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091001 H21.8.25 札幌市内ホテル連
絡協議会

●会員各社は、今まで以上により一層、厨房等施設の清掃・整理整頓、また、調理器具・機
材の清潔保持等に努めます。
●会員各社が、今まで以上により一層、食材の仕入や保管時の記録、温度管理等を徹底しま
す。
●会員各社が、日ごろから従業員の健康管理と衛生意識の向上に努めます。
●会員各社が、問題発生時には、消費者の健康と安全を第一に考え、迅速に対応するよう努
めます。
●会員各社は、消費者の声を大切にし、札幌の顔として、安全･安心な食の提供を基本とし
たサービス向上に努めます。

●札幌市内ホテル連絡協議会は構成する27のホテルでさまざまな情報を共有し、サービス向
上を目指す組織です。
定期的に会合を持ち、各ホテルが取り組む衛生面、アレルギー対応などの情報交換を行い、
それをもとに独自の対応を行いました。

092001 H21.8.25 イオン北海道　株
式会社

●イオン北海道は、お客さまの安全を最優先し、「イオン北海道だからできる」安心を提供
します。
●イオン北海道は、お客さまとの約束を守り、いかなるときも正直に行動します。

●お客さまに気持ち良くお買い物をしていただくために、全店で毎月、食品の品質衛生に特
化したミーティング「クリーンミーティング」を実施し、店長がリーダーとなり衛生管理、
品質管理に努めました。
●正しく、解かりやすい商品表示を維持するために、定期で開催される各種会議（店長会
議、各課長会議、各主任会議ほか）で、食品表示についての勉強会を実施しました。また、
全食品従業員を対象とした
表示研修を全店舗で実施しました。
●衛生教育リーダーを育成し、教育リーダーによる衛生教育を全店で実施しました。
●全店でお客さまのご意見をうけたまわる「ご意見うけたまわりカード」を運用し御返事
は、正確に正直に、を基本ルールとして「ご意見・お返事公開ボード」に掲示しました。
●外部機関による食品の販売時点抜き取り検査を約９００商品で実施し、結果は関連部署及
び取引先と共有し改善することにより、高品質で安全な食品の提供に努めました。
●外部機関による食品表示の適正確認を全店舗で実施し、約１，９００件の内容に対して確
認・検討・改善をしました。
●取引先を対象に新しい法律や衛生管理について勉強会を開催しました。

092003 H21.8.25 株式会社　ホクレ
ン商事

札幌市食品衛生管理認定制度の認定を受けて日々衛生管理を行っています。
●施設・備品・従業員の衛生管理
•ＨＡＣＣＰ保守書式に基づいて、日々作業開始前と作業の合間の定期
的な点検を行っています。
●商品の管理
•鮮魚・精肉・デリカ部門における加工工程の危害分析を行って商品加
工の安全に努めています。
•商品管理（入荷・保存・販売期限）と味付けのタレ等の調味料の開封
後使用期限の自主基準を設定して遵守しています。
●抜き打ち検査
•作業場での衛生管理・商品管理が遵守されているか点検するために内
部の検査スタッフと外部委託会社に抜き打ち検査を実施しています。
●問題発生の危機管理
•食品により健康への悪影響のおそれがある場合は、行政への連絡を
速やかに行い、指示を仰ぎます。

●ホクレン商事では全道でスーパーマーケットを展開。道内で生産された生鮮食品のほか、
店内でつくる加工食品を販売しています。各店で日々衛生管理を行い、市内には札幌市食品
衛生管理認証制度「さっぽろHACCP」の認定を取得した店舗も。
●内部スタッフや外部機関による商品への産地表示やその他のラベル表示の整合性などを不
定期に点検し、店舗ごとに従業員に対し衛生教育を行っています。生鮮部門では、バック
ヤードでも日付管理や保存方法などの抜き打ち検査を実施しています。

093001 H21.8.25 株式会社　きのと
や

●冷蔵庫の温度は、1日3回チェックし記録しています。
●自主基準を設け、定期的に外部に検査に出しています。
●１年2回の衛生教育（外部講師）を行っています。
●定期的に検便と手指の拭き取り検査を実施しています。
●製造従事者は、作業前に衛生管理点検表により、健康状態等のチェックを行った上で作業
に従事しています。

●冷蔵庫温度チェックは1日3回行い、記録しています。
●月2回、製品の微生物検査を外部機関により実施しました。
●外部講師による年2回(8月と11月、キューアンドシー)の衛生講習会を実施しました。
●2月、5月、8月、11月に検便を実施しました。(11月ノロウイルス検便も同時実施)
●5月、10月に手指の拭き取り検査を実施しました。
●体調不良者の出社前会社連絡を徹底し、出社判断を行うとともに、毎朝の就業前に健康
チェックを実施しています。

093004 H21.8.25 有限会社　ステ
ラ・マリス

●お客様から見えるところだけではなく、バックヤード、原材料保管場所なども清潔を保ち
ます。
●原材料の品質確認、アレルギー物質の混入防止に努めています。
●スタッフの衛生教育、食物アレルギーの教育に力を入れています。
●クレームの場合、電話で済ませず、すぐに直接出向き、ていねいな対応・説明に努めま
す。
●原材料の由来、内容、添加物の有無等、正確に把握できるものだけを使用します。

●毎月末日、バックヤードの徹底的な清掃
●アレルギー対応のお菓子を製造する場合、アレルギー物質が混入しないよう細心の注意を
払う。
●パンの製造の材料をイーストまで、すべて北海道の産品を使うようになりました。
●レジにアクリルの仕切りを立てました。
●店の入口にアルコールスプレーを置きました。
●通用口に靴の消毒液を置きました。
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093006 H21.8.25 株式会社　シャル
ロット

●アレルギー物質を含む食品、表示が推奨されている物も含めた25品目をできる限りプライ
スカードに表示する。

●北区の洋菓子専門店パティスリーアンシャルロットを経営。製造に携わるスタッフは頭髪
ネットと帽子を重ねて着用。厨房に入る前に必ず着衣に粘着ローラーかけを行い異物混入を
防いでいます。又、手洗い場の泡石鹸、お湯、消毒用アルコールの使用は、センサーによる
非接触型で行い手指の清潔さをキープ。外部機関との提携による製品検査、ふき取り検査も
定期的に行っています。お菓子の素材にはなるべく安定剤などの添加物を使わないよう配慮
し、プライスカード類には一部ピクトグラムを使用しています。

093008 H22.3.8 株式会社　かね彦 ●ＨＡＣＣＰの概念に基づく衛生管理を実施し、施設の衛生維持と食品の品質管理に努めま
す。
●環境資源にやさしいものづくりの開発と企業経営に取り組みます。
●多種多様な「かまぼこ」製品を通して、世界の食文化に貢献いたします。

●北海道ＨＡＣＣＰの更新を昨年しました。
●道産ホタテ、甘海老など北海道産の食材利用に継続してとり組んでいます。
●昨年１０月、タイランドの経済視察団が工場見学に来られて商談が開始される予定です。

093010 H22.3.8 国岡製麺　株式会
社

● 全社一丸となって、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）運動を推進しています。
● 毎月清掃実施計画を作成し、その記録をしています。
● 冷蔵庫の温度は、一日3回チェックし、記録を保管します。
● 定期的に従業員の検便を実行しています。
● 品質不良・異物混入等の場合は、原因を調査しお客様への丁寧な説明に努めます。

●５Ｓ徹底のため、従業員の健康チェック表、清掃・消毒チェック表の記録を毎日行いまし
た。
また、年１回（６月）の衛生講習会を行い、全従業員が参加しました。

093011 H22.3.8 サンマルコ食品
株式会社

● 全社一丸となって、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）運動を推進しています。
● 毎月清掃実施計画を作成し、その記録をしています。
● 冷蔵庫の温度は、一日3回チェックし、記録を保管します。
● 定期的に従業員の検便を実行しています。
● 品質不良・異物混入等の場合は、原因を調査しお客様への丁寧な説明に努めます。

●昨年度から引き続き、品質保証部と工場管理職による“自社工場監査（5S）”を毎月実施
し、工場毎の要改善事例を全工場と共有することで、周知徹底を行って参りました。
●使用する原材料は、受入れ時の品質確認はもちろんのこと、原料メーカーへの立ち入りや
産地・表示の確認を徹底し、安心・安全な原料使用に努めて参りました。
●製造に携わる全従業員に対し、製品に関わる食中毒についての解説、および防止対策につ
いての衛生教育を行いました。

093012 H22.3.8 株式会社　味のか
まぼこ高坂

● 衛生的、効率的に業務が行えるよう、整理整頓に努めます。
● 原材料は表示等を確認し、適切な保管と先入れ先出しを行っています。
● 製造時の異物混入防止、アレルギー物質混入の防止に努めています。
● 製品は自主基準を設け、検査機関で定期的に検査を行っています。

●例年どおりマイルールを実行しています。
ただし、北海道ＨＡＣＣＰの認定は今のところ取得せず、以前札幌市から認定をうけたとき
のやり方でＨＡＣＣＰの管理を行っています。

093013 H22.3.8 福山醸造株式会社 ●福山醸造は、札幌市や業界が提唱する衛生管理手法を積極的に取り入れ、お客様が安心し
て御使用いただける安全で衛生的な商品を提供します。
●福山醸造は、ISO9000認証制度を継続、改善して行くことにより品質の向上を目指しま
す。
●福山醸造は、危機管理の為に文書化されたルールを維持、改善していきます。
●福山醸造は、北海道らしい食の提案を通して、お客様の食文化に貢献していきます。

●HACCPに基づく衛生管理を推進し、2019年3月19日に北海道HACCP自主衛生管理認証書を醤
油工場、加工工場で取得しました。古い工場ながら、さらにお客さまが安心してご使用いた
だける様、衛生管理、品質管理の精度を向上させていきます。
●Intertekにより2019年10月1日付でISO9001:2015版維持審査によりプロセスが維持されて
いる事が認められました。　今後も適切な品質管理手法を維持する事により、消費者が安心
できる製品サービスの提供を進めていきます。
●北海道産の原料を使った商品の開発を進めると共に、北海道で期待される1次原材料の高
付加価値化に協力する為、水産加工品である、鮭の節を使用しただし醤油の開発(北海道ご
ち醤油）や道産原料の醤油の低塩化による北海道の消費者への新しい食の提案(北海道のお
いしい減塩しょうゆ）を進めています。
　昨年4月より、食品素材や健康志向の食品を消費者へご案内する部門(ヘルスアンドビュー
ティ事業部を立ち上げました。

093014 H22.3.8 西山製麺　株式会
社

●我々は、小学校教育において「安全でおいしい」が造られる現場を見ていただくことをと
おし、食の安全および環境への配慮の重要性を知っていただく取り組みを続けます。
●工場および倉庫内の整理・整頓・清潔・清掃と先入れ先出しの励行により原材料、製品の
品質、鮮度、期限表示の管理を徹底します。

●小学校３年生社会科現地学習の一環として１８４校、約１４，２００名の児童の工場見学
を受入れしました。今年度は、諸般の状況により見学受入れができないためネットで学習補
完できるバーチャル工場見学サイトの充実を進めます。
●認証取得済みである食品安全の国際規格ＦＳＳＣ２２０００の本社第一工場の麺類製造部
門に加え冷凍麺、中華皮、第二工場の麺類製造部門において認証エリア拡大をおこないまし
た。今年度は認証規格の最新バージョンへの移行をおこない更なる運用強化を進めます。

093017 H22.3.8 株式会社　ミルク
の郷

● 株式会社ミルクの郷は、毎年作成する会社経営方針にのっとり、食品を通して人々の健
康と安心・安全を提供し続けます。
● 安全で健康な職場の実現に向け、安全衛生活動を継続します。
● 人材育成に努め、生産効率の向上に努めます。
● 5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）活動推進により衛生意識の向上に努めます。
● 温度管理を徹底し商品管理に努めます。

●毎年1月に実施する会社経営方針説明会において全社員に行動指針、経営目標を説明し経
営方針に対する全社的な理解を深めております。
●安全衛生委員会を中心として職場安全パトロールを年6回実施し、年間300件以上のヒヤリ
ハット気がかり抽出を行いました。
●各管理職及び外部講師による講習会を実施し、また各種委員会活動を通じて人材育成を実
施しました。（北海道人材育成企業表彰で受賞）
●職場５Ｓパトロールを毎月実施し、指摘事項は２週間以内に改善活動を行い、さらに１か
月後を目途に改善確認を実施した。また年２回の社内大掃除を実施し、意識の向上を図って
おります。
●工程中の温度計は年１回の校正を実施し、製品保管冷蔵庫内温度を３回／日の目視確認と
自動記録計による連続監視を実施しており、温度異常時は担当者の携帯電話への警報連絡が
システムを運用しております。
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095001 H22.3.8 株式会社　ロム ●有用微生物の持つ物質生産・循環能力を応用して「食の安全・安心」に寄与しうる製品の
製造・販売と研究開発に努めます。
①排水処理用微生物資材を提供して、食品工場・業務用厨房の「安心でクリーン」な衛生管
理をサポートします。
②植物活性微生物資材や家畜用微生物資材を提供して、消費者・生産者の「安全でおいし
い」作物栽培・畜産物づくりをサポートします。

●排水処理用微生物資材を提供し、食品工場、業務用排水の「安心でクリーン」な衛生管理
をサポート致してました。
●家畜用微生物資材を提供し、生産者の方の「安全でおいしい」作物栽培・畜産物づくりを
サポート致しました。

101001 H22.9.26 札幌水産物商業協
同組合

●組合員各社は、消費者への魚介類の知識の普及と正しい取扱い（温度管理、原産地などの
適正表示等）を徹底するよう努めます。
●組合員各社は、魚介類の提供を通じ、食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与するととも
に地域社会に貢献します。

●直接、お客様に対して販売する小売業者の立場から、おいしい水産品と共に安全・安心を
お届けしようと産地表示の徹底や調理方法、料理レシピ、保存方法の説明などを組合員各社
に呼びかけ、一丸となって取り組んでおります。
●消費者の皆様に、最も近い存在として、卸売業者、仲卸業者にも食の安全・安心への取り
組みを働きかけています。

101002 H22.9.26 道央水産物商業協
同組合

●組合員各社は、消費者への魚介類の知識の普及と正しい取扱い（温度管理、原産地などの
適正表示等）を徹底するよう努めます。
●組合員各社は、魚介類の提供を通じ、食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与するととも
に地域社会に貢献します。

●マイルールに従い、組合員一丸と成り徹底するよう、日々通達している。

101003 H22.9.26 札幌青果物商業協
同組合

●組合員各社は、消費者への青果物の知識の普及と適正表示（品名及び原産地）を徹底する
よう努めます。
●組合員各社は、青果物の提供を通じ、食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与するととも
に地域社会に貢献します。

●組合員を対象にＨＡＣＣＰ講習会を開催し、食品衛生管理の徹底を喚起した。
●当組合の刊行物「商協だより」を媒体にＨＡＣＣＰについて掲載した。
●札幌市中央卸売市場消費拡大フェアにて、珍しい野菜果実の展示、お絵かきコンテストを
開催し、食文化の向上、青果物の知識の普及に努めた。

101004 H22.9.26 道央青果協同組合 ●組合員各社は、消費者への野菜や果物の知識の普及と適正表示（品名及び原産地）を徹底
するよう努めます。
●組合員各社は、野菜や果物の提供を通じ、食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与すると
ともに地域社会に貢献します。

●組合員各社は野菜や果物の提供を通じ、食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与すると共
に地域社会へ貢献した。
●組合員各社に対して消費者の青果物（野菜・果物）の知識の普及と適正価格など品名及び
原産地を表示徹底することを指示した。
●ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の推進。
●新型コロナウイルス感染防止としての、青果販売関係機関との連携と組合員への周知徹
底。

101005 H22.9.26 札幌中央青果協同
組合

●組合員各社は、消費者への青果物の知識の普及と適正表示（品名及び原産地）を徹底する
よう努めます。
●組合員各社は、青果物の提供を通じ食の安全性や信頼・食文化の向上に寄与するとともに
地域社会に貢献します。

●例年通り、適正表示については、全組合員値札や産地表示を明確にして、お客様への説明
も丁寧に行っております。
●お支払いが簡単になるよう、スマホ決済できるように取組んだりしてます。今はコロナ感
染が危険なときですので、マスクの絶対着用や、消毒を万全に整えて接客しております。

101006 H22.12.6 札幌ドーム飲食事
業者協議会

●会員各社は、5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）を徹底し、売店厨房等の良好な環境の保
持に努めます。
●会員各社は、食材の適切な温度管理や、異物混入を防ぐための点検を徹底します。
●会員各社は、従業員の健康管理や身だしなみの確認を行い、従業員一人一人の衛生意識の
向上と徹底に努めます。
●会員各社は、札幌ドームに来場するお客様に安心していただける「安全」な商品の提供と
サービスの向上に努めます。

●年2回の売店厨房の拭き取り検査や清掃検査を行い、5Sの徹底を実施した。
●適切な温度管理のもと、営業日ごとに賞味期限、消費期限を確認記録し、提出前に目視に
よる異物混入確認を実施した。
●営業日ごとに健康状態の確認や身だしなみ確認を行い記録することにより、衛生意識の向
上と徹底を実施した。
●月1回の定例会での情報共有を徹底した。

