
保健所名 日時 行事名 実施場所・共催等

8月4日 街頭啓発 ○イオン岩見沢店　〈共催：岩見沢地域食品衛生協会〉

8月6日 空知給食従事者研修会 ○空知総合振興局４階講堂　〈共催：学校給食空知連絡協議会〉

8月19日 美唄市学校給食衛生講習会 ○ピパオイの里プラザ（美唄市）〈共催：美唄市教育委員会〉

8月21日 調理従事者等研修会 ○空知総合振興局４階講堂

8月6日 食中毒予防パレード ○芦別市内　〈共催：芦別地方食品衛生協会〉

8月6日 街頭啓発
○新十津川町　○雨竜町　○道の駅たきかわ
〈共催：滝川地方食品衛生協会〉

8月7日 街頭啓発 ○赤平市、滝川市内　〈共催：滝川地方食品衛生協会〉

8月19日 食中毒予防啓発（役所訪問）
○砂川市、歌志内市、上砂川町、奈井江町、浦臼町内
〈共催：砂川地方食品衛生協会〉

8月6日 食品衛生パレード ○深川市内　〈共催：深川地方食品衛生協会〉

8月7日 食品衛生パレード ○秩父別町、沼田町内　〈共催：深川地方食品衛生協会〉

8月8日 食品衛生パレード ○妹背牛町、北竜町内　〈共催：深川地方食品衛生協会〉

6月25日 指導員講習会 ○コミュニティセンター　〈共催：石狩地方食品衛生協会〉

7月2日 指導員講習会 ○セレモニーホールはやし　〈共催：江別地方食品衛生協会〉

7月10日 食品関係営業者講習会 ○仕出しはやし

（8月予定） 学校給食従事者講習会 ○学校給食センター

（9月予定） 消費者懇談会 （未定）

8月1日 街頭啓発
○道の駅フラワーロード　〈共催：恵庭千歳地方食品衛生協会〉
□HACCPくんも参加

8月2日 街頭啓発
○イオン千歳店、ビッグハウス千歳店
〈共催：千歳地方食品衛生協会〉　□HACCPくんも参加

6月24日 食品衛生指導研修会 ○余市支所　〈共催：余市地方食品衛生協会〉

7月3日 食品衛生指導員研修会 ○第一会館（倶知安町）　〈共催：倶知安地方食品衛生協会〉

8月28日 給食従事者研修会 ○倶知安町文化福祉センター〈共催：後志管内学校給食研究協議会〉

岩内 8月3日 街頭啓発
○岩内町字万代いわない怒濤まつり会場
〈共催：岩内地方食品衛生協会〉

室蘭 8月1日 街頭啓発 ○アークス室蘭店　〈共催：室蘭地方食品衛生協会〉

7月18日 食品衛生講習会(病院・介護保険施設対象） ○苫小牧保健所２階会議室

7月31日 食品衛生講習会(学校・保育所対象） ○苫小牧保健所２階会議室

6月20日 食品衛生指導員研修会 ○浦河保健所会議室　〈共催：浦河地方食品衛生協会〉

7月28日 うらかわ馬フェスタ
○浦河町西舎　○JRA日高育成牧場施設内
〈共催：浦河地方食品衛生協会〉

8月3日 アポイの火まつり ○様似町ふれあい広場　〈共催：浦河地方食品衛生協会〉

8月14日 えりも灯台まつり ○えりも灯台公園　〈共催：浦河地方食品衛生協会〉

7月30日 給食施設調理従事者研修会 ○新ひだか町保健福祉センター

8月6日 街頭啓発 ○イオン静内店　〈共催：静内地方食品衛生協会〉

7月31日 街頭啓発
○亀田郡七飯町大中山　運動公園　〈共催：渡島食品衛生協会〉
□「キレイ度チェックテスト」実施（手洗いチェッカー使用）

8月2日 街頭啓発 ○木古内町、知内町、福島町、松前町内〈共催：木古内地方食品衛生協会〉

8月6日 街頭啓発 ○茅部郡森町　〈共催：森地方食品衛生協会〉

(8月第2週予定) 街頭啓発 ○グルメシティ八雲店舗前　〈共催：八雲地方食品衛生協会〉

8月3日又は4
日
街頭啓発

○せたな町漁り火まつり会場（せたな町瀬棚区）
〈共催：今金地方食品衛生協会〉

上川 8月2日 街頭啓発
○旭川市買い物公園
〈共催：旭川地方食品衛生協会、旭川市保健所、旭川市議会〉

8月5日 街頭啓発
○士別市、剣淵町、和寒町内　　〈共催：士別地方食品衛生協会〉
□平成２５年度食品衛生月間キャラバン（巡回広報車等による啓発）

8月19日 学校給食関係者講習会 ○名寄市市民文化センター　〈共催：名寄市学校給食センター〉

7月26日 学校給食センター講習会 ○富良野市保健センター会議室　〈共催：富良野広域連合〉

8月1日 街頭啓発 ○上富良野神社前　〈共催：富良野地方食品衛生協会〉

留萌 8月7日 給食施設調理従事者講習会 ○留萌振興局２階講堂
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保健所名 日時 行事名 実施場所・共催等

