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視点

「HACCPシステムの法制化に果たす食品微生物検査技士の役割」
公益社団法人日本食品衛生協会 技術参与
公益社団法人日本べんとう振興協会 食品微生物検査技士資格認定委員
平成30年６月に改正され食品衛生法でHACCPシ
ステムが法制化され、今年の６月からは完全施行さ
れたことから、原則としてすべての食品事業者に
HACCPシステムによる衛生管理が義務化されました。
このシステムは、食品を取扱う事業者自身が、そ
れぞれの施設の実情を踏まえた衛生管理を自主的に
行うことにより合理的に食品の安全性を確保するた
めの国際的基準です。法制化は、この食品安全基準
に対応させた規定で、国際的に食品規格やガイドラ
インを作成している政府間組織のコ－デックス委員
会により示された基準に基づいて、各食品事業者は
HACCPシステムに沿った衛生管理計画および必要
に応じて手順書を作成して工程管理を実施して記録
し、その効果を定期的に検証して内容を見直すこと
により食品安全を向上させていくことを目的として
います。なお、法制化の規定では、これらの実施が
自ら困難な小規模食品事業者等に対しては、厚生労
働省が評価して認めた手引書による簡略化されたア
プローチが示されています。
法制化に対応するに当たって、食品微生物検査は、
食品原材料から最終製品に至る全工程について消費
者の健康を害する可能性のある有害微生物の汚染や
発育の実態を把握して、これらに対応する管理措置

小久保 彌太郎

を明らかにし（危害要因分析といわれます）
、それら
の措置を盛り込んだ衛生管理計画あるいは手順書に
より安全な食品がつくられているか、衛生的な食品
作業場が確保されているかを客観的に評価して検証
するなどのあらゆる場面で必要となります。さらに、
得られた検査データを食品の生産工程にフィード
バックして、工程の改善を図ることも検査の重要な
目的です。これらのことを行う際に、食品微生物検
査技士は中心的役割を担っています。このように、
検査技士は検査を行うだけでなく、広く収集した情
報に基づいて食品微生物管理を向上させるための対
策を立て、それを現場にフィードバックしていく能
力と役割が求められることから、当協会の食品微生
物検査技士資格制度では単に食品微生物検査法だけ
でなく、関連法規、食品微生物学、食品衛生学、食
品衛生管理システムについて幅広い知識を通信教育
で学ぶようになっています。
今後、食品工場においてHACCPシステムによる
工程管理、すなわち汚染源の追求、衛生管理上の欠
陥箇所の指摘、生産の安定化、製品管理等のいわゆ
る自主衛生管理を担う食品微生物検査技士の資格制
度が社会的に広く認知され、さらに発展することを
期待します。
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「令和３年度食品微生物検査技士」
応募状況のご報告
令和３年度食品微生物検査技士養成講座の応募状況（募集期間は７月10日（土）
から８月10日（火）まで）をご報告します。
応募者の会員別は、会員206名（前年度269名）、非会員149名（前年度128名）合計
355名（前年度397名）の応募となり、昨年度より42名減少致しました。
応募者比率は、会員58.0％（前年度67.8％）、非会員42.0％（前年度32.2％）です。
応募会社数は、会員（正会員及び賛助会員）19社、非会員88社、合計107社の応募
がありました。応募会社数の比率は、会員17.8％（前年度16.2％）、非会員82.2％（前
年度83.8％）となりました。前年度と比較して非会員の応募会社数の増減はありませ
んが、会員の応募者数は若干増加しました。
級毎の応募者数は、１級は20名（増減なし）、２級は98名（１名減）、３級は237名（41
名減）です。昨年度に引き続き、今年度もコロナ禍での募集となりましたが、１級と
２級の応募者は、昨年度とほぼ同数の応募となりました。
１．令和３年度会員別・クラス別応募状況
会員別

会員
当年
前年比
19
2
12
4
30
-2
164
-65

クラス別
会社数
クラス別
申込者数
合

１級
２級
３級
計

206

-63

（単位：人）

17.8
60.0
30.6
69.2

非会員
当年
前年比
88
0
8
-4
68
1
73
24

58.0

149

比率
（％）

比率
（％）

合計

82.2
40.0
69.4
30.8

107
20
98
237

42.0

355

21

２．年度別応募者状況（平成26年度～令和３年度）

1級
2級
3級
合計

（単位：人）

平成26年度
会員 非会員

平成27年度
会員 非会員

平成28年度
会員 非会員

平成29年度
会員 非会員

平成30年度
会員 非会員

5
28
212
245

9
27
214
250

11
33
247
291

17
35
236
288

10
27
156
193

25
64
21
110

令和元年度
会員 非会員

16
63
44
123

令和２年度
会員 非会員

14
81
60
155

令和３年度
会員 非会員

23
86
52
161

累計
会員 非会員

14
87
46
147

合計

1級
2級
3級

18
29
206

23
64
57

8
32
229

12
67
49

12
30
164

8
68
73

90
241
1,664

135
580
402

225
821
2,066

合計

253

144

269

128

206

149

1,995

1,117

3,112

3

公益社団法人べんとう振興協会の概要 （企業調査）
企業調査において会員各位から報告のあった結果を取りまとめました。（令和3年４月１日現在）
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人
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0,0
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）
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9,0

8,7

87
11,

平成25年

平成26年

平成27年
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食品工場における衛生管理業務のシステム化（デジタル化）の動向
イカリ消毒株式会社 営業推進部 担当部長