102001 H22.4.22 丸大大金畜産　株
式会社

●場所ごとの清掃項目確認書を作成し、毎日チェックすることにより清掃漏れ防止に努め、
隅々まで清潔な工場づくりを徹底しています。
●商品仕様書点検や工場点検を通して、商品の表示内容が事実に基づいていることや、法的
要求事項を満たしていることを確認しています。
●品質不良・異物混入等の場合は、原因を調査し、お客様へのていねいな説明に努めます。
●出荷する肉類には、産地の記載を励行し公表に努めています。
●衛生面への取組の理解のため、販売先業者の工場視察を定期的に受け入れています。

●洗剤を統一するなどＨＡＣＣＰ対応を徹底してチェックしています

102003 H22.5.1 株式会社　大三西
澤商店

● 施設内の整理整頓につとめ、清潔保持の徹底につとめています。
● 作業場は毎週末、下水道ほか隅々の大掃除を行っています。
● 鮮魚については、産地・鮮度・品質等の確認を常に行い、販売先に正確な情報を伝えて
います。
● 総菜等の加工品については、原材料を吟味し、内容・賞味期限等の正しい商品表示をし
ています。また、製造過程において異物混入等の事故がないよう、着衣・帽子等作業員の身
だしなみに十分注意しています。
● 商品の品質不良・異物混入等の場合は、原因を徹底的に究明し、お客様への丁寧な説明
に努めます。

●商品管理を効率化して冷蔵室・冷凍室を節電しました。
●毎日の清掃と週末の大掃除をしました。
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102005 H22.6.4 北のブランド
ショップ

●日ごろから、従業員の健康管理と店内の衛生管理の向上に努めます。
●安心・安全な商品の提供を行うため、札幌商工会議所が認証する「北のブランド」製品の
販売・PRに努めます。
●取扱商品の賞味期限を厳守します。
●問題発生時には、消費者の健康と安全を第一に考え、迅速に対応するよう努めます。
●札幌の顔である「時計台」に隣接することから、北海道、札幌を代表する店舗としての自
覚を持ち、安心・安全を第一に、消費者の声を大切にしたサービス提供に努めます。

●マイルールを意識し、サービス向上に努めています。

102010 H22.8.2 三共水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様への丁寧な説明に努めて
います。

●商品の仕入れ、販売時に鮮度・品質・適正表示の確認をし、安心・安全な商品（食品）販
売を全社員で取組みました。
●施設内の徹底した清掃と、商品保管庫内（冷蔵庫）の整理整頓、温度管理を表に記し、毎
日取組みました。

102011 H22.8.2 大舘水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●週1回の会議で社員一丸となって、食品の鮮度、適正表示の徹底確認を行った。
●商品発送時の確認作業を徹底して行っている。
●毎日、作業場で使ってる作業台や床を掃除し、常に清潔な状態を保っている。

102012 H22.8.2 河上水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社は2009年に札幌市食品衛生管理認定制度を取得して、81項目の自主衛生管理マニュア
ルを作成し日々、取組みをしています。

●顧客へのトレーサビリティによる産地・消費期限の確認、鮮度管理。
●毎月の会議でコンプライアンスの徹底。
●市場内での温度管理、殺菌チェック等を徹底。
●毎日の清掃・洗浄・殺菌の実施。店舗を全面禁煙に。
●今年度も更新して、衛生管理を徹底。北海道ＨＡＣＣＰに統合。

102013 H22.8.2 上山水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様への丁寧な説明に努めて
います。

●商品の品質、鮮度、適正表示の確認を行い、安全安心な食品をしました。
●商品の先入れ先出しを徹底して、消費期限、賞味期限の管理を徹底しました。
●施設内の清掃整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちました。

102016 H22.8.2 坂水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●全員で５Ｓ運動を進めています。
●「ＨＡＣＣＰ」のチェックを毎日して衛生意識の向上を計っています。

102025 H22.8.2 株式会社　やまた
水産

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●商品は、保冷車・冷蔵車による配送を行い、コールドチェーンの確保を行います。

●毎月の社内会議において当社マイルールのの周知を行い、社内での食の安全・安心への意
識が高まるよう努めております。

102026 H22.8.2 株式会社　一ウ ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●営業後の店舗の清掃、大掃除などの実施、冷凍室、冷蔵室の整理をしています。
●各従業員が日々徹底して細心の管理を実行、注意しています。

102027 H22.8.2 兼長水産株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●商品の品質、鮮度、適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ、先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員の手洗い洗浄、体温管理を徹底します。

102029 H22.8.2 株式会社　福田商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品は、保冷車・冷蔵車による配送を行い、コールドチェーンの確保を行います。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●商品受入時・出庫時に消費期限・賞味期限の確認を実施しました。
●保冷車・冷凍車での配送を徹底しコールドチェーンを確保しました。
●営業終了後に清掃を行い、定期的に大掃除を実施しました。大掃除毎に不要な物を廃棄し
ました。
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102035 H22.8.2 まるみ水産株式会
社

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を徹底し、食品に合った適正温度管理を徹底しまし
た。それにより、安全・安心な食品の提供が出来ました。
 ●商品の先入れ・先出しを徹底させ、消費期限・賞味期限の管理を徹底しました。
 ●施設内の清掃、整理整頓を徹底させ、ゴミはその日に捨て、常に清潔な状態を保てまし
た。

102036 H22.8.2 大協水産株式会社 ●仕入れの下見を十分行い、品質・鮮度を確認して納品しています。
●在庫表により期限切れ商品が出ないよう日々管理しています。
●生産者から産地・添加物等の証明書や行程表を取り寄せています。
●配送業務は専門家である配送業者に委託しています。
●まな板や作業台は毎日漂白洗浄しています。

102037 H22.8.2 札幌シーフーズ株
式会社

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●商品は、保冷車・冷蔵車による配送を行い、コールドチェーンの確保を行います。

●当社が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全安心」を推進し、衛生管理の徹底を
図った。

102038 H22.8.2 株式会社　十丸中
川青果

●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、適切に対応し、原因を調査します。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102039 H22.8.2 株式会社　森哲 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102040 H22.8.2 株式会社　双葉屋 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●生鮮野菜について、農薬使用時期、使用薬剤、使用方法等を確認しています。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102041 H22.8.2 有限会社　菅井商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み、異物の混入防止に努めてい
ます。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102042 H22.8.2 株式会社　石田商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102043 H22.8.2 丸共農産商事株式
会社

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●産地の偽装は致しません。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102044 H22.8.2 株式会社　本間商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●当社が定めたマイルールの取組に 基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102045 H22.8.2 株式会社　池広 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮野菜について、農薬使用時期、使用薬剤、使用方法等を確認しています。

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認、及び表示の偽装がないようチェック体制を整えまし
た。

102046 H22.8.2 株式会社　岩崎商
店

●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●仕入先のチェック、品質、表示の確認を必ずしました。
●商品に適した場所に保管し、配送の際にも保冷車、保冷剤等、使用しました
●毎日作業終了後行いました。
●常時上司がチェックして、指導してきました。

102047 H22.8.2 株式会社　上野商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102048 H22.8.2 小野青果株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●商品の消費期限・賞味期限の管理を徹底します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。
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102049 H22.8.2 株式会社　北一蔵
重商店

●食品表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み、異物の混入防止に努めてい
ます。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102050 H22.8.2  株式会社　葛西 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102051 H22.8.2 有限会社　南部商
店

●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●商品の消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102052 H22.8.2 有限会社　増井商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102054 H22.8.2 株式会社　森下商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み、異物の混入防止に努めてい
ます。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、適切に対応し、原因を調査します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102055 H22.8.2 丸ト青果株式会社 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安心・安全な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

102056 H22.8.2 株式会社　滑川商
店

●産地表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み防止に努めています。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●産地表示の偽装をしない様、管理しています
●商品の衛生的な取扱いの為、傷み防止に管理をしています
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持管理をしています
●施設内の清掃、整理整頓を毎日管理しています

102057 H22.8.2 株式会社　神田芳
雄商店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み防止に努めています。
●商品の消費期限・賞味期限の管理を徹底します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102058 H22.8.2 株式会社　小樽屋 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み、異物の混入防止に努めてい
ます。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102059 H22.8.2 有限会社　木内商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102060 H22.8.2 有限会社　大谷商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品に適した保管を行い、鮮度維持に努めています。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、適切に対応し、原因を調査します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102061 H22.8.2 株式会社　辻商店 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品の衛生的な取り扱いのため、輸送・保管時における傷み、異物の混入防止に努めてい
ます。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102063 H22.8.2 株式会社　本田誠
一商店

●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。
●生鮮野菜について、農薬使用時期、使用薬剤、使用方法等を確認しています。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。

102064 H22.8.2 株式会社　伊藤法
夫商店

●食品表示の偽装は許しません。
●商品に適した保管を徹底し、鮮度維持に努めています。
●施設内の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。

●当社 が定めたマイルールの取組に基づき「食の安全・安心」を推進し、衛生管理の徹底
を図った。
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102066 H22.9.26 田中水産株式会社
札幌センター

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●札幌市中央卸売市場等から仕入れした商品は、その日のうちに捌いて切り身にし、真空
パックに封入して札幌市内のホテルや飲食店に納品しています。その際、納品書には必ず産
地表示をしております。
●商品の仕上げをする調理場を「クリーンルーム」と名付けて解体場と隔離し、雑菌や異物
などが入りにくいよう工夫しています。
また、作業場の清掃はもちろん、製品に使用する資材の整理整頓などにも心がけています。

102068 H22.9.26 有限会社　珍味セ
ンター佐々木水産

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します 。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●ホテルや飲食店に水産物を納品しておりますので、商品の品質、鮮度に気をつけていま
す。
また、商品の管理や衛生面についての教育を全社員に徹底しております。

102069 H22.9.26 株式会社　すし善 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●札幌市内及び東京に全５店舗を展開しており、老舗の名に恥じることないよう、常に店舗
を清潔に保ち、作業台や調理器具の洗浄・殺菌を行っております。
●月１回開催しております店長会議では、各店で行っている冷蔵庫の温度管理や食材の保存
など衛生面への取り組みの達成度を発表しあい、衛生管理を徹底しております。

102070 H22.9.26 株式会社　本間鮮
魚店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●氷を敷きつめた発泡スチロールに鮮魚を並べガラスのフタをして陳列するのは、保冷技術
がそれほど進んでいなかった創業当時からの工夫です。見栄えをそこなわずに、ホコリや雑
菌の侵入、温度上昇から鮮魚を守れる上、冷気と温度を効率良く封じ込め鮮度を逃がさない
という先人の知恵を現在も守っています。
●北海道産の食材にこだわり、鮮魚・加工品ともに産地表示を心がけています。

102072 H22.9.26 株式会社　東鱗水
産

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●商品は保冷車・冷蔵車による配送を行い、コールドチェーンの確保を行います。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様へのていねいな説明に努
めています。
●月に一度検便、細菌検査を行っています。

●全従業員に月１回検便検査を実施しております。また、店舗内の冷蔵庫内や作業所の壁・
取っ手・販売商品等の雑菌検査並びにマナ板の雑菌検査を実施して衛生面に万全を期してお
ります。

102073 H22.9.26 株式会社　岩瀬谷
商店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。

●ホテルや飲食店に水産物を納品しておりますので、日々全社員へ商品の品質維持と管理・
衛生面を徹底しております。
また、配送の際には、保冷車や冷蔵庫を使用して、商品の鮮度や品質維持に注意しておりま
す。

102074 H22.9.26 株式会社　丸一長
谷川昇商店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●管理販売について担当社員が責任を持って行います。

●真空パックやビン詰めなどの加工品は、冷凍庫でしっかり温度管理をして保管していま
す。
店頭においても、冷蔵設備の整った棚に配置しています。
また、配送品には、保存方法を書いた説明書を同封しています。

102075 H22.9.26 松澤商店 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。

●日々、店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保っておりま
す。
また、商品の先入れ・先出しを徹底しており、品質や鮮度の良い物をお客様へ提供していま
す。
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102076 H22.9.26 株式会社　宮田商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様へのていねいな説明に努
めています。

●陳列台には、常に氷を絶やさないようにして、各種商品を維持しています。
また、在庫商品を保管する冷蔵庫は、温度管理と記録をこまめに行い、品質を損なわないよ
うに、日々、努力をしています。

102078 H22.9.26 安田鮮魚店 ●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●生鮮魚介類等の氷冷保管の徹底、冷蔵庫等の温度確認、保冷車・冷蔵車での配送を行い、
コールドチェーンの確保を行います。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。

●商品の品質、鮮度、適正表示とおり、全て適正に厳守しております。

102080 H22.9.26 有限会社　マルキ
ン北海

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品は保冷車・冷蔵車による配送を行い、コールドチェーンの確保を行います。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様へのていねいな説明に努
めています。

●従業員の健康チェック、清掃、消毒の推進していますが消毒剤がないので手洗いの徹底。

102085 H22.9.26 株式会社　やまき
木村

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品を保管する冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、記録します。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。
●弊社が策定した品質管理マニュアルに基づき、衛生管理を徹底します。
●従業員に対する定期的な衛生教育を実施します。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、お客様へのていねいな説明に努
めています。

●月に１回清掃会社に依頼して掃除をする。
●毎日の掃除は各自店で。

102086 H22.9.26 株式会社　鮮魚か
なざわ

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●商品の先入れ・先出しを徹底し、消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●食品表示の偽装は許しません。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●店舗・倉庫等の清掃、整理整頓を徹底し、常に清潔な状態を保ちます。

●売場・バックヤードの冷蔵庫・冷凍庫の温度チェック
●商品の先入れ先出しの実施
●作業終了後・売場バックヤードの清掃・整理
●冷蔵庫・冷凍庫の清掃・整理は毎日帰宅時に実施

102095 H22.9.26 有限会社　杉原商
店

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●食品表示の偽装は許しません。
●商品の消費期限・賞味期限の管理を徹底します。
●生鮮野菜については、国内産のもののみ取扱いとします。

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供しました。
●食品表示の偽装がないか注意しました。
●商品の消費期限・賞味期限の管理を徹底しました。 
●生鮮野菜については、国内産のもののみ取扱いとしました。

103002 H22.7.20 北海道コカ・コー
ラボトリング株式
会社

●私たちは、お客様にフレッシュで高品質な商品やサービスを提供し、笑顔（うれしい）を
お届けするお手伝いをします。
●私たちは、北海道のおいしい水と北海道で生産された原材料を使用し、北海道とともに成
長できる事業活動を目指します。
●私たちは、コカ・コーラシステムのマネジメントシステムである「KORE（コア）」の取組
みを通して、品質をより高めていく活動に努めます。

●製品製造においては地元の水や一部原材料の道産品の使用による地産地消を継続、
また道内における環境保全や道内イベントへの協力等、
事業だけではなく環境や文化の面など当社をとりまくあらゆるステークホルダーと共に、
持続可能性へと繋げるための活動を継続実施しました。
●「KORE」の遵守基準にあたるISO9001、FSSC22000、ISO14001、OHSAS18001について継続し
て取得、
また当社の品質管理状況をCSRレポートにて外部へと公表しています。

104001 H22.4.30 有限会社　長命庵 １ 見えるところだけではなく、施設内全体について整理整頓を行い、清潔を保ちます。
２ 原材料については品質・鮮度・期限表示等の確認の徹底に努めています。
３ 畑や栽培方法にこだわりのある原材料（ソバ）を使用して、安全・安心な商品を提供し
ます。

●これまでと変わらず、店内の毎日の清掃を行い、気持ちよく食事をしていただけるよう心
がけてきました。店内のほかにも、倉庫内の整理整頓にも努めています。
●ダッタンソバの生産者協議会を定期的に行い、栽培方法の勉強会を行っています。
また、昨年に続き札幌市農業支援センター様指導のもと、環境保全型農業への取り組みも進
めています。
本年はソバだけでなく、自社圃場や道内の生産者とともに、キクイモ生産者協議会を発足さ
せました。一般よりオーナーを募り作物・加工品を提供する運びとなりました。
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106001 H22.8.2 曲〆髙橋水産株式
会社

カネシメは北海道をはじめ世界中の海から、新鮮さと真心をもって真に「おいしい」海の幸
をお届けいたします。
●適切な品質管理と自主的な衛生検査を行い、お客様に安全・安心な食品を提供します。
●プロの目利きで厳選した食材を、お客様が必要とする商品情報と共に提供します。

●北海道の各産地を積極的に訪問し、北海道産食材に注力した営業活動を行い、新鮮で美味
しい北海道産の水産物の集荷販売をより一層強化した。
また、小樽水産高校と連携し、生徒がハワイ近海で漁獲したマグロを当社が全量買付けし
て、仲卸及びコープさっぽろの協力で、「元気まぐろ」として販売した。
●中央卸売市場のルールに基づいた適切な品質管理と合わせ、出荷業者に対する衛生指導や
衛生検査会社を活用した自主的な衛生検査を適宜行い、安全・安心な食品を提供した。
また、取引先様からのクレームに対し、迅速に対応するため、社内体制を整備した。
また、適切な産地表示が行われているかどうかの自主的な検査を毎年おこなっている。
●当社が取扱う水産物および加工品について、商品情報誌、および当社ホームページのブロ
グ等による情報発信と共に、必要とする食材を提供した。
また、高等学校２校、中学校１校の企業訪問を受け入れ、市場の取組み及び食品流通に関す
る情報を発信した。

