
第
71
号

令和４年６月 公益社団法人　香川県食品衛生協会　高松市番町四丁目1-10
香川県健康福祉部生活衛生課内　TEL（087）831-1388

No.71

許可業種が見直しされ、
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正 し い 手 の 洗 い 方

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらでよくこすります。

手の甲で泡を伸ばすよう
にこすります。

指先や爪の間を念入りに
洗います。

指の間を洗います。 親指をクルクルねじり
ながら洗います。

手首も忘れずに洗います。

石 け ん で 洗 い 終 わ っ た ら 、 十 分 に 水 で 流 し 、 清 潔 な タ オ ル や ペ ー パ ー タ オ ル で よ く 拭 き 取 っ て 乾 か し ま す 。

手を洗うタイミング ▶▶▶ ・食事前 ・調理前 ・加熱しない食品にさわる前 ・生の肉や魚にさわった後 ・外から家に帰ってきた時 ・トイレの後 ・動物にさわった後  

まっ
て！その手ほんとうにきれい？

N O  T E A RA I　N O  E AT

S T O P !
食 中 毒

食品衛生月間
8 . 1 ～ 8 . 3 1
さまざまなものにふれる手には、

目に見えない汚れや食中毒を起こす細菌が

たくさん付着しているかもしれません。

細菌を身体に侵入させないためにも、

食中毒予防の基本でもある

手洗いを習慣づけましょう。



公益社団法人香川県食品衛生協会　森　博章

会長ご挨拶

　当協会は、安全な食品を消費者に提供するという基本理念に基づき、食品衛生指
導員制度の一層の拡充強化と、食品衛生の自主管理体制の確立を図りながら、食
品事故の防止及び食品衛生の向上と食品業界の発展に努めてまいります。 
 また、食品衛生の重要性を広く呼びかけることによって、営業者及び一般消費者の
食品衛生に関する知識の普及啓発に努めてまいります。

11.		食中毒警報発令事業に対する協力	
12.		食品営業許可更新手続き等、行政への協力			
13.		食品衛生功労者等の顕彰	
14.		食の安心・安全・五つ星事業の推進
15.		集団検便の実施
収益事業
16.	各種共済事業の推進
17.		証紙等売りさばき事業の実施	
18.		食品衛生に関する印刷物の作成、月刊誌等の斡旋	
19.		物資販売・斡旋の事業	

	 1.		組織の充実強化
公益事業
	 2.		県・高松市委託・認定事業の実施
	3.		食品衛生指導員の知識及び技術の習得	
	 4.		食品衛生指導員活動特別補助金事業の実施	
	 5.		食品衛生の日の推進	
	 6.		「食協だより香川」及び「食品衛生情報だより」の発行	
	 7.		一般消費者への啓発
	8.		各種講習会及びセミナー（出前講座等）の開催
	9.		食品衛生に関する各種相談事業	
10.		情報の提供と指導啓発

令和 4年度

事 業 計 画
基本方針

　「夏越の大祓（なごしのおおはらえ）」をご存じでしょうか。6 月は夏の暑さが始まり、
心身が疲れたり気力が衰えるなどし、疫病の流行が恐れられていたため、厳しい夏を
乗り越えられるようにという意味と、半年間を無事に過ごせたことに感謝し、残りの
半年間も無事に過ごせるようにお祈りする行事です。
　神社の参道などに「茅（ち）の輪くぐり」が設けられているのを目にした方も多い
と思います。この輪をくぐることで穢れ（けがれ）を祓い、無病息災や家内安全を願
うものです。
　また、夏越の大祓には「水無月」という和菓子を食べる風習があります。
　白い外郎（ういろう）の生地に小豆をのせ、三角形に作られた甘い蒸し羊羹のよう
な和菓子で、小豆の赤い色は邪気を祓うとされており、三角形の形は暑気を払う氷を
表しています。
　半年に一度、心身ともにリセットし、まっさらな状態で再スタートしませんか。

お菓子の店

香川県三豊市豊中町本山乙276-1
TEL （0875）62-2067

www . i s s e i - d o . c om
FAX （0875）62-6380

洋菓子工房
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　令和4年5月31日（火）ホテルパールガーデンにて、令和4年度表彰式並びに通常総会を開催いたし
ました。表彰式では、香川県知事（代理）健康福祉部次長　前田康行様、香川県議会議長　高城
宗幸様、高松市長（代理）高松市健康福祉局参事高松市保健所次長　楠康弘様、高松市議会議長
佐藤好邦様よりご祝辞をいただきました。また、総会では当協会顧問であります香川県議会議員
平木享様よりご祝辞をいただき、新型コロナウイルス感染対策を行いながら、滞りなく開催すること
ができました。
　食品衛生功労者・優良施設表彰等を受賞された方々は、次のとおりです。（敬称略）

食品衛生功労者・優良施設等の顕彰

令和４年度　表彰式並びに通常総会

知事感謝状受賞者
◎食品衛生功労者（9名）
 吉岡　　伸 （小豆）
 澤　　伸治 （東讃）
 増田　成宣 （中讃）
 高木　將暢 （中讃）
 三宅　宏司 （中讃）
 森　　英司 （西讃）
 上田　博志 （高松）
 湯浅　正士 （高松）
 宮本　秀則 （高松）
知事賞受賞施設
◎食品衛生優良施設（6施設）
 ヤマハ食品株式会社 （小豆）
 旅館　竹屋敷 （東讃）
 有限会社日の出製麺所 （中讃）
 京兼醸造有限会社 （中讃）
 株式会社山清 （中讃）
 株式会社フードテック
　　　　　　  第二工場 （西讃）

会長表彰受賞者・受賞施設
◎食品衛生功労者（12名）
 藤井　康弘 （東讃）
 田邊　伸紀 （小豆）
 木下　　淳 （小豆）
 土居　秀浩 （小豆）
 小前　　潤 （高松）
 藤本　恒夫 （高松）
 鈴木　利国 （高松）
 植木　敏文 （高松）
 東谷　崇弘 （高松）
 土肥　照弘 （中讃）
 國岡　一寿 （西讃）
 三好　英樹 （西讃）
◎食品衛生優良施設（10施設）
 Toiro coffee （東讃）
 株式会社共栄食糧 （小豆）
 瀬戸のスイーツウェーブ （小豆）
 鎌田醤油株式会社 （中讃）
 みのりフーズ株式会社 （中讃）

 きさらぎ　郡家店 （中讃）
 株式会社大安屋 （中讃）
 有限会社島田商店 （中讃） 
 株式会社片山食品 （西讃）
 株式会社ふろーら （西讃）
◎食品衛生優良従業員（6名）
 福﨑　友哉 （東讃）
 髙原　末子 （東讃）
 岡　　　徹 （小豆）
 藤本　吉史 （小豆）
 奈尾　幸子 （西讃）
 三崎　慎司 （西讃）