8月1日 街頭啓発
○相沢食料百貨店　○西條　稚内店　○ユアーズ　○シティ稚内店
〈共催：稚内地方食品衛生協会〉

8月8日 消費者懇談会及び施設見学
○宗谷漁組ホタテ加工施設　○稚内グランドホテル
〈共催：稚内地方食品衛生協会〉

7月24日 指導員研修会 ○網走市内飲食店　〈共催：網走地方食品衛生協会〉

8月1日 学校給食従事職員研修会 ○網走市エコーセンター　〈共催：網走市教育委員会〉

8月1日 オホーツク管内学校給食普及指導研修会 ○大空町東藻琴農村環境改善センター　〈共催：大空町〉

8月1日 街頭啓発
○ベーシック駒場店　○シティ網走店
〈共催：網走地方食品衛生協会網走支部〉

8月8日 街頭啓発 ○Ａ－ＣＯＯＰ斜里店　〈共催：網走地方食品衛生協会斜里支部〉

8月1日 街頭啓発
○まちきた大通ビルﾊﾟﾗﾎﾞ前　○一番街　○イトーヨーカ堂北見店前
〈共催：北見地方食品衛生協会〉　□うちわの配布

（未定） 消費者懇談会、食品取扱施設の見学 ○（未定）　〈共催：北見地方食品衛生協会〉

8月6日 北見地区学校給食普及指導研修会
○北見市端野町公民館
［主催：オホーツク管内学校給食研究協議会北見地区］

8月6日 給食施設調理従事者研修会 ○北見芸術文化ホール

8月2日 街頭啓発
○Aコープえんゆう中湧別店　○カネサ佐藤商店前
○シティえんがる店　○コープさっぽろみなみ店
〈共催：遠軽地方食品衛生協会〉

8月2日 街頭啓発
○ニチエエーコープもんべつ　○オホーツク海紋市場　○イオン紋別店
○シティ紋別店　〈共催：紋別地方食品衛生協会〉

8月1日 食品衛生パレード ○中湧別、湧別　　〈共催：遠軽地方食品衛生協会〉

8月2日 食品衛生パレード ○紋別市内　〈共催：紋別地方食品衛生協会〉

8月1日 営業者研修会 ○広尾町コミュニティセンター　〈共催：広尾地方食品衛生協会〉

8月2日 営業者研修会 ○大樹町福祉センター　〈共催：広尾地方食品衛生協会〉

8月5日 街頭啓発 ○池田町内　〈共催：池田地方食品衛生協会〉

8月6日 営業者研修会 ○大樹町漁業協同組合　〈共催：大樹町漁業協同組合〉

8月7日 街頭啓発
○藤丸デパート前　〈共催：帯広地方食品衛生協会〉
□HACCPくんと豚丼まんのコラボ

8月9日 食品衛生パトロール
○ダイイチ白樺店　〈共催：帯広地方食品衛生協会〉
□ATP拭き取り検査及び手洗いチェッカーによる指導

8月21日 営業者研修会 ○本別町公民館　〈共催：本別地方食品衛生協会〉

8月22日 営業者研修会 ○未定（足寄町内）　〈共催：本別地方食品衛生協会〉

釧路 7月24日 釧路地方食品衛生協会食中毒予防講習会 ○釧路市生涯学習センター　２階多目的ホール　※協会会員対象

8月2日 街頭啓発
○コープさっぽろ根室店　○マルシェデキッチン　○イオン根室店
○ホクレンショップ根室店　〈共催：根室地方食品衛生協会〉

8月6日 食中毒巡回広報（パレード） ○根室市内

（8月中予定） 給食施設従事者講習会 ○根室振興局会議室

6月19日 指導員研修会 ○中標津経済センター（なかまっぷ）〈共催：中標津地方食品衛生協会〉

7月16日 街頭啓発 ○別海町内（別海神社例大祭）

7月19日 街頭啓発 ○中標津町総合文化会館しるべっと広場（中標津神社例大祭）

7月22日 街頭啓発 ○標津町内（標津神社例大祭）

8月10日 街頭啓発
○中標津町総合文化会館しるべっと広場（なかしべつ夏まつり）
〈共催：中標津地方食品衛生協会〉

9月上旬 街頭啓発 ○標津町内（川北神社例大祭）

保健所名 日時 行事名 実施場所・共催等

7月30日 街頭啓発
○チ・カ・ホ北大通交差点広場　○大通西3丁目・4丁目歩道
〈共催：札幌市食品衛生協会・後援：札幌市〉

8月6日 さっぽろ子ども食品Ｇメン体験事業 ○札幌市中央卸売市場　※参加者募集済み

（未定） 食品衛生パネル展 ○（未定）　各保健センターの予定

旭川市 8月2日 街頭啓発 ○買物公園〈共催：旭川地方食品衛生協会、上川保健所、旭川市議会〉

小樽市 8月2日 街頭啓発 ○都通り　〈共催：小樽市食品衛生協会〉

8月2日 街頭啓発 ○丸井今井函館店　〈共催：函館食品衛生協会〉

8月7日・8日 ラジオ放送
ＨＢＣラジオ：市民の時間(くらしガイド)
□食品衛生月間・食中毒予防について

8月1日～31日 コミュニティビジョン放映 ○函館市役所１階

※一部の行事は食品衛生月間前に実施済
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