106003 H22.8.2 札幌みらい中央青
果株式会社

●原産地等の適切な表示を確認し、販売します。
●栽培履歴の迅速な提供を目指した体制作りを行います。
●廃棄物の適切な分別、保管、処分に努め、環境にも配慮しています。
●施設内全体について整理整頓を行い、清潔を保ちます。

●HACCP衛生管理計画の策定及び推進しました。
●日々の４S活動（整理・整頓・清掃・清潔）を積極的に行い、活動内容を社内で共有しま
した。

116001 H23.5.23 株式会社東急百貨
店札幌店

●売場、厨房の整理・整頓・清掃を励行し、施設の安全衛生の確保に努めます。
●商品の温度管理、期限管理を徹底するとともに、定期的に細菌検査を実施し、自主基準に
適合する安全で衛生的な商品の提供に努めます。
●従業員の健康管理に努め、定期的に検便と手指の拭取り検査を実施します。
●問題が発生した場合は、被害の未然防止または拡大防止のために迅速な対応に努めます。
●当社が定める食品安全衛生管理規程により、自主管理を推進し、食品の安全確保と食品衛
生の向上を図ります。

●毎月その月の重点テーマにあわせて大掃除を実施、また、食品衛生指導担当による厨房の
衛生点検も毎月行いました。
●冷蔵庫の温度チェックと記録、期限確認を各売場で毎日行うほか、当社指定の商品群につ
いては定期的に外部専門業者による細菌検査を実施し、自主基準に適合する商品の提供を行
いました。
●食品担当者の検便と厨房担当者の手指等の拭取り検査を定期的に実施しました。
●商品回収告知サイト等の情報は速やかに共有し、取扱いの有無の確認などの対応を行いま
した。
●店で組織する「食品安全衛生委員会」は、月一度の定例会議として開催し、安全確保のた
めの協議と食品安全衛生に関する情報共有を推進しました。
新規入店者に対しては食品衛生に関する教習を実施しました。

115001 H24.1.21 ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル札幌

●ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌はお客様の安全を何よりも最優先と考え、安心してご利
用いただけるようHACCPに則り、徹底した衛生管理を行います。
●ホテルスタッフ全員が、手洗いうがいを徹底します。
●北海道の安全で新鮮な食材を出来る限り使用し、おいしい食を提供いたします。

●料飲・調理部門のＨＡＣＣＰの遵守
・出勤時を含む、複数回の手洗いの励行（全従業員）
・うがい機設置によるうがいの推進（全従業員）
・体温測定を含む「健康・衛生管理チェックリスト」の活用（全従業員）
・レストラン催事、宴会料理での、北海道食材を活用したメニューの提供
・毎月の検便（料飲、調理）、ノロウイルス検査（年２回、全従業員）

114002 H24.1.21 星華楼 ●施設内全体について、整理整頓を行い清潔を保っています。
●毎週ミーティングを行い、ルールの確認と意識向上に努めています。

●施設の整理整頓
　毎日のチェック表に基づき、清潔を保つようにして行動しました。
　ディベロッパーとの連携を取り良い環境作りを心がけております。
●週一回の「内容確認」と、年一回の衛生講習会参加をしました。
※今はコロナ感染症に取組姿勢で衛生には十分に配慮して行きます。

120004 H24.5.9 横山食品株式会社
本社工場

●生産工程の定期的な衛生検査(拭き取り検査、落下菌検査）と従業員の便検査を実施し、
衛生度の検証を行っています。
●日々使用原材料の賞味期限の確認・先入れ先出しを徹底し、原材料の管理に努めていま
す。
●はかり、温度計の点検を定期的に行い、適正管理に努めています。
●製品の賞味期限表示のダブルチェックを行い、表示ミスを防止しています。
●内部監査を実施し工程管理、記録の検証を行い、ルールの徹底・改善を図ります。

●検査：年間スケジュールに基づき、毎月実施した。
●確認徹底：適正量の原材料の納入に努めると共に、賞味期限の確認を行い賞味期限切れ原
材料の誤使用を防止した。
●点検：年間スケジュールに基づき毎月実施した。
●表示：担当者および確認者が日付表示を声に出して読み上げ、確認することを行った。
　ＱＲコードチェッカーによる管理を行った。
●内部監査：ＣＣＰ（重要管理点）機器取扱者に対して力量判定の実施とその記録を行うよ
うにした。

120005 H24.5.9 マルカワ食品株式
会社

●ＩＳＯ22000の認証を継続更新し、品質管理の維持向上に努めます。
●原材料、製品の品質、鮮度、期限表示の管理を徹底しています。
●５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を推進し、安全・安心な食品製造に努めます。
●従業員の衛生管理
   ・作業前に衛生管理点検表に健康状態のチェックを行う。
  ・定期的に健康診断、検便、手や指のふき取り検査を行う。

●昨年10月には定期維持審査が実施されています。
●温度の徹底管理、各種工程の記録等、年間を通じて実施しています。
●食品衛生講習会、安全衛生講習会、雇用時の新人講習、小集団活動
を通じ5Ｓ活動を推進しています。
●毎日の衛生チェックと定期的な健康診断・検便・手や指のふき取り
検査を、年間を通じ実施しました。また、冬期間につきましてはノロ
ウイルス対策の強化を図りました。
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120007 H24.5.9 株式会社　京王プ
ラザホテル札幌

●　見えるところだけでなく、施設全体について、整理整頓を行い、清潔を保ちます。
●　ホテル内で働く従業員の健康管理の徹底と定期的な衛生教育を行います。
●食の安全・安心の取り組みのため、調理5施設が、札幌市食品衛生管理認証制度「さっぽ
ろＨＡＣＣＰ」の認証を受けています。法令を遵守し、的確な衛生管理をすすめます。

●衛生管理マニュアルに則り、衛生保守点検を実施した。
月/6回の調理ｽﾀｯﾌによる厨房点検にて衛生ﾁｪｯｸを行ない指摘事項を改善した。
●全従業員（工事業者含む）は、入館時に手指の消毒を義務付ける。
又、就業前の健康チェックを行い、体調不良者は仕事に従事させない。
食品衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる衛生講習会（6月‐105名、11月‐143名参加）実施。
●札幌市食品衛生管理認証制度
令和2年1月1日付けで本部認証として再取得

120008 H24.7.13 大槻食材株式会社 ●商品の入荷段階で賞味期限の確認、入荷温度の計測を行い、安全・安心な商品管理の徹底
をしています。
●商品出荷時にも賞味期限の確認を行い、トレーサビリティも管理しています。
●商品保管も冷凍庫・冷蔵庫・常温庫の温度を１日３回計測・記録して品質管理をしており
ます。
●倉庫・配送従事者の作業前衛生管理点検表で毎日健康状態のチェックを行っており、また
毎月検便の実施も行っております。
●定期的に全社員向けに外部講師による食品衛生講習会を実施し、社員に対して食の安全・
安心の啓蒙活動を行うとともに、毎年お得意先様に衛生管理ニュースを配布して外部にも衛
生面の啓蒙活動を行っております。
●ＩＳＯ１４００１（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）とＩＳＯ２２０００（食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の認
証を取得しており、環境方針５ケ条と食品安全方針５ケ条に基づき、各部門目標設定をして
実践しております。

●商品の入荷段階で賞味期限の確認、入荷温度の計測を行い、安心安全な商品管理の徹底を
実施。
●商品出荷時においても、賞味期限の管理を行い、トレーサビリティも管理。
●商品保管時も冷凍庫・冷蔵庫・常温庫の温度管理を1日3回計測・記録して品質管理を実
施。
●倉庫・配送従事者の作業前衛生管理点検表で毎日の健康状態のチェックを実施。
　また、検便による検査も実施。
●定期的に全社員向けに外部講師による商品衛星講習会を実施し、社員に対して食の安全・
安心の啓蒙活動を　行うとともに、毎年お得意様に衛生管理ニュースを配布して衛生面の啓
蒙活動を行っている。

121001 H24.7.13 衛生管理ネット
ワーク協議会

●札幌市食品衛生管理認証制度「さっぽろＨＡＣＣＰ」の運営を通じて、飲食店等による商
業的な食品の安全性確保と信頼の向上に貢献する。
●札幌市食品衛生管理認証制度「さっぽろＨＡＣＣＰ」に取り組む飲食店等における衛生意
識向上を目的とし、人材育成に貢献する。

●新規５施設、更新１０施設の認証申請を受け、審査会を行い認証した。
●新規２施設、更新１施設の本部認証申請を受け、審査会を行い認証した。
●令和元年１１月２８日に、食品衛生セミナー「ＨＡＣＣＰ（食品の安全）を支える従業員
教育」を開催し１００名の参加を得た。

120009 H24.7.13 センチュリーロイ
ヤルホテル

●店舗・厨房など施設全体について、整理整頓・清掃を行い、常に清潔な状態でお客様をお
迎えします。
●従事者は、「始業前の点検表」による衛生チェックを行った上で作業に従事し、また定期
的に抜き打ち検査を実施し、衛生意識の向上に努めます。
●北海道の安全で新鮮な食材にこだわり、おいしい食事の提供に心がけます。
●食の安全・安心に向けた自主的取組として、当社は、札幌市食品衛生管理認定制度「しょ
くまる」（現さっぽろＨＡＣＣＰ）の第１号の認定を受けました。現在、調理全４施設で認
定を受けており、徹底した衛生管理に努めます。

●ダクト等の定期清掃の実施。壁・床の日々の清掃の強化。
　備品・食器等の整理整頓の実施。作業の効率化の促進の考慮。
●若手従業者を中心として、手洗いを励行し体調管理の更なる徹底に努めた。
　月1回の定期検査の継続実施。
●メニューの改訂の際、「メニュー表示」・「食材の産地」等の情報共有を関係従業者間で
行い、産地証明証等による食材のチェックによる安心・信用を得る食事の提供の実施。
●当ホテル内、4施設全てにおいて「高度段階（プレミアムステージ）」の認定を維持。
　体調管理・厨房機器管理の徹底を行い、従業員の衛生管理に対する意識向上を図り、施設
全体の更なる衛生管理の向上を目指す。

120010 H24.7.27 株式会社北海道ケ
ンソ

●衛生観念・製品管理の徹底を図っております。
●安全・安心をモットーに商品の品質、適正表示を確認しております。
●従事者の健康管理、服装、手指の洗浄・消毒や食品衛生責任者の業務の徹底を図っており
ます。

●衛生観念・製品管理の徹底を図っております。
●安全・安心をモットーに商品の品質、適正表示を確認しております。
●従事者の健康管理、服装、手指の洗浄・消毒や食品衛生責任者の業務の徹底を図っており
ます。

120012 H24.9.24 株式会社サンリツ
北海道支社

●食品検査を通じて、安全な食品作りをサポート致します。
●環境検査を通じて、安心出来る作業環境作りをサポート致します。
　（調理器具等の拭取検査、水質検査、レジオネラ検査など）
●検便検査・ノロウイルス検査を通じて、食品従事者の方々の衛生管理をサポート致しま
す。

●食品の安全性や品質を確保するためには、食材や製品、また、調理、加工済み
食品を調べ、食中毒の原因菌に汚染されていないかを事前に把握する必要があり
ます。お客様が情報を早く得られるよう、迅速な対応で正確な検査、報告をし、
安全安心な食品を提供できるようにサポート致しました。
●食中毒菌は食品の中にだけに潜んでいるわけではなく、食品を取り扱う環境の
中にも潜んでいます。細菌は目には見えませんので、清潔だと思っていても、汚
染されていることがあります。専用キットを使用し施設内の調理器具など環境に
潜む細菌を拭き取り検査し、お客様へお伝えいたしました。また、ノロウイルス
は環境の中でも汚染を受けていることがあります。弊社はノロウイルスの拭き取
り検査も行っております。
●食品事故を防ぐためには、まず食品取扱者が健康であることが重要です。検便
検査は腸内に潜む、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌などを調べる唯
一の検査です。腸内の病原菌の有無を調べ、迅速な検査と対応でお客様へいち早
くお伝えいたしました。



協定
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120013 H24.9.27 有楽製菓株式会社
札幌工場

●私たちは、工場内の５Ｓ(整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を通じて施設内全体の整理
整頓を行い清潔を保ちます。
●私たちは、商品仕様書や工場内の点検を通して安心・安全な製品を生産していることを確
認しています。
●私たちは、毎月、従業員全体を対象とした衛生教育を行い、品質への意識の向上に努めて
います。
●私たちは、品質不良等のお申し出に対しまして、お客様への迅速で丁寧な対応を心がけて
います。

●工場従業員全員参加で改善部会を継続し、実施状況を発表し、
各改善委員会の活動内容を貼り出し、
お互いの活動を見える化することで、5Ｓ活動を活性化させました。
●品質保証部の工場内巡回パトロールやライン責任者の日々の点検にて、
基準を遵守した安心・安全な製品を生産していることを確認しました。
●全従業員向けの衛生教育を毎月実施しました。
パワーポイントを使用しての教育は年に12回実施しました。
各々の教育終了時にテストを配布し回収し、意識の向上に努めました。
●不具合製品のお申し出に対しまして、即日、担当者によるミーティングを開催し、原因究
明、対策立案を話し合い、お客様へ迅速な報告をいたしました。

120014 H25.2.26 アピア・エスタ・
パセオ・札幌ステ
ラプレイス

●JRタワーのアピア、エスタ、パセオ、札幌ステラプレイス各店の食品営業店舗の清掃、器
具類の洗浄・殺菌等を徹底します。
● 商品の期限表示や保存温度等の管理を徹底します。
●各店舗の従業員に対する衛生教育を定期的に実施するほか、健康管理を徹底します。
●各店舗の衛生検査を定期的に実施することにより、衛生状態を科学的に検証します。
●食品衛生についての問題が発生した場合は、被害の拡大防止のため迅速に対応するととも
に、再発防止のための対策を講じます。
●これらの取組みにより、お客様の安全・安心はもとより、お客様の満足、さらには感動の
実現を目指します。

●各ショップの店長や従業員を対象とした食品衛生講習会を年２回(6月、11月、1月)延べ１
３回実施しました。また、食品営業店舗の従業員全員に対する食中毒菌検便を年２回(6月、
10月)実施するとともに、調理人についてはノロウイルス検便を年２回(6月、10月)実施しま
した。
● 各店舗に対する巡回点検やATP検査法による拭取り検査を年４回(6月、9月、12月、3月)
実施するほか、各店舗で調理した食品の細菌検査を年２回(6月、12月)実施しました。

120015 H25.2.26 大丸札幌店  “先義後利”の精神で

●安心安全な食の提供が第一優先であることを従業員に徹底して教育します。
●衛生検査を定期的に実施し、安心安全を科学的に検証します。
●厨房巡回で毎日の衛生管理を確認・指導します。
●食品衛生に関わる問題が発生した場合は被害の拡大防止のため迅速に対応します。

●新規入店のメンバーに関しては、衛生面の教育を行っており、安心安全を第一にして日々
の業務を行うよう指導しています。また、既存メンバーについては、日々の朝会の機会に安
心安全の意識について継続的に啓蒙していっています。
●年８回の食材の菌検査、年６回の手や器具類の拭取り菌検査を継続的に行っています。
●日々の厨房の点検・指導を継続的に行い、年に４回外部検査機関による厨房点検を行い問
題点があれば毎月開催の衛生委員会にて審議し改善を行っています。
●食品衛生に関わる問題が発生しないように、店内厨房だけではなく、お取引先様店外厨房
にも、衛生巡回を行い厨房管理について意見具申を行った。

120016 H25.2.26 JRタワーホテル日
航札幌

●施設等の衛生管理
レストラン・厨房など施設全体の整理・整頓・清掃（3S）を徹底し、常に清潔な状態でお客
様をお迎えしています。また、定期的な外部衛生コンサルタントの衛生監査にて拭取り検
査、衛生業務指導を受け施設の衛生管理を徹底しています。
●商品の品質管理
ホテルチェーン基準の調理温度管理・保存温度管理を実施し安心・安全な商品を提供してい
ます。それに加え定期的に食品細菌検査も実施し食品提供・保存方法を管理しています。
●従事者等の衛生管理
健全なスタッフを勤務させるため、各自が就業前体調管理シートを記入し責任者が確認して
います。また、年5回の外部講師による衛生講習会を実施し知識向上を図っています。

●施設等の衛生管理
　安全衛生委員による衛生パトロールを毎月行い、指摘事項は社内メールにて、
ホテル全館に周知し改善を促しています。また、衛生指導室スタッフによる
館内巡回を週3回以上実施しています。
衛生コンサルタント立入監査（株式会社LSIメディエンス）
　　令和元年5月16、17日　実施
　　令和元年9月12、13日　実施
　　令和2年1月16、17日　実施
　さらに、当ホテルは「さっぽろHACCP本部認証」を取得しております。
●商品の品質管理
　オークラニッコーホテル基準の温度管理を徹底して毎日チェックを実施した。
　食品細菌拭取り検査　年3回の実施
　　令和元年　7月10日　実施
　　令和元年 11月21日　実施
　　令和2年　3月13日　実施
　また、食材による二次汚染防止策といたしまして、調理器具や冷蔵庫での保管場所なども
基準に沿った使用方法を遵守しています。
●従事者の衛生管理
　就業前体調管理シートは毎日責任者が確認し、体調不良者は食品に係る作業からはずし、
休ませるなどの対応を行っています。
　一般腸内検査　１回/月実施、ノロウイルス検査　3回/年実施