受
賞
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

当協会顧問の平木議員より
ご祝辞をいただきました

知事感謝状食品衛生功労者の
森英司様からの謝辞

会長挨拶

●食品衛生法第26条第1項、2項、3項に基づく検査機関　登録番号第40号
●水道法20条第３項水質検査機関登録　登録番号第40号

一般社団法人

香川県薬剤師会　検査センター

　食品の製造に係わる規格基準検査、添加物検査、栄養成分検査
や、食品製造用水検査及び排水検査など行っています。お気軽に
問い合わせ下さい。

TEL:087-834-5145　　FAX：087-837-7901
〒760-0006　高松市亀岡町９番20号（香川県薬剤師会館３階）

HP:http://www.kagayaku.jp/kensa/   Mail:kensa@kagayaku.jp

郷土香川の食文化を拓く

一般社団法人 香川県調理師会
香川県日本調理技能士会

香川県職業調理士紹介所
厚生労働大臣認可

専門技能調理師に関するご相談はお気軽に
〒769-0105 香川県高松市国分寺町柏原261‒13

TEL/FAX （087）874-6276
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科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
Ⅰ　資産の部
　１. 流動資産
 　現金預金 78,150,409 64,659,544 13,490,865
 　未収会費 120,000 140,000 -20,000
 　未収金 916,420 892,588 23,832
 　仮払金 2,000 0 2,000
 　貯蔵品 6,383,395 7,448,001 -1,064,606
 流動資産合計 85,572,224 73,140,133 12,432,091
　２. 固定資産
　　⑴ 基本財産
 基本財産合計 0 0 0
　　⑵ 特定資産
 特定資産合計 0 0 0
　　⑶ その他固定資産
 　ソフトウエア 68,112 142,416 -74,304
 その他の固定資産合計 68,112 142,416 -74,304
 固定資産合計 68,112 142,416 -74,304
 資産合計 85,640,336 73,282,549 12,357,787

科　　　　　目 金　　　額
Ⅰ  一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　（1） 経常収益
 基本財産運用益 0
 特定資産運用益 0
 受取入会金 1,039,000
 　受取入会金 1,039,000
 受取会費 21,342,100
 　正会員受取会費 18,422,100
 　特別会員受取会費 2,090,000
 　賛助会員受取会費 830,000
 　協力金 0
 事業収益 29,995,895
 　共済手数料収入 7,980,737
 　図書手数料収入 54,480
 　広告収入 170,000
 　セミナー収入 91,860
 　負担金収入 82,000
 　講習会受講料 16,598,000
 　物資斡旋販売手数料 703,930
 　検便手数料 1,656,600
 　証紙・印紙手数料 2,093,288
 　再交付手数料 565,000
 受取補助金等 1,833,680

科　　　　　目 金　　　額
 　市・町補助金 1,372,000
 　日本食品衛生協会補助金 461,680
 委託金収益 4,008,198
 　県費委託金収入 1,796,300
 　市費委託金収入 2,211,898
 　受取寄付金 0
 雑収益 750,628
 　受取利息 628
 　雑収益 750,000
 経常収益計 58,969,501
　　⑵ 経常費用 　
 事業費 48,511,052
 　給料手当 21,348,753
 　退職給付費用 1,447,156
 　福利厚生費 3,236,970
 　諸手当 5,407,288
 　旅費交通費 1,267,497
 　通信運搬費 2,345,427
 　消耗什器備品費 3,495,544
 　修繕費 0
 　支払手数料 1,925,680
 　謝金 675,155
 　使用料 1,643,834
 　保険料 108,584
 　租税公課 1,362,033
 　印刷製本費 1,489,268
 　借上金 1,277,818
 　支払負担金 226,016

科　　　　　目 金　　　額
 　物資斡旋購入費 603,980
 　減価償却費 388,628
 　雑費 261,421
 管理費 1,407,482
 　給料手当 435,689
 　退職給付費用 29,534
 　福利厚生費 66,060
 　諸手当 112,362
 　旅費交通費 91,468
 　通信運搬費 106,610
 　消耗什器備品費 56,147
 　修繕費 0
 　使用料 32,043
 　保険料 2,216
 　租税公課 1,167
 　支払負担金 4,252
 　支払手数料 27,254
 　借上金 242,388
 　慶弔交際費 70,683
 　減価償却費 4,676
 　雑費 124,933
 経常費用計 49,918,534
　　当期経常増減額 9,050,967
　　法人税、住民税及び事業税 896,700
　　一般正味財産増減額 8,154,267
　　一般正味財産期首残高 35,669,105
　　一般正味財産期末残高 43,823,372
　　正味財産期末残高 43,823,372

科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
Ⅱ　負債の部
　１. 流動負債
 　未払金 0 273,833 -273,833
 　前受金 0 7,700 -7,700
 　預り金 2,182,564 3,170,811 -988,247
 　預り会費 39,634,400 34,161,100 5,473,300
 　流動負債合計 41,816,964 37,613,444 4,203,520
　２. 固定負債 
 固定負債合計 0 0 0
 負債合計 41,816,964 37,613,444 4,203,520
Ⅲ　正味財産の部
　１. 指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0
　２. 一般正味財産
　　⑵ その他一般正味財産 43,823,372 35,669,105 8,154,267
 一般正味財産 43,823,372 35,669,105 8,154,267
 正味財産合計 43,823,372 35,669,105 8,154,267
 負債及び正味財産合計 85,640,336 73,282,549 12,357,787

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

（単位：円）

 

高松第一営業所  087-811-7411

高松第二営業所  087-811-7411

高松第三営業所  087-811-7411

高松第四営業所  087-811-7411

丸亀第一営業所  0877-58-0560

丸亀第二営業所  0877-58-0560

観音寺営業所  0875-25-2014

ジブラルタ生命　高松支社
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森　博章

5月11日
食品衛生功労により

「知事表彰」を受賞されました。

おめでとうございます

　令和３年７月15日（木）広島県尾道市にて開催予定でありま
した令和3年度  中・四国ブロック大会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、中止となりました。なお、厚生労働
省医薬・生活衛生局長表彰並びに（公社）日本食品衛生協会
会長感謝状を受賞された皆様は次のとおりです。（敬称略）

　令和３年10月20日（水）東京にて開催予定でありました令和３年度  食品衛生全国大会は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。厚生労働大臣表彰並びに（公社）日本食品衛生協
会会長表彰等を受賞された皆様は次のとおりです。（敬称略）

令和３年度　中・四国ブロック大会

令和３年度　食品衛生全国大会

食品衛生指導員 前田　綾子　（中讃）

吉田　道数　（高松） 松本　幸三　（本部）

厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰

「あんしんフード君」１０万件達成記念特別感謝状

食品衛生功労者
　上野　正喜 （小豆）
　冨永　博道 （高松）
　平田　孔司 （中讃）
　鴨田　　昇 （中讃）
　秋山　益廣 （西讃）

食品衛生優良施設
　プレッソ　古川 （東讃）
　株式会社かねすえ （高松）
　JR ホテルクレメント高松
　　レストランフィオーレ （高松）
　浦島餅店有限会社 （中讃）

