全確保
 　・品質管理マニュアルの整備（卸、仲卸）

(1)  学校・保育所における給食の安全確保
(2)  食物アレルギーへの対応
(3)  中央卸売市場における食の安全確保

 (1)  HACCP導入型管理運営基準の推進
 (2)  札幌市食品衛生管理認定制度の推進
　　・北海道HACCP自主衛生管理認証制度との一部統合
 (3） さっぽろ食の安全・安心推進協定
 (4) (仮称)食の安全・安心おもてなし推進事業
 (5)  事業者向け講習会等の実施
　　・食中毒予防、食品表示等に関する講習会の実施
　　・法・条例等の変更に伴う講習会の実施
 (6)  食品衛生優良施設等の表彰
　　・所長表彰、市長表彰等

(1)  監視指導を通じた自主管理の推進
(2)  自主回収に係る対応
(3） さっぽろ食の安全・安心推進協定
(4)  食品衛生優良施設等の表彰
(5)  自主管理制度の普及強化
(6)  中小企業の経営基盤強化への支援
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推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
基本施策３ 危機管理の強化・充実

施策の展開１ 危機管理体制の整備 健康危機管理の未然防止対策
(1)  計画的かつ効率的な監視・指導及び収去検査
(2)  正しい知識の普及と啓発
　　① 食中毒警報の発令
　  ② ノロウイルス食中毒注意報の発令
　  ③ 事業者向け講習会等の実施
    ④ 市民向け出前講座等の実施
    ⑤ 園児等に対する食中毒予防啓発事業の実施
(3)  発生時を想定した模擬訓練等の実施
(4)  食品の安全確保に係わる人材の養成

健康危機の発生時対策
 (1)  対人調査と対物調査
 (2)  被害拡大防止の措置
 (3)  違反を発見した場合の措置
 (4)  食中毒や違反食品等の公表

健康危機の発生事後対策
 (1)  原因施設及び関係者への対策
 (2)  再発防止のための分析・評価

施策の展開２ 自主回収報告制度の推進

施策の展開３ 緊急事態への対処
(1)　緊急時のモニタリング体制の整備
　　・地域防災計画（原子力災害対策編）に基づく体制整備
(2)　公表
　　・公表、説明の機会

(1)　連絡体制の強化
 　・警報・注意報の発令
　 ・発生時及び発生事後対策
(2)  食品の安全確保に係わる人材の養成
 　・食品衛生監視員の資質向上
(3）  発生時を想定した模擬訓練等の実施
　 ・健康危機管理シミュレーション訓練の実施

食品に関する健康危機管理の強化・充実
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推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
基本施策４ 食品等の安全性に関する学習

施策の展開１ 学習する機会の提供 学習の推進と人づくり
 (1)  市民向け出前講座等の実施
　　・出前講座
 (2) 消費生活講座等の実施
　　・消費生活講座、体験テスト講座
 (3) 子どもを通じた家庭向け食中毒予防啓発
 (4) 子ども向け体験学習会の開催
 (5)  給食等における学習
 (6)  学生との連携による事業実施

(1) 市民向け出前講座、講習会等の実施
(2) 消費生活セミナー等の実施
(3) 食の安全・安心モニター制度
(4) 学習意欲を高める仕組み作り

施策の展開２ 食育の推進  子ども・若年層への啓発
　・さっぽろ食スタイル推進事業
　・離乳期講習会、親子料理教室
　・食生活改善推進員養成講座
　・さっぽろ学校給食フードリサイクル
　・食育講座

(1)  園児等に対する食中毒予防啓発事業の実施
(2) 給食等における情報提供
(3) 子ども向け体験学習会の開催
(4) 学生との連携による事業実施

施策の展開３ 人材の育成
(1) 食の安全・安心モニター制度
(2) 食生活改善推進員養成講座（再掲）

施策の展開４ 市民の自発的取組の促進
(1) 学習意欲を高める仕組み作り
(2) ボランティアとの連携
　 ・食生活改善推進員(再掲)

