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ているかも﹂という意識を持つこ
とが重要になる︒

月10日までにご納付くださいます

食中毒予防と
HACCP導入
水谷 俊介
課長

が担当しました︒
︵文責 編集担当︶
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中区保健福祉センター

手洗いなどの徹底で
ノロウイルス対策を

毎年冬場にノロウイルスによ
る食中毒・感染症が多くなる︒感
染すると下痢や嘔吐などの症状

が出て︑1〜2日で回復すること

が多いが︑まれに嘔吐物が喉に詰

まって亡くなる高齢者もいる︒感

染 力が強 く 少 量

の ウ イ ルスで も

期間があり︑再来年の6月まで

に取り組みを始めてもらうこと

しっかりしてほしい︒石けんをよ

イレ後や調理前には手洗いを

どが作成した手引書を参考に衛

化した方法として︑業界団体な

多くの飲食店の場合は︑簡略

加熱し︑盛り付け前の手洗いや

いので食品は中心部まで十分に

た刻みのりを少量摂取しただけ

手袋の着用も必要︒調理器具や

を 水 で 薄 め た 消 毒 液 で 消 毒 を︒

素酸ナトリウム︵台所用漂白剤︶

食器は︑熱湯消毒または次亜塩

で食中毒になった事例もある︒症

状がなくなっても1〜2週間︵長

い場合は約1カ月︶は便の中にウ

イルスが出続けるので︑その間に

トイレ後の手洗いが不十分だと
ウイルスを広げてしまう︒

また︑感染しても症状が出な
い場合があり︑その人から排泄さ
れたウイルスが食品に付着して
食中毒を引き起こすことも多い︒
国の調査では︑ノロウイルスによ
る食中毒の約8割が調理従事者

生管理のチェックリストを用意

し︑記録してもらう︒記録する内

容は2種類ある︒一つは︑手洗い︑

温度管理︑掃除などを手順どお

りに行ったかどうか︒もう一つは︑

料理を提供するときの注意点を

計画どおり行ったかどうか︒詳細

は今後︑国から示されるので︑名

古屋市からもいろいろな機会に

情報提供していきたい︒各区の保

氏・
武山

秋桜子 氏

缶つまとお酒の
マリアージュ

健センターで個別相談もできる︒

2

源 紳介

ワインやウイスキーと
一緒に缶つまを

国分中部株式会社

HACCP︵ハサップ︶という国

る缶詰という新しいコンセプトの

缶つまは︑お酒のおつまみにな
くことになった︒制度化まで猶予

際的な衛生管理を行っていただ

され︑食品を取り扱う事業者は

昨年6月に食品衛生法が改正

飲食店でも必要になる
国際基準の衛生管理

りに手洗いを︒

エプロンを着用し︑処理後は念入

嘔吐物の処理時は︑マスク︑手袋︑

名古屋社交飲食協会
協会員の皆様へ
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になる︒

く泡立て︑手に付いているウイル

食中 毒予 防のために︑特にト

「会費」と「健康保険料」は、毎

スを洗い落とすようなイメージ

現状のままです。

たので︑
その要旨を報告します︒冒頭で佐山義則理事長︑閉会時に河合秀

「VISAカード」
「マスターカード」

で︒また︑ノロウイルスは熱に弱

愛知県社交飲食組合の組合員であること。
からの食品汚染が原因︒症状が

出口 優志／ 052（981）6005

123
4 56
78 9
ABC
101
DAIC
112
12-1
HI M
1
ID 0
2
AK

症 状 が 出 る︒ウ

※お電話をおかけになるときには、愛知県社交飲食
組合の組合員であることと、支部名・店名・氏名を
必ずお伝えください。

税理士・行政書士
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特別加盟店手数料率は、
次の2点を条件に適用されます。

なくても﹁ひょっとしたら感染し

●風俗営業許可等の申請書類の作成が必要な
ときには、
お気軽にご利用ください。

「税務の無料電話相談」＆
「風俗営業許可等の
申請書類作成」
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組合員の方は特別条件により、優遇手数料率の3.5％が適用されます。

昭副理事長と進藤一信専務理事があいさつ︑司会は田 中登美子中支部長

クレジットカード手数料率が
3.5％に特別優遇されます！

衛生管理・缶つま料理﹂
を2月 日に名古屋ガーデンパレスで開催しまし

1 052(971)3434 FAX 052(971)3435
ご不明な点は、組合事務局までお問い合わせください。
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する︒