食品衛生指導員
 粂井　明人 （東讃）
 宮西優太朗 （高松）

デリカサラダボーイ株式会社 宇多津
（中讃）

まるほ食品株式会社 本社工場
（中讃）

厚 生 労 働 大 臣 表 彰 
食品衛生功労者

食品衛生優良施設

日本食品衛生協会
会長表彰

日本食品衛生協会
理事長表彰

大峯　茂樹（小豆） 横川　俊弘（中讃） 中川　洋一（中讃）

写真掲載なし

心とからだにやさしいオアシス。

0877-
（代）

香川県坂出市府中町5913番地3
FAX.(0877)48-2262

http://www.kiyamaonsen.co.jp/

48-0211
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令 和 3 年 度 事 業 報 告

　資格取得のための講習会であることから、行政当局と協議の上、新型コロナウイルス感染症拡大防
止措置を講じつつ開催しました。

　実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしな
がら開催しました。なお、委託者の決定により令和4年3月期の講習会
はすべて中止としました。
　香川県管轄地区については、委託事業として「HACCP実践講習
会」として各事業所の業種に合った手引書で実際に計画書を作成して
いただきました。

食品衛生責任者養成講習会（香川県・高松市認定事業）

食品衛生責任者実務講習会（香川県・高松市委託事業）

地　区 東　讃 小　豆 高　松 中　讃 西　讃 計

回　数 5回 3回 9回 9回 6回 32回
受講者 177名 93名 721名 340名 192名 1,523名

地　区 東　讃 小　豆 高　松 中　讃 西　讃 計

回　数 8回 5回 3回 14回 5回 35回
受講者 127名 83名 390名 356名 158名 1,114名

　巡回指導については、食品衛生指導員自身の感染に注意し、感染拡大防止に留意しながら活動し
ました。

　〔重点指導項目：HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実践と定着〕
　　実施時期　　　　　　8,9月
　　指導員延数　　　　　1,721名
　　巡回指導延施設数　　2,560施設

◆食品衛生指導員研修会

◆巡回指導（高松市委託事業（高松地区のみ）・日食協補助金事業（高松地区を除く4地区））

食品衛生指導員活動（高松市委託事業・日食協補助金事業）

地　　区 東　讃 小　豆 高　松 中　讃 西　讃
月 6月 1月 7月 12月 7月 7月 3月 7月 2月

出席者数 23名 19名 20名 13名 34名 38名 34名 25名 24名

保健所職員や食協職員に相談しながら
計画書を作成しました

お食事、各種の表装承っております。
〒769-2306	香川県さぬき市多和兼割90-1

電話（0879）56-2032番
FAX（0879）56-2368番

四国霊場各寺御用達
ひ　　　　　 えん　　　　かく

（臨時休業有）

ご注文
お問い合わせは TEL 0877-98-2155
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　「食品衛生指導員制度」は、昭和35年（1960年）国民に安
全で衛生的な食品を提供できるよう実践活動を行い、もって
国民の保健衛生の向上と増進に寄与することを目的として設
けられた制度で、所定の養成講習を受けられた方々に、食品
衛生協会会長が委嘱するものです。（任期2年）
　当協会では、4月18日に養成講習会を開催し、新たに30名
の方が指導員となられました。
　ご活躍にご期待申し上げます。

　4月18日　新たに指導員になられた方々を対象に「手洗いマイスター養成講習会」を開催しました。
日頃行っている手洗いの結果（汚れの落ち具合）を「手洗いチェッカー」を使って実際に目で見て再確
認いただき、「衛生的な手洗い」の方法を習得していただきました。今後、あらゆる機会を捉え「衛生的
な手洗い」を普及していただきますようお願いいたします。

食品衛生指導員養成講習会

手洗いマイスター認定講習会

集団検便事業（＊数字は検体数）

地　区 東　讃 小　豆 高　松 中　讃 西　讃 計

細　菌 254件 149件 444件 773件 175件 1,795件
ノロウイルス 6件 24件 39件 24件 27件 120件

計 260件 173件 483件 797件 202件 1,915件

　ホテルや飲食店、産直市や組合などからの依頼により講師を派遣し、「手洗い・食
中毒・HACCP・食品衛生法」など、依頼者の希望に沿った出前講座を行いました。
　　派遣回数／10回　　　受講者／484名

出前講座事業

　（公社）日本食品衛生協会と当協会全5地区事務所をオンラインで繋いで、あんしんフード君推進会
議を開催しました。三井住友海上火災保険（株）課長代理　下松瀬様より制度内容について、日食協
共済部　木戸主任より全国の推進状況について、日食協共済部　川瀬課長補佐からは受付事務等の
効率化についてご説明をいただきました。
　また、日頃の事務処理に関する質問や意見などをお伝えし、日食協共済部より丁寧なご回答をいた
だきました。職員一人一人が事務処理の細かい説明を受けられて、大変有意義な時間となりました。

　 あんしんフード君推進会議令和3年11月29日

「指導員養成講習会」「手洗いマイスター認定講習
会」の修了証書が交付されました

Planning
 プランニング

●企画／デザイン部門

PrePress
 プリプレス

●DTPプリプレス

●デジタルカメラワークフロー

●データベースパブリッシング

DIGITAL DIGITAL 

●出　版・企　画・美術印刷●

言葉・記憶・感動・気持ち、伝えたいものをカタチに
私たちは取り組んでいます

〒766-0004
香川県仲多度郡琴平町榎井261番地
TEL  0877-75-0862　FAX  0877-75-3251
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食品衛生教室
食品衛生教室及び三者座談会事業（香川県、高松市委託事業）

開 催 日：令和3年10月28日
参 加 者：26名
参加施設：�（株）姫生水産�

（株）カンショク�
香川県食肉衛生検査所

〇�営業者・行政より、衛生管理の取り組みについて説明をして
いただいた後、消費者・営業者・行政による三者座談会を開
催し、日頃消費者が疑問に思っている食品に関する質疑応答を行いました。

開催日：令和3年10月4日
参加者：42名
見学先：琴平にしきや
〇�高松地区では10月4日に琴平の「にしきや」
にて、200年以上の歴史を持つ和三盆作り
の体験をしました。

高松地区

西讃地区

　（公社）日本食品衛生協会と理事会会場をオンラインで繋い
で、（公社）日本食品衛生協会総務部　松山経理課長に「公益
法人役員の役割と責任」について、お話をしていただきました。
　新しく役員になられた方は
もちろん、以前から役員をさ
れている方々も「公益法人役
員の役割と責任」を確認する
貴重な時間となりました。

　窓口業務や日常業務での変更点
や相談など協議したい内容がある
場合、当協会では随時、各地区事
務局をオンラインで繋いで担当者
会をしています。
　事務局が集まる時間や経費など
が削減され、必要事項の協議がで
きるため、便利になりました。