酒田 寛伸 氏

１．システム化（デジタル化）の必要性
2019年から働き方改革関連法の一部が施行され、労働生産性の向上が謳
われる中、
2021年９月１日にはデジタル庁がスタートし、
日本政府はDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）を強力に推し進めている。
食品業界では2021年６月にHACCP制度の導入・運用が完全義務化され、
従来からの課題である人手不足や施設の老朽化、コスト削減、付加価値の
向上等の課題を解決すべく、様々な新しいサービスや機器が生まれている。
べんとう惣菜の製造現場でも、システム化（デジタル化）を模索し進めている事例がある。今回はそ
の中でも特に衛生管理業務に関する事例をいくつかを紹介したい。
２．衛生管理業務のシステム化事例
入場管理
以前から入退場に関するデジタル化は少なからず存在していたが、どちらかというとセキュリティの
強化を目的として運用されてきた。しかし急速に広がったパンデミックにより、新たに体温チェックや
消毒作業と連動するシステムが開発され、現在では非常に多くの工場に普及している。
＜非接触自動検温システムgatey＞

これらのシステムは非接触で体温を測れたり、顔を向けるだけで良いことなどから、日本語を十分理
解できない場合でも、説明が不要で、幅広い文化・年齢層に受け入れられている。
他にも、入場時の手洗い場に動画マニュアルを常時映像で流しておき、正しい手洗いを自然に促すシ
ステムを導入している現場もある。
温湿度管理
これまでも温湿度センサーは工場内の各エリアに設置されており、日々の業務として品質管理担当者
や現場の管理者がチェックをしてきた。昨今では、それらを各エリアの独立した計測器としてではなく、
事務所で集中管理している現場もある。それによって迅速にデータを把握できるだけでなく、現場での
記入漏れや間違いをなくし、計測器の故障にも速やかに対処できるようになった。また、記録もデジタ
ル化されているため、異常があった際に再確認しやすいなどの利点がある。
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当社では温湿度と虫の発生条件との相関を見るための独自センサーを開発しており、予防的な防虫管
理に生かしている現場もある。例えば、ある温湿度条件下で発生しやすい虫の種類があり、その条件に
ならないように環境を制御すれば、発生を抑制することができる。
＜オンライン防虫防鼠監視対策

ＣＸシステム

温湿度センサ＞

異物検査
通常、消費者や取引先等からのお申し出品は、検体を宅配便や手渡しで受け取ったら、検査機関に提
出して同定し、その結果から現場での再発の可能性や原因究明を行った後、お申し出があった方への説
明などを行う、というのが主な流れになる。その際には、消費者の感情を配慮し、原因究明や再発防止
策の説明までのタイムラグをいかに短くするかということが重要なポイントとなる。
そこで最近では、WEBシステム上で検査依頼から検査報告書の受取まで行い、報告書のデータ管理
や進捗管理も出来るサービスが一部で始まっている。これによってリアルタイムで検査状況を把握でき
るだけでなく、検査結果の履歴がシステム上に残るため、過去の同様な事例を確認することができるよ
うになる。
＜異物検査システム＞

教育
新規入場者向けの衛生教育や、品質管理部門が主催する階層別、役職別の衛生教育は、品質管理部門
の経験者スタッフが担うことが多く、その都度オリジナルのテキストや映像、資料などを用いて実施して
いる。また外国人労働者向けの教育では、通訳を介したり、翻訳した簡易マニュアルなどを作成して、衛
生管理のルールや必要性を教えている。しかし、新規採用の度に実施しなければならないことや、母国語
の種類が多くなってきた（多い現場では７か国語に対応している）ことで、対応が難しくなってきている。
そのような悩みを少しでも解消する試みとして、eラーニングを活用した衛生管理教育を行っている
企業もある。また、まだ少ないが外国語に対応したサービスもあり、今後の普及によっては工場ごとの
オリジナル教材を使用したものも増えてくると思われる。
当社としても「イカリスマートキャンパス」というeラーニングを展開している。参考にして頂きたい。
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＜衛生教育eラーニング

イカリスマートキャンパス＞

また、昨今ではコロナ禍で集合教育を実施しづらくなっている。特に実地研修ではリモートで現場の
雰囲気をうまく伝えられなかったり、チーム単位で話し合うなどの参加者同士の横の交流がしにくいと
いう問題がある。
当社でもオンライン会議システム（Zoom）を利用したリモート研修を提供しているが、実地研修を
疑似体験できる「VR研修」や、Zoomのチーム分け機能を利用したディスカッションを行い、講師から
の一方通行型の研修ではなく、チームごとの話し合いや発表形式を織り交ぜた双方向型の研修を行い、
好評を得ている。
防虫・防鼠
品質管理部門のスタッフが工場巡回を行う業務の中で、自主管理として捕虫器の虫の数を数えて記録
する業務がある。毎日実施するという工場もあるが、現状ではまだ多くの工場が捕虫紙についている虫
の数を目視で数え、紙の用紙に記録している。捕虫器の前に物が置いてあって移動させなければならな
かったり、高い場所に取り付けているために脚立を使わないと届かないなど、時間と危険を伴うケース
が少なくない。
そのような点検業務がない場合でも、捕虫器に捕獲されている虫の数を把握するために、通常月に
１回程度専門業者に捕虫紙を回収してもらい、分析結果を得るのが通例だが、月１回の回収・確認では、
発生した虫や侵入した虫がいつから問題になっているのかが分かりにくい。もし捕虫紙を取り付けた直
後に捕獲されていた場合、約１ヶ月前の発生状況を知ることになり、これでは、単に過去の傾向を見て
いるだけになる。また、べんとう惣菜の製品は日配品であり、消費期限も１日から数日と短い。１ヶ月
以上前の製造中にリスクがあったことがわかっても、手遅れになってしまう。
当社では10年程前から、自動的に捕獲数を記録し、Web上の専用ページで把握できるシステムの稼働
を開始している。また捕虫紙をカメラで撮影したデータから種類を確認できるものや、飛翔性昆虫の捕
虫器だけではなく、ネズミやゴキブリも遠隔から映像で確認できるシステム、差圧や開閉管理と連動し
て記録を確認できるタイプもある。
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＜オンライン防虫防鼠監視対策