とウイスキーを2種類ずつ紹介

のマリアージュを楽しめるワイン

説明があるので︑まずは缶つまと

もとで生まれた︒詳しくは後ほど

デッドウイスキー︒両方を飲み比

ドして軽やかに仕上げたブレン

ンにグレーンウイスキーをブレン

シェント・クランは︑トマーティ

モルトウ イスキー︒対 してエン

日塩を使用︒
﹁厚切りベーコンの

スペインのムール貝と地中海の天

﹁ムール貝の白ワイン蒸し風﹂は︑

製には桜のチップを使っている︒

売当初から人気ナンバーワン︒燻

塩分 ％カットの缶つまもある︒

使える︒健康が気になる方には︑

風などは︑パスタソースとしても

したり︒ムール貝の白ワイン蒸し

さっぱりとした夏場のおつまみに

は︑スペインで最も使用されてい

赤ワイン﹁ドン・ロメロ・ティント﹂

貝の白ワイン蒸し風﹂
とよく合う︒

味わい︒缶つまの中では﹁ムール

は︑フルーティでレモンをぎゅっ

ワインの﹁ドン・ロメロ・ブランコ﹂

も好評なスペイン産の白と赤︒白

ワインは︑手頃な価格で味わい

日常的に食卓に上る商品をめざ

メージが強かったので︑もっと

1 4 0 年︒保 存 食 と し て の イ

日本における缶詰の歴史は約

缶つまを活用して
お店のアレンジメニューに

島県産かき燻製油漬け﹂が合う︒

モークシリーズの
﹁鮭ハラス﹂
や
﹁広

には︑材 料 を燻 製した缶つまス

べてみるのも面白い︒ウイスキー

しては︑缶つまスモークの﹁うず

く食べられる︒具体的なレシピと

にのせるなど簡単な調理でおいし

温めてもいい︒クラッカーやパン

のままでもいいが︑湯せんなどで

でお客様に出すことができる︒そ

缶つまの賞 味 期 限は3年︒1

桜のチップで燻製している︒

大変人気がある︒
﹁鮭ハラス﹂も

ハニーマスタード味﹂は︑女性に

供してほしい︒

ナルメニューを考えて︑お店で提

いろんな缶つまを活用したオリジ

まようじに刺してピンチョスにし

缶あたりが少量なので︑使い切り

るブドウ品種﹁テンプラリーニョ﹂

して2010年に缶つまを発売

ら卵﹂をオリーブの実と一緒につ
400社以上に導入されるよう

たり︑鮭ハラスを大葉やレモンと

進藤専務理事

と絞ったような風味の軽やかな

を主に使用︒缶つまの
﹁厚切りベー

した︒現在は約 アイテムあり︑
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コンのハニーマスタード味﹂と合

になったが︑市場規模はまだ小
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「今年も皆さんと協力し合って」

組合理事らが西区で賀詞交歓会

愛知県社交飲食組合は、1 月 17 日に名古屋

員改選を含む総会・総代会が 6 月にあります。

市西区の「旬菜処安楽」で理事らの賀詞交歓

今年も皆さんと協力し合い、少しでもお店の売

会を開催しました。

り上げが向上できるよう対

佐山義則理事長は新年のあいさつを述べたあ
と、
「今年は 2 月の愛知県知事選挙に始まり、

策を練りながら組合活動を
進めていきたい」と抱負を

4 月に統一地方選挙、5 月に新元号への変更、

語りました。他の出席者か

7 月に国政選挙、10 月に消費税アップと慌ただ

らの業務連絡や近況報告

しい 1 年になりそうです。組合においては、役

もありました。

佐山理事長

中警察署による役員研修会報告

犯罪被害を防ぎ、快適なまちづくりを
名古屋社交飲食協会は、防犯とぼったくり防止をテーマとした中
警察署による役員研修を1月 23日に名古屋ガーデンパレスで実施し
ましたので、その要旨を報告します。研修後は質疑応答を行いまし
た。（文責：編集担当）
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侵入盗・ひったくりの防止対策