　また、外部講師(エコラボ)による食品衛生勉強会や社内講師による衛生講習会&試験(料飲
スタッフ全員参加)を実施し知識向上を図っています。
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130001 H25.7.24 有限会社　イビ ●お客様の立場に立ち、安心・安全な食品、サービス、情報、感動を提供します。
●商品の原材料、保存方法等の一括表示、アレルギー物質や賞味期限について、適正に表示
します。
●商品を保管する冷凍庫・冷蔵庫の温度を１日２回確認し、記録します。
●作業従事者の定期的な健康診断、毎日の健康チェックを欠かさず行い、手洗い、消毒を徹
底します。
●施設の清掃、作業台や器具類の消毒を常に行い、衛生管理を徹底します。
●食中毒、異物混入の未然防止を徹底し、問題が発生した際は迅速に適切な対応をします。

●お客様の立場にたち、安心、安全な食品、サービス、情報、感動を提供します。
●商品の原材料、保存方法等の一括表示、アレルギー物質や賞味期限について適正に表示し
ます。
●商品を保管する冷凍庫、冷蔵庫の温度を１日２回確認し、記録します。
●作業途中者の定期的な健康診断、毎日の健康チェックを欠かさず行い、手洗い消毒を徹底
します。
●施設の清掃、作業台や器具類の消毒を常に行い、衛生管理を徹底します。
●食中毒、異物混入の未然防止を徹底し、問題が発生した際は迅速に適切な対応をします。

130002 H25.10.23 株式会社　東光ス
トア

●専門部署スタッフが月に定期巡回し、生鮮厨房内の衛生管理に取り組んでいます。
●冷蔵庫・冷凍庫の温度チェックを１日３回以上行い、徹底した品質管理を行っています。
●生鮮従業員に対して、定期的に研修を行い、衛生教育を行っています。

●専門スタッフによる店舗巡回を実施し、日々、指摘・改善の努力を繰り返し、衛生状態を
維持しています。
●温度チェックを知らせる店内放送と共に、温度チェックを行い、品質管理表に記入しまし
た。
●定期的に研修内容に応じた内容で、部門ごとに研修を行いました。

130004 H25.12.3 株式会社 札幌丸
井三越

●食品衛生年間業務カレンダーにより、毎月の活動テーマを設け、朝礼等通じ教育を行いま
す。
●食品衛生推進委員による店頭における表示確認、厨房内の衛生管理の確認等、巡回を実施
します。
●厨房内の拭取り・厨房従事者の手指の拭取り検査を実施します。
●定期的に従業員の腸内細菌検査を実施し、健康管理を徹底します。
●食品催事における製造・販売商品の細菌検査を催事ごとに実施します。
●百貨店食品安全衛生パスポート（日本百貨店協会発行）を携帯し常に「危機管理マニュア
ル」として活用します。
●問題発生した場合は、迅速かつ適切に対応し、拡大防止に努めます。

●食品衛生年間業務カレンダーに基づき、毎月の活動テーマに沿った教育を実施。また、改
正食品表示法セミナーを実施した。
●食品衛生推進委員による表示確認を商品の入れ替わりに合わせて実施。また厨房内を巡回
し、清掃状況、手洗い設備、食材の管理状況、設備・備品について点検を実施した。
●厨房内の器具類と従事者の手指のふき取り検査を実施した。
●定期的に授業員の腸内細菌検査を実施、また朝礼にて健康状況の確認を実施した。
●店内厨房製造品を中心に細菌検査を実施した。
●百貨店食品安全衛生パスポート（日本百貨店協会発行）を活用した朝礼教育を実施した。
●問題発生時は社内のレポートラインにより、迅速に情報共有し、被害拡大の防止に努め
た。

130005 H25.12.17 株式会社　佃善 ●冷蔵庫、冷凍庫の温度は１日３回チェックし記録をします。
●手洗いを徹底しより衛生的に製造致します。
●５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を推進いたします。

●温度異常もなく継続しております。
●手洗いは２回のまま継続し５Ｓも勉強会を実施しております。コロナにも手洗いが有効な
ので助かっています。

130010 H26.1.18 新札幌乳業株式会
社

●ＨＡＣＣＰとＳＱＦ（Safe Quality Food)システムを導入し、食品安全に努めます。
●食品衛生法などの関連法規を遵守し、お客様に安全・安心な製品を提供します。
●継続的な教育訓練の実施により、従業員の食品安全知識向上に努めます。

●市乳製造部門のFSSC22000取得のため衛生面の向上に努めました。
●顧客要求事項と関連法規の遵守の確認を定期的に実施し、変更が必要なものについては従
業員に周知や作業変更を行い安全安心に努めている。
●FSSC22000取得に向け食品安全チームの再編成を行い、外部講師による内部監査講習会を
実施し、スキルアップに努めました。

130015 H26.1.18 元気ショップ　い
こ～る

●調理器具の洗浄と店舗内の整理整頓を心掛け、清潔保持に努めています。
●廃棄物の適切な分別処理に努め、環境にも配慮しています。
●消費期限、賞味期限を毎日チェックし、期限が切れるまでに商品を売り場から撤去しま
す。

●調理器具使用時は、洗浄を行ったかの確認を口頭で行い、開店前の清掃、整理整頓などを
徹底して行っております。
●分別処理するものを適切に処理できるように都度、確認しながら廃棄しております。
●消費期限、賞味期限の近いものに関しては、一覧表を作成し、期限が切れる前に確認をし
ています。また、期限が迫っているものに関しては、レジ前などに置き、期限が切れるのが
わかるように販売しております。

130016 H26.1.18 北海道漬物類組合 ●組合は、消費者の声を大切にするとともに、安全・安心な漬物　を提供できるよう会員の
衛生管理の向上に努めます。
●会員各社は、製造従事者の健康管理や身嗜みの確認を行い、従事者一人一人の衛生意識の
向上と徹底に努めます。

●食品安全に関する各種セミナー・研修会の、会員企業への開催周知と参加の呼び掛け
●自主セミナー（組合設立趣旨の再確認と衛生管理へのモーティベーション維持）の企画⇒
開催延期

130020 H26.2.7 株式会社　旺武 ●有用微生物の持つ物質生産・循環能力を応用して、「食の安全・安心」に寄与しうる製品
の開発・製造・販売に努めます。
●植物活性微生物資材により「安全でおいしい」作物の生産をサポートし、生産者と共に消
費者の食の安全・安心に取組ます。
●発酵促進微生物資材により食品・水産廃棄物のゴミゼロを目指し、「食」から環境問題に
取り組み、物質循環型社会の実現を目指します。

●各事業者様の厨房の衛生環境の維持に有用微生物を長年活用してもらっております。

130022 H26.3.26 地域活動支援セン
ター 北のスモー
ク

●冷蔵庫・冷凍庫の温度は毎日１回チェックし、記録します。
●従事者は「作業前チェック表」による確認を行った上で作業に従事します。

●『冷蔵庫・冷凍庫の温度は毎日一回チェックし、記録します。』
・毎日ほぼ定時に温度を確認して記録、記録紙は保存しています。
・冷凍・冷蔵管理基準値以下で、稼働していることを確認しています。
●『作業者は「作業前チェック表」による確認を行った上で作業に従事します』
・白衣・マスク・帽子のみだれを個々が注意し、手洗い・消毒などチェック表通り準備する
ことにより、全員同じ意識で衛生管理に取り組んでいます。



協定
番号

締結日 締　結　名　称 マ　イ　ル　ー　ル 取　組　結　果

130025 H26.3.26 ＧＡＪＡ（ガヤ） ●施設の食品保管状況、冷蔵庫・グリストラップ・作業台などの清掃状況について、専門業
者のチェックにより指摘があった箇所の改善を行い、日々衛生環境の維持に取り組んでおり
ます。
●使用している食品と調理器具・作業台の細菌検査を定期的に行っております。
●国産牛のトレサビリティー表記の徹底を行っております。
●出勤時の健康確認を行い、体調不良者に勤務させないように取り組んでおります。
●ノロウイルスの検査を含めた定期的な検便検査を行っております。

●年２回専門業者にチェックを委託し、その結果とアドバイスを元に店舗の指導を進めて維
持継続ができる環境を作っております。
●上記同様専門業者へ委託し指導を進めております。
●納品時のパッケージにあるトレサビの番号を控えて
表記の段取り漏れが無いようにチェックを進めております。
●出勤時に体調の確認を行い、不調の場合は病院に行くように促して出勤を控えさせており
ます。
●専門業者へ委託し、年２回の定期検査を行って対応しております。

130026 H26.3.26 ＷＡ！ＧＡＪＡ
（ワガヤ）

●施設の食品保管状況、冷蔵庫・グリストラップ・作業台などの清掃状況について、専門業
者のチェックにより指摘があった箇所の改善を行い、日々衛生環境の維持に取り組んでおり
ます。
●使用している食品と調理器具・作業台の細菌検査を定期的に行っております。
●国産牛のトレサビリティー表記の徹底を行っております。
●出勤時の健康確認を行い、体調不良者に勤務させないように取り組んでおります。
●ノロウイルスの検査を含めた定期的な検便検査を行っております。

●年２回専門業者にチェックを委託し、その結果とアドバイスを元に店舗の指導を進めて維
持継続ができる環境を作っております。
●上記同様専門業者へ委託し指導を進めております。
●納品時のパッケージにあるトレサビの番号を控えて表記の段取り漏れが無いようにチェッ
クを進めております。
●出勤時に体調の確認を行い、不調の場合は病院に行くように促して出勤を控えさせており
ます。
●専門業者へ委託し、年２回の定期検査を行って対応しております。

130027 H26.3.26 手づくり雑貨カ
フェ　歩夢歩夢
(ふむふむ）

●店内の衛生管理
・見えるところだけでなく、店内全体について整理整頓を行い、清潔を保っています。
・作業台、包丁、まな板、ふきん及び機械類の洗浄・消毒について、方法・回数を定めて適
切に実施し、その結果を記録しています。
・お弁当箱は洗浄後アルコール除菌し、１時間以上置いています。
●商品の品質管理
・原材料の仕入れ時は、品質・鮮度・期限表示・異物混入等の確認を行っています。
・冷蔵庫や冷凍庫の温度は、毎日チェックしています。
・買い物は原則当日に行い、購入後３日以内に使い切っています。
●従事者の衛生管理（手洗いの励行）
・爪は短く切っています。
・石けんを手につけ、よく泡立たせ、爪や指の間、手首まで丹念にこすっています。
・泡は流水で十分洗い流し、乾いたタオルで水分をよく拭き取っています。
・使い捨て手袋を使用しています。
●問題発生時の危機管理
・問題発生時の対応マニュアルを作成し、従事者に周知徹底するとともに、日ごろからの訓
練に取り組んでいます。
・品質不良や異物混入等が発生した場合は、その原因を調査し、お客様へのていねいな説明
に努めています。

●店内の衛生管理
・見えるところだけではなく、店内全体について整理整頓を行い、清潔を保っています。
●商品の品質管理
●従事者の衛生管理（手洗いの励行）
●問題発生時の危機管理

140002 H26.5.1 ふらの ●調理器具等の洗浄に努めています。
●食材の低温度管理に努めています。

●使用後はもちろん、使用前にも洗浄しています。
●冷蔵庫、冷凍庫、ネタケース等の温度を毎日チェックしています。

140003 H26.5.1 ホテル　ニューバ
ジェット札幌

●作業台、包丁、まな板、ふきん及び機械類の洗浄・消毒について、方法・回数を定めて適
切に実施し、その結果を記録しています。
●冷凍庫の温度は、1日2回チェックし、その結果を記録しています。
●従業員は「衛生点検管理表」による衛生チェックを行った上で作業に従事しています。

●マイルールに則り、常に清潔を心掛け、毎日洗浄・消毒をすることはもちろん、外部検査
機関による衛生点検や害虫駆除検査を定期的に実施し、清潔さを保ちました。
●マイルールに則り、毎日８時と１３時に冷凍庫の温度チェックを行い、表にまとめ、食材
を扱う従業員すべて厨房に入る前に衛生チェックを実施し、体調確認を行い記録しました。

140004 H26.5.1 御菓子司　みつや ●調理器具、作業台、ふきん及び機械類の洗浄・消毒の徹底に努めています。
●トイレの清掃を適切に実施し、清潔保持の徹底に努めています。

以下の頻度で清掃・消毒に努めました。
◯調理器具については、次亜塩素酸ナトリウム（アルコール）で１日、調理内容が変わる都
度消毒しました。
◯作業台、ふきんについては、工程の作業終了の都度消毒を行っています。
◯機械類については、洗浄消毒を実施しました。
◯トイレについては、毎日始業前、終了後清掃消毒に努めました。また、ノロウイルスが流
行する冬期間については、次亜塩素ナトリウムで消毒を実施するなど清潔保持に努めていま
す。

140007 H26.6.2 うちパン ●施設の衛生管理：施設内を清潔に保っています。
●商品の品質：原材料の仕入れ時、品質・鮮度・期限表示・異物の混入等がないか確認をし
ています。
●商品について、お客様への丁寧な説明に努めます。

●衛生面では、毎回充分注意し、手洗い、店内、施設内清掃を心がけ取組みました。
●材料仕入れの際に常に確認、定期的に物品の見直しをして、不要物は廃棄しました。
●対面接客にて、より詳しい説明に心がけ、ＰＯＰなどの利用、特徴ある商品（特に道産も
の使用）を知っていただきました。



協定
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締結日 締　結　名　称 マ　イ　ル　ー　ル 取　組　結　果

140008 H26.6.2  ラーメン札幌一
粒庵

●機械器具の衛生管理、洗浄・消毒を定期的に行います。
●食材の仕入れ時には、品質・鮮度・期限表示・異物混入等の検品を行い、先入れ・先出を
徹底します。
●冷蔵庫・冷凍庫の温度チェック・記録を定期的に行います。

●機械器具の衛生管理、洗浄、消毒を毎日行った
●食材の仕入時に品質、鮮度、期限表示、異物の検品を行い、先入れ先出しを徹底した。
●冷蔵庫・冷凍庫の温度チェック、記録は１日２回した。
上記を記録するためにHACCPノートを導入した。
2019　12/10、2020　1月2月に3回にわたり5名の社員が保健所のHACCP講習を受けた。

140022 H26.7.24 洋菓子の店　モン
レーブ

●原材料の仕入時のチェック
●冷蔵・冷凍庫の温度チェック
●清掃をまめに行う
●クレームがあった時は、従業員で共有して再発しないように対応する

●マイルールにのっとり原材料のチェック　冷蔵庫の温度確認　清掃殺菌を従業員一同気を
付けて行いました。

140023 H26.7.24 すなっく　よりみ
ち

●いつも清潔な身だしなみでお客様をおもてなししています。
●従業員の衛生意識の向上に努めています。
●従業員の健康管理を徹底しています。

●店舗の内、外の整理、整頓、清掃等行っています。
●スタッフの健康にも気使い消毒等も厳しく。

140035 H26.8.1 コンディトライ伊
東

●冷蔵庫、冷凍庫、ショーケースの温度チェックを常に行います。
●調理器具の消毒を行います。
●原材料添加物について店頭で説明しています。

●冷蔵庫（２℃）、冷凍庫（－２０℃）、ショーケース（３℃）温度チェックを開閉時、常
に確認している。
●調理器具のアルコール消毒は、使用時テーブルに全部並べ消毒してから使用し、手も同時
にアルコール消毒している。
●資料を掲示して、超加工食品、添加物等ていねいに説明してます。

140037 H26.8.1 株式会社　岩本林
蔵商店

●施設内について、整理整頓を行い、清潔を保っています。
●調理器具等の洗浄、消毒の徹底に努めています。
●品質不良や異物混入等が発生した場合は、その原因を調査し、お客様への丁寧な説明に努
めます。
●適正表示を確認し、適正な表示を行い、便利でわかりやすい表示を目指します。

●毎日の整理整頓

140040 H26.8.1 ふじ寿司 ●原材料は仕入時等に表示や鮮度を確認し、適切な温度管理と期限管理を徹底しています。
●従業員全員が原材料の産地やアレルギーに関する知識を持ち、提供時やホームページに積
極的に情報提供するなど、お客様の信頼向上に努めています。
●毎日のシンク、まな板、布巾の洗浄・消毒と、床等の清掃により、施設全体を常に清潔に
保ち、気持ちの良いお店づくりをしています。
●従業員の衛生管理はもちろん、お客様用トイレでもノロウイルス感染対策を実施していま
す。

●毎日のシンク、まな板、布巾の洗浄、消毒と床等の清掃により、店内の清潔に努めてい
る。
●従業員の衛生管理、お客様のトイレでもノロウイルス感染対策を実施している。
●原材料の鮮度、温度管理、期限管理に努める。

140043 H26.9.1 札幌バルナバフー
ズ株式会社

●安全で高品質な商品の提供を通してお客様の信頼に応え、安心できる食生活に貢献しま
す。
●加工食品の製造場所として、お客様に満足頂けるように継続的に環境改善に努めます。
●すべての従業員に衛生管理の重要性を認識させ、常に食品安全に関する知識の向上を図り
ます。
●問題発生時には、お客様の健康と安全を第一に考え、被害の未然防止または拡大防止に努
めます。