ＣＸシステム＞

衛生点検
品質管理担当者が現場を巡回する際に用いるチェックリストは、紙に記入していることが多い。しか
し、データとして記録したり編集するために、紙からパソコンへの入力作業が発生していることも多い。
そこで現在は、様々なデジタルデバイスや専用のアプリケーションを利用し、最初からデジタルデータ
として記録している現場もある。
当社でも、衛生点検を請け負う業務では、デジタル化したチェックリストを使い、スマートフォンで
の入力を行っている。
“記録用紙を事務所に持って帰ってデータをパソコンで打ち込む”という作業を
なくせるだけでなく、データの抽出が容易にでき、問題点や将来問題になりやすい箇所など全体の傾向
を分析できるため、速やかな改善活動を促せるという利点もある。
＜スマホを利用した衛生チェックの画面＞

３．今後のシステム化の課題と対応
・入場記録、入荷記録、出荷記録、各種衛生点検記録など、過去から継続的に紙で管理していたものは、
それが当たり前になっており、時間とコストを割いてまでデジタル化するという活動になかなか結び
つかない。
デ
 ジタル化を進めている工場では、少しずつでも切り替えを始めており、一旦導入されて慣れてしま
えばそれが当たり前になっている。しかし、限定的な導入に留まり、幅広い業務全体への普及には結
びつかない場合もあるので、優先順位を付けて目標と目的を明確にした上で、着実に進めていくこと
が重要である。
例
 えば防虫システムの場合、まず最も衛生レベルの高い場所から導入したくなるが、目的が侵入源の
特定であれば、出入口やその後の経路など拡散・到達経路となる可能性が高い場所から導入し、結果
を確実に把握できる方が導入のハードルも低く、効果もすぐに見えるので、その後の展開もしやすく
なる。
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・工場が複数ある場合は、本社からの指示がないと、個々の工場の判断では予算的にも権限的にも導入
は容易ではない。
複
 数の工場を持つ企業においては、まずやる気のある工場でテスト的に導入し、その良さや効果を体
感してもらった上で、他の工場へ普及をはかるのも一つの方法である。全工場への普及のために大掛
かりな予算が必要な場合は、導入にかかる費用を明確にし、費用対効果を示せる根拠を予算権限者に
提示できるようにする。
導
 入前に効果を算出することは難しいが、通常は短縮される作業時間×人件費を用いて比較する。そ
の際、単純に作業時間だけを見るのではなく、作業者に指示教育したり、出来栄えを確認する時間な
どもすべて含むようにすると実際の効果がより見えやすい。
ま
 た、導入しても結局使われないのではないかといった懸念を払しょくするためにも、導入前によく
検討し、誰にでもわかりやすく使いやすいサービス・機器を選定することも重要である。
・紙の記録媒体は手書きであるため、修正があった場合はその履歴が比較的わかりやすく、第三者の監
査の際などに、記述内容の信頼性を説明しやすいため、デジタルへの切り替えの障壁となる。しかし
最近では、客観的なデータであることを説明できれば、デジタルデータでも監査内容として認めてい
る場合もあり、監査者側の理解を得ながら進めていくことが肝要となる。
ま
 た、書類での監査の場合、被監査者が山のように積まれた書類の中から探しだすといった時間も費
やす。デジタル化により、これまで１日がかりであった監査が半日で済むようになれば、減点項目の
再発防止策や改善事例の共有など、別の活動に振り分ける時間が増えるため、監査者、被監査者双方
にメリットが生まれるはずだ。
４．今後の方向性
（１）超少子高齢化時代に向けた衛生管理業務の効率化
急速な少子高齢化と人口減少による生産年齢人口の減少を迎えている今の日本では、直接的に労働
投入量の減少となることから、労働者１人あたりの生産性を高めなければ、経済規模の縮小や人手不
足の深刻化は避けられない。
生産性を向上させるアプローチはいくつかあり、一つは何らかの付加価値をつけて製品のブランド
化を行い、労働量を増加せずに成果を向上させることだが、もう一つは機械化・ロボット化等のICT
導入によって業務の効率化を図り、労働投入量を減少させることである。現に多くの企業が製造ライ
ンのロボット化やデジタル化を推し進めており、今後も拡大していくことは間違いない。
（２）衛生管理担当者自身の能力向上
定型業務をデジタル化して空いた時間をどう使うかが重要である。製品の付加価値向上のための業
務や、それまで忙しくて手が回らなかった重要な業務に着手する他、業務そのものがスピードアップ
した分、より早い判断が求められる場合もある。その場で対応ができるだけの知識や経験を改めて積
む必要がある。
（３）業務の伝達や連携
衛生管理業務の引継ぎには、十分な時間が取れないことも多い。特に長期に渡る防虫活動の経緯や
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微生物的な不具合箇所などは、十分な説明がないまま引き継がれることがある。そのような場合でも、
時系列で整理された報告書や計画書がデジタルデータとして参照できるようになっていれば、過去に
どのような問題があり、現在の取り組みがなぜ行われているのか、今後どのような方針で進めようと
しているのかといったことが把握しやすい。もちろん紙や口頭でも良いのだが、往々にして極端な事
例が多少誇張されて伝わるケースなどがあり、全体を客観的に把握することが難しい。デジタル化し
た情報なら、時系列など体系立てて整理された状態になっており、見たい情報を素早く検索すること
もできる。
最後に
総務省の統計では、日本の人口は2008年にピークを迎え、一旦すこし停滞したあと、2010年から本
格的に減少し始めている。特に15～64歳のいわゆる生産年齢人口はすでに減少に転じており、このま
ま継続すると2040年には現在から約20％減になると推定されている。また、日本の総人口の減少傾向
は加速度的であり、2022年以降は年間50万人程度、2040年代以降は年間約90万人が恒常的に減少する
と推定されている。例えるなら、今の時代はジェットコースターが最初の昇りから頂上を迎えて、今ま
さにゆっくりと加速しながら下がっていく瞬間である。
べんとう惣菜製造の現場は、労働集約型であるがゆえに長らく人手不足や人材不足と戦ってきた。し
かし、これからはさらに厳しい時代を迎えようとしている。衛生管理業務は単純な作業ではなく、また
衛生に関する意識が日本人とは異なることも多いため、外国人労働者を大量に雇えば済むといった単純
なものではない。
我々が今から始めなければならないのは、このような状況でも慌てたり諦めたりすることなく、次の
世代がソフトランディングできるよう、デジタル技術を最大限に活用しながら衛生管理システム（デジ
タル化）の構築を推進していくことである。
以上、今現在、衛生管理業務に携わっている方々や、これから衛生管理業務を担う方々へ、今回の情
報が少しでも参考になれば幸いである。