　　　　役員研修会 　事務担当者会令和4年2月21日 随時

と　　き　　令和4年9月1日（木）
場　　所　　さぬき市津田公民館
内　　容　　�食品製造施設において事業者が取り組んでいる�

衛生管理について紹介し、食品衛生知識の普及啓発を図る
参加施設　　株式会社藤井製麺（麺類製造業）
　　　　　　味の素冷凍食品株式会社四国工場（冷凍食品製造業）

令和4年度　食品衛生教室のお知らせ東讃地区にて開催予
定

詳しくは、
東讃地区事務所まで

〒768-0012 香川県観音寺市植田町1683-5 Tel.0875-25-4433
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 かがわ安心飲食店認証制度 
　飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る
ため、感染防止対策に取り組む飲食店を県が認証する制度です。飲
食店の皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、積極的に活用し
ていただくようお願いします。
●�飲食店等からの申請を受け、県が基準に基づき現地確認のうえ、
認証します。
●�認証店舗には、認証ステッカーを交付し、Web サイトで公開します。

対象事業者 
　香川県内において、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく営業許可を得た店舗
を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主
　※宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカー等は対象外になります。

認証までの流れ 
　【１申請】
　　郵送または電子申請で申請してください（詳しくはWeb サイトをご覧ください）。
　【２現地確認】
　　調査員２名が店舗で認証基準に適合しているかを確認します。
　　※現地確認の際は、事前連絡の上、訪問します。
　【３認証】
　�　認証基準に適合していることが確認できたら、後日、かがわ安心飲食店認証事務局か
ら認証ステッカーを送付します。
　※認証店登録後も、必要に応じて、感染症対策の実施状況を点検することがあります。

認証基準 
　右記Web サイトを参照してください。

認証を受けると 
　安心してご利用できるお店であることをアピールできます。
　・認証ステッカーを交付します。
　・専用Web サイトで認証店のリストや地図表示により公開します。

お問い合わせ
　認証制度及び認証基準等に関して不明点があれば、お気軽に下記のコールセンターへ連
絡をお願いします。

【かがわ安心飲食店認証事務局（コールセンター）】
　 高松市寿町2-4-20　高松センタービル３階
　 TEL：087-822-7111　受付時間　9：00〜17：00（平日のみ） 

認証ステッカー

専用 Web サイト

http://www.kanesue.net　フリーダイヤル 0120-28-8883
かねすえ扇町本店　〒760-0013 高松市扇町1-24-36

2021
かがわ県産品コンクール
知事賞（最優秀賞）受賞

香川県小豆郡小豆島町安田甲103-1
TEL（0879）82-5555 ㈹
東京・名古屋・大阪・小豆島

マルシマ印刷株式会社※ディスプレイ・プリンタの特性により、実際の印刷物とは多少色味が異なります。
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東讃地区　さぬき市津田町津田930-2 大川合同庁舎内 TEL/FAX 0879-42-3123
開催日 受付時間 講習会６時間＋修了書交付等 場　所

	 	 6月	24日（金）

8：40～9：10 9：10～16：30 津田公民館
	 	 8月		 3日（水）
	 10月		 6日（木）
	 12月	23日（金）
令和5年	 2月		 9日（木）

小豆地区　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 小豆総合事務所 北館2階 TEL/FAX 0879-62-2471
開催日 受付時間 講習会６時間＋修了書交付等 場　所

	 	 8月	19日（金）
9：00～9：30 9：30～17:00 土庄町総合会館

（フレトピアホール）	 11月	25日（金）

高松地区　高松市桜町1-10-27 高松市保健所内 TEL 087-861-1813　FAX 087-861-1833
開催日 受付時間 講習会６時間＋修了書交付等 場　所

	 	 6月	21日（火）

8：30～9：00 9：00～16：30 レグザムホール
北館５階

	 	 8月	23日（火）
	 	 9月		 6日（火）
	 10月	31日（月）
令和5年	1月	18日（水）
令和5年	3月	27日（月）

中讃地区　丸亀市土器町東8丁目526 中讃保健福祉事務所内 TEL 0877-58-2775　FAX 0877-58-2776
開催日 受付時間 講習会６時間＋修了書交付等 場　所

	 	 6月		 7日（火）

8：50～9：15 9：15～16：30 中讃保健福祉事務所
3階研修室

	 	 8月		 8日（月）
	 10月	12日（水）
	 12月	14日（水）
令和5年	2月		 7日（火）
令和5年	2月		 8日（水）

西讃地区　観音寺市坂本町7丁目3-18 西讃保健福祉事務所内 TEL 0875-25-5116　FAX 0875-23-6515
開催日 受付時間 講習会６時間＋修了書交付等 場　所

	 	 7月	20日（水）

8：40～9：10 9：10～16：30 香川県三豊合同庁舎
3階大会議室

	 	 9月	22日（木）
	 11月	18日（金）
令和5年	1月	17日（火）
令和5年	3月		 1日（水）

令和４年度　食品衛生責任者養成講習会
※養成講習会受講は予約制です。事前に地区事務所へお問い合わせください。 ★受講料· 会員：··7,000円

· 　一般：12,000円

事務局：三木町商工会
TEL 087-898-0507

三木町食品衛生協議会
一日も早くコロナ禍が収束
することを願っています
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東讃地区　さぬき市津田町津田930-2 大川合同庁舎内 TEL/FAX 0879-42-3123
申込締切（必着） 手数料徴収（容器お渡し）日時 検体回収日時 場　所
第2回（細菌）
6月24日（金） · 7月· 4日（月）・· 7月· 5日（火）

随時

· 7月11日（月）・· 7月12日（火）

14時
～
16時

香川県食品衛生協会
東讃地区事務所

第3回（細菌）
8月19日（金） · 8月29日（月）・· 8月30日（火） · 9月· 5日（月）・· 9月· 6日（火）
第4回（細菌）
10月21日（金） 10月31日（月）・11月· 1日（火） 11月· 7日（月）・11月· 8日（火）

第5回（細菌）（ノロウイルス）
12月23日（金） · 1月10日（火）・· 1月11日（水） · 1月17日（火）・· 1月18日（水）

小豆地区　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 小豆総合事務所 北館2階 TEL/FAX 0879-62-2471
申込締切（必着） 手数料徴収（容器お渡し）日時 検体回収日時 場　所
第4回（細菌）
6月30日（木） · 7月11日（月）より

随時

· 7月25日（月）・· 7月26日（火）

9時
～
16時

香川県食品衛生協会
小豆地区事務所

第5回（細菌）
7月29日（金） · 8月10日（水）より · 8月22日（月）・· 8月23日（火）
第6回（細菌）
8月31日（水） · 9月12日（月）より · 9月26日（月）・· 9月27日（火）
第7回（細菌）
9月30日（金） 10月11日（火）より 10月24日（月）・10月25日（火）
第8回（細菌）
10月28日（金） 11月10日（木）より 11月28日（月）・11月29日（火）