●安全で美味しい商品をお届けできるよう、工場では衛生管理を徹底しています。また、北
海道HACCPを取得し、HACCPに基づいた管理を行っております。
●日々の整理・整頓・清掃を怠らず、継続して続けております。加えて、従業員同士の話し
合いを活発に行い、常により良い環境を作り上げています。
●工場で働く全従業員に教育を実施。衛生管理について基本的なことから応用的なことまで
知識をつけています。
●問題発生時には被害を防ぐことができるよう、異常発生時の対応フローを準備し、即座に
対応可能です。更に、日頃から従業員との情報共有を行い、事故の未然防止を図っていま
す。

140047 H26.10.1 公益財団法人札幌
市学校給食会

●当会登録納入業者に対して最新の食品衛生情報を提供し、安全・安心な学校給食用物資の
供給に向けて衛生意識の向上を図ります。
●食品等の自主検査の確実な実施により、自主的な衛生管理の徹底を図ります。
●地産地消の観点から、学校給食への北海道産青果物等の利用を推進します。

●年２回実施予定で、７月に実施した物資別講習会（令和元年度は大豆製品類納入業者対
象）では、最新の食品衛生情報を周知し衛生意識の向上を図りましたが、令和２年３月に予
定しました衛生管理講習会（全納入業者対象）は感染症拡大防止のため実施を取り止めまし
た。
●食中毒の発生時期である夏場を前に、６月から７月にかけて細菌検査等の自主検査を実施
しました。検査対象は食肉、大豆製品類、魚練製品、鶏卵、畜肉加工品類の各納入業者の２
６品目で「札幌市食品等の自主管理基準」に基づき実施しました。また、これ以外の冷凍食
品、乾物の各納入業者については物資選定時に提出される検査成績書により確認しました。
●年間を通じて産地指定等により、札幌市内及び札幌近郊産を含めた道内産青果物２１品目
を調達し供給しました。
このうち、使用量の多い玉ねぎは、１年間に亘り道産品を供給しました。また、馬鈴薯も夏
場の２週間以外は道産品を供給しました。

140051 26.11.1 コーヒーヴレイ
ク・ルミ

●作業台、包丁、まな板　洗浄、消毒は営業終了後毎日適切に行っております。ふきんは殺
菌消毒を行っております。
●原材料の仕入れ、品質、鮮度、期限表示、異物確認　毎日行っております。
●お客様にあった味付けを行っています（塩分調整など）。

●作業台・包丁・まな板・ふきんなど、洗浄、殺菌消毒を営業終了後毎日適切に行っており
ます。
●原材料の仕入で品質、鮮度、期限表示、異物確認は毎日行っております。
●お客様にあった味付けを行っております。（量、塩分調整など）
●コロナ対策として店頭にて全身消毒と手指アルコール消毒を徹底し、スタッフはマスク、
使い捨て手袋を使用。イス、テーブルは入れ替えごとに消毒、席の間引き、トイレ使用後の
消毒手洗いを徹底。換気を充分に行います。（道、市の要請に従い忠実に実行いたしており
ます。）
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140053 26.11.1 有限会社　北光食
品

●お客様の立場に立ち、安全・安心な食品提供に努めます。
●毎日の自主検査実施
●毎月、作業従事前の健康状態並びに制服等のチェックシート記入
●毎月、全従事者の検便検査（10月以降ノロウイルス検査）実施
●品質不良や異物混入などが発生した場合は、その原因を調査し、お客様に迅速・丁寧な説
明をいたします。

●取組結果はすべて順調にしております。

140057 26.11.1 株式会社　マルサ
ン三上商店

●商品の品質・鮮度・適正表示・期限の確認を徹底し、安全・安心な食品を提供します。
●調理器具等の洗浄・消毒の徹底に努めます。
●店舗の清掃、整理整頓を行い、常に清潔な状態を保ちます。

●世の中の状況から健康状態を把握し業務に取り組む。
●常に整理整頓を心掛け、お客様を気持ちよく迎え入れる。
●社員全員の健康チェック、手洗いうがい・消毒・マスク着用を徹底できている。
●取手・イス等の除菌・整理整頓の実施ができている。

140065 26.12.1 手造り菓子　菓夢
ｉｎ

●①衛生的、効率的に作業が行えるように整理整頓に努めています。
●②毎日の清掃と調理器具等の洗浄・消毒を徹底しています。
●③国産の材料を積極的に使用しています。また、極力無添加を心がけています。
●④消費期限等を口頭でもしっかりと伝えるようにしています。

●①③：製品の製造時には全て衛生手袋を使用を徹底した。又今年は特にコロナウイルスの
蔓延等により、より多くの手洗いとアルコール消毒の使用がかかせなかった。勿論継続中。
●②④：従来通り、信頼される内容の継続を実行します。

140067 26.12.1 特別養護老人ホー
ム　藤苑

●施設等衛生管理
①厨房内の清掃を進んで行い、常に清潔を保つよう努めています。
②使用後の調理器具は洗浄後、清潔な場所に保管しています。
③使用後の食器は洗浄・殺菌し、汚れが落ちない場合は漂白してから保管するよう努めてい
ます。
●商品の品質管理
①食材を適切に保管し、鮮度の確認を行っています。
●従事者等の衛生管理
①月１回、従事者の検便検査を実施しています。
●問題発生時の危機管理
①食中毒、感染症発生時は各部署と連携し、速やかに対応します。
●その他
①新鮮な野菜・肉・魚を使用し調理することで、家庭の雰囲気に近付けるように努めていき
ます。
②施設の特性上、入居している方の嗜好や嚥下のレベルに配慮し、食事を提供していきま
す。

●少しでも空いている時間を見つけて、厨房内の整理整頓や清掃を行い、常に清潔に保つよ
うにしました。調理器具や食器類についても、洗浄・殺菌を徹底し破損や汚れが落ちない場
合は新しいものと取り換えるようにしました。
食材を納入時の検品作業から鮮度や異物混入の有無を確認し、不良品とみられる場合は交
換・返品を行ってきました。
●月１回の腸内細菌検査と年１回のノロウイルスの検査を行いました。昨年度は陽性者を出
さないことができました。
昨年度は食中毒の発生は無かったが、現在新型コロナウイルス感染症が発生しているため、
より一層の体調管理、衛生管理を行っていきたい。。
●昨年度は少しでもメニューのバリエーションを増やすことや食事の見直しを行ってきまし
た。今年度は最期までおいしく食べられるように他職種と連携していきたい。

140069 26.12.1 株式会社　ダイイ
チ

●朝礼時の健康状態と身だしなみのチェック、トイレ使用時に作業着と靴を交換、毎月の検
便実施により、食品への細菌汚染を防ぎます。
●食品表示の自主点検表により適正表示の確認を行い、安全衛生チェックリストにより店舗
の衛生状態の保持に努めています。
●外部検査機関により、定期的な監査と作業場・器具・商品の細菌検査を実施し、衛生管理
に努めています。

●毎朝の健康状態と身だしなみのチェック、トイレ使用時に作業着と靴を交換、毎月の検便
実施により、食品への細菌汚染を防ぎます。
●食品表示の自主点検表により適正表示の確認を行い、安全衛生チェックリストにより店舗
の衛生状態の保持に努めています。
●外部検査機関により、定期的な監査と作業場・器具・商品の細菌検査を実施し、衛生管理
に努めています。

140070 H27.1.5 有限会社　つぼあ
ん

●アレルギー対象食品一覧を表にして、店頭に２ヶ所設置していつでも、誰でも、自分のア
レルギー食品が入っている商品がわかるようにしてあります。
●閉店時、毎日期限表示をチェックして、翌日に引き継いでいます。
●品質不良や異物混入が発生した場合は、その原因を調査してお客様への丁寧な説明に努め
ています。
●定期的に製品の検査を行っています。
●厨房に入る時は、ローラーをかけて、体にゴミがついてないようにしています。
●ダスターは漂白剤入りのお湯でこまめに洗っています。
●冷蔵庫の取っ手や引出しは漂白剤入りのお湯でこまめにふいています。
●手洗い後はペーパータオルで手をふいています。
●製造終了後は調理器具を漂白剤につけこんでいます。

●アレルギー対象食品を表にして店頭に設置し、お客様が確認できるようにしてあります。
●焼菓子など期限表示を毎日チェックしています。
●ダスターはこまめに洗ったり、取りかえたりしています。
●冷蔵庫や作業台は漂白剤を入れた水でこまめにふいています。
●ショーケースなどのふきそうじ、アルコールの設置など
等々
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140073 H27.1.5 徳洲苑　しろいし ●厨房内での整理整頓、清掃、作業台、器具類等の洗浄・殺菌を徹底し常に清潔を保ちま
す。
●原材料の鮮度・品質・消費期限・温度の確認、管理を徹底し、冷蔵・冷凍庫・食品庫内を
整理整頓します。
●調理工程での加熱・冷却、食事提供時の温物・冷物が基準温度に達しているかの確認を徹
底します。

●毎日厨房内の清掃をし、調理器具や食器類は洗浄後、器具殺菌庫に収納しています。
食材仕込み作業終了後、夕食提供後、厨房作業終了後には床、調理台、グリストラップ、食
器洗浄機等の機械の清掃を行っています。
昼食提供後は５分間の清掃時間を設け、冷蔵庫内や壁の清掃、扉の取手等の除菌を行ってい
ます。
週１度、食器洗浄機のパネルやカーテンをはずし、細かな部分を清掃し、隔週で洗浄機専用
の洗浄剤を使用して、庫内全体の洗浄を行い清潔に保つように努めています。
●原材料の納品・使用時に、鮮度・品質・消費期限・温度の確認と記載を徹底しています。
毎日冷蔵・冷凍庫内の食材の整理をし、「先入れ・先出し」を守り古いものが残らないよう
に、商品管理を徹底しています。
月末には棚卸を実施し、食材の在庫管理をして過剰に食材が残っていないか把握し、無駄に
食材を置かないようにしています。
●加熱・冷却した食品ごとに温度を規定時間以上測定し、基準温度に達するまで加熱・冷却
を行っている。また、調理方法によって測定点を１～３点にし、基準温度に達した食品の温
度を書面に記録しています。

140085 H27.2.2 北海道コカ・コー
ラプロダクツ株式
会社

●食品安全の確保・維持に努め、お客様へ「安心・安全な製品」を提供いたします。
●「FSSC22000」「さっぽろＨＡＣＣＰ」の取得により、食品安全マネジメントシステムを
効果的に運用し、継続的改善に努めます。
●食品安全に関連する法規制、条例、規制その他の要求事項を遵守いたします。

●本年も製品事故、製品回収なく、お客様へ「安心・安全な製品」を提供することができま
した。
●今年も安全の前提である一般衛生管理の維持向上のため、毎月のＰＲＰ現場巡回活動を実
施し、現場の改善と従業員の参画意識を高めることができました。
●内部監査、外部監査、その他検証活動にて、遵守状況に問題の無い事を確認しました。

140088 H27.3.2 ほんごう亭 ●原材料は、表示等を確認し、適切な保管と先入先出を行います。
●衛生的、効率的に作業が行えるよう、整理整頓に努めます。
●調理器具等の洗浄・消毒の徹底に努めます。
●廃棄物の適切な分別、保管、処分に努め、環境にも配慮します。
●従業員の健康管理や身だしなみの確認を行い、従業員一人一人の衛生意識向上に努めま
す。

●原材料の仕入時表示等の確認し賞味期限などを表に記録し商品管理の徹底に努めていま
す。
●衛生管理計画を策定し効率的に作業が行えるよう整理整頓に努めています。
●作業終了時、作業場、調理器具等の洗浄消毒に努めています。
●ゴミ別に業社に依頼し処分しています。
●健康管理の確認、手洗いの実施の徹底に努めています。

140098 H27.3.2 （有）ポワソン
ダブリール

●毎日、スタッフの健康状態を記録しています。
●朝・夕、冷蔵庫・冷凍庫の温度を記録しています。
●作業に入る前に粘着ローラーを使用して着衣のほこり等を取り除いています。
●定期的に商品・製造者の手指・厨房器具の拭き取り検査を行っています。
●年２回、スタッフに対する衛生教育について専門業者による衛生指導を受けています。

●健康状態を知り作業の内容を調整し年間を通じて実施しました。
●スタッフの意識が高まり整理整頓につながりトラブルも早く処置できました。
●異物混入が減りました。
●検査を定期的に受けることが出きてません
●今年度出きてません。社内で意識をもって取り組みます。

140099 H27.3.2 札幌市調理師団体
連合会

●会員（調理師）の資質、技術の向上を図り、札幌市の食のブランド力の向上に努めます。
●料理教室等を通じ、市民の衛生意識向上や食生活改善を図ります。
●研修会・講習会等を通じ、食品衛生知識や調理技術の普及・向上を図ります。

●加盟の各調理師団体が料理研修会、料理コンクールなどを開催し、新メニューの開発や調
理技術の向上を図るとともに、開発したメニューを参考にして市内の店舗で提供するよう努
めた。
●市民を対象とした料理教室へ講師を派遣し、栄養や食品衛生についての意識の向上を図っ
た。
●市内の和食、洋食、中華、鮨、そば麺の各調理師団体が所属の会員を対象に研修会、講習
会を開催し、調理技術の研鑽を図った。また、「ふぐ処理責任者養成講習会」を開催し、48
名が受講した。

140104 H27.3.2 有限会社　鮨のな
か田

●お客様へ安全で安心な食の提供に尽力し、細やかな心配りでお迎え致します。
●店舗及び厨房細部の清掃と、作業台や各調理器具の洗浄・殺菌を励行しています。
●生鮮食材の仕入時は、品質、鮮度、産地表示の確認と、冷蔵庫、冷凍庫の温度測定を毎日
朝夕行い、品質管理の徹底を図っています。
●調理師は常に清潔な白衣と前掛けを着用し、手指の衛生や身だしなみに留意しています。
●お客様の健康に配慮し、食品アレルギーの有無をお申し出下さるようにメニュー表に記載
し対応致します。
●問題発生の際は、速やかに原因を調査し、改善に取り組みます。

●安全で高品質な食材を仕入れて提供。
●店内・厨房の清掃、調理器具の洗浄と殺菌を励行。
●調理師として衛生意識と身だしなみに留意。
●食品アレルギーに配慮し店内に表示。メニュー表に記載しアピール。
●食品衛生法を厳守し、「食品衛生　優良証」を毎年受領、認定されている。

140106 H27.3.2 旬の酒蔵 川瀬 ●調理器具等の洗浄、消毒を徹底します。
●作業前後の手洗いを適切に行うなど従事者の衛生管理に努めます。
●食品を適正な温度によって保管、管理します。
●施設を整理し、害虫の駆除を行い、清潔に保ちます。

●整理整頓、清掃清潔の習慣は、店の人それぞれ注意して行うようになりました。

140110 H27.3.2 ●安全な食材にこだわって、手作りのお菓子を提供しています。
●原材料、保存方法等の一括表示、アレルギー物質や賞味期限について、適正に表示してい
ます。
●店舗内の清掃、整理整頓を行い、清潔を保ちます。
●毎月1回のミーティングを行い、ルールの確認と食品衛生の意識向上に努めています。

●安全な食材にこだわって、手作りのお菓子を提供しています。
●原材料、保存方法等の一括表示、アレルギー物質や賞味期限について、また栄養成分表示
について適正に表示しています。
●店舗内の清掃、整理整頓を行い、清潔を保ちます。
●毎月１回のミーティングを行い、ルールの確認と食品衛生の意識向上に努めています。
●新型コロナウイルス対策として、入店の人数制限、検温、手洗い消毒等に努めている。
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140014 H27.3.31 フーテックサービ
ス株式会社

●ＨＡＣＣＰ方式、５Ｓ活動等の導入をサポートし、食関連企業のレベルアップに貢献しま
す。
●食品工場での現場指導を行い、食品事故防止に努めます。
●衛生用品の販売及び検便検査等で衛生管理レベルの向上に貢献します。

●HACCP方式、５S活動の指導を複数企業に対して行いました。
●食品表示のチェックや、清掃、衛生に関する現場指導を行いました。
●検便検査や、食品の微生物検査、工場の拭き取り検査等を行い衛生レベルの向上に貢献し
ました。

140116 H27.3.31 株式会社オーロラ
キッチン

●施設・機材等の清潔を維持します。
●原材料に対する品質、鮮度、異物混入等を確認します。

●施設機材の使用毎に洗浄を行い、決められた場所にて整理
　月に一度の床、排水口の清掃。
　使用後に清掃、除菌、お客様にもアルコール除菌、手洗いなど徹底して実施した。
●原材料に対する品質、鮮度、異物混入等の確認
　食材表を作り、在庫、賞期限などの管理につとめた。

140121 H27.3.31 有限会社ブッ
チャー丸幸

●見えるところだけでなく、施設全体について整理整頓を行い、常に清潔を保っています。
●原材料仕入時に品質・鮮度等の確認を行うとともに、冷蔵庫・冷凍庫の温度を記録して商
品の品質管理を徹底しています。
●従業員の衛生管理、安全運転についての声掛け指導を随時実施しています。

●マイルールは、しっかり取り入れＨＡＣＣＰの考え方を取り入れ衛生管理を、行ってま
す。

150009 H27.7.1 開拓の村食堂 ●従業員は「作業チェック表」による衛生チェックを行った上で作業に従事しています。
●見えるところだけでなく、施設内全体について整理整頓を行い清潔を保っています。
●郷土の「味の文化」を発掘・発展しお客様の思い出を満たします。