【協会事務局より】
フードサイエンス研修会の代替について
本年度のフードサイエンス研修会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
状況等を踏まえ、会員の皆様にご参加頂き実開催をすることは困難と判断したことから、
昨年会員の皆様からお聞きしたテーマを念頭に、関係機関から寄稿を頂き、機関誌に掲載
してまいりました。
なお、本年９月30日をもって緊急事態及びまん延防止等重点措置は終了いたしましたが、
本年度においては、研修会の代替として寄稿を頂くことにより、皆様への情報提供を行って
参りたいと考えておりますので、ご理解方宜しくお願いいたします。
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食品製造業における
新型コロナウイルス感染症感染拡大
予防ガイドラインの改訂について
2021年10月６日
一般財団法人食品産業センター
食品製造業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラインの一部改正のお知らせ
本年７月以降のデルタ株による新規感染者急増の状況を受けて、政府の要請に応じて「食品製造
業における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」
（以下「ガイドライン」という。）の
改訂について検討を行ってまいりました。
ガイドラインは昨年５月に、緊急事態宣言後の事業継続に資するために作成し６月２日に改訂し
ました。その後、感染状況の専門家の分析等により、感染リスクが高い場面をさけるための政府か
らの要請や専門家会議の提言などの変更や追加が行われております。また、ワクチン接種の促進や
職場における検査の活用など、感染防止について留意する必要がある事項も出てきております。
この度改訂したガイドラインは、このような事情の変化を反映させています。
食品製造業においては、手指消毒、マスクの着用など一般衛生管理として取り組まれていること
に加え、
「三密」の回避など既に対応していただいていると考えておりますが、ガイドラインを参照
していただき、皆様の感染防止対策の充実に、役立てていただくことを期待しております。
（※）食品製造業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
なお、製造・小売を兼ねている業態の皆様は、首相官邸HPや内閣官房HP等で公表されているスパー
マーケット協会等が策定している「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感染予防ガイ
ドラインも併せて参照ください。
（以下のURLから入手できます。
）
（http://www.super.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/covid19-retail-guideline
20210106.pdf.pdf）
お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター
総務部、企画調査部
TEL：03-3224-2362・2365
FAX：03-3224-2397・2398
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食品製造業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
令和２年５月14日作成
令和２年６月２日改訂
令和３年10月６日改訂
一般財団法人食品産業センター

１．はじめに
○令和２年４月７日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。
）第
32条第１項に基づく緊急事態宣言が発出されましたが、生活に欠かせない食品の供給を担
う食品製造業については、政府からの要請（注１、注２、注３）も踏まえ、事業を継続して
きたところです。
（注１）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言に伴う食品その他生
活必需品の安定供給の確保について」
（令和２年４月６日農林水産省食料産業局長・経済産業省商務・
サービス審議官）
（注２）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言下におけるゴールデ
ンウィーク中の食品の安定供給の確保について」（令和２年４月24日食料産業局長・政策統括官）
（注３）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言の延長下における引
き続きの食品の安定供給の確保について」（令和２年５月７日食料産業局長）

○こうした中、令和２年５月４日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウ
イルス感染症対策の状況分析・提言」
（以下「専門家会議提言」という。
）においては、
「業
界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種
ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場にお
いて、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい」
とされたところです。
○さらに、令和２年５月４日に変更された新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間を令
和２年５月31日まで延長するとともに、
「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見
据え、５月４日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成す
るなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされました。
○食品製造業などの新型コロナウイルス感染症の予防対策については、令和２年３月16日に
農林水産省が策定した「食品事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対
応及び事業継続に関するガイドライン」
（以下「事業継続ガイドライン」という。
）において、
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一般衛生管理に加え従業員の健康管理や施設設備等消毒などの重要性が具体的に示されてい
ます。このため、当センターにおいては、
「事業継続ガイドライン」や専門家会議提言にお
いて示された、感染拡大を予防する「人との接触を８割減らす、10のポイント」や「新し
い生活様式」の実践例、感染リスクが高まる「５つの場面」も踏まえつつ、基本的考え方と
具体的取組（①各施設の実情に応じた感染予防対策、②従業員の感染予防・健康管理等）に
関し、本ガイドラインを定めることといたします。とりわけ、本夏のデルタ株等変異株の拡
大など感染状況が変わることがあることから、本ガイドラインを基本にして、政府・地方公
共団体から提供される情報その他必要な情報の収集と活用により、その都度必要な感染防止
対策を柔軟に講じていくことが求められます。
○食品製造業には、事業や施設の規模を含め様々な業態の事業者の皆様がいて、全てを網羅す
るガイドラインの策定は難しいことから、各事業者におかれましては、本ガイドラインを活
用して、自らが個々の状況に対応した対策を講じることにより、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大予防に向けた取組を推進していただきますようお願いいたします。

