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I. 第５次大分県食品安全行動計画の概要 

 

１ 第５次食品安全行動計画策定の目的 

県では、食の安全性に対する信頼を確保し、安心して生活できる社会を構築する

ため、２００５年３月「大分県食の安全・安心推進条例（平成１７年 大分県条例

第１９号）」（以下「条例」という。）を制定しました。 
この条例に基づき、２００６年度に「大分県食品安全行動計画」(２００６年度～

２００８年度)を策定して以降、食品の安全性を確保するとともに、県民の食に対す

る信頼性の確保の向上を図るため、様々な施策に取り組んできました。 
第５次食品安全行動計画は、期間中に国民文化祭・おおいた２０１８、全国障害

者芸術・文化祭おおいた大会やラグビーワールドカップ２０１９ＴＭが開催され、国

内外から多数の関係者や観光客の来県が予想されることから、食の安全・安心の確

保にさらに取り組むため、施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に策定

しました。 
 

２ 計画の位置づけ 

食の安全・安心推進条例第７条第１項の規程に基づく計画で、食の安全・安心を

推進するための関係者すべてに共通する計画です。 
 

３ 計画期間 

２０１８年度から２０２２年度までの５ヶ年計画としています。 
 

４ 進行管理 

行動計画の推進に当たっては、副知事を本部長とし、関係部長（企画振興部、福

祉保健部、生活環境部、商工労働部、農林水産部、教育庁、警察本部）からなる

「大分県食の安全確保・食育推進本部」が進行管理を行います。 
また、県民の意見及び「大分県食品安全推進県民会議」による意見も参考としま

す。 
 
  



II. 施策の実施状況 

 

１ 食品安全確保体制の整備 

食品からの健康被害発生時における危機管理体制を整備するとともに、施策に対する

意見広聴のため、県民の参画体制を促進します。 

（１） 危機管理体制の整備 
 大分県食の安全確保推進幹事会を開催し、健康危機管理事案発生時の情報共

有と調査体制等の確認を行いました。 
 特定家畜伝染病の発生に備え、初動防疫体制の強化、再確認の啓発を行いま

した。また、令和２年度に複数農場で同時に HPAI（高病原性鳥インフルエ

ンザ）が発生した事例を踏まえて、10 月に HPAI の県内 2 ヶ所同時発生を想

定した全県的な防疫演習を実施し、体制強化を図りました。 
 九州・山口地域食の安全安心連携会議（書面開催）に参加し、食の安全・安

心確保に関する情報交換等を行いました。 
 マスメディアや安全・安心メールを利用して、夏季食中毒注意報、ノロウイ

ルス食中毒注意報等の情報を発信し、県民への注意喚起を行いました。 

（２） 県民の参画の促進 
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、第１回食品安全推進県民会議は書

面開催、第２回会議は中止としました。 
 第１回食品安全推進県民会議（書面開催）において、委員の皆様から第５次

大分県食品安全行動計画の取り組みや食の安全に関するご意見、ご要望をい

ただき、これらのご意見等を参考に、令和３年度の事業を実施しました。 
 第１回食育推進会議を６月２８日に開催、１８名の委員にご参加いただき、

食育推進計画に関する取り組み等について、ご意見ご要望をいただきまし

た。 
 第２回食育推進会議は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止と

しました。 
 

施策名 項目 指標値 結果 

食品安全推進県民会議の運営 開催回数（回／年） ２ １ 

食育推進会議の運営 開催回数（回／年） ２ １ 



２ 安全・安心な農林畜水産物生産の推進（生産段階の取組） 

安全・安心な農林産物、畜産物、水産物を供給するため、監視・指導の徹底と併せ

て、生産者の適切な自主管理を推進します。 

２－１ 農林産物 

（１） 監視・指導の徹底 
 6 月 1 日から 8 月 31 日までの３ヶ月間、「農薬危害防止運動」を実施し、啓

発ポスターの作成・配布、ホームページ掲載等により、農薬の適正使用に関

する正しい知識の普及啓発を行いました。 
 農薬販売店８４施設に立入り、農薬管理状況や適性表示等について確認しま

した。そのうち１１施設について農薬取締法違反（農薬帳簿未整備、変更届

未提出等）を確認し、改善指導を実施しました。   
 農薬の残留基準値超過事案が２件発生し、流通品の迅速な自主回収の指導と

原因究明を行いました。１件は適用作物の確認不足、もう１件は別品目に使

用した農薬の飛散（ドリフト）が原因であり、再発防止のため農家に対して

農薬の使用履歴の記録やドリフト対策等について指導を実施しました。な

お、いずれの事例も検出された農薬量は１日摂取許容量※（ＡＤＩ）に対して

十分に少なく、ただちに健康被害を生ずるものではないことを確認していま

す。 
※許容一日摂取量（ＡＤＩ）：ある物質について、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとして

も、健康への悪影響がないと推定される１日当たりの摂取量 

（２） 自主管理の推進 
 農薬使用者等の知識向上のため、農薬指導士認定研修を通じて農薬指導士の

育成を図り、新たに５６名の農薬指導士を認定しました。また、認定済みの

農薬指導士には３年ごとの更新制度を導入していますが、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により研修会が中止となったため、更新研修資料を送付し、

専門知識の維持・向上を図りました。 
 県産農産物の安全性を確保するため、県や農協職員に対する GAP 指導者研修

を開催するとともに、県内８カ所で生産者等への GAP 研修を開催し、GAP
認証取得の支援を行いました。 

 農産物直売所における農産物の安全管理のため、玉ねぎや大根等の２３検体

について残留農薬検査実施し、基準値以下であることを確認しました。ま

た、安全安心農産物講習会を開催し、農産物「安心おおいた直売所」取組宣

言の普及を図りました。 
 



施策名 項目 指標値 結果 

ＧＡＰ認証の拡大 認証経営体数（累計・件） ２３０ ２２４ 

 
２－２ 畜産物 

（１） 監視・指導の徹底 
 BSE 防止のため、「９６か月齢以上の一般的な死亡牛」、「すべての特定症状

牛」、「４８か月齢以上の歩行困難・起立不能牛」について、３５５頭の検査

を実施しましたが、すべて陰性でした。 
 BSE 陽性牛等の適正処理のため、焼却施設の点検や焼却灰の処理などの維持

管理状況について確認しました。なお、平成２１年１月に確認された牛を最

後に、国内で生まれた牛でのＢＳＥ発生はありません。また、平成２５年５

月の OIE（国際獣疫事務局）総会で、日本は「無視できる BSE リスク」の国

に認定されています。 
 BSE 対策として、ほ乳動物由来飼料の誤用を防止するため、生産者３６戸に

立入調査を実施し、「動物性たんぱく質混入防止ガイドライン」遵守状況を確

認しました。また、１２戸の肉用牛農家、酪農家で使用する飼料について、

収去検査を実施し、動物性たんぱく質の混入がないことを確認しました。 
 動物用医薬品の安全確保のため、動物用医薬品の成分含有量と表示に関する

収去検査を１件実施しました。また、販売業者６７件への立ち入り検査を実

施し、適正な販売・流通について確認しました。 

（２） 自主管理の推進 
 家畜の飼養頭羽数の増加や使用形態の多様化等による衛生管理上の問題によ

る家畜の慢性疾病の低減を目的に、牛・豚・鶏の飼養農家に対し畜舎等の環

境整備や動物用医薬品の適正使用等の指導を行うとともに、家畜衛生技術、

家畜の伝染性疾病の発生状況や対策に関する広報誌を作成・配布しました。 
 牛・豚の飼育農家に対し、農場 HACCP の認証取得に向けた取り組みを促す

とともに、危害要因分析として細菌検査等を実施し、消毒等を指導しまし

た。 
 鶏卵のサルモネラ総合対策指針に基づき、採卵鶏農場に対して、施設等のサ

ルモネラ検査を合計４０回、８６７検体実施し、すべて陰性を確認するとと

もに、衛生指導を実施しました。 
 

施策名 項目 指標値 結果 

ＢＳＥ検査と処理体制の整

備 

９６ヶ月齢以上の死亡牛検査

率（％） 

１００ １００ 



ＢＳＥ防止のための飼料の

安全性の確保 

生産者検査件数（件／年） 

飼料検査件数（件／年） 

３６ 

１２ 

３６ 

１２ 

動物用医薬品の安全な販売

と適正使用の徹底 

動物用医薬品検査回数（回／

年） 

販売者立入件数（件／年） 

１ 

 

２０ 

１ 

 