●個人衛生管理表の記録を毎日行いました。
●定期的に整理整頓を実施、設備等の清掃・点検を実施。
●新メニュー３品を考案、販売する。

150010 H27.7.1 串鳥グループ ●調理器具の洗浄・消毒は方法、回数を定めて適切に実施し、管理の徹底に努めています。
●冷蔵庫、冷凍庫の温度管理は営業前、営業終了後の2回、計測しその結果をすべて記録し
ています。また、食材の消費期限、鮮度の確認を毎日行い、お客様に安心安全な商品の提供
を心がけています。
●月に一回、店内及び厨房内の衛生点検を社内衛生管理者が行い、改善箇所がある場合は速
やかに改善し、衛生管理の徹底を行っています。
●従業員の健康管理や身だしなみの確認を行い、チェック表に記載し、保管・管理をし、従
業員一人一人の衛生意識の向上と徹底に努めています。

●社外講師を招き、洗浄の重要性や細菌繁殖の要因について社内衛生講習を実施致しまし
た。
●改善要望箇所は全店に頒布し、情報を共有致しました。
●衛生点検時に必ずチェック表を各日確認し、巡回エリアマネージャーからの指導もしてお
ります。

150011 H27.10.1 株式会社Harapeco ●物の整理は心の整理。不要なものは直ちに感謝を込めて後始末致します。
●整理、整頓、清潔、清掃、躾の５Ｓを徹底的に行い、施設の衛生管理、および社員の意識
向上を実施しています。
●気づいたことは即行即止。間髪入れずに実行します。
●返事は好意のバロメーター。打てば響く「ハイ」の返事を実施しております。
●豊平区の食育事業に協力しています。

●毎日全社スタッフが始業前15分間全員で決められた場所の整理整頓を実施する習慣をつけ
た。
●全店舗で５Ｓを徹底することで危険ヶ所の早期発見ができ、事故を未然に防ぐことができ
ている。

150014 27.10.1 札幌グランドホテ
ル

●施設全体の整理整頓・清掃を行い、安全衛生の確保に努めます。
●スタッフの健康管理を徹底し、安全の確保に努めます。
●定期的にスタッフの衛生教育を行います。

●毎日、社内通用口及び全部署次亜塩素酸水の手指消毒実施。
　毎月、館内各厨房の安全衛生点検実施。
●定期健康診断他、５種検便・ノロウイルス検便各２回計４回実施。
●外部講師による「衛生講習会」４・１１・１２月　計８回開催。

150015 27.12.3 ●施設内全体について整理整頓を行い、清潔に保っています。
●廃棄物の適切な分別、保管、処分を行い、環境に配慮しています。
●原材料の先入れ・先出しを行い、消費期限・賞味期限の管理を徹底しています。
●外部の検査機関にて製品検査を定期的に行っています。

●施設内に付いて、整理整頓を行い毎日タオル等消毒しています。掃除含む。
●廃棄物処理＝週２回（月、金）
●原材料の先入れ先出しを行い消費期限、賞味期限使用しています。
　又日付の記録も行っています。
●製品検査を年２回、ブドウ球菌、一般生菌行っております。

150016 27.12.3 そば処　東家寿楽
東急店

●アレルギー物質の一覧表を店内に用意しています。
●原材料の仕入れ時は、品質・鮮度・異物混入等の確認を行っています。
●異物混入等発生した場合、原因を調査し、お客様に丁寧な説明をします。

●を日々従業員と一丸となって取組達成しました。

160003 H28.5.16 特定非営利活動法
人　コロポックル
さっぽろ

●衛生的、効率的に業務が行えるよう、製菓室の整理・整頓・清掃を徹底します。
●原材料や製品の保存温度・保存方法の管理を徹底します。
●製品の内容表示は適正でかつお客様にわかりやすい情報を提供できるように努めてまいり
ます。
●石けんによる器具類の洗浄・煮沸消毒により徹底した衛生管理に努めます。
●製造従事者は、作業前に衛生管理点検表により、健康状態等のチェックを行った上で作業
に従事します。
●添加物を出来る限り使用しないお菓子作りに徹するため、原材料の由来・内容が明らかな
もののみ使用します。

●製菓作業後は、使用物品は勿論、製菓室のシンク、排水口、床等を入念に清掃した。ま
た、製菓作業をしない日も、毎日、製菓室のアルコール消毒を行った。
●冷蔵品、冷凍品の温度管理を徹底的に行うため、9時と18時に温度を計測、記録した。
●商品の内容表示を札幌市のルールに従い、原料と添加物に分けて表示した。
●製菓作業後は、必ず、石けんによる布巾の煮沸消毒を行った。また、除菌効果のあるアル
コールも使用することにより、さらに、衛生面に留意した。
●メンバーさんと職員も含めて、製菓作業前に必ず3項目の健康チェック（爪が伸びていな
いか、吐き気はないか、下痢はしていないか）を行った。
●出来る限り生活クラブの消費材を使用した。（生活クラブ自主基準は、標準よりも厳格な
基準のため、完全無添加に近づけるために有効であると認識している。）
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締結日 締　結　名　称 マ　イ　ル　ー　ル 取　組　結　果

160007 H28.9.1 有限会社セレモサ
プライ

●２ヶ月毎に検便を実施しています。
●第３者の衛生点検業者にて厨房施設の衛生点検及びスタッフの手指のふきとり検査を定期
的に実施しています。
●食品の品質管理に留意し、日付の管理・先入先出しを徹底します。
●１年に１回、外部講師による衛生講習会を実施しています。

●２か月毎の検便(腸内細菌検査)に加えて、１０月-３月の冬期間はノロウイルス用の検便
検査も昨年度に引き続き実施しました。健康保菌者の早期発見と共に、日々の体調管理の重
要性についてスタッフ全員意識を高めています。
●年２回、抜き打ちで厨房施設の衛生点検を実施し常に衛生意識を持ち、改善指摘事項は速
やかに実施し、全体評価は向上しています
●開封商品・仕込品の日付記入を徹底し、在庫の回転をあげるよう努めました。
●今期はノロウイルス及び食中毒・食品事故の予防対策をテーマとして、調理従事者パート
も含めて全員出席し、衛生意識向上に努めました。

160008 H28.9.1 有限会社ヌヴォー
ン

●出来る限り安全で安心出来る北海道の食材を使用しています。
●施設内の整理、整頓を行い、清潔を保っています。
●汚染ゾーン、加熱ゾーンの区分けを徹底しています。
●調理器具は、洗浄、消毒、殺菌を徹底して行っています。
●冷蔵・冷凍庫の温度を2時間ごとに確認しています。
●定期的にふきとり検査、食品の細菌検査を実施しています。
●原材料の仕入れ時は、品質、鮮度、期限表示、異物混入等の確認を行っています。
●商品の加熱時は、温度計、タイマー等で確実に通加温度、時間の確認をしています。
●品質不良、異物混入等が発生した場合には、その原因を調査し、お客様へていねいな説明
に努めます。

１、北海道の食材を中心にメニューの構成行っております。
２、定期的に大規模な整理、整頓を年３回実施しています。
３、食材の消費期限が切れる食材は破棄しています。
４、社員の健康チェック、勤務時間中の消毒実施。
５、年間１回、衛生講習会を実施。
６、食品の細菌検査を実施。
７、冷凍庫、冷蔵庫の温度管理。

160011 H29.1.10 あいの里協働保育
園

●子どもたちが笑顔いっぱい、元気いっぱいになれるような給食を目指します。
●子どもたちにとって安心で安全な給食を提供できるように、衛生管理やアレルギー対応等
を日々徹底します。
●子どもたちに楽しいと思ってもらえるような食育を心がけます。

●子どもたちにおいしいと思ってもらえるような給食作りを日々心がけています。
●異物混入がないか確認、アレルギー対応食に間違いがないか確認を日々徹底しています。
●季節ごとに野菜栽培や収穫、クッキング等を行い、子どもたちに体験してもらえるような
食育を行っています。

160012 H29.1.10 社会福祉法人ナー
サリー虹の会　新
川西さくらこ保育
園

●手作りを基本とし、子ども達が「ニコニコ　モリモリ食べる！」おいしく安全な給食づく
りを目指します。
●園の畑で野菜を育て、子ども達が作って食べる楽しさを体験します。

●５Ｓ運動を推進することを心がけ毎朝同時間に身体を動かしニコニコモリモリ食べれるよ
うに努力しました。
●園の畑に苗を植えたり水をまいたり、ながめたり成長を観察しました。餃子の皮をピザ生
地に見立てて収穫した野菜を乗せて一口ピザにしたり、ポテトフライや胡瓜のお漬物カレー
ライス等、調理師栄養士保育士共に楽しみました。

160016 H29.2.13 社会福祉法人　勇
志会　エンジェル
保育園

●食育を通して子ども達の食生活の文化工事用に貢献します。
●給食室における設備、備品用具などの衛生管理の徹底に努めます。

●マイルールに沿って、施設利用者の子ども達への給食を安心・安全に努め提供していま
す。
●札幌市からの給食のガイドラインなども職員一同周知・遵守し作業を行っております。

160028 H29.3.31 どさんこファクト
リー北海道株式会
社

●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します。
●適正な表示を仕入れごとに確認し、適正な表示を行い、便利でわかりやすい表示を行いま
す。
●店舗の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。
●品質不良、異物混入等が判明した場合は、原因を調査し、製造会社との情報を共有し、再
発防止の徹底をはかり、お客様への丁寧な説明に努めていきます。
●お客様の健康の保護を第一に考え、営業を行っています。
●社員のコミュニケーションを促進し、働きやすい環境作りに努めています。

●毎週月曜日の朝、従業員の健康チェック、また清掃の方法を話し合いました。

170004 H29.5.9 カネシメ食品株式
会社

●ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実施し、自主管理を推進します。
●エアシャワーや粘着ローラーの使用により、従業員からの異物混入の防止を徹底します。
●従業員は手洗い・消毒を十分に行い、食中毒を予防します。

●従業員は手洗い消毒を十分に行い食中毒を予防します。
●新型コロナ対策
①全社員パートの検温の実施（出勤対象者）
②マスクの無料配布（定期的）
③本人、家族の検温と３７℃以上が確認されたならば、出社禁止と家族全員の毎日の検温の
結果報告
④食堂（社員パート対象）でのアクリル板の設置

170006 H29.6.6 東札幌かすたねっ
と保育園

●包丁、まな板等の調理器具は毎日殺菌を行っております。
●厨房で使用する大型機器類もメーカーによる年数回の定期点検で安心かつ安全な状態を保
持させております。
●調理従事者は細かな手洗い・アルコール消毒のほかノロウイルス等の検便検査を実施し対
策を徹底しております。

●殺菌の温度、時間を日々チェックし日誌に記入。
また、劣化した包丁、まな板は早めに交換し、使用も用途別にわけて衛生的に保ってます。
●トラブル防止の為、保守・定期点検を実施し、衛生的に使用できるようにメンテナンスを
実施してます。
●調理従事者は、細やかな手袋・アルコール消毒のほか、ノロウイルス等の検便検査を実施
し対策を徹底しております。
●調理従事者は、年１２回の３種検査にノロウイルス検査も実施し衛生的な装いで厨房の消
毒・清掃も徹底して実施してます。



協定
番号

締結日 締　結　名　称 マ　イ　ル　ー　ル 取　組　結　果

170007 H29.7.5 ホテルエミシア札
幌

●「食の安心・安全」を最優先事項に掲げ、衛生管理を地域・社会貢献の一貫と位置づけて
おります
●HACCP導入型の自主衛生マニュアルを運用しています
●調理従事者だけではなく全ての従業員が整理・整頓・清掃・清潔・躾をそれぞれの業務に
結びつける「５Sプロジェクト」という社内活動を実施しております

●自主衛生マニュアルに則り、各レコード表の記録と保管を実施
　全28種類の衛生関連の記録を取り、毎月統括料理長、料飲部長による確認を実施
●食品検体の採取と検食カードの記入を行い、過去1年分の記録　を保管
●腸内細菌検査及びノロウィルス検査をそれぞれ5回実施
　また、ノロウィルス対策として、冬期間（11月～4月）2枚貝の生食全面禁止
　牡蛎に関しては、加熱・生食共に全面禁止（従業員の摂食及びゲストへの提供を禁止）
●専門会社による害虫検査と駆除を毎月実施
●外部衛生監査1回、総支配人による衛生監査を2回実施
　（適合基準以下のセクションは改善プラン作成とその実施、統括料理長が最終確認）
●対象施設ごとに専門会社によるスタンプ式細菌検査と食品微生物検査を毎月実施
　（基準値を超えている場合は改善プラン作成とその実施、総料理長が最終確認）
●対象施設の従業員及びアウトソーシングスタッフへの個人衛生、健康管理記録を義務付け
●衛生コンサルタント会社2社の指導に基づく管理手法を実践
●全従業員に対し5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動の推進を行い、意識付けの徹底を
実施

170010 H29.7.5 一般社団法人　米
里保育園

●園児が健康ですこやかに成長する様に見えるところだけでなく、施設内全体について、整
理整頓をし、清潔にしています
●調理室の温度、湿度、冷蔵庫や冷凍庫の温度をチェックし記録しています（毎日）

●毎日そうじきをかけ、ふきそうじをしている。窓ふきも毎日している。
●温度や湿度を測る事により適温に心がけている。

170013 H29.7.5 総菜開発株式会社 ●商品の先入れ先出しの徹底・賞味期限の管理の徹底をします
●定期的な健康チェックと検便をします
●道産食材を多くとり入れて行きます

●在庫管理表を作成し、賞味期限を入力・賞味期限の在庫を管理しています。
●毎年、全従業員対象の健康診断を実施しています。
●道産食材を取り入れた新商品の開発を進めています。

170017 H29.7.14 発寒北商店街振興
組合

私たちハツキタ商店街は、
●子どもからお年寄りまで、地域で安心して暮らせるよう、食の安全・安心に取り組みま
す。
●「ハツキタマルシェ」など、食について地域の皆様と一緒に考える場を創出していきま
す。
●環境推進区・西区の一員として古紙や廃油のリサイクルなど、環境活動を実践します。
●これらの取組などを通じて「40年後、札幌で一番住みやすい街」を目指します。

●商店街施設「にこぴあ」での高齢者住宅施設の食事を「にこぴあ」内のハツキタ茶屋ぎん
なん通りで提供しています。同時に、地域内小中学校と連携し学習支援を通じ食育活動の
バックアップを実施しています。
●年3回実施する「マルシェイベント」において食に関するブースには、本協定書を掲示
し、この取組の訴求を行っております。同時に、地場産食材を積極的に使用することで、食
の安全・安心について考える場を提供しています。
●商店街が取り組むエコ活動の平成31年度・令和元年度（2019年度）の成果として、廃食油
回収量325L、古紙回収量15,070kg、集団資源物回収量419kg
●各事業を通じ、引き続き子供から大人までの多世代が安心して暮らせるまちとなるよう、
ハツキタ商店街として率先してまちづくり活動に取り組んでまいります。

170019 H29.8.1 北海道フード株式
会社

●冷蔵庫や冷凍庫の温度は1日2回チェックし、記録します
●作業従事者「作業前チェック表」による衛生チェックを行っています
●検便を年2回実施します
●毎朝の朝礼で衛生に関しての注意点を周知しています

●冷凍庫や冷蔵庫の温度は一日２回チェックし、記録します。
●作業従事者は「作業前チェック表」による衛生チェックを行っています。
●検便を年２回実施します。
●毎朝の朝礼で、衛生に関しての注意点を周知しています。
●衛生管理会社の指導の下、HACCP学習を積み重ねています。
●新型コロナウイルス予防対策を積極的に行っています。

170021 H29.8.1 社会福祉法人　石
狩友愛福祉会

●作業切り替え時の手洗いを徹底します
●厨房内の清掃を徹底し、常に衛生的な環境を維持します

●栄養士が中心となり、厨房内での手洗いのタイミングと方法について声掛け・指導を継続
的に行った。新入職員には法人の衛生管理マニュアルの説明・指導を行い、手洗いの必要性
と適切なタイミングについて全職員が理解することができている。
●マニュアルに沿って毎日清掃を行い、衛生的な環境を維持できている。

170025 H29.8.22 カラカミ観光株式
会社　定山渓
ビューホテル

●従事者は「健康管理チェック表」による衛生管理担当者との対面チェックを1日に2回行っ
ています
●商品の品質・鮮度・適正表示の確認を行い、安全・安心な食品を提供します

●従事者は健康管理チェック表によるチェックを衛生管理担当者が対面で１日２回チェック
を行う事を継続しております。
●納品時の品質、日付管理、正しいメニュー表示（アレルギー表示含）を行い安全・安心な
料理を提供しております。

170028 H29.8.22 社会福祉法人　さ
くら会

私たちさくら会は、
●給食事業者と連携し、安全・安心で美味しい食事を提供します。
●ノロウイルスなどの集団感染を防ぐため、手洗いや施設の清潔を徹底します。
●地域交流やレクリエーションを通じ、健康で笑顔あふれる毎日を提供します。
●これからの取組などを通じて、健やかで安心な日常生活を支え、「人生と寄り添うケア」
を目指します。

●毎月、事業者と給食会議を開催して献立の見直し等を行っています。
●感染症対策委員会が中心となり、毎月の委員会と全体会議などで講習・指導を行い感染防
止につとめています。