（食の安全確保に協力する市民の拡大）

4

※青字・・・新規・追加等項目
※赤字・・・他展開へ移行



推進計画構成案(26.7.24) 資料４

推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
基本施策５ 相互理解の推進

施策の展開１ 情報の発信（収集及び提供） 情報の発信
 (1)  ホームページや情報誌等による情報提供
  　・ホームページ、キッチンメール、SNS、グルメ情報誌掲載
 (2)  事業者等との連携による情報提供
  　・さっぽろ食の安全・安心推進協定
  　・（仮称）食の安全・安心おもてなし推進事業
 (3)  展示、イベント等による情報提供
　 ・パネル展示、常設展示（消費者センター、中央卸売市場）
 (4)  給食等における情報提供
　  ・食のウォッチング、給食だより

 (1)  ホームページや情報誌等による情報提供
 (2)  事業者等との連携による情報提供
 (3)  展示、イベント等による情報提供
 (4)  給食等における情報提供

施策の展開２ 事業者による情報の公開及び提供の推進 事業者の自主的な取組の可視化と食の安全に関する意見交換
（1）　さっぽろ食の安全・安心推進協定（再掲）
（2）　（仮称）食の安全・安心おもてなし推進事業（再掲）

施策の展開３ 情報及び意見の交換の促進
 (1)  意見交換会の開催
　  ・市民交流事業
 (2)  市民・事業者の意見の反映
    ・パブコメ、市民アンケート、推進会議、モニター

施策の展開４ 適正表示の推進
　・市民向け講習会、中小企業向け講座
　・市民向けリーフレット等の作成、周知
　・関連機関との連携強化、相談窓口の整理、周知
　・（仮称）食の安全・安心おもてなし推進事業
  ・北海道機能性食品表示制度

施策の展開５ 地産地消の推進 地産地消の推進
 (1) 「さっぽろとれたてっこ」の推進
 (2)  意見交換会の開催（再掲）
 (3)  地産地消を進める各種イベントの実施
 　  ・消費拡大フェア
 (4)  給食等における情報提供
　   ・給食だより、食のウォッチング
 (5) さっぽろ食スタイル事業（再掲）

 (1) 「さっぽろとれたてっこ」及び「さっぽろ圏地産地消」の推進
 (2)  意見交換会の開催
 (3)  地産地消を進める事業者への支援
 (4)  給食等における情報提供

 (1)  事業者の自主的な取組の可視化
 (2)  意見交換会の開催
 (3)  市民意見の聴取と施策への反映

食の安全に関する相互理解
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推進計画の構成（案） さっぽろ食の安全・安心推進ビジョン（現行）
基本施策６ 食産業・観光の振興への寄与

（1）　観光イベント対策（再掲）
（2） 庁内施策を視野に入れた食のブランド力向上
 　 ・食の安全・安心おもてなし推進事業（再掲）
 　 ・北海道機能性食品表示制度（再掲）
(3)  札幌市食品衛生管理認定制度の推進（再掲）
(4)  地元企業との連携・協働
　　・さっぽろ食の安全・安心推進協定（再掲）
(5)  中小企業の経営基盤強化への支援
　　・各種支援事業の実施
　　　（輸出仕様食品製造支援事業、外食産業海外展開支援事業、
　　　フード特区関連大型設備投資利子助成）
(6)  効果的な広報

（1） 庁内施策を視野に入れた食のブランド力向上
(2) 地元企業との連携・協働
(3) 効果的な広報

環境への配慮
（1） 資源の有効活用及び食品廃棄物の発生抑制
(2) 土壌診断等により環境保全型農業の推進
(3) 環境に配慮する事業者への支援
(4) ホームページや情報誌等による情報提供
(5) さっぽろ学校給食フードリサイクル

（1） 札幌市による食料等の確保
(2) 市民、事業者自らの防災対策の推進
(3) ホームページや情報誌等による情報提供

災害等への備えを通じた安心の創出

食産業・観光への寄与

（地産地消の推進及び）環境への配慮
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