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食品衛生法が改正されました
平成 30 年６月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和３年６月１日、
「営業許可制度の見直し」、「営業届出制度の創設」、「自主回収情報報告制度の創設」が
施行されました。
（施行日：令和３年６月１日）
え

営業許可制度の見直し

改正前には 34 の営業許可業種がありましたが、食中毒等のリスクや、規格基準の有無、
過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、32 業種に再編されました。今般の制度改正では、経
過措置が設けられています。制度改正の詳細は管轄の保健所にお問い合わせください。

新設等する業種
漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業、密封包装食品製造業
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業

届出に移行する主な業種
現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出に移行
・ 乳類販売業
・ 食肉販売業（包装品だけを扱う場合）
・ 魚介類販売業（包装品だけを扱う場合）
・ 氷雪販売業
・ 食品の冷凍又は冷蔵業（冷凍・冷蔵倉庫業の場合）
・ ソース類製造業（改正後の密封包装食品製造業に該当するものを除く）
・ 缶詰又は瓶詰食品製造業（冷凍・冷蔵流通するもの、はちみつ、酢等の場合）
・ 調理機能を有する自動販売機（自動洗浄・屋内設置の場合）
※施行日以前から営業を行っている事業者のうち、今回の改正で食品衛生法の許可から
届出に移行する業種の営業を行っている事業者については、令和３年６月１日に届出
を行ったとみなされることから、新たな届出は不要です。（ただし、令和３年５月 31
日で許可有効期間満了を迎えた業種については、新たに届出が必要です。）
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営業届出制度の創設
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の業種を営む営業
者を除き、管轄保健所への届出制度が創設されました。
既に営業中の事業者は令和３年 11 月 30 日までに届出を行ってください。（ただし、令和
３年６月１日以降に新たに営業を始める場合は、あらかじめ届出をする必要があります。）

届出業種の例
・ 販売業
：弁当販売業、野菜果実販売業、コンビニエンスストア等
・ 製造・加工業：製穀・製粉業、海藻製造・加工業
農産保存食料品（野菜の水煮等）製造・加工業等
・ その他
：行商、集団給食施設(委託以外)
器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂) 等
※許可と同様に届出施設ごとに「食品衛生責任者」を選任する必要があります。
※許可と同様に「HACCP に沿った衛生管理」を行う必要があります。
※更新手続きは不要ですが、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、
管轄する保健所への届出が必要です。

食品の自主回収情報報告制度の創設
事業者による食品の自主回収（リコール）情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や
消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回
収を行う場合に行政への届出制度が創設されました。
また、食品表示法が改正されて、アレルゲン、消費期限、賞味期限等の安全性に重大な影
響を及ぼす表示に係る自主回収情報の報告も制度化されました。

食品衛生申請等システムの運用開始
厚生労働省が食品衛生申請等システムの運用を開始しました。
本システムを使用すれば、インターネット上で、許可申請、届出や自主回収情報の報告等
を行うことができます。
初めて利用する際に、事業者情報を登録して、アカウントを取得する必要があります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html

※本システムでは新法に基づく手続きが行えます（旧法に基づく手続きはできません）。
※従来どおり、保健所窓口での書面による申請、届出も受付しています。
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ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化について
令和３年６月１日、
「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化」が完全施行
されました。
ＨＡＣＣＰの実施にあたっては、衛生管理計画に基づいて適切に運用する
ことが重要です。

ＨＡＣＣＰの運用方法
①作成した衛生管理計画に基づいて衛生管理を確実に実施しましょう。
②実施結果を正確に記録しましょう。
参考：HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（小規模な一般飲食店事業者向け）の記載例

日々のチェックを
行いましょう。

・衛生管理計画から逸脱するようなことがあったら
その内容と対応方法を特記事項に記録しましょう。
・原因と再発防止策を考え、必要に応じて衛生管理計画を
見直しましょう。

③定期的に衛生管理計画、記録を確認し、必要があれば見直しましょう。

ＨＡＣＣＰは、衛生管理計画を作成して終わりではありません。
上記①から③の作業を繰り返し続けていくことが重要です。
※ご不明な点等がありましたら最寄りの保健所にご相談ください（4 面「保健福祉事務所等一覧」参照）
。
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食中毒を予防しましょう！！
●香川県の食中毒発生状況（平成 23年～令和２年の10年間）
病因物質別患者数（1,817 人）
病因物質別患者数（1,817 人）