170029 H29.9.14 株式会社　日総 ●外部検査機関による厨房内自主衛生検査に基づき作業工程の確認をします
●厨房員対象の衛生講習会実施による知識技能を啓蒙します
●食材納入業者に対する衛生点検及び改善指導に努めます
●食材納入業者に対する専門家や衛生指導室職員を講師とした自社主催衛生講習会を実施し
ます

●春･秋期に外部検査機関による厨房内自主衛生検査に基づいた作業工程の確認を行い、課
題の見つかった事業所へ訪問指導を実施致しました。
●約100事業所、約700名に対し、厨房員対象の衛生講習会実施による知識技能を啓蒙致しま
した。（平成31年・令和元年度 道央事業部管轄分）
また、業務管理担当者へ管理者対象の衛生講習会による知識技能を啓蒙致しました。
●食材納入業者に対する衛生点検及び改善指導を行いました。
●食材納入業者に対し、外部講師による自社主催衛生講習会を実施致しました。
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170030 H29.9.14 株式会社　日総
札幌ふれあいフー
ズ

●衛生管理の専門部署を設置し、厨房従事者に対する教育・研修や最新情報の収集と周知を
行います
●HACCPに準じた自主衛生管理体制を構築し取り組みます
●研修を受けた業務管理担当者が巡回指導します
●外部検査機関による厨房内自主衛生検査結果に基づき、作業工程の確認・改善に努めます

●HACCPに準じた自主衛生管理体制を構築し取り組んでいます。
●研修を受けた業務管理担当者が巡回指導致しました。
●春･秋期に外部検査機関による厨房内自主衛生検査に基づいた作業工程の確認を行い、課
題の見つかった事業所へ訪問指導を実施致しました。

170031 H29.9.14 東洋冷蔵株式会社
札幌支店

●工場内の整理・整頓に努めます。
●衛生教育を毎月実施し、衛生環境の向上に努めます。
●食の安全のための検査を実施しています。
●そ族・昆虫等の総合防除管理を専門業者と実施しています。
●商品の品質確認を行い、安全・安心な食品を提供します。

●衛生管理者による日々の工場内巡回で５Ｓ運動を推進しました。
●新規採用者・一般従業員・現場責任者毎のテキストを用い衛生教育を月一回実施しまし
た。
●専門業者によるそ族・昆虫のモニタリング・駆除を毎月行い工場内の衛生環境向上に努め
ました。
●外部専門検査機関による週一度の食品検査、月一度の腸内細菌検査を行いました。

170032 H29.10.2 はっさむ　はる 私たち「はっさむ　はる」は、
●給食委託事業者と連携し、安全でおいしい食事の提供を心がけ、利用者の皆様に安心と健
康をお届けします。
●日頃から衛生管理の徹底を図るとともに、感染症発生時には施設内のマニュアルに基づき
速やかに対応し、感染の拡大防止に努めます。
●「食に関わるレクリエーション」や「施設行事」を通じて、利用者並びに地域の皆様に食
への関心が高まる活動を行います。
●これらの取り組みを通じ、「ホスピスケア」と「コミュニティケア」の実現を目指しま
す。

●毎日の清掃等で清潔を保ち、納品食材の点検やルールに基づいた調理・盛り付けを行い、
安全で継続した食事の提供を第一とした中で健康の保持増進を図れるよう施設・給食委託業
者とが一丸となって食事の提供を行っています。
●衛生管理の徹底、施設内のマニュアル等の見直しを日々行いながら、緊急時には迅速な対
応が取れるよう取り組みを継続しています。
●安全でおいしい日々の食事の他に生活の中で楽しみとなって頂ける様なレクの企画・運営
を年間通じて実施しています。
●生活の中での食の示す役割や可能性を活かせるよう多職種協働で「ホスピスケア」「コ
ミュニティケア」の実現を目指しています。

170034 H29.10.2 moncozy ●お客様への安全安心な食の提供を最優先として取り組んでいます。
●毎日の清掃・消毒を徹底し、常に清潔な店舗づくりに努めています。
●作業台や調理器具の洗浄・殺菌を徹底し、清潔な環境を保っています。
●食材の消費期限・賞味期限の管理を徹底しています。
●スタッフの手洗い・うがいを徹底しています。
●スタッフへの健康状態をチェックし、記録しています。
●スタッフへの衛生管理教育を徹底しています。

●お客様が安心安全して食事を楽しめるよう、店舗や調理器具の清掃・消毒・洗浄殺菌を徹
底しています。
　食品の鮮度・消費期限・賞味期限のチェックを徹底しています。
●開店前の清掃・消毒・月１回の大掃除を実施しています。
●閉店後の調理器具の洗浄・殺菌を行っています。
●閉店前に食品の消費期限、賞味期限をチェックしています。
●スタッフ出勤時の手洗い、うがいを徹底しています。
●出勤スタッフの健康状態をチェックシートに記入しています。
●スタッフ入社時の衛生管理教育を徹底しています。

170035 H29.10.31 手打蕎麦　こはし ●施設内全体、隅々まで清潔な店舗づくりを心掛けています。
●毎日市場に買出しに行き鮮度の良い物をお客様にお出しするよう努めています。
●社員の衛生教育に力を入れています。
●社員のコミュニケーションを促進し働きやすい環境作りに努めています。
●原材料（ソバ）は100％契約栽培を実施しています。産地を表示し、安全・安心な商品を
提供しています。
●添加物の使用は一切していません。

●毎日の清掃以外、週一回の冷蔵庫内の整理、清掃、フィルターのほこり落し、食器棚、レ
ンジ回り等の清掃を実施。
●手洗の習慣づけ、爪、髪等のチェックを週一回おこなっている。

170036 H29.10.31 株式会社　食品工
房ナカムラフーズ

●原材料の仕入れ時は品質、鮮度、期限表示、異物混入等の確認を徹底します。 ●従業員の健康チェック表、清掃チェック表の記録を行いました。
　原材料仕入時のチェックも徹底して行いました。

170038 H29.11.13 らーめん　きちり
ん

●手稲食品衛生協会の自主管理票を活用して厨房を衛生的に管理しています。
●いつでも清潔なお店、身だしなみでお客様をお迎えします。

●手稲保健所（保健センター）による衛生管理表にしたがい、食品をあつかうもの全員が確
認出来る様に張り出し、全員で確認をしています。
　例えば冷蔵庫冷凍庫の毎日の温度のチエックシートでの記載、店内のアルコール消毒、白
衣前掛けなどの新しく新調して衛生管理に努めています。

170040 H29.12.1 株式会社　北海道
サンジェルマン

●安心・安全な商品提供ができるよう、原材料の使用時には声出し、指差しにて期限の確認
を行っています。
●売場、厨房内の整理整頓を行い、清潔を保っています。
●作業に入る前に粘着ローラーをかけ、着衣に付着しているほこり等を除去しています。
●調理器具等はアルコール消毒してから使用しています。

●マイルールにもあるように、原材料使用時には、期限の確認を声出しと指差しにて行って
います。
●売場、厨房内の整理整頓については、清掃計画を立てて、実施しています。
●異物混入対策として、制服等に付着しているほこりや毛髪等を粘着ローラーにて除去して
います。（毎月粘着ローラーに関するテーマを各店へ案内し実施しています）
●最近（コロナウイルス）の取組内容としては、
　①商品を個包装しています。
　②レジ従事者は手袋を着用し、アルコール消毒してからお客様対応しています。
　③ソーシャルディスタンスとして「足跡マーク」を床に記しております。
　④飛沫感染予防として、レジにはビニールシートをかけ、発声は必要最低限にしておりま
す。
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170044 H30.1.11 株式会社北海道想
現社

【施設等の衛生管理】
毎日の室内換気、清掃はもとより、施設内全体に5Ｓ(整理、整頓、清掃、清潔、躾)の徹底
をおこないます。
【商品の品質管理】
定期的な在庫の確認をおこなうことにより、賞味期限及び消費期限切れなど、商品の品質を
損なってしまう様々な要因を全て回避することを徹底します。
【従事者等の衛生管理】
自社独自の確認基準を設け、衛生面において常に接客対応するお客様、お取引業者様に不快
な印象を与えないよう徹底します。
【問題発生時の危機管理】
商品、サービスにおいてお客様からご意見をいただくようにしております。万が一　商品、
サービスに不手際などがあった場合、速やかな対応改善を徹底します。
【その他の食の安全、安心に関する事項】
常に取扱い商品、サービスに関する基本知識の確認及び、自社衛生管理基準に対する従事者
の心構えの理解徹底をおこないます。

●除菌効果のある薬品を使い社内等安全に過ごせるよう取組んだ。空気清浄機設置、マスク
着用しコロナ対策にも積極的に取組んでいます。
より安全に気持ちよい空間にするには？と考える社員が増えた。

180002 H30.5.10 特別養護老人ホー
ム　手稲リハビリ
テーションセン
ター

特別養護老人ホーム　手稲リハビリテーションセンターは
●さっぽろHACCP評価の給食事業者と連携し、栄養と食べやすさを考慮した安全・安心な食
事を入居者様へ提供いたします。
●ノロウイルスなどの集団感染を防ぐため、手洗いや施設の清潔に努めます。
●環境推進区・西区の一員として、法人シンボルの風車や藤の花が咲きほこる庭園の整備な
ど、自然と人が調和した環境活動を進めます。
●これらの取り組みを通じ、私たちは、施設理念である”利用者とともに過ごし、健康で家
庭的な明るい笑顔のある施設”を目指します。

●給食会議等で食事についての意見交換を行い、日々の盛り付け方、使用道具、食形態など
個々に合わせた提供の実施が行えました。
●毎日の館内清掃、消毒の実施と年２回の感染予防の研修会に全職員が参加できました。
その他、庭園等の環境整備も担当を決め、日々清掃管理を実施しております。

180003 H30.7.3 株式会社　札幌ケ
ルン

●毎日、全従業員が業務開始前に「次亜塩素酸系」の消毒薬の使用を徹底し、ノロウイルス
の予防に取り組んでいます。
●原材料容器に使用期限日を記載したシールを添付し、期限の管理を徹底しています。

●消毒薬：朝礼、夕礼前の消毒の徹底は継続中。
　現在はそれに加えて１時間毎のトイレ（手洗い場）の消毒も実施中です。
●期限管理：継続して実施中。使用期限をあえて３日前に記載することにより、より確実な
管理を行っています。

180006 H30.7.3 株式会社ＮＯＨＹ
Ｕ　第二工場

●従事者の「自主点検表」による衛生・健康チェックを行った上で作業に従事しています。
●外部委託による月1回の衛生検査の実施と定期的な検便を実施しています。
●商品の品質管理を行う上で原材料は表示等を確認し、適切な保管と先入れ先出しを行って
います。
●保管場所の冷蔵庫、冷凍庫の温度管理を毎日行い記録します。
●施設内の清掃、作業台や器具類の洗浄・殺菌を行い、常に清潔な状態を保ちます。

●点検・確認の浸透とともに、各自の衛生・健康管理について、基礎的な行動の徹底が出来
ている
●毎月1回の衛生検査と結果による改善を実施出来ている
　定期的な検便の実施もしました
●管理表の使用により、消費期限管理をし、適切な温度帯での保管をしている
●定期的な大掃除の実施や、日常における清掃・洗浄をしっかり行っている
　作業に使用する器具は洗浄・殺菌の徹底により常に清潔な状態を保てるようにしている

180008 H30.7.31 海鮮家　はこだて 私たち「海鮮家　はこだて」は、
●新鮮さにこだわった素材を使用し、“仕入れた食材はその日のうちに”をモットーとしま
す。
●従業員の健康管理や身だしなみを徹底し、精一杯お客様の期待に報いる料理人・スタッフ
を目指します。
●厨房と客席の清掃に思いを込めて、こだわり素材におもてなしの心を添えてお客様をお迎
えします。
●これらの取組を通じて、北海道の大自然で育まれた海の幸、山の幸を、ただ味わうだけで
なく“感動のパフォーマンス”とともに提供します。

●毎日の衛生点検及び従業員の健康チェック。
●周１回の整理・整頓・清掃の実施。
●各個人の意識レベルが上がりしっかり出来ました。

180013 H30.7.31 きちのせグループ 私たち“吉を載せる飲食店”「きちのせ」グループと
「Ｓｔａｒ Ｒａｉｎ」は
●きちのせでは、厳選した食材のお惣菜を、安全・安心と
おいしさとともにお客様に提供します。
●Ｓｔａｒ Ｒａｉｎでは、食品の衛生管理に一層気をつけ、健常者にも障がい者にも楽し
くススキノを楽しんでいただきます。
●お店の清掃や手洗いを徹底し、笑顔あふれるサービスで
お客様をおもてなしします。
●これらの取組を通じて、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”と“設備も心もバリアフ
リーなお店づくり”を目指します。

●食品の衛生管理に一層気をつけ、健常者にも障がい者にもススキノで楽しんでいただける
よう努めています。
●皆さんに安心して楽しんでいただけるよう店舗責任者等とサービス介助士の資格を修得し
ました。
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180014 H30.7.31 ＳＡＮ-ＥＮ 私たち「ＳＡＮ-ＥＮ」は、
●「就労継続支援事業」でのカフェ運営を通じた従業員の自立に向けて、衛生教育に力を入
れます。
●土づくりから収穫まで全て自分たちが手作業で行い、有機農法にこだわって育てた安全・
安心な野菜を積極的に使用します。
●「家庭」「職場」「地域」の３つの縁を大切にし、
地域の皆様に食の安全・安心と日々の暮らしに上質なエッセンスを与える店づくりを目指し
ます。

●出勤時の手洗い・うがいの励行を声かけ、実施。
●毎朝のミーティングにて、職員、利用者の健康チェック、衛生管理について確認を行っ
た。
●3月1日から、新型コロナウイルス対策として、上記に加えて、出勤前の検温の実施（忘れ
た方については、事業所内で検温）また、通常の清掃のほか、店内消毒、定期的な換気を行
た。
●道庁赤れんが庁舎前庭にて就労支援カフェ参加
　臨時店舗において、カフェ運営を行った。（7月29日～8月14日,8月26日～9月6日）
　訓練参加実人数９名、述べ１２０名
　高温が続いたため、食中毒提供メニュ予防に留意、メニューを工夫した。
●11月7日　食品衛生協会主催「ノロウイルス食中毒予防に講習会」に参加（職員１名　利
用者７名参加）
●北ノ沢の畑にて、畑作を実施。収穫した野菜を、上記就労支援カフェにて販売。店内での
カレートッピング、一部メニューに使用。
●北海道産無農薬栽培のゆきひかりを、土鍋で炊いて提供するため予約制とし、お客様のご
来店に合わせ炊きたてのご飯を提供できるようにした。
●11月に店舗改装実施。
●2月28日札幌のぶらんとマガジン社「HO」4月号増刊　円山春さんぽ　の特集取材。3月14
日発売。

180016 H30.8.30 札幌大通まちづく
り株式会社

私たち「札幌大通まちづくり株式会社」は、“I LOVE ODORI”を合言葉に、
●札幌市民から国内外の観光客の皆様まで、グルメやショッピングを思いっきり楽しんでい
ただけるよう、“ODORI”の仲間と食の安全・安心に取り組みます。
●さっぽろ夏まつりと連携した食のイベントなどでは、衛生管理を徹底し、お客様に“安
全・安心なODORIの食”を実感していただきます。
●“大通すわろうテラス”や“さっぽろホコテン”などで、まちのにぎわいをつくり、“食
と観光のまち・さっぽろ”の魅力を発信します。
●これらの取組を通じて、おもてなしの気持ちいっぱいにお客様をお迎えし、“笑顔になれ
る街・さっぽろ”、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”を目指します。

●　大通エリアの商店街、大型施設と共同でODORIの魅力を札幌市民及び観光客の皆様に体
感、また、発見をしていただけるキャンペーンを実施致しました。
　【第１弾】大通スマイルフォトキャンペーン
　【第２弾】大通モコモコ団を探せ！キャンペーン
　インスタグラムを使い『＃アイラブ大通』をつけて、投稿してもらうキャンペーンを展開
し、投稿者に抽選でお食事券等プレゼントを提供しました。
　プレゼント対象に協力していただいた店舗の中には飲食店も含まれており、安心して食事
をとっていただけるよう衛生管理に細心の注意を払っていただきました。
●「さっぽろ夏まつり」と大通商業地域で実施される季節行事（ビアガーデン等）の回遊性
を高め、商業観光振興に役立てる取り組みを行いました。
　今回は、大通ビアガーデン会場（キリンビール）と協賛事業会場（サッポロクラシック、
狸二条ビアガーデン）その他独自で実施している会場（札幌PARCO屋上、PIVOT屋上）商業施
設（道産食彩HUG）を回遊していただいた方に特典を提供いたしました。各会場での商品提
供の状況等を確認し、衛生管理に努めていただきました。
●「大通すわろうテラス」では昨年、飲食店としては７回の出店がありました。
　道産食材をメインとしているものをはじめ、独創性のある商品が提供されておりました。
　「さっぽろホコテン」におきましても大通地区の風物詩として多くの方に足を運んでいた
だき、各イベントの特色により、幅広い世代の方に楽しんでいただけるよう、まちのにぎわ
いを演出していただきました。
　「大通すわろうテラス」出店者、「さっぽろホコテン」参加団体におきましては、まちの
美化清掃はじめ、それぞれの事業で出たゴミの持ち帰り等に協力していただきました。
　提供商品につきましても、生産工程や提供方法について事前協議を行い、衛生管理に努め
ていただきました。
●今後も大通地区の特色を活かした情報発信・おもてなしをもって、“安心・安全な食のま
ちさっぽろ”を目指していけるよう関係各所との意見交換、情報共有に努めています。

