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  (1) 「良樹細根」 
 
    BSE の発生、産地偽装表示や輸入農産物の残留農薬問題など安心を損なう事態が発生してから 
  ３，４年経ちますが今なお、食への不安は払拭されていません。食品の安全性に対する信頼を 
  回復するため滋賀県におきましては、「食の安全・安心アクションプラン」をはじめ、食品衛生 
  監視指導計画など各種の取り組みを行ってきております。 
 
    さて、「良樹細根」という言葉をご存知でしょうか。立派な木は根が細かく張っている、根が 
   広く深く張っていれば必ず良い木になる、という意味だそうで、「人物」のことを樹木に例え 
   て表現しているようです。 
 
   これに倣って食の安全を樹木に例えてみると、根は食品製造に携わる皆様方、幹は自主衛生管 
   理、枝葉は食品の安全になぞらえることができるかと思います。 
 
   滋賀県では、本年４月からＨＡＣＣＰの概念に基づいた滋賀県独自の自主衛生管理認証制度 
  （Ｓ－ＨＡＣＣＰ）をスタートさせたところですが、製造者の皆様方による細やかで、広く深い 
  根の成長が衛生管理の幹を太くし、食の安全の良樹、大樹を実らせることになると思います。 
 
   このＳ－ＨＡＣＣＰの取り組みをはじめ、生産・製造から流通、消費に至るまでの総合的な食 
   品の安全確保を図るための施策を展開し、事業者、消費者、行政の三者が連携して、食の安全・ 
  安心の実現に努めてまいりたいと存じます。 
   どうぞよろしくお願いします。 
 
                 滋賀県県民文化生活部生活衛生課長 土屋 勝 
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 (2) 滋賀県食品自主衛生管理認証制度（ＳｰＨＡＣＣＰ）について   
 
   本年４月１日から食品製造業者による自主衛生管理をより科学的で確実なものとすることを 
  目的に国際的に導入が推奨されているＨＡＣＣＰの概念をとりいれた滋賀県食品自主衛生管理 
  認証制度（Ｓ－ＨＡＣＣＰ）を施行しました。  



   当食品安全監視センターのホームページに資料を一括掲載しておりますのでご参照ください。 
                 
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/200shaccp.htm 
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  (3) 今年度の食品安全監視センターの主要業務と目標  
 
           ①専門監視指導業務 
  
           ②S-HACCP 業務 
  
           ③リスクコミュニケーション業務 
  
           ④食品危機管理業務 
 
                           以上、４つの柱を中心に業務を行います。 
 
    特に、今年度は先に通知しました S-HACCP の趣旨に基づく、自主衛生管理の高度化が実現さ 
   よれるう指導いたします。また、認証基準の達成をめざす施設に対しては担当者を配し重点 
   的に指導を行い、４５施設の認証を目指します。                
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 （4） 食品安全監視センターの職員紹介（抱負を一言！！）      
                                                      (((( ヾ           ((( ｀   
                                                       ＾＾e)            l^/^川 
                                                       二ィ             丶~ィ_  
                                                      ─▽v▽ー       /~|／ ヽ   
                                                                              
               当センターには、８名の食品衛生監視員が勤務しています。  
           食品衛生に関することなら、何なりとご相談ください。  
 
 
  【参事・林 宏一】 
                                              
 ★──── People have the right to expect the food they eat to be safe and   
  ☆──── suitable for consumption.（人々には、摂取する食品が安全かつ消費に適している 
   ★──── ことを期待する権利がある。）<コーデックス食品衛生基本テキスト序論冒頭部分か 
    ☆────  ら引用>        
  
  【副参事・吉岡 敏彦】 
                  
 ★──── パワーアップします。 
 
  
  【副主幹・本庄 俊夫】 
                                           
 ★──── より多くの施設で「Ｓ－ＨＡＣＣＰ」の取り組みがスタートするよう  
  ☆──── 参考資料の作成や制度の普及に努めたいと思います。   
  ★──── いっしょに、頑張りましょう！    
       
            
  【副主幹・佐谷 泰親】  
                                               
 ☆──── 本年度からいよいよ滋賀県食品自主衛生管理認証制度（S-HACCP）が   
   ★──── 施行となります。 
   ☆──── 皆様方といっしょにできるだけ多くの施設がこの認証を取れるよう  
   ★──── 頑張っていきたいのでよろしくお願いします。       
 
 
  【主査・東野 貴子】 
                                               
 ★──── Ｓ－ＨＡＣＣＰ認証を目標に、一歩一歩がんばりましょう！   
 ☆──── 私は、がんばるみなさまを応援します!(^^)!          
             
 



  【主査・東浦 光紀】  
                                            
 ★──── 今年度からスタートする「滋賀県食品自主衛生管理認証制度(S-HACCP)」の      
 ☆──── 認証事務を担当します。   
  ★──── 今年度対象業種の方は、是非とも申請をお願いします。  
 
    
  【主任技師・森岡 献一】  
   
 ★──── 今年度より当センターに配属となりました。 
 ☆──── 新しい視点で取り組みたいと考えています。 
  ★──── よろしくお願いします。   
       
  
  【技師・平田 智恵子】 
   
 ☆──── 今年度より当センターに配属となりました。  
  ★──── Ｓ－ＨＡＣＣＰが消費者も含め、滋賀県下に広まるよう、普及啓発して        
  ☆──── いきたいと思います。よろしくお願いします。 
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   食品監視センターの所在地・連絡先  
   〒５２０－０８３４  
     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  
      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  
      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    
       Email ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.htm  
     
   ≪交通案内≫  
     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  
     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  
      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
    
           
 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆  
                   
 "‥:`：¨.::¨ノ.）   ,-- 、    -- 、      今年は桜の開花が例年より遅かったようで 
 ：：.:"‥¨：：)、   〃_  ヾ  (((( ヽ   すが、 入学式には桜が満開という所もあった 
 .:‥"`⌒.``¨‥丿    )1 ||||   )6 ３ |    のではないでしょうか。 
 ¨"‥⌒ヽ::`：丿    (フノ川｜  (フ ""_     プチリスを通して事業者の皆様との小さな 
 ¨：："`乂：ノ゛    ／ ~iヽ ヽ ／ ~iヽ ヽ    リスコミの場となるよう親しみやすく、わか 
 '"i┨タ`~ ~     ( )／ | |＿|( )／ | |＿|    りやすい、内容のある通信にしていきたいと   
 ` |┨            /~~ ‾ヽ  |~~ ‾i ()   思いますのでどうぞよろしくお願いします。 
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         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 
                             
              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  
      の食の安全情報にアクセスしてください。 
                   ↓  ↓  ↓  
              http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/ 
 
 
       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 
                        ↓  ↓  ↓ 
        http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu.htm 
              
 ◆───―――――――――－- -  -        -  - - -－―――――――――───◆ 



 