６７ 

家畜衛生技術の普及 調査回数（回／年） ２０ １１２ 

家畜衛生管理システムの導

入 

農家指導回数（回／年） ２０ ２４ 

鶏卵の衛生管理の徹底 調査回数（回／年） ２０ ４２ 

 
２－３ 水産物 

（１） 監視・指導の徹底 
 養殖業者への水産用医薬品の適正使用について指導し、指導書を発行しまし

た。 
 ワクチン接種技術講習会（１回、６名参加）、養殖衛生管理技術講習会（４

回、４０名参加）を開催し、水産用医薬品の適正使用を指導しました。 
 水産用医薬品の在庫・記録確認調査及び海面養殖場・内水面養殖場への巡回

指導を実施しました（１２６回）。なお、不適説事例はありませんでした。 
 二枚貝が貝毒プランクトンを摂取し毒化する事例が発生しているため、二枚

貝の養殖漁場を中心に６調査地点を設定し、海水中の貝毒プランクトンのモ

ニタリング調査を実施するとともに、二枚貝（マガキ、アサリ、ヒオウギガ

イ、ムラサキイガイ）の貝毒の毒力検査を実施し、貝毒監視体制の強化を図

りました。 
 R3 年度は豊後水道において 2～7 月及び 11～12 月に貝毒プランクトンが警

戒密度を超えて確認され、二枚貝の毒化が予測された際には、避難漁場に速

やかに避難させ、毒化の軽減を行いました。なお、毒力検査の結果、規制値

を超える毒力は検出されませんでした。 
 県産ヒラメ養殖場への食中毒原因寄生虫（クドア・セプテンプンクタータ）

の侵入を防ぐため、種苗導入時に種苗生産業者から PCR 検査による陰性証明

書を求めるよう指導するとともに、県農林水産技術センター水産研究部にお

いて遺伝子検査を実施（５９ロット、１，３４４尾）し陰性を確認しまし

た。また、出荷時には検鏡法及びイムノクロマト法による検査を実施するよ

う生産者、漁協に対し指導しています。 

（２） 自主管理の推進 
 養殖業者に対し、水産用医薬品等の使用履歴の記帳の徹底を指導しました。 



 
施策名 項目 指標値 結果 

水産用医薬品の適正使用の

徹底 

指導書発行及び巡回指導回

数（回／年） 

６０ １２６ 

貝毒の発生監視調査の実施 プランクトン調査地点数

（地点／年） 

６ ６ 

簡易法を用いた貝毒監視体

制の強化 

貝毒検査地点数（地点／

年） 

６ ６ 

貝毒の毒化軽減手法の指

導、普及 

実施養殖業者率（％） １００ １００ 

県産養殖ヒラメの安全性の

強化 

実施養殖業者率（％） １００ １００ 

 

  



３ 信頼できる製造・加工・販売体制の確保（製造・加工・販売段階の取組） 

安全な食品の製造、加工、販売を確保するため、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入を

推進するとともに、大分県食品衛生監視指導計画や医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という）に基づい