180018 H30.8.30 二番街商店街振興
組合

私たち「二番街商店街」は、コミュニティマートの先駆者として、“温かな関係づくり”を
モットーに、
●札幌市民から国内外の観光客の皆様まで、グルメやショッピングを思いっきり楽しんでい
ただけるよう、加盟店一同、食の安全・安心に取り組みます。
●お客様が気持ちよくすごせるよう、美化活動などを行い、“札幌市都市景観賞”にふさわ
しい、衛生的な街並みを守り続けます。
●“ハロウィン大通大行進”などで、まちのにぎわいをつくり、“食と観光のまち・さっぽ
ろ”の魅力を発信します。
●これらの取組を通じて、おもてなしの気持ちいっぱいにお客様をお迎えし、“笑顔になれ
る街・さっぽろ”、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”を目指します。

●植栽管理活動や駐輪整理を行うとともに、青年会を中心に街路清掃を毎月実施しました。
●10月26日に「ハロウィン大通大行進2019」を開催し、2回のパレードは約3,000人の参加者
で賑わいました。
●夏季限定で「サッポロマニアックス」オリジナルキャラクターと桜のイラストを短冊に配
置した風鈴を設置し来街者の方々に爽やかな涼と共に日本情緒を味わっていただきました。
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180019 H30.8.30 札幌三番街商店街
振興組合

私たち「札幌三番街商店街」は、“エルムの立ち並ぶ、人に優しい”商店街として、
●札幌市民から国内外の観光客の皆様まで、グルメやショッピングを思いっきり楽しんでい
ただけるよう、加盟店一同、食の安全・安心に取り組みます。
●“時計台通り”の美化活動を行うなど、お客様が気持ちよく、衛生的に過ごせる空間づく
りに努めます。
●活力ある商店街活動で、まちのにぎわいをつくり、“食と観光のまち・さっぽろ”の魅力
を発信します。
●これらの取組を通じて、おもてなしの気持ちいっぱいにお客様をお迎えし、“笑顔になれ
る街・さっぽろ”、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”を目指します。

●総会はじめ、さまざまな機会に組合員によびかけています。
●春、秋、一斉清掃し、普段は個店それぞれが清掃、街路にプランター52基設置し、歩行者が安ら
げる空間にしています。

180024 H30.9.28 札幌ベルエポック
製菓調理専門学校

私たち「札幌ベルエポック調理製菓専門学校」は、
●店舗としても使用できる施設の完備や企業連携により、現場で役立つ基本的な技術、知
識、衛生管理が身につく実学教育を進めます。
●基本マナーはもちろんのこと、社会人としての身構え・気構え・心構えを養う人間教育と
国際的な感性を学び知る、国際教育を進めます。
●施設の清掃や調理器具等の洗浄・消毒を徹底し、手洗いの励行に努めます。
●これらの取組を通じて、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”“食と観光のまちさっぽ
ろ”を支えるパティシエ・シェフ・カフェのプロを育成します。

●学校一丸となって5S運動を推進しております。また今年度は新型コロナウィルス感染拡大
防止のため、一層強化しており、
　①学生・職員の毎朝の体調調査
　②マスク・フェイスガード・手袋をつけての実習
　③ソーシャルディスタンスを取っての座席配置
　等を実施しております。

180027 H30.9.28 伊丹食品 株式会
社

●冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認し、その記録をします。
●従業員の衛生管理や健康管理をし、その記録をします。

●毎日記録しています。

180028 H30.9.28 札幌地下街商店会 私たち「札幌地下街商店会」は、
●会員一同、食の安全・安心と衛生的な空間づくりに取り組みます。
●安全・安心な食材の調達と商品の品質管理に取り組みます。
●これらの取組を通じて、札幌市民はもとより国内外から札幌を訪れる皆様をおもてなしの
気持ちでお迎えし、“笑顔になれる街・さっぽろ”、“安全・安心な食のまち・さっぽろ”
を目指します。

●毎月1回、主に飲食・食品店舗を対象に専門業者立ち入りによる鼠昆防除作業を実施しま
した。実施結果は施設管理である㈱札幌都市開発公社様と共有し、指摘事項があった場合は
対象店舗に改善指導を行いました。
●年2回＜5月、11月＞、全店舗を対象に専門業者立ち入りによる「ネズミ・害虫の定期駆
除」作業を実施しました。実施結果は施設管理である㈱札幌都市開発公社様と共有し、指摘
事項があった場合は対象店舗に改善指導を行いました。
●施設管理である㈱札幌都市開発公社様（食品衛生責任者）及び札幌市保健所様（食品衛生
監視員）と共同し、店舗内厨房等の衛生管理状況の確認を目的に、飲食・食品店舗（計30店
舗）を対象に立ち入り検査を実施しました。＜10～11月＞実施結果は3者で共有し、指摘事
項や指導事項があった場合は対象店舗に必要な改善指導を行いました。

180029 H30.9.28 ツキ、ポケ ●原材料の品質管理を徹底し、期限表示、異物混入、鮮度の確認を日々行っています。
●店内、調理施設の整理・整頓を心がけ、いつでも清潔を保ちます。

●原材料については納品時に保管前に必ずチェックをするほか、使用する生鮮食品について
は
責任者自らが鮮度を確かめたうえで購入することを心がけて日々実践しました。
●取組結果　厨房や客席の日々の清掃を実施し、休み前にはさらに念入りに清掃を実施しま
した。
また玄関や通路、駐車場など外回りの清掃美化にも努めました。
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえてアルコール消毒の頻度も高め、換気も以前よりも
こまめに実施しました。

180032 H30.10.31 就労継続支援B型
MKぷろでゅーす

●従事者は、入室前に「健康確認表」による衛生チェックを行った上で作業に従事していま
す。

●作業のある日は毎回「健康確認」を行いました。

180033 H30.10.31 焼肉木村屋 私たち「焼肉木村屋」は、
●品質、鮮度の維持に努め、お客様に安全・安心なお肉の提供を心掛けます。
●店舗の清掃、作業台や調理器具の洗浄に努めます。
●円山商店街の一員として、食の安全・安心に取り組みます。

●円山商店街の一員として、食の安全安心に取り組みました。
●品質・鮮度の維持に努め、お客様に安全安心なお肉の提供をしました。
●店舗の清掃、作業台や調理器具の洗浄に気をつけています。

180037 H30.11.29 雪印パーラー ●グループ会社基準での定期的な検査（拭き取り検査、主たる商品の微生物検査、手指の衛
生検査）
●定期的に検便を実施
●冷蔵庫、冷凍庫の温度をチェック表により記録

●グループ会社協力のもと、衛生点検を実施し衛生管理の重要性について従業員の意識づけ
にもなった。
●検便（腸内細菌検査）に加え、冬期間にノロウイルス用の検便も実施した。
●冷凍冷蔵庫の温度管理実施、チェック及び記録を行うことにより、商品品質の安全・安心
につなげている。

180041 H30.11.29 　 喫茶　オリオンは
●環境推進区・西区の一員として、環境キャラクター“さんかくやまベェ”の活動を応援す
るとともに、地産地消やリサイクルなどのエコ活動を実践します。
●トレーサビリティが徹底されたスペシャルコーヒーを使用し、お客様に安全・安心な美味
しいコーヒーを提供します。
●地元や旬の食材にこだわった手作りの料理や心地良いコーヒーの香りで、お客様をおもて
なしします。
●お店の衛生管理や清潔保持を徹底し、落ち着けるお店作りを進めます。

●環境推進区西区の一員として、地産地消やゴミの適正処理などのエコ活動を実践しまし
た。
●コーヒーは、トレーサビリティが確保された珈琲豆を使い、お客様に安全・安心なコー
ヒーを提供しました。
●季節ごとに旬の食材を使った料理でもてなしました。
●お店の清掃、消毒の徹底により、安全・安心な環境づくりに努めました。
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180045 H30.12.28 有限会社札幌グ
リーントップ

●徹底した清掃を毎日必ず行っています。
●衛生的な行動について、毎日声に出して確認しています。
●健康チェック表に必ず記入しています。
●アレルギー全27品目全てに対応している製品を製造しています。

●自主的に区分なし清掃・殺菌をするようになりました。
●少人数ですが健康に気をつかうようになりました。
●社内がすっきりしています。

180050 H30.12.28 認定こども園　札
幌大谷幼稚園

私たち「認定こども園　札幌大谷幼稚園」は、“共に生き、共に育ち合うのびのび保育”を
モットーに、
●アレルギーにも対応した安全・安心な美味しい給食を提供し、子どもたちの強い体づくり
を手伝います。
●食事の前や友だちと仲良く外で遊んだ後は、手洗いをしっかりとする習慣を身に着けさせ
ます。
●給食施設をはじめ園内の清掃や整理整とんを徹底し、清潔な環境で子どもたちの健康を支
えます。
●これらの活動を通じて、全ての「いのち」に感謝し、両親を敬い友情と思いやりの心あふ
れる子どもたちを育みます。

●子どもたちが安全・安心な野菜を食べられるよう畑で無農薬野菜を子どもたちと作ってい
ます。子どもたちが作ったぬか床でぬか漬けを作る等の食育活動に取り組んでいます。
●アレルギーに対して職員間で情報共有を図り、安心・安全な給食を提供できる環境づくり
に取り組んでいます。

180052 H30.12.28 大谷オアシス保育
園

私たち「大谷オアシス保育園」は、札幌大谷第二幼稚園とともに、“自然とふれあい感性を
はぐくむ”をモットーに、
●アレルギーにも対応した安全・安心な美味しい給食を提供し、子どもたちの強い体づくり
を手伝います。
●食事の前や友だちと仲良く外で遊んだ後は、手洗いをしっかりとする習慣を身に着けさせ
ます。
●給食施設をはじめ園内の清掃や整理整とんを徹底し、清潔な環境で子どもたちの健康を支
えます。
●これらの活動を通じて、健康で安全な生活ができる環境を整え、すべての生命を尊び、感
謝と思いやりにあふれる子どもたちを育みます。

●職員会議で職員全員に周知しています。
●季節の物を取り入れたクッキングを保育教諭も行い、これから園で育てた野菜も使い、子
ども達とも食育に取り組んでいます。
●園内研修等でも食の安全会議等でも取り組み、職員も健康管理に十分気をつけています。

180054 H30.12.28 元気カフェ　ブラ
ン

●働きやすく安全な環境づくりのため、社員の挨拶、声かけを徹底しております。
●お客様が居心地の良い空間で寛げる様、客席の清掃を心がけております。
●朝、夕のミーティングでは、作業、ルールの確認を行い、さらには、接客七大用語の唱和
を行い、一社会人として、接客業として職業意識の向上に努めております。

●店頭に掲示し、スタッフに周知を行った。
●マイルールについて毎朝声に出して読み上げています。
●接客七大用語を毎日唱和しました。
●常に清潔を保ち、アルコール消毒を徹底しました。

180056 H31.2.5 丸本　本間水産株
式会社

当社は、消費者に信頼される食品の提供をし続ける為に、社員一人一人が食品安全活動を最
優先に、企業活動に取り組んでまいります。
1.当社は、常にお客様の視点に立ち、「安心」「安全」「高品質」な製品、サービスを提供
していきます。
2.当社は、法令、規制要求事項、コンプライアンス、お客様が求める要求事項を遵守しま
す。
3.当社は、食品安全方針を全従業員に周知し、食品安全に対する意識を高めます。
4.当社は、食品マネジメントシステムが有効に機能しているかを定期的に見直し、継続的改
善を実施します。

●食品安全方針に従い信頼される食品を提供する為に、弊社の衛生・品質向上を進めＪＦＳ
（食品安全マネジメント協会）認証規格　【ＪＦＳ-Ｂ規格】の適合認証を取得【認証番
号：JFS-B20000782-00】しました。
●安全衛生、法令、規制要求、コンプライアンス、お客様の要求事項について
　全従業員に対して勉強会を実施し、食品安全に対する意識向上を行いました。
●食品マネジメントシステムが機能しているかトレーサビリティー検証を
　行い、有効性を確認しました。

180057 H31.3.1 東橋いちい認定こ
ども園

●施設等の衛生管理
　見えるところだけでなく、給食室全体について整理整頓を行い清潔を保っています。
●商品の品質管理
　原材料の仕入れ時は、品質、鮮度、期限表示、異物混入等の確認を行っています。
●従事者等の衛生管理
　従事者は「衛生管理チェックリスト」によるチェックを行った上で、作業に従事していま
す。
●その他の食の安全・安心に関する事項
　アレルギー対応は、保護者に献立表を確認してもらい、個別に献立表を作成しています。
　毎日、野菜の産地をメニューと一緒に掲示しています。

●今年は特に新型コロナウイルスの事もあり、給食室全体はもちろんのこと園全体も常に消
毒を徹底して行っています。

180060 H31.4.2 生活協同組合コー
プさっぽろ

私たち「生活協同組合コープさっぽろ」は、
●全ての加工食品を対象に商品仕様書の提出を求め、原材料・添加物・表示・自主基準の点
検を行います。
●体験を通して「食べることのたいせつさ」が学べる食育イベント『食べる・たいせつフェ
スティバル』を開催します。
●アレルギー配慮商品コーナーを設けて、食物アレルギーの方に寄り添った商品提供を拡大
します。

●コープさっぽろの取扱商品として商品仕様書を確認し、25,236件の適合、自主基準違反1
件を確認しました。
●全道8会場(札幌・帯広・室蘭・北見・釧路・旭川・函館・苫小牧）で開催し、33,854人の
参加者かありました。
また体験プログラム参加回数は、延べ52,946回となり、一人あたりの体験数は1.6回となり
ました。
●2019年度実績として、アレルギー配慮商品56SKU（39,384千円）を提供しました。

190001 R1.5.31 株式会社HYK ●商品の品質管理：袋詰時、出荷準備時、箱詰時に、複数回チェックして出荷しています。
●問題発生時の危機管理：作業記録をつけ、問題発生時すぐ対応できるように努めていま
す。

●チェック記録を残して、見える化したことにより、クレームがなくなりました。
●作業記録を残したことにより、問い合わせにすぐ答えられることができ、問題解決できま
した。
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190002 R1.7.1 Perle（ペルル） 私たち「燻製とコンフィのお店Perle（ペルル）」は、
●「狸八商店会」の一員として、食の安全・安心に取り組みます。
●北海道産の素材にこだわり、香り豊かな燻製やコンフィなど手間ひまかけたお料理を提供
いたします。
●手洗いや食材の温度管理を徹底します。
●これらの取り組みを通じ、地域のお店の一つとして、”笑顔になれるまち・さっぽ
ろ”、”安全・安心な食のまち・さっぽろ”を目指します。

●責任者が整理整頓、清掃のチェックを行い管理しました。

190005 R1.7.1 サービス付き高齢
者向け住宅　虹の
家

●冷蔵庫・冷凍庫の温度を管理表に記録します。
●手洗のチェック（作業前、作業中、作業後）を行います。
●食中毒の予防の原則（清潔、迅速、冷却、加熱）を守り、食品の安全を確保します。
●厨房内の整理整頓を行い（作業台、包丁、まな板など）、消毒を徹底し、清潔に保ちま
す。

●従業員の健康チェック表を作成しマスクの着用を徹底し、厨房内の清掃や消毒についても
チェック表を作成し毎日管理を行いました。
●冷蔵庫、冷凍庫の温度管理を毎日しっかり行いました。
●手洗いについては作業前、作業中、作業後にしっかり行いました。
●食中毒予防については清潔・迅速・冷却・加熱の原則を守りました。
●厨房の整理整頓については業台、包丁、まな板の消毒を徹底しました。

190009 R1.8.30 就労継続型支援Ｂ
型事業所　café
とまり木

①店内外の清掃、整理整頓を徹底し常に清潔な状態を保ちます。
②毎日のミーティングにて従業員の健康状態をチェックします。
③厨房内では帽子やマスク、手袋や専用サンダルを着用し徹底した衛生管理に努めていま
す。

●店舗内の清掃は営業日必ず行いました。従業員一人一人が店内外の衛生面に配慮し自発的
に店外のごみ拾いなども実践しました。
●体調面の聞き取りを毎日行い少しでも調子が悪い場合は迅速な対応を取りました。
●備品の管理を徹底し、調理に必要なものを切らさないよう取り組みました。
専用サンダルも定期的に洗い常に清潔に努めました。

190010 R1.10.31 居酒屋　ひなた ・まな板、ダスターは毎日塩素消毒しています。
・作業前、作業後に食品、食材の劣化の有無や賞味期限のチェックを行っています。
・冷蔵庫、冷凍庫の温度を細めにチェックし、異常がないか確認しています。
・リーズナブルな安心価格で、お客様に笑顔をお届けしています。

●毎日消毒を実施し、それだけでなく水廻りの掃除や消毒を一層強化してまいりました。
●時間帯や担当を決めて食品のチェックをしてまいりました。
●冷蔵庫・冷凍庫の温度や、中の状態を一人ではなく複数人でチェックし、異常が無いか確
認してまいりました。