２．基本的考え方
○食品の供給を担う食品製造業は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行ってお
り、人員や物的資源等を確保し、業務を継続することが求められています。
○職場における新型コロナウイルス感染症予防は、マスクの着用、手洗いを基本とした手指衛
生、
「三密」の回避が基本であり、それらのいずれも避けることが重要です（
「三密」とは、
①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）
、②密集場所（多くの人が密集している）
、③密接
場面（お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）という三条件がそろう
ことです。）。
○食品製造業においては、製造現場における従業員の体調管理やこまめな手洗い、アルコール
等による手指の消毒、マスクの着用、咳エチケットなど食中毒予防のために実施している一
般衛生管理を徹底することが新型コロナウイルス感染拡大の予防のために大切です。
○また、製造現場以外の業務時間外における社員食堂・更衣室・休憩室など居場所の切り替わ
りに伴うクラスターの発生のリスクが高い場所があることにも留意して、三密にならないこ
とはもちろん、出来る限り「ゼロ密」を目指して職場の環境整備や従業員の行動を促すこと
が必要です。
○以上を踏まえ、本ガイドラインでは、食料品製造業の職場の実情に応じた感染予防策につい
て参考とすべき取組を例示するとともに、事業を継続していく上で必要な従業員の健康を確
保し、新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合でも職場における集団感染を防ぐため
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に取り組むべき事項も示しています。

３．具体的な取組
食品製造業の製造現場において一般衛生管理が徹底されていることを前提に、新型コロナウ
イルス感染症を予防し、事業継続を確保するために食品製造業に共通する基本的な取組例を以
下に示しますので、各事業者においては、これらを参考に個々の状況に応じた対策を適切に講
じることが求められます。
なお、
「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
（厚
生労働省）により、対策の実施状況を確認することができますので、こちらを活用し感染の要
因を防止願います。
（チェックリストについては、下記URLを参照）
http://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
①新型コロナウイルス感染予防に関する基本的知識等の周知徹底等
従業員に対し、新型コロナウイルス感染予防に関する基本的な知識を周知し、感染防止策を
徹底させるため必要な情報提供、指導・教育を行う。

✓専門家会議で示された「新しい生活様式」の実践例、感染リスクが高まる「５つの場面」
、
特措法に基づく緊急事態措置、重点措置に基づく政府・地方公共団体の要請等の周知とこ
れらを踏まえた行動を呼びかける。

✓新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）や地域の通知サービスを周知し、イン
ストールを勧める（マナーモードの場合、ＣＯＣＯＡは電源とBluetoothをonにする）
。
また、地域によってはＱＲコード読取も推奨される。

✓発熱やその他風邪の症状がある場合、または、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者、
過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等へ
の渡航及び当該在住者との濃厚接触があったと保健所によって判断された場合は自宅待機
をする。

✓新型コロナウイルスは飛沫感染及び接触感染で拡散されていくことから飛沫感染防止のた
めには、三つの密を避けること（対人距離を保ち、マスク等を着用し、不要不急の会話は
避けること。また定期的に換気を行うこと。
）
、接触感染防止のためには、手洗いの順守や
手袋の着用、共通で使用する器具や設備（ドアノブやトイレ、椅子等）の定期的な消毒が
求められる。
② 換気の徹底
食品製造現場が換気の悪い密閉空間となることを避けるため、食品の衛生管理に支障を及ぼ
さない範囲で、以下のような取組を適切に行う。

✓換気設備を適切に運転・管理し、室内の換気に努める。

✓その際、ビル管理法における空気環境の調整の基準に留意して必要な換気量を確保する。

15

✓換気設備が不十分な場合は、窓やドアを定期的に開放し自然換気する。

✓その際、１時間に窓やドアを２回以上、かつ、１回に５分以上開放することが望ましく、
二方向の窓やドアを開放するなど空気の流れを作る工夫を行う。寒冷期においては、こま
めな窓やドアの開放、常時小さく開放するなどにより暖気を維持しながら換気を行う。

✓二酸化炭素濃度については、ビル管理法で1,000ppm以下（一人当たり１時間30㎥の換
気量）が定められており、二酸化炭素濃度測定器（CO2モニター）を活用した換気効果
の確認を行う方法もあるので、必要に応じて活用を検討する。

✓寒冷期において適度な保湿が感染防止に有効と考えられていることから、空調設備や加湿
器の活用により湿度40%以上になるように努める。
③従業員への飛沫感染と接触感染の防止
従業員によるマスクの着用及び咳エチケットの徹底や、必要に応じた手袋の着用やこまめな
手洗い・手指消毒を行うことにより、飛沫感染と接触感染の防止を行う。
④社会的距離の確保
食品製造現場において、対人距離を確保するため、業務の方法や動線について点検するとと
もに、食品製造施設の規模等に応じて、以下のような取組を適切に行う。また、休憩中等にお
いても従業員自らが対人距離の確保に努めるよう指導を行う。
（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和
２年５月４日）においては、各業種に共通する留意点として「人との接触を避け、対人距離を確保（で
きるだけ２ｍを目安に）」とされている。）

✓マスクの着用を徹底する。十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないように
することが重要であり、感染リスクに応じた、適切なマスクの着用を行う（品質の確かな、
できれば不織布を着用）。マスクの着用法について、例えば厚生労働省ＨＰ「国民の皆さ
まへ（新型コロナウイルス感染症）１」を参照する。正しいマスクの着用について施設内
で掲示を行う等周知する。

✓マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応を心がける。
✓大声を出すことを控える。

✓マスク、ヘアネット、使い捨て手袋、作業着などを着用する。できるだけ２メートルを目
安に（最低１メートル）対人距離を確保するように努める。

✓マスクの着用については、「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」
（厚生
労働省、環境省）を踏まえて、適宜対応する。
⑤清掃・消毒の取組
食品製造現場では、日頃から一般的な衛生管理が行われているが、特に以下のような点に留
意して取組を強化する。
１

