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       ┏ ─────────────────────────────────── ┓ 
   
        (1) アガリクス（カワリハラタケ）を含む製品について  
 
      ───────────────────────────────────  
 
             (2) 『ぷちリス』発信と効果について                     
 
      ───────────────────────────────────  
 
       （3） 平成１７年度における食品安全監視センターの活動状況  
 
      ───────────────────────────────────    
 
             (4) 食品回収情報  ＜省略＞           
 
    ┗ ─────────────────────────────────── ┛       
                    
◎◆ アガリクス（カワリハラタケ）を含む製品について ◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
    
     国立医薬品食品衛生研究所において、アガリクス（カワリハラタケ）を含む３製品 
   のうち１製品において、ラットに対する発がんプロモーション作用が認められたとの 
  報告がなされたことは、新聞報道や関係機関等からの通知でご存知のことかと思います。 
 
   食品衛生法第３条において、食品等事業者は安全な食品等を供給するために必要な 
  衛生管理が求められていることから、 
 
 ┏ ──────────────────────────────────────── ┓ 
   平成１７年２月１日付け食安発第０２０１００３号 
    厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 
   「「錠剤、カプセル状食品の適正な製造に係る基本的考え方について」および 
    「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」について」 
 ┗ ──────────────────────────────────────── ┛ 
 
  を参考に原材料の安全性に関する自主点検を実施するなど、安全性確保に向けた自主的な取り 
  組みをお願いします。 
   なお、上記通知およびガイドラインは下記ＵＲＬより取得できます。 
                 ↓       ↓       ↓     
            ↓       ↓       ↓ 
     http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/mhlw/news/2005/050203/050203-9.pdf 
     vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                    
 
◎◆ 『ぷちリス』発信と効果について ◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
  当センターでは、平成１７年５月９日から最新の食品安全情報を配信する目的で、所管施設の 
 うちメールアドレスを存知上げている施設に対し『ぷちリス』をメール配信してきました。 
  そこで今回、これまで約１０ヵ月間に行ったメールによる情報発信の効果について、先日皆様 
 にお送りしましたアンケートにより、評価いただいた結果を報告します。 
 
 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ┃１ メールによる情報発信の概要 ┃ 
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
  
  (１) メーリングリストの整備 
 



     ●平成１７年５月９日当初 ： １０１施設（ ２７０名） 
      ●平成１８年３月１日現在 ： １８７施設（ ３５９名） 
      
  (２) 『ぷちリス』の配信実績  
                                                   
    ① 回数 ： 定期配信 １０回  (毎月第２水曜日）                             
               臨時配信   ６回 （食中毒注意報発令時および緊急連絡事項発生時） 
 
      ② 内容 ： （当センターのホームページに掲載のバックナンバーをご覧ください。） 
                                                                    
 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ┃２ 読者による『ぷちリス』の評価 ┃ 
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
  (１) 調査方法：メーリングリストの『ぷちリス』読者に対し、メールによりアンケートを 
          依頼した（HTML 形式で、アンケート様式を添付）。 
                                        
  (２) 調査期間：平成１８年２月１４日～２１日 
 
  (３) 調査結果：アンケート回答数 ４５名（１３.２％） 
 
      ＜回答者の内訳＞ 
      ・性別   男性 ８８％、女性 １２％ 
  
      ・年齢   ５０歳代･･･４３％、４０歳代･･･３０％、３０歳代･･･１１％ 
            ６０歳以上･･･９％、２０歳代･･･ ７％ 
  
      ・仕事内容 総括責任者･･･５１％、品質管理関係･･･２２％、その他･･･２７％ 
           
 
    ①『ぷちリス』を知ったきっかけ 
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
      当センター職員とのコミュニケーションによるものが３８％と最も多いが、メールや 
   ホームページ等ＰＣから情報を収集した人も多いことがわかった。 
 
 
   ②『ぷちリス』への関心度 
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
    毎号必ず読む（５４％）、大体毎号読む（３９％）で、あわせて９割以上の人が『ぷちリ 
   ス』に関心をもっていただいていることがわかった。  
    しかし、今後、期待をうら切ることのないようにするためには、テーマの企画や内容検討 
   の必要性を感じた。 
 
 
    ③『ぷちリス』は参考になったか 
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
       部分的に参考になった（５８％）が最も多かったことから、必要な部分（内容）をピック 
   アップして業務の参考にされているものと思われた。 
 
 
    ④参考になった内容  
       ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
             
      「食品回収情報」と回答した人が最も多く（５８％）、全国各地で相次ぐ回収は、食品関係 
   営業者の皆様にとっては一番身近な問題として関心があることが伺えた。      
       続いて、「S-HACCP に関する情報」、「ＪＡＳやアレルギーに関する表示情報」、「大規模 
   食中毒発生情報やノロウイルス食中毒発生防止対策等食中毒関係情報」と回答した人が多く、 
   なかには、紙面による通知では見落としてしまったり、忘れてしまう「講習会・研修会情報」 
   が大変役に立ったと回答した人もいた。 
                                                 
      
     ⑤『ぷちリス』の活用方法 
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 



       回答した読者の多くが、総括責任者（５１％）や品質管理課所属社員（２２％）であるた 
   め、従業員教育の参考資料にしたと回答した人が最も多く（４２％）、そのほか、インター 
   ネットの普及により、従業員に転送したり、朝礼等に活用したとのことであった。 
 