病因物質別発生件数（97 件）
病因物質別発生件数（97 件）
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①細菌性食中毒（39 件）
①細菌性食中毒（39 件）
セレウス菌
セレウス菌
1 件(2.6％)
1 件(2.6％)
サルモネラ属菌
サルモネラ属菌
4 件(10.3％)
4 件(10.3％)
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250
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②ウイルス性食中毒（25 件）
②ウイルス性食中毒（25 件）

病原性大腸菌
病原性大腸菌
1 件(2.6％)
1 件(2.6％)

861
861

サルモネラ属菌
サルモネラ属菌
136 人(22.8％)
136 人(22.8％)

カンピロバクター
カンピロバクター
27 件(69.2％)
27 件(69.2％)

46
46

①細菌性食中毒（597 人）
①細菌性食中毒（597 人）
セレウス菌
セレウス菌
8 人(1.3％)
8 人(1.3％)

ノロウイルス
ノロウイルス
25 件(100％)
25 件(100％)
ぶどう球菌
ぶどう球菌
6 件(15.4％)
6 件(15.4％)

597
597

病原性大腸菌
病原性大腸菌
49 人(8.2％)
49 人(8.2％)

305
305
4
4

3
3

1
1

②ウイルス性食中毒（861 人）
②ウイルス性食中毒（861 人）

カンピロバクター
カンピロバクター
248 人
248 人
(41.5％)
(41.5％)

ノロウイルス
ノロウイルス
861 人(100％)
861 人(100％)

ぶどう球菌
ぶどう球菌
156 人(26.1％)
156 人(26.1％)

●食中毒予防のポイント

○生・加熱不十分の肉に注意！
○生・加熱不十分の肉に注意！
カンピロバクターによる食中毒が事件全体の1/4以上を占めています。
カンピロバクターによる食中毒が事件全体の1/4以上を占めています。
新鮮な鶏肉であっても、高い確率でカンピロバクターに汚染されています。
新鮮な鶏肉であっても、高い確率でカンピロバクターに汚染されています。
飲食店等では、鶏肉を適切に取り扱い、十分な加熱調理をして安全に提供しましょう。
飲食店等では、鶏肉を適切に取り扱い、十分な加熱調理をして安全に提供しましょう。
鶏肉の卸売業者等では、加熱用である旨の表示などを徹底しましょう。
鶏肉の卸売業者等では、加熱用である旨の表示などを徹底しましょう。

〇しっかり手洗いを！！
〇しっかり手洗いを！！
新型コロナウイルスによる感染症を予防するために、手洗いを十分に行っているかと思いますが、
新型コロナウイルスによる感染症を予防するために、手洗いを十分に行っているかと思いますが、
食中毒を予防するためにも「手洗い」がとても重要です。
食中毒を予防するためにも「手洗い」がとても重要です。
特に、
「調理前」、
「調理中に生の食材（肉、魚、貝など）に触れた後」
、
「トイレの後」は、必ず
特に、
「調理前」
、
「調理中に生の食材（肉、魚、貝など）に触れた後」
、
「トイレの後」は、必ず
手を洗いましょう。
手を洗いましょう。

問い合わせ先等
〇保健福祉事務所等一覧（営業許可申請等の手続き、食品衛生に関する御相談を受け付けています。
）
〇保健福祉事務所等一覧（営業許可申請等の手続き、食品衛生に関する御相談を受け付けています。
）
事務所名

住所

電話番号（食品衛生担当）

０８７９－２９－８２７１
東讃保健福祉事務所（東讃保健所） さぬき市津田町津田９３０番地２
小豆郡土庄町渕崎甲２０７９－５
０８７９－６２－１３７４
小豆総合事務所（小豆保健所）
０８７７－２４－９９６４
中讃保健福祉事務所（中讃保健所） 丸亀市土器町東八丁目５２６
０８７５－２５－４３８３
西讃保健福祉事務所（西讃保健所） 観音寺市坂本町七丁目３番１８号
高松市桜町一丁目１０番２７号
０８７－８３９－２８６５
高松市保健所
〇香川県ホームページ（
「生活衛生課」のページ）
〇香川県ホームページ（
「生活衛生課」のページ）
食中毒発生状況をはじめとする食品衛生に関する情報を発信しています。
食中毒発生状況をはじめとする食品衛生に関する情報を発信しています。
以下のＵＲＬを検索してください。
以下のＵＲＬを検索してください。
【URL】https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/index.html
【URL】https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/index.html
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