た監視・指導を徹底します。 

（１） 監視・指導の徹底 
 食品等事業者への監視指導は、過去の食中毒の発生頻度、営業の内容、

HACCP の衛生管理の内容等を考慮して、大分県食品衛生監視指導計画で監

視回数をさだめ、実施しました。許可・届出施設延べ６，１３２件に対し

て、施設の衛生管理や食品の衛生的取扱等についての監視を行い、１８件の

違反を発見し、改善指導を行いました。 
 食中毒発生時には原因究明調査を実施し、再発防止の指導を行うとともに、

同様の食中毒発生を防止するため、関連事業者に対する指導に活用していま

す。また、令和 3 年度に発生した２件の植物性自然毒による食中毒について

は、マスコミ等を通じて県民への注意喚起を行いました。 
 県内に流通する生鮮食品、加工食品計４９２検体の収去検査及び、調理器具

や従業員の手指の拭き取り検査５４６件を実施しました。食品衛生法に定め

る規格基準違反は６件、大分県食品衛生指導基準不適合が３３件で、これら

の食品については製造者等に対し施設の衛生管理や食品の取扱い等について

指導を行い、改善を確認しています。 
 と畜場及び認定小規模食鳥処理場９件に立入り、ＨＡＣＣＰによる衛生管理

を適切に実施するよう指導しました。  
 県内のと畜場で処理する牛のうち神経症状等を呈する牛についてはＢＳＥ検

査を実施することとしていますが、令和３年度は検査対象となる牛の搬入は

ありませんでした。 
 動物用医薬品の残留防止対策として、と畜場において病畜、保留畜の肝臓、

腎臓、筋肉を採取し、抗菌性物質の残留の有無について簡易検査を行いまし

た。令和３年度は豚１頭において抗菌性物質の残留が認められる事例が確認

されましたが、当該豚は全部廃棄とし、市場への流通はありませんでした。 
 食品や雑貨品として販売されているにもかかわらず、医薬品成分を含み無承

認無許可医薬品に該当する食品等による健康被害の発生を防止するため、医

薬品医療機器等法に基づき、県内の販売店において健康食品５検体について

買上げ検査を実施し、医薬品成分が含まれていないことを確認しました。 
 イノシシ・シカ肉の衛生管理向上のため、狩猟者を対象とした講習会を予定

していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止としました。 



 栄養教諭、調理員等、延べ１９９名に対して食中毒予防や HACCP に関する

講習会を開催し、学校給食の衛生管理の意識の向上を図りました。 
 学校給食調理場１０施設に立ち入り調査を行い、施設面や作業面での改善に

ついて助言を行いました。 
 対米輸出牛肉取扱施設や対 EU・対中国輸出水産食品取扱施設に立入り、衛

生管理について指導を実施しました。令和３年度の食肉（牛）の輸出は米国

や香港、台湾向けを中心に、衛生証明書発行件数は５９５件、輸出重量は９

４，９００Ｋｇであり、前年度に比べて増加傾向でした。また、水産物の輸

出もＥＵや中国向けを中心に、衛生証明書発行件数は２０９件、輸出重量は

４２８，６５２Ｋｇで、前年度に比べて増加傾向でした。 
 

（２） 自主管理の推進 
 保健所等において、食品等事業者や給食調理従事者等に対する講習会を１５

６回開催し、参加した４，２７１名に対して HACCP に沿った衛生管理や異

物混入防止対策等についての指導・助言を行いました。 
 HACCP に沿った衛生管理の推進及び指導を行うため、令和３年度から民間

指導者育成のための研修会を実施しました。民間指導者は、地域の飲食店等

を巡回して HACCP の記録作成についての助言や、事業者からの要請に応じ

て施設を訪問して衛生管理計画の作成補助を行うなど、自主管理の推進に取

り組んでいます。 
 6 次産業化に取り組む農林漁業者や支援する行政・団体職員等対象とした研

修会を開催し、農林漁業者１６名を含む５７名に対して、HACCP の知識の

普及に努めました。 
 

施策名 項目 指標値 結果 

製造・販売・飲食等施設の

監視・指導 

食品衛生監視指導計画に基

づく監視率（％） 

１００ １２８ 

食品収去検査の実施 食品衛生監視指導計画に基

づく検査率（％） 

１００ ６３ 

ＢＳＥ検査の実施 検査対象牛の検査率（％） １００ － 

対象なし 

健康食品等の監視・指導 検査件数（件／年） ５ ５ 

狩猟者に対する衛生指導の

徹底 

研修会実施回数（回／年） ３ － 

 



施策名 項目 指標値 結果 

学校給食に対する衛生指導

の徹底 

講習会実施回数（回／年） ４ ４ 

輸出畜水産物の衛生確保対

策の徹底 

対ＥＵ輸出水産食品取扱施

設の監視回数（回／年） 

１２ １５ 

ＨＡＣＣＰシステムの知識

の普及、導入促進 

民間指導者数（累計・人） ６０ ２９７ 

 

  