16

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

✓従業員のための手指の消毒設備（霧吹きや、アルコールペーパー（ペーパータオルをタッ
パー等の中で、アルコール溶液に浸したもの）などを含む。
）を入口及び施設内に必要に
応じ設置。

✓トイレについて、トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示し、不特定多数が接触する場所
は消毒を行うとともに、ハンドドライヤーの使用はできるだけ避ける（※）ほか、共通の
タオルの使用は行わない。便座やドアノブを介しての感染を防止するために、便座やドア
ノブは清潔さを維持し、使用後の手洗いと手指の消毒を徹底する。
※
 ハンドドライヤー設備は、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒そ
の他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する場合は使用を可とする。

✓鼻水・唾液がついたゴミについて、ビニール袋に入れてできるだけ密閉し縛るとともに、
ゴミを回収する人はマスクや手袋を着用し、マスクや手袋を脱いだ後は、石けんと流水で
手を洗う。

✓使用済みのマスクや手袋は、別の容器にて管理する。

✓ドアノブなど不特定多数の者が触れる場所については、清潔に保ち、定期的に消毒を行う。
✓消毒は、
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消
費者庁特設ページ）」等で推奨されている消毒・除菌方法により行う。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
⑥休憩スペース・社員食堂・更衣室等での取組
休憩スペース・社員食堂・更衣室等での「居場所の切り替わり」による感染リスクが高いこ
とに留意し、以下のような取組を行う。

✓三密にならないよう、一度に利用または休憩する人数を減らす。

✓社員食堂では、対面で食事や会話をしないようにするか、アクリル板を設置する。

✓休憩・食事・着替え時に会話をする場合はマスクを着用し、不要な会話は避ける（近隣同
士の日常会話程度は問題ないが、短く切り上げることが望ましい。
）
。

✓換気設備の利用または常時の窓やドアの開放など常時換気する。

✓共有する物品（テーブル、椅子等）は、清潔に保ち、定期的に消毒する（消毒の方法につ
いては、前記⑤参照）。

✓従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いまたは消毒をする。

✓移動時の車両内部等密集が想定される場面においても上記の対策を徹底する。
⑦事務所での新型コロナウイルス感染予防対策
食料供給のためのフードチェーンを維持するためには事務所での新型コロナウイルス感染予
防対策も重要であり、時差出勤、テレワークの推進、オンラインによる会議の実施、換気の徹
底、マスク着用、不要な会話は避けること、アクリル板・透明ビニールカーテンによる遮断等
により飛沫感染を避ける。
また、モバイル機器や電話、コピー、FAXなどの共通で使用する設備・施設は清潔に保ち、
定期的な消毒を行うなどなど、接触感染を避ける。
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✓人事や経理等、テレワークが難しい部署についても、
できるところから改善していく（決
済等捺印システム、ペーパーレス化、フレックス、時差出勤など）ことが望ましい。

✓受注センターや苦情対応部門等、テレワークができない部署については、席等の間隔を
広く取り、換気を強化し、ブース化を進め、ヘッドセットやモバイル機器などの設備は、
できるだけ共有を避けることが好ましい。
⑧その他、従業員に対する感染予防・健康管理に関する指導等
職場において、体調不良時における自宅待機やワクチン接種を受けやすくするための休暇
の取得、基礎疾患を有する者や妊娠中の女性への就業上の配慮など従業員の感染予防・健康
管理に関する環境整備を行うとともに健康観察アプリの導入などにより従業員の日々の健康
状態の把握に努める。
（ワクチン接種については、「新型コロナワクチンについて」厚生労働省、以下、URLを参
照）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
（健康観察アプリについては、以下、URLを参照）
https://corona.go.jp/health/
また、従業員に対し、以下のような指導を行う。
✓咳エチケットの徹底。

✓体温の測定と記録を実施する。

✓健康観察アプリの利用を毎日行う。

✓発熱その他風邪の症状がある場合は、所属長に連絡し、自宅待機をする。

✓新型コロナウイルス感染症陽性とされた者、または過去14日以内に政府から入国制限、
入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航及び当該在住者との濃厚接触
があったと保健所によって判断された場合には、所属長に連絡し、自宅待機をする。

✓以下の場合には従業員から所属長に連絡の上、かかりつけ医などの身近な医療機関や受
診・相談センターに相談する。
➢発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなけ
ればならない場合を含む）
➢息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）や高熱等の強い症状がある場合
➢高齢者や妊娠中の女性、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患
など））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合

✓出勤時、トイレ使用後、施設への入場時に手洗い、手指の消毒を行う。

✓通勤時には、時差通勤や公共交通機関を利用しない方法を積極的に活用する。
✓疲労の蓄積につながる恐れがある長時間の時間外労働等を避ける。

✓従業員１人１人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行う。
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⑨職場における検査の更なる活用・徹底
職場において従業員の感染の有無について速やかに確認するための職場における検査の実
施について検討を行う。

✓出勤後において発熱その他の風邪の症状を発症した者についての抗原簡易キットを活用
した検査等の実施手順については、下記、URLを参照
（令和３年６月25日事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順（第２版）につ
いて」
）
https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf
（令和３年８月13日事務連絡「職場における積極的な検査の促進について」
）
https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf

✓また、寮などで集団生活を行っている場合や、従業員同士の距離が近いなど密になりや
すい環境（労働集約的環境）、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合など、ク
ラスター発生の危険性が高い職場環境では、定期的なPCR検査の活用も有効であるので、
導入を積極的に検討すること。