第9回（細菌）（ノロウイルス）
11月30日（火） 12月12日（月）より 12月21日（水）・12月22日（木）

第10回（細菌）（ノロウイルス）
12月23日（金） · 1月12日（木）より · 1月23日（月）・· 1月24日（火）
第11回（細菌）
1月31日（火） · 2月10日（金）より · 2月27日（月）・· 2月28日（火）

高松地区　高松市桜町1-10-27 高松市保健所内 TEL 087-861-1813　FAX 087-861-1833
申込締切（必着） 手数料徴収（容器お渡し）日時 検体回収日時 場　所
第2回（細菌）
7月22日（金） · 8月· 4日（木）・· 8月· 5日（金）

随時

· 8月18日（木）・· 8月19日（金）

8時30分
～
15時

香川県食品衛生協会
高松地区事務所

第3回（細菌）
9月26日（月） 10月· 6日（木）・10月· 7日（金） 10月13日（木）・10月14日（金）

第4回（細菌）（ノロウイルス）
11月18日（金） 12月· 1日（木）・12月· 2日（金） 12月15日（木）・12月16日（金）
第5回（細菌）
1月20日（金） · 2月· 2日（木）・· 2月· 3日（金） · 2月16日（木）・· 2月17日（金）

中讃地区　丸亀市土器町東8丁目526 中讃保健福祉事務所内 TEL 0877-58-2775　FAX 0877-58-2776
申込締切（必着） 手数料徴収（容器お渡し）日時 検体回収日時 場　所
第2回（細菌）
6月17日（金） · 7月· 1日（金）より

随時

· 7月12日（火）・· 7月13日（水）

15時
～
16時

香川県食品衛生協会
中讃地区事務所

第3回（細菌）
8月19日（金） · 9月· 1日（木）より · 9月13日（火）・· 9月14日（水）
第4回（細菌）
10月14日（金） 11月· 1日（火）より 11月15日（火）・11月16日（水）

第5回（細菌）（ノロウイルス）
12月16日（金） · 1月· 4日（水）より · 1月19日（木）・· 1月20日（金）

西讃地区　観音寺市坂本町7丁目3-18 西讃保健福祉事務所内 TEL 0875-25-5116　FAX 0875-23-6515
申込締切（必着） 手数料徴収（容器お渡し）日時 検体回収日時 場　所
第4回（細菌）
6月17日（金） · 7月· 1日（金）より

随時

· 7月12日（火）・· 7月13日（水）

9時
～
15時

香川県食品衛生協会
西讃地区事務所

第5回（細菌）
7月20日（水） · 8月· 1日（月）より · 8月16日（火）・· 8月17日（水）
第6回（細菌）
8月19日（金） · 9月· 1日（木）より · 9月13日（火）・· 9月14日（水）
第7回（細菌）
9月20日（火） 10月· 3日（月）より 10月18日（火）・10月19日（水）
第8回（細菌）
10月20日（木） 11月· 1日（火）より 11月15日（火）・11月16日（水）

第9回（細菌）（ノロウイルス）
11月18日（金） 12月· 1日（木）より 12月13日（火）・12月14日（水）

第10回（細菌）（ノロウイルス）
12月16日（金） · 1月· 4日（水）より · 1月17日（火）・· 1月18日（水）
第11回（細菌）
1月20日（金） · 2月· 1日（水）より · 2月14日（火）・· 2月15日（水）

令和4年度　検便検査の日程
※検便検査は自主管理の基に行うものであり、申し込みは任意です。

★細菌検査（赤痢・サルモネラ・腸管出血性大腸菌のベロ毒素産生性）	会員受検料：1検体	 700円
★ノロウイルス検査	 会員受検料：1検体	 3,000円
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食品等事業者の賠償リスク
をトータルに補償します。

総合食品賠償共済 「あんしん
フード君」に
入っている
かな？

対人 対物 人・物
以外

費用
利益損害

賠償
費用
利益

他人の生命や身体を害し
（身体障害）、法律上の損
害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補
償します。

他人への身体障害・財物
損壊以外に、法律上の損
害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補
償します。

偶然な事由により被
保険者が負担した費
用や喪失した利益等
を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損
もしくは紛失し、または盗取され
た場合に（財物損壊）、法律上の
損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

補償の概要【手厚いプランと基本を揃えたプランをご用意しました。】

スーパーあんしんフード君 より手厚く補償できるおすすめプランです。

あんしんフード君 基本の補償を揃えたスタンダードなプランです。

スーパーあんしんフード君とあんしんフード君は次の事故のような場合にお役に立ちます。
お客さまのニーズに合わせてお選びください。

損害
賠償

対人

対人

対人 対人対物

対物

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

対物

対物

対物

対物

対物

対物 人・物
以外

費用
利益

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

保険金額：年間粗利益の１/１２

提供した飲食物に起因する事故

業務中の事故

受託物に起因する事故

支払限度額（1事故・保険期間中）1,000万円
（ 被害者1名あたり）：50万円 免責金額 0円

旅館の
場合

支払限度額1,000万円（注1）

支払限度額1億円×ご加入口数（注２）

（被害者1名あたり50万円）
免責金額 0円

免責金額 0円
（1～10口）

旅館以外
の場合

支払限度額
（1事故・保険期間中）
1,000万円
免責金額 0円

●食中毒 ●異物混入 ●不良完成品損害
お詫び広告等

損害保険部分
保険金

％10

10

お支払いで
の

される

治療費・見舞金等 裁判費用等

リコール費用

事故調査のための
費用等

消毒費用、
設備交換費用等

お客さまへの
代金弁償等

人格権侵害・広告宣伝
活動による権利侵害

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1 回の事故につき被害者１名あ
たり次の金額が限度。ただし１事
故・保険期間中1,000 万円限度。
死亡 ： 50 万円
重度後遺障害 ： 50 万円
入院 ： 10 万円
通院 ： 3 万円
免責金額（自己負担額）：なし

1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

人格権侵害、広告宣伝活動に起因
する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
1事故・保険期間中1,000万円
限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
5,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

※不良完成品損害、国外一時持出は
対象になりません。

（注）2口以上ご加入の場合、限度額は
「1,000万円×口数」となります。

見舞いに要した交通費、連絡経費、
衛生教育費等にお役立てください。

加入されている営業施設が不幸に
して火災に遭われた場合に、見舞
金をお支払いします。

1,000万円
限度（注）

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

●アレルギーに
よるショック死
（表示不備）

●容器破損による
衣服の汚損

●国外一時持出・流出
生産物による事故

携帯品に関する事故

施設の管理不備による事故 漏水に関する事故

＊ 食中毒や感染症が発生し、営業が休止・阻害されたために生じた損
失等を補償します。

＊ 正しい売上高でご加入頂いていない場合、保険金・共済金が減額さ
れることがありますのでご注意ください。

＊補償期間は 15 日となります。
＊ 指定感染症等（詳細は約款をご参照ください。）の場合は緊急対応費用

従業員等（事業主、役員、従業員、パート・アルバイト等）の業務上のケガ

現金（売上金）等の盗難、火災等に起因する事故 旅館・ホテルに宿泊中のお客様が責任を負う賠償事故

を補償します。（支払限度額（保険期間中）１営業施設につき 20 万円）
免責金額　0円

休業リスク

受託物

携帯品
リスク

業務・施設
リスク

生産物
リスク

各種費用等

特別費用

火災見舞金

最高 万円

弁護士無料電話相談サービス

・

傷害リスク
現金盗難等リスク 旅館宿泊者賠償リスク（業種9のみ）

★

★

★

(★)