 
   ⑥情報の充実を望む分野 
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
        今後は、「法令の改正や通知等」の情報（６９％）に加え、食品関係営業者に参考になる 
   ような「講習会・研修会・シンポジウムの案内」情報（６４％）を配信して欲しいという要 
   望が多かった。 
 
 ┏━━━━━┓ 
 ┃３ 考察 ┃ 
 ┗━━━━━┛ 
      当初は、当センターが監視等の機会を利用して、口頭で『ぷちリス』を配信している旨を説 
  明していたが、徐々に ホームページ等で『ぷちリス』を知り、「次号から送って欲しい」との 
  依頼が増えてきたことは、大変喜ばしいことであった。 
   メールによる情報発信は、文書通知では見過ごされがちな情報を強く印象付けることができ、 
   また、緊急に連絡したい情報を瞬時に配信できるというメリットがあることから、情報発信の 
  有効な手段であると実感できた。 
     今後は、内容を充実させるとともに、読みやすさやデザインといった構成面での検討も重ね 
  ていきたいと考えるが、できれば添付ファイル開いて閲覧するという作業を強いることなく、 
  クリックしただけで見られるテキスト形式のままで、今後も『ぷちリス』を作成していきたい。  
 
  ┏━━━━━━┓ 
 ┃４ まとめ ┃ 
 ┗━━━━━━┛ 
     食品関係営業者の皆様と当センターとのリスクコミュニケーションの一環として、計１６回 
   『ぷちリス』の配信を実施してきたが、情報発信としての一定の成果が得られたと思う。 
    しかし、一方通行ではリスクコミュニケーションとはいえないので、今後は読者の皆様にど 
  んどん参加してもらえる情報交換型のものに発展させていきたいと考えている。 
      
                 
◎◆ 平成１７年度における食品安全監視センターの活動状況 ◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
   平成１７年４月１日に設立し、その後５月９日に石山へ事務所を移転して本格稼働しました 
  当センターも、今月末で１年を経過することになります。 
   そこで、当センターの平成１８年２月末現在の活動状況について報告します。 
        
 
       ▼△ 平成１７年度当センター所管監視対象施設：２９５施設 △▼ 
         ================================================= 
 
    ＜監視指導＞   
       監視件数：５１８件 
      ━━━━━━━━━━━ 
       
          ※ 休業中の施設もあったが、ほぼ計画どおりに監視指導を実施することができた。 
        今年度から対象になった施設やＨＡＣＣＰ手法未導入の施設については、一般的 
       衛生管理などの基本的事項を、また、ＨＡＣＣＰ手法をすでに導入している施設に 
       ついては、さらにステップアップできるよう施設に応じた指導を実施した。 
  
  
    ＜相談業務＞ 
       相談件数：１１７件   （内訳：来庁 ６６件、TEL ４９件、メール ２件）  
      ━━━━━━━━━━━  
       
      ※ ５月より、毎月第２，第４水曜日を相談日としたので、相談日には当センターに 
       相談に来庁される方が徐々に増えてきた（来庁者数：１９５人）。 
        また、相談日以外の来庁や電話による相談もあったが、当センターの職員は、 
             監視に出ていることが多いため、お急ぎの場合以外は、あらかじめ電話等で予約を 
       してから来庁いただきますようお願いします。 
         
 
    ＜収去検査＞ 
       収去検体数：４８５件 



     ━━━━━━━━━━━━          
 
      ※ 収去総数としては、計画どおり実施できたが、品目ごとで実施率にバラツキがあ 
       った。 
 
                
    ＜危機管理等＞    
        不良食品処理件数： ７件 （県内発見数 ５件、県外発見数 ２件）  
     ━━━━━━━━━━━━━━ 
       食中毒等健康危機発生時の緊急支援回数：延べ２３回 
         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
       
           ※ 食中毒等健康危機発生時に、所管の保健所と連携し、検査検体の採取や施設調査 
       等、２３回の初動調査を実施した。 
  
         
 
◎◆ 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  
    
    
           
       ◆───――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－――――――───◆  
                   
     "‥:`：¨.::¨ノ.）    |／   平成 17 年度も残すところ２週間となりました。 
    ：：.:"‥¨：：)、   (⌒//⌒)  この１年、当センター並びに『ぷちリス』を   
    .:‥"`⌒.``¨‥丿     (ノ"(ノ    ご愛顧いただきありがとうございました。   
    ¨"‥⌒ヽ::`：丿          さて、平成 18 年度からいよいよ S-HACCP の認証 
    ¨：："`乂：ノ゛   ()       が始まります！！ 
    '"i┨タ`~ ~      ｗ  ()   当センターは、S-HACCP 認証に向けて取り組む 
    ` |┨         () ｗ  ｗ    意欲のある皆様のお手伝いをさせていただ 
     |┨         ｗ ｗ  ｗ     きますので、どんなことでもお気軽に 
    """""""""""""""""""""""""""""""""    ご相談ください。 
      
      今月は年度末で業務が立て込み、『ぷちリス』の配信が第３水曜となって 
       しまったこと、深くお詫び申し上げます<(_ _)>。 
              
                       ～今後とも、どうぞよろしくお願いいたします～ 
 
                ★☆ 通信の愛称『ぷちリス』とは・・・ ☆★   
                  事業者のみなさまとの小さなリスコミの場となれば。。 
                 の想いから命名いたしました。 
 
 
      ※ 皆様に役立つ情報満載の通信にしていきたいと思いますので 
       みなさまからのご意見・ご感想を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 
              
   ◆───――――――－- -  -        -  - - -－――――――───◆  