４．おわりに
○各事業者においては、本ガイドラインで示した事項に基づいて食品を製造する事業を行う
ことにより、効果的な感染予防対策が図られることが期待されます。
○なお、本ガイドラインの内容は、感染の動向、ウイルスに関する知見等に関する専門家の
助言等を踏まえ、今後見直すことがあります。
（以

上）

本ガイドラインの作成に当たっては、以下の専門家に監修いただきました。
尾内一信

川﨑医科大学 名誉教授、川﨑医療福祉大学 特任教授

19

おこめの話題

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

令和３年産米の需給環境～大盛りごはんを食べても太らない！？
全国米穀販売事業共済協同組合（全米販） 業務部

今年も新米が出回る季節になり、３年産
米の収穫が各地で行われています。

に達したと公表しました。これにより、
「産
地が抱える２年産米の売り先がほぼ確定し、

今年の夏は、６月末の沖縄を皮切りに線状

３年産米を適切な価格で販売する環境を整え

降水帯による大雨が相次いで発生し、８月に

ることができた。
」としていますが、隔離さ

は日本列島周辺に停滞した前線の影響で、西

れた米が消えて無くなるわけではありません。

日本から東日本の広い範囲で大雨となりまし

需要が上向かない限りは根本的な問題解決と

た。

はならないでしょう。

農水省による８月15日現在の作柄概況で

需要が年々減少していく中、当組合も消

は、天候不順の影響を受けた西日本を中心

費拡大に向けた様々な活動（以前、ご紹介し

に20都府県が「やや不良」となったものの、

た「Ｒｉｃｅ Ｌｉｆｅプロジェクト」や「Ｃ

青森が「良」
、北海道・岩手・山形などが「や

ＯＭＥ ＯＮ 炊飯術」動画の作成）に取り組

や良」
、東北を中心としたその他の主産地も

んでおりますが、雑誌やテレビなどの各メデ

おおむね「平年並」となったことから、全国

ィアでも、
「ごはんをしっかり食べて健康的

的にみれば３年産米は豊作基調と見込まれて

に体づくりをする」特集や「大盛りごはん

います。

を食べても太らない事を実証する」番組な

農水省が発表した、令和２年７月～３年

ど、ごはんのポジティブな面を発信する企画

６月の需要量は704万トン(前年比▲10万トン

を目にする機会が増えてきたように感じてい

)で、毎年10万トンずつ減少する米の需要減

ます。近年、ボディビルやフィジークといっ

少トレンド通りの減少幅。そして、令和３年

たボディメイキングの競技が流行しています

６月末民間在庫は、適正在庫とされる200万

が、大会前の減量期間であってもしっかりご

トンを上回る219万トンでした。

はん（お米）を食べる選手が増えているそう

３年産米については、各産地が過去最大

です。
「ごはん＝太りやすい」といった誤っ

規模となる6.2～6.5万ヘクタールの主食用米

た情報が、少しずつではありますが払拭され

の作付転換に取り組んだことから、694万ト

てきているのではないでしょうか。

ンの生産量が見込まれて、令和４年６月末民

当組合としても、引き続き、全国の組合

間在庫は210万トンと見通されています。し

員卸と協力し、ごはん食の効用を発信すると

かし、緊急事態宣言などによる需要のさらな

ともに、ごはん（お米）の消費拡大に向けた

る減少が懸念されています。また、３年産の

活動を行っていきたいと思います。

作柄によってさらに在庫が積
み増され、過剰基調が強まれ
ば、４年産も引き続き大規模
な作付転換が必要となります。
農水省は先日、長期計画的
な販売を支援する「米穀周年
供給・需要拡大支援事業」へ
の２年産米の申請が37万トン
20

YouTube で「COME ON 炊飯術」と検索か上記ＱＲコード
からアクセス！
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バランスのとれた食事とごはんの適量
公益社団法人

米穀安定供給確保支援機構（米穀機構） 情報部／消費拡大事業部

新型コロナウイルス感染症により私たちの
生活様式は大きく変わり、その影響は子供た

した。この取組ではターゲット層と同じ女子
高生に動画やＳＮＳを活用して視覚的にわか

ちにも生じています。８月に発表された国立
成育医療研究センターの調査報告（小学５年・
中学２年生を対象）によると、昨年４～５月
の初めての緊急事態宣言中ではバランスのと
れた食事（
「肉、魚、卵」と「野菜」の両方

りやすく適量を発信してもらったところ、
「安
心してごはんをもっと食べられます！」とい
ったポジティブな反応が多く寄せられたとこ
ろです。
このような反応は大学生でも同じで、当機

１日に２回以上含む）を取れている子供の割

構では「３・１・２弁当箱法」（注２）を活

合は世帯収入に関わらず低下していたという
ことです。もちろん、子供たちだけの問題で

用して、ごはんの適正摂取への理解を深めて
もらう体験セミナーを実施していますが、最

はなく、感染症を予防するためにもバランス
のとれた食事をとることは重要であると考え

初の多くの感想が「ごはんの適量はこんなに
多いのだ」ということです。

られます。
「ごはん」を主食にすると、主食・主菜・
副菜を組み合わせた栄養バランスに配慮した
食事を作りやすく、実際、ごはんを食べる頻
度が高い人は、１日２回以上栄養バランスに
配慮した食事をほぼ毎日食べている人が多い
というデータもあります（注１）。
一方で、１食のごはんの適量がどの程度
か（もちろん性別、年齢等によって変わって
きますが）ということについては漠然とした
イメージしかもたれていないのではないでし

糖質については根深いマイナスイメージが
あります。もちろん食べすぎは駄目ですが、
過食かどうもわからず、食べることを躊躇し
ているというのは残念なことではないでしょ
うか。食の未来を担う高校生・大学生といっ
た若い世代の理解促進にこうした取組が一助
になればと思っています。
最後になりましたが、皆様の御発展と御健
勝を祈念するとともに、今後とも引き続き当
機構の取組にご協力いただきたくお願い申し
上げます。