★

他人の生命や身体を害し（身
体障害）、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損もしくは紛
失し、または盗取された場合に（財物損壊）、
法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

他人への身体障害・財物損壊
以外に、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

偶然な事由により被保険者
が負担した費用や喪失した
利益等を補償します。

費用
利益

人・物
以外

支払限度額（1事故・保険期間中）
1億円×ご加入口数（１～10口　ただし業種9の場合は１～20口）　免責金額 0円

加入者特典（共済部分）加入者特典（共済部分）

共済部分：共済金共済部分：共済金
食協
独自!

食協
独自!

オプション オプション

（注1）「受託物リスク」と共通の支払限度額となります。（注2）「生産物リスク」「施設・業務リスク」 と共通の支払限度額となります。

業務上のケガによる
死亡・後遺障害補償

業務上のケガによる
入院補償（手術補償）

業務上のケガに
よる通院補償

300万円

1日あたり 3,000円
（① 入院中に受けた手術の

場合30,000円、
② ①以外の手術の場合

15,000円）

1日あたり
2,000円 セット名 Aプラン Bプラン Cプラン

支払限度額
（貨紙幣類） 100万円 300万円 500万円

支払限度額（宿泊者1名・1事故あたり） 免責金額

20万円 なし

補償の概要【手厚いプランと基本を揃えたプランをご用意しました。】

スーパーあんしんフード君 より手厚く補償できるおすすめプランです。

あんしんフード君 基本の補償を揃えたスタンダードなプランです。

スーパーあんしんフード君とあんしんフード君は次の事故のような場合にお役に立ちます。
お客さまのニーズに合わせてお選びください。

損害
賠償

対人

対人

対人 対人対物

対物

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

対物

対物

対物

対物

対物

対物 人・物
以外

費用
利益

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

保険金額：年間粗利益の１/１２

提供した飲食物に起因する事故

業務中の事故

受託物に起因する事故

支払限度額（1事故・保険期間中）1,000万円
（ 被害者1名あたり）：50万円 免責金額 0円

旅館の
場合

支払限度額1,000万円（注1）

支払限度額1億円×ご加入口数（注２）

（被害者1名あたり50万円）
免責金額 0円

免責金額 0円
（1～10口）

旅館以外
の場合

支払限度額
（1事故・保険期間中）
1,000万円
免責金額 0円

●食中毒 ●異物混入 ●不良完成品損害
お詫び広告等

損害保険部分
保険金

％10

10

お支払いで
の

される

治療費・見舞金等 裁判費用等

リコール費用

事故調査のための
費用等

消毒費用、
設備交換費用等

お客さまへの
代金弁償等

人格権侵害・広告宣伝
活動による権利侵害

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1 回の事故につき被害者１名あ
たり次の金額が限度。ただし１事
故・保険期間中1,000 万円限度。
死亡 ： 50 万円
重度後遺障害 ： 50 万円
入院 ： 10 万円
通院 ： 3 万円
免責金額（自己負担額）：なし

1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

人格権侵害、広告宣伝活動に起因
する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
1事故・保険期間中1,000万円
限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
5,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

※不良完成品損害、国外一時持出は
対象になりません。

（注）2口以上ご加入の場合、限度額は
「1,000万円×口数」となります。

見舞いに要した交通費、連絡経費、
衛生教育費等にお役立てください。

加入されている営業施設が不幸に
して火災に遭われた場合に、見舞
金をお支払いします。

1,000万円
限度（注）

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

●アレルギーに
よるショック死
（表示不備）

●容器破損による
衣服の汚損

●国外一時持出・流出
生産物による事故

携帯品に関する事故

施設の管理不備による事故 漏水に関する事故

＊ 食中毒や感染症が発生し、営業が休止・阻害されたために生じた損
失等を補償します。

＊ 正しい売上高でご加入頂いていない場合、保険金・共済金が減額さ
れることがありますのでご注意ください。

＊補償期間は 15 日となります。
＊ 指定感染症等（詳細は約款をご参照ください。）の場合は緊急対応費用

従業員等（事業主、役員、従業員、パート・アルバイト等）の業務上のケガ

現金（売上金）等の盗難、火災等に起因する事故 旅館・ホテルに宿泊中のお客様が責任を負う賠償事故

を補償します。（支払限度額（保険期間中）１営業施設につき 20 万円）
免責金額　0円

休業リスク

受託物

携帯品
リスク

業務・施設
リスク

生産物
リスク

各種費用等

特別費用

火災見舞金

最高 万円

弁護士無料電話相談サービス

・

傷害リスク
現金盗難等リスク 旅館宿泊者賠償リスク（業種9のみ）

★

★

★

(★)

★

他人の生命や身体を害し（身
体障害）、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損もしくは紛
失し、または盗取された場合に（財物損壊）、
法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

他人への身体障害・財物損壊
以外に、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

偶然な事由により被保険者
が負担した費用や喪失した
利益等を補償します。

費用
利益

人・物
以外

支払限度額（1事故・保険期間中）
1億円×ご加入口数（１～10口　ただし業種9の場合は１～20口）　免責金額 0円

加入者特典（共済部分）加入者特典（共済部分）

共済部分：共済金共済部分：共済金
食協
独自!

食協
独自!