左から、佐山会長、松田中署課長、
亀山中署課長代理

中署生活安全課

松田 靖 課長

お店の鍵と現金の管理を厳重に
昨年の犯罪認知件数は前年より減っているが、減少率は愛知県下や名古屋市内の15％に比べ、中
区内は5％に留まったので、中署としては県下レベルまで減らすことが今年の目標。
県下の侵入盗は、13年連続だった全国ワーストワンを昨年は何とか返上したが、中区では深夜不在に
なる店舗や事業所が多いので、今年も対策に総力をあげたい。侵入盗被害で多いのは、店舗の外の植
木や郵便受けに置かれた合い鍵を使って侵入するケースなので、鍵の管理を厳重にしてほしい。それと
同時に、現金は必ず持って帰ること。見せ金を置いておくとお店を荒らされなくて済むと言う人もいるが、
それは非常に疑問。過去の事案で、被害にあった店舗がまさか2回目は来ないだろうと思っていたらまた
狙われたケースもある。泥棒からすると、この店は防犯対策がずさんだと思って再び侵入することもある。

タクシー降車後もひったくりに注意
ひったくりが多発している。中区でも昨年 10月ごろから発生し、12月中に9 件の被害があった。ひっ
たくり犯の多くは、大型のオートバイやスクーターに乗り、フルフェイスのヘルメットをかぶっている。時
間帯は、昨年は深夜が多かったが、最近は午後 7 時や8 時にも発生。中区では、特に大通りから一本
入った少し暗くて人通りの少ないところで起きている。一番狙われているのは、一人歩きの女性。また、
自転車の前カゴにバッグなどを入れている人も狙われやすい。
従業員の方やお客さんが帰るときには、ひったくりに気をつけるよう注意喚起をお願いしたい。バッグは
車道の反対側で持つ。スマホを見ながら歩いて注意が散漫にならないよう、しっかり後方に注意する。バ
イクのエンジン音が聞こえたら、必ず後ろを振り返って警戒する。そして、自転車の前カゴにネットをつけ
る。また、タクシーを降りてから自宅まで歩く場合にも狙われるので十分に注意を。一刻も早くひったくり犯
を捕まえたいので、犯人を見た人がいたら中署か県警本部へ情報提供をお願いします。 （→ 4ページへ続く）
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ぼったくり防止条例施行後の繁華街

中署生活安全課

亀山 太輔 課長代理

被害防止アプリ「アイチポリス」で違反店を公表
栄地区を中心とする繁華街の風俗環境について、ぼったくり防止県条例と絡めてご説明します。本条
例では、酒類提供店等の営業に対して、料金の表示義務、不当な勧誘の禁止、料金の不当な取り立
ての禁止、違法な客引きから紹介された客を店内に立ち入らせることの禁止などの規制を行い、違反者
には県内全域において行政処分（指示・営業停止）を行うこととしている。また、ぼったくりについては、
錦 3 丁目と、
栄 3 丁目から 5 丁目の一部の地域を特別区域に指定し、
区域内の違反には罰則、
行政処分、
公表の規定がある。
これまで条例違反で摘発された店舗は、いずれも客引きに引かれた客を店舗に立ち入らせた事案。
それに加え、立ち入り検査によって、料金表を示さないなどの違反が発覚した店舗も公表されている。
公表内容は、ぼったくり被害防止アプリ「アイチポリス」などで見られるので参考にしてほしい。

料金トラブルは減るも、未だ多い客引き
条例施行後、ぼったくりに起因する料金トラブルはかなり減少しているが、これからも条例を駆使した取
り締まりを行い、悪質なぼったくり店舗の撲滅に努める。また、依然として栄地区には客引き業者が多数
いるので、風営法や県迷惑行為防止条例に基づき取り締まりを強化していく。
ビルオーナーの方には、その建物が条例に違反する行為に使われないよう適正な管理が義務づけられ
ている。違法カジノ賭博店が、雑居ビルやマンションの一室を悪用している現状もある。賃貸契約書に契
約解除条項を設けるなど、違法店舗を排除していただくようご協力をお願いします。

名古屋社交飲食協会

日程

4

2019 年

「第70回定期総会」のお知らせ

5 月 14 日（火）

※ 開会時間については、決まりしだい
ご案内を送付いたします。
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ホテル名古屋ガーデンパレス
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協会員の皆様へ