４ 危機管理に対応できる流通システムの構築（流通段階の取組） 

安心できる食品流通が行われるよう、食品表示の適正化とトレーサビリティシステム

の導入を推進します。 

（１） 食品表示の適正化 
 表示関係部局の担当者による食品偽装表示対策チームを編成し、食品表示違

反（疑い）事例への対応等について情報共有を図りました。 
 食品表示担当者研修会において、食品表示法、不当景品類及び不当表示防止

法（景品表示法）における疑義事案等の研修を行いました。 
 県内各地区の小売店等６９１施設で表示関係部局による合同立入調査を実施

し、不適正表示の監視を行いました。監視で発見した不適正表示７５９件に

ついては、改善指導を行っています。 
 食品事業者を対象とした講習会等での情報提供や個別相談を通じて、適正な

食品表示がなされるよう指導を実施しました。 
 県産乾しいたけの信頼性確保のため、県外７都市に「しいたけ品質表示ウォ

ッチャー」を１０名配置して、県外で販売される県産乾しいたけ２４５点の

表示実態を調査しました。また、県内では小売店で３４点の商品について表

示実態調査を行うとともに、流通する乾しいたけ１０点の原産国判別試験を

実施し、指導に活用しました。 
 食品適正表示講習会を開催し、食品関連事業者等５６名に対し受講者証、適

正表示推進者設置店証を交付しました。 
 食品表示の監視員等に対して、景品表示法における疑義事案等の研修を行い

ました。 
 食品企業の食物アレルギー対応の取り組みについて紹介する講習会を開催

し、学生、消費者等３４名に情報提供を行いうことで、食物アレルギー事故

防止に向けた企業の取組に関する消費者の理解を深めました。 

（２） トレーサビリティの導入 
 牛トレーサビリティ制度の円滑な運用を図るため、牛飼養農家に対し、耳標

の全頭装着を指導し、適正に装着されていることを確認しました。 
 大分乾しいたけトレーサビリティシステムによる入札情報や流通する物量の

確認、産地市場や袋詰め業者への立入指導を実施し、大分しいたけシンボル

マーク使用の許可を行いました。 
 食品等事業者に対し、講習会やチラシの配布等により米トレーサビリティ制

度の周知を図りました。 
 



 
施策名 項目 指標値 結果 

適正な食品表示のための情

報提供、指導 

講習会実施回数（回／年） ６ ５ 

乾しいたけ適正表示の促進 ウォッチャー設置人数（人

／年） 

１０ １０ 

食品適正表示推進者の育成 講習会実施回数（回／年） １ １ 

牛トレーサビリティ制度の

円滑な運用 

耳標装着率（％） １００ １００ 

 
 

  



５ 消費者との相互理解と食育の推進（消費段階の取組） 

正しい情報をわかりやすく消費者、事業者に提供するとともに、県民自らが健全な食

生活、食文化を育む食育の取り組みを推進します。 

（１） 情報提供の推進 
 消費者と食品取扱事業者との情報共有のため、県内の大学と連携し、大学生

や一般消費者１２１名を対象とした食品表示関する研修会を開催すること

で、適正な食品の選択に向けた消費者の理解促進を図りました。 
 「夏休み親子食の安全・安心教室」を開催し、ATP ふき取り検査※キットを

使用して手のひらや水筒の飲み口など身近な汚れの測定実習を通して、食品

衛生に関する意識の向上を図りました。 
※ATP ふき取り検査すべての生物がもつ ATP（アデノシン三リン酸）というエネルギー物質を 

汚れの指標とする検査方法で、簡単、迅速に検査できます。 
 県ホームページやフェイスブックを活用し、食中毒予防や食育など食の安

全・安心に関する情報提供を行いました。 
 小学生１０７名を対象に、養殖場の見学・養殖魚の安全性等の学習会を開催

し、安全・安心な魚の PR を行うことで、県産養殖生産物に関する知識の向

上を図りました。 

（２） 食育の推進 
 食育指導者を「おおいた食育人材バンク」として登録し、様々な食育活動に

派遣し、園児・児童や学生、子育て世代等に対し、みそ玉作りや調理教室、

農林水産業体験など食育活動の拡大を図りました。 
 各市町村で「学校給食１日まるごと大分県」の取り組みを実施するととも

に、毎月１回以上、地場産物や郷土料理等を学校給食で提供することによ

り、児童生徒への食育活動の充実を図りました。 
 

施策名 項目 指標値 結果 

消費者と食品事業者の相互

理解の推進 

開催回数（回／年） ６０ ３８ 

夏休み親子食の安全・安心

教室 

参加者数（組／年） ２０ １４ 

食の安全・安心情報の提供 情報提供回数（回／年） １２ １２ 

安全・安心な魚のＰＲ活動 実施校数（校／年） ４ ３ 

 
 



施策名 項目 指標値 結果 

おおいた食育人材バンクの

活動運営 

バンク登録人数（累計・

人） 

１００ １０３ 

学校給食での地産地消の推

進 

「学校給食１日まるごと大

分県」実施回数（回／年） 

１ １ 

 