オプション オプション

（注1）「受託物リスク」と共通の支払限度額となります。（注2）「生産物リスク」「施設・業務リスク」 と共通の支払限度額となります。

業務上のケガによる
死亡・後遺障害補償

業務上のケガによる
入院補償（手術補償）

業務上のケガに
よる通院補償

300万円

1日あたり 3,000円
（① 入院中に受けた手術の

場合30,000円、
② ①以外の手術の場合

15,000円）

1日あたり
2,000円 セット名 Aプラン Bプラン Cプラン

支払限度額
（貨紙幣類） 100万円 300万円 500万円

支払限度額（宿泊者1名・1事故あたり） 免責金額

20万円 なし

11



食品等事業者の賠償リスク
をトータルに補償します。

総合食品賠償共済 「あんしん
フード君」に
入っている
かな？

対人 対物 人・物
以外

費用
利益損害

賠償
費用
利益

他人の生命や身体を害し
（身体障害）、法律上の損
害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補
償します。

他人への身体障害・財物
損壊以外に、法律上の損
害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補
償します。

偶然な事由により被
保険者が負担した費
用や喪失した利益等
を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損
もしくは紛失し、または盗取され
た場合に（財物損壊）、法律上の
損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

補償の概要【手厚いプランと基本を揃えたプランをご用意しました。】

スーパーあんしんフード君 より手厚く補償できるおすすめプランです。

あんしんフード君 基本の補償を揃えたスタンダードなプランです。

スーパーあんしんフード君とあんしんフード君は次の事故のような場合にお役に立ちます。
お客さまのニーズに合わせてお選びください。

損害
賠償

対人

対人

対人 対人対物

対物

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

対物

対物

対物

対物

対物

対物 人・物
以外

費用
利益

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

保険金額：年間粗利益の１/１２

提供した飲食物に起因する事故

業務中の事故

受託物に起因する事故

支払限度額（1事故・保険期間中）1,000万円
（ 被害者1名あたり）：50万円 免責金額 0円

旅館の
場合

支払限度額1,000万円（注1）

支払限度額1億円×ご加入口数（注２）

（被害者1名あたり50万円）
免責金額 0円

免責金額 0円
（1～10口）

旅館以外
の場合

支払限度額
（1事故・保険期間中）
1,000万円
免責金額 0円

●食中毒 ●異物混入 ●不良完成品損害
お詫び広告等

損害保険部分
保険金

％10

10

お支払いで
の

される

治療費・見舞金等 裁判費用等

リコール費用

事故調査のための
費用等

消毒費用、
設備交換費用等

お客さまへの
代金弁償等

人格権侵害・広告宣伝
活動による権利侵害

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1 回の事故につき被害者１名あ
たり次の金額が限度。ただし１事
故・保険期間中1,000 万円限度。
死亡 ： 50 万円
重度後遺障害 ： 50 万円
入院 ： 10 万円
通院 ： 3 万円
免責金額（自己負担額）：なし

1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

人格権侵害、広告宣伝活動に起因
する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
1事故・保険期間中1,000万円
限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
5,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

※不良完成品損害、国外一時持出は
対象になりません。

（注）2口以上ご加入の場合、限度額は
「1,000万円×口数」となります。

見舞いに要した交通費、連絡経費、
衛生教育費等にお役立てください。

加入されている営業施設が不幸に
して火災に遭われた場合に、見舞
金をお支払いします。

1,000万円
限度（注）

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

●アレルギーに
よるショック死
（表示不備）

●容器破損による
衣服の汚損

●国外一時持出・流出
生産物による事故

携帯品に関する事故

施設の管理不備による事故 漏水に関する事故

＊ 食中毒や感染症が発生し、営業が休止・阻害されたために生じた損
失等を補償します。

＊ 正しい売上高でご加入頂いていない場合、保険金・共済金が減額さ
れることがありますのでご注意ください。

＊補償期間は 15 日となります。
＊ 指定感染症等（詳細は約款をご参照ください。）の場合は緊急対応費用

従業員等（事業主、役員、従業員、パート・アルバイト等）の業務上のケガ

現金（売上金）等の盗難、火災等に起因する事故 旅館・ホテルに宿泊中のお客様が責任を負う賠償事故

を補償します。（支払限度額（保険期間中）１営業施設につき 20 万円）
免責金額　0円

休業リスク

受託物

携帯品
リスク

業務・施設
リスク

生産物
リスク

各種費用等

特別費用

火災見舞金

最高 万円

弁護士無料電話相談サービス

・

傷害リスク
現金盗難等リスク 旅館宿泊者賠償リスク（業種9のみ）

★

★

★

(★)

★

他人の生命や身体を害し（身
体障害）、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損もしくは紛
失し、または盗取された場合に（財物損壊）、
法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

他人への身体障害・財物損壊
以外に、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

偶然な事由により被保険者
が負担した費用や喪失した
利益等を補償します。

費用
利益

人・物
以外

支払限度額（1事故・保険期間中）
1億円×ご加入口数（１～10口　ただし業種9の場合は１～20口）　免責金額 0円

加入者特典（共済部分）加入者特典（共済部分）

共済部分：共済金共済部分：共済金
食協
独自!

食協
独自!

オプション オプション

（注1）「受託物リスク」と共通の支払限度額となります。（注2）「生産物リスク」「施設・業務リスク」 と共通の支払限度額となります。

業務上のケガによる
死亡・後遺障害補償

業務上のケガによる
入院補償（手術補償）

業務上のケガに
よる通院補償

300万円

1日あたり 3,000円
（① 入院中に受けた手術の

場合30,000円、
② ①以外の手術の場合

15,000円）

1日あたり
2,000円 セット名 Aプラン Bプラン Cプラン

支払限度額
（貨紙幣類） 100万円 300万円 500万円

支払限度額（宿泊者1名・1事故あたり） 免責金額

20万円 なし

補償の概要【手厚いプランと基本を揃えたプランをご用意しました。】

スーパーあんしんフード君 より手厚く補償できるおすすめプランです。

あんしんフード君 基本の補償を揃えたスタンダードなプランです。

スーパーあんしんフード君とあんしんフード君は次の事故のような場合にお役に立ちます。
お客さまのニーズに合わせてお選びください。

損害
賠償

対人

対人

対人 対人対物

対物

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

費用
利益

対物

対物

対物

対物

対物

対物 人・物
以外

費用
利益

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

あんしんフード君加入時は
オプションで加入いただけます。

保険金額：年間粗利益の１/１２

提供した飲食物に起因する事故

業務中の事故

受託物に起因する事故

支払限度額（1事故・保険期間中）1,000万円
（ 被害者1名あたり）：50万円 免責金額 0円

旅館の
場合

支払限度額1,000万円（注1）

支払限度額1億円×ご加入口数（注２）

（被害者1名あたり50万円）
免責金額 0円

免責金額 0円
（1～10口）

旅館以外
の場合

支払限度額
（1事故・保険期間中）
1,000万円
免責金額 0円

●食中毒 ●異物混入 ●不良完成品損害
お詫び広告等

損害保険部分
保険金

％10

10

お支払いで
の

される

治療費・見舞金等 裁判費用等

リコール費用

事故調査のための
費用等

消毒費用、
設備交換費用等

お客さまへの
代金弁償等

人格権侵害・広告宣伝
活動による権利侵害

1事故100万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1 回の事故につき被害者１名あ
たり次の金額が限度。ただし１事
故・保険期間中1,000 万円限度。
死亡 ： 50 万円
重度後遺障害 ： 50 万円
入院 ： 10 万円
通院 ： 3 万円
免責金額（自己負担額）：なし

1事故500万円限度
保険期間中1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

人格権侵害、広告宣伝活動に起因
する権利侵害それぞれについて
被害者1名あたり100万円
1事故・保険期間中1,000万円
限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
5,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