ょうか。当機構ではさまざまな世代を対象に
米の消費拡大に向けた取組を実施しています
が、昨年度末から女子高校生を対象にした取
組を行いました。その中で「お米（ごはん）
を食べることについて思うこと」を聞いたと
ころ、「太りそう」等、ダイエット関係の回

（補記）今回の女子高生への取組の中で「バ
ランスのとれた食事を１日に２食以上食べる
頻度」について調査したところ、
「ほとんど
毎日」（約50％）、「週に４～５日」（約25％）
と若い世代（注３）における割合（両方合わ

答が60％強を占め、その中の25％弱の学生
が「１日にどれくらいを食べればいいのか
（太

せて約50％）と比較して非常に高い割合と
なっていました。家庭での食事の割合が高い

らないのか）
」等、適正量に関するものでした。
そして、普段のごはんの喫食量は、75％弱

と思われる高校生は自然とバランスのよい食
事がとれているものと推察されます。

の学生が適量と比べて少ない量となっていま
（注１）食育に関する意識調査（農林水産省・2020年12月実施）
（注２）
「３・１・２弁当箱法」とは、弁当箱（食べる人の性別・年齢によってサイズが異なる）をものさしにして１
食分の適量と栄養バランスを弁当箱の容積比で理解するもの。
（注３）若い世代（18～39歳）の食事習慣に関する調査（農林水産省・2019年11月実施）
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NBK インフォメーション
会員各位には、自社の話題提供を含め、当コーナーへのご支援をお願い致します。

会員各位の動向
〔正会員〕
〇会社分割のお知らせ
（令和３年９月１日より）

〔

わらべや日洋食品株式会社（国内食品関連事業）

わらべや日洋株式会社 ⇨

わらべや日洋インターナショナル株式会社（海外食品関連事業）

〔賛助会員〕
〇社名変更のお知らせ
（社名変更日
新社名

令和３年８月10日）

株式会社堂島取引所（旧社名

株式会社大阪堂島商品取引所）

〔賛助会員〕
〇人事のお知らせ
事務局にて把握している人事（新任）をご紹介します。
（敬称略）
（令和３年９月１日就任）
株式会社日洋
代表取締役社長

小川

雅英

協 会 の 行 事
○令和３年度食品微生物検査技士養成講座通信教育開始
令和３年９月１日（水）〜
※応募状況は３頁に掲載しております。

●令和３年９月以降に開催された主な行事
・ＩＳＯ22000審査員（補）の登録条件の一つとなる
基礎微生物学研修コース（７月開講）実力試験
令和３年９月22日（水）午後１時30分〜午後３時30分
22

事務局だより
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○今年度の《食品微生物検査技士養成講座》

月からのHACCP制度化の全面実施など、

が９月１日からスタートしました。受講

食品の製造過程に関わる管理手法の国際

生は例年と同様４回の通信教育と３日間

標準化が進む中、業界全体としてこうし

の実技研修（１・２級）を経て、来年２月

た人材の確保は大きな課題の一つと認識

19・20日の試験での合格を目指します。

しており、当協会でも引き続き主要な事

会員各社に於かれましては、受講生が業

業として取り組んで参ります。

務との両立を図りながら熱心に受講し全

○当協会の業務も、新型コロナウイルス感

員合格に至りますよう、ご支援を宜しく

染拡大防止の観点から、引き続き制約を

お願い致します。

余儀なくされております。年間３回を目

詳細は本編に記載しておりますが、今年

途に開催予定の《フードサイエンス研修

度の受講申込者は１級20名（昨年度比±

会》も、実開催を当面見送らざるを得な

０名）、２級98名（同▲１名）
、３級237

い状況が続いておりますが、それに代わ

名
（同▲41名）で、計355名
（同▲42名）

る情報提供として、この《NBK NEWS》

となりました。新型コロナウイルスの感

の誌面を活用しながら様々な取り組みを

染拡大予防の観点から、研修受講や受験

行っております。昨年度は関係各省庁か

のための移動・集合に依然として制約が

らのご寄稿を中心に展開しましたが、今

かかる中、実技研修・試験の伴う１級・

年度は会員企業各社にご協力をお願いし、

２級とも昨年と同水準の応募者があった

業界共通の、今関心の高いと思われる

ことは、協会としても大変嬉しいことで

テーマについて順次採り上げて参ります。

す。また、昨年度同様全国の様々な企業・

情報提供を望まれるテーマがございまし

検査機関等から初めてこの講座に応募い

たら、是非事務局にお申し付けください。

ただき、講座の認知度の拡がりを実感し

○この機関誌《NBK NWES》も、お陰さま

ております。

をもちまして本号が創刊第100号となり

通信教育は毎年同様の実施に特段の支障

ました。今から26年余り前となる1995

はありませんが、実技研修や実技補講・

年９月の創刊号に遡って、この機関誌を

スクーリングそして２月の試験本番は、

通じて業界や会員企業皆さまの発展の歴

昨年度同様“３密”回避等新型コロナウ

史を辿ってみますと、様々な困難に立ち

イルス感染拡大予防策を十分に講じた上

向かいながら今日に至った力強い結束と、

での実施とするよう、受講生ご自身のご

その中で微力ながら当協会が果たして来

理解と関係先のご協力を得ながら鋭意取

た役割に、深い感慨を覚えます。当協会

り組んで参ります。

のホームページには2009年新年号（第

○ISO22000審査員
（補）の登録条件の一つ

49号）以降をバックナンバーとして保存

となる
《基礎微生物学研修コース》の実

しておりますので、皆さまも改めてご覧

力試験が９月22日に行われ、受験者14

ください。

名のうち12名が合格しました。本年６



（専務理事

嵯峨哲夫）
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