※不良完成品損害、国外一時持出は
対象になりません。

（注）2口以上ご加入の場合、限度額は
「1,000万円×口数」となります。

見舞いに要した交通費、連絡経費、
衛生教育費等にお役立てください。

加入されている営業施設が不幸に
して火災に遭われた場合に、見舞
金をお支払いします。

1,000万円
限度（注）

1事故・保険期間中
1,000万円限度
免責金額（自己負担額）：なし

●アレルギーに
よるショック死
（表示不備）

●容器破損による
衣服の汚損

●国外一時持出・流出
生産物による事故

携帯品に関する事故

施設の管理不備による事故 漏水に関する事故

＊ 食中毒や感染症が発生し、営業が休止・阻害されたために生じた損
失等を補償します。

＊ 正しい売上高でご加入頂いていない場合、保険金・共済金が減額さ
れることがありますのでご注意ください。

＊補償期間は 15 日となります。
＊ 指定感染症等（詳細は約款をご参照ください。）の場合は緊急対応費用

従業員等（事業主、役員、従業員、パート・アルバイト等）の業務上のケガ

現金（売上金）等の盗難、火災等に起因する事故 旅館・ホテルに宿泊中のお客様が責任を負う賠償事故

を補償します。（支払限度額（保険期間中）１営業施設につき 20 万円）
免責金額　0円

休業リスク

受託物

携帯品
リスク

業務・施設
リスク

生産物
リスク

各種費用等

特別費用

火災見舞金

最高 万円

弁護士無料電話相談サービス

・

傷害リスク
現金盗難等リスク 旅館宿泊者賠償リスク（業種9のみ）

★

★

★

(★)

★

他人の生命や身体を害し（身
体障害）、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

他人の財物を減失、破損、汚損もしくは紛
失し、または盗取された場合に（財物損壊）、
法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します。

他人への身体障害・財物損壊
以外に、法律上の損害賠償
責任を負担することによって
被る損害を補償します。

偶然な事由により被保険者
が負担した費用や喪失した
利益等を補償します。

費用
利益

人・物
以外

支払限度額（1事故・保険期間中）
1億円×ご加入口数（１～10口　ただし業種9の場合は１～20口）　免責金額 0円

加入者特典（共済部分）加入者特典（共済部分）

共済部分：共済金共済部分：共済金
食協
独自!

食協
独自!

オプション オプション

（注1）「受託物リスク」と共通の支払限度額となります。（注2）「生産物リスク」「施設・業務リスク」 と共通の支払限度額となります。

業務上のケガによる
死亡・後遺障害補償

業務上のケガによる
入院補償（手術補償）

業務上のケガに
よる通院補償

300万円

1日あたり 3,000円
（① 入院中に受けた手術の

場合30,000円、
② ①以外の手術の場合

15,000円）

1日あたり
2,000円 セット名 Aプラン Bプラン Cプラン

支払限度額
（貨紙幣類） 100万円 300万円 500万円

支払限度額（宿泊者1名・1事故あたり） 免責金額

20万円 なし

 あなたのお店は大丈夫ですか？
あなたの大切なお店やご家族を守るために「あんしんフード君」＋「休業補償特約」付加で万一の時に
備えましょう！  詳しくは、共済パンフレットをご覧ください。お問合せは各地区事務所まで。

  新型コロナウイルス感染症の対応について 施設経営者、従業員が感染者となった場合
①消毒費用
　 行政の指示により消毒しなければならない場合、その消

毒にかかる費用が補償されます。

②休業補償（オプション）
　 施設の休業にかかる損失が補償されます。（自主的な

休業は対象外です）
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寝ても覚めてもうどん。
麺業已代、 九0年の味。

ff 

寝ても覚めてもうどん。 麺業三代、 九0年の味。

今1T術5
�� 紐諒

さぬき麺業株式会社
代表取締役社長 で岳'" JI&明

TEL 087-867ー7893
www.sanukiudon.co. jp 

〒761-8052 高松市松並町933-1

FAX 087ー866-5259
Mail sanukiudon@sanukiudon.co.jp 

寝ても覚めてもうどん。 麺業三代、 九十余年の味。

〒761-8052　香川県高松市松並町933-1
TEL（087）087-867-7893  FAX（087）087-866-5259
E-mail:sanukiudon@sanukiudon.co.jp
URL=http://www.sanukiudon.co.jp

高松飲食業組合
香 川 県 飲 食 業 生 活 衛 生

同 業 組 合 高 松 支 部

〒760-0053 高松市田町1-12
TEL：（087）835-5366

寿し×海鮮酒場

☎（087）822-1688
〒760-0021 高松市西の丸町13-7

酔灯屋駅前ビル3F
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TEL.0877-24-3010 TEL.0877-33-4404
50名様までOK　15名様以上 送迎無料

増田ニコニコ庵
坂出元町名店街　TEL 0877（44）2525

電話（0879）82-3737番　FAX（0879）82-3739番
〒761-4434　香川県小豆郡小豆島町西村甲250の2

TEL 0877-86-3020   FAX 0877-86-6117　メール baba-food@me.pikara.ne.jp

スパイシーな味付けで焼き上げた骨付鳥は、
香川県の丸亀市が全国の発祥の地と言われ、
香川県の特産になっています。本場の丸亀
名物、骨付鳥をどうぞご賞味下さいませ。
　　　　　　　  1袋  800円（税別）

全国地方発送致します

丸亀名物 骨付鳥
生産も加工も香川県

まんのう町四条新道

宴 会 部
仕出し部

☎（0877）
☎（0877）

73-3745
73-3745

☎（0877）
☎（0877）

73-3746
73-5855

鮮 魚 部
食彩茶屋　華凛

高瀬町麻店
電話（0875）74-6131
電話（0875）74-6979

安田の佃煮　直売店

つくだ煮の駅／小豆島町安田  TEL（0879）82-0236

おむすびとそうめんのお店

安田食品工業株式会社
香川県小豆郡小豆島町安田甲103番地
TEL（0879）82-2225　FAX（0879）82-5677

四国　琴平
TEL.0877-73-5678㈹

石段や
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各都道府県の予選を勝ち抜いた高校生が、日本一をかけて競い合う全国高等学校総合体

育大会（通称「インターハイ」）が今夏、香川県を含む四国４県を舞台に開催されます。 

香川県では、1998年以来、実に 24年ぶりの開催であり、バスケットボールやカヌー

など、９競技 10種目が行われます。 

食中毒等の食品健康被害は、提供された側の肉体的・精神的被害だけではなく、食品を

提供する側にとっても社会的・経済的な損害があります。食品関係施設の皆様には、食品

衛生法を遵守いただき、ご協力ください。 

【問い合わせ】 

香川県教育委員会事務局保健体育課全国高校総体推進室 

TEL 087-832-3816 

令和４年度全国高等学校総合体育大会 
躍動の青い力 四国総体 2022 

にーまるにーにー 

インターハイ © 

四国総体 
公式ホームページ 
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