部

第

&

になる︒

く泡立て︑手に付いているウイル

食中 毒予 防のために︑特にト

「会費」と「健康保険料」は、毎

スを洗い落とすようなイメージ

現状のままです。

たので︑
その要旨を報告します︒冒頭で佐山義則理事長︑閉会時に河合秀

「VISAカード」
「マスターカード」

で︒また︑ノロウイルスは熱に弱

愛知県社交飲食組合の組合員であること。
からの食品汚染が原因︒症状が

出口 優志／ 052（981）6005

123
4 56
78 9
ABC
101
DAIC
112
12-1
HI M
1
ID 0
2
AK

症 状 が 出 る︒ウ

※お電話をおかけになるときには、愛知県社交飲食
組合の組合員であることと、支部名・店名・氏名を
必ずお伝えください。

税理士・行政書士

VISA

特別加盟店手数料率は、
次の2点を条件に適用されます。

なくても﹁ひょっとしたら感染し

●風俗営業許可等の申請書類の作成が必要な
ときには、
お気軽にご利用ください。

「税務の無料電話相談」＆
「風俗営業許可等の
申請書類作成」

ter C
ard

Mas

組合員の方は特別条件により、優遇手数料率の3.5％が適用されます。

昭副理事長と進藤一信専務理事があいさつ︑司会は田 中登美子中支部長

クレジットカード手数料率が
3.5％に特別優遇されます！

衛生管理・缶つま料理﹂
を2月 日に名古屋ガーデンパレスで開催しまし

1 052(971)3434 FAX 052(971)3435
ご不明な点は、組合事務局までお問い合わせください。

30
通常、飲食業の場合、クレジットカード利用手数料率は6〜7％ですが、

イルスが付着し

●税務に関することで疑問やお悩みがある
方は、お気軽にご相談ください。

ご利用ください！

組合指定の端末機
（無償）
を設置すること。

2

ようお願いします。

部

第

1121
9101
5678
M
1234
12-12

ABC I MAKINO
DAICH 000000000
00
ID
ID 00

1

Report

News

5
1

もとで生まれた︒詳しくは後ほど
説明があるので︑まずは缶つまと
のマリアージュを楽しめるワイン

モルトウ イスキー︒対 してエン
シェント・クランは︑トマーティ

ンにグレーンウイスキーをブレン

ドして軽やかに仕上げたブレン

デッドウイスキー︒両方を飲み比

べてみるのも面白い︒ウイスキー

には︑材 料 を燻 製した缶つまス

モークシリーズの
﹁鮭ハラス﹂
や
﹁広

島県産かき燻製油漬け﹂が合う︒
缶つまを活用して
防お
犯店対
策レンジメニューに
のア
日本における缶詰の歴史は約

日塩を使用︒
﹁厚切りベーコンの

スペインのムール貝と地中海の天

﹁ムール貝の白ワイン蒸し風﹂は︑

製には桜のチップを使っている︒

売当初から人気ナンバーワン︒燻

塩分 ％カットの缶つまもある︒

使える︒健康が気になる方には︑

風などは︑パスタソースとしても

したり︒ムール貝の白ワイン蒸し

さっぱりとした夏場のおつまみに

ハニーマスタード味﹂は︑女性に

ナルメニューを考えて︑お店で提

いろんな缶つまを活用したオリジ

桜のチップで燻製している︒
缶つまの賞 味 期 限は3年︒1
缶あたりが少量なので︑使い切り
でお客様に出すことができる︒そ
のままでもいいが︑湯せんなどで
温めてもいい︒クラッカーやパン
にのせるなど簡単な調理でおいし
く食べられる︒具体的なレシピと
しては︑缶つまスモークの﹁うず
ら卵﹂をオリーブの実と一緒につ
まようじに刺してピンチョスにし
たり︑鮭ハラスを大葉やレモンと

供してほしい︒

大変人気がある︒
﹁鮭ハラス﹂も

30

とウイスキーを2種類ずつ紹介

する︒

ワインは︑手頃な価格で味わい

も好評なスペイン産の白と赤︒白

ワインの﹁ドン・ロメロ・ブランコ﹂

は︑フルーティでレモンをぎゅっ

と絞ったような風味の軽やかな
味わい︒缶つまの中では﹁ムール
貝の白ワイン蒸し風﹂
とよく合う︒

署

察

警

中

ルブラ王山

1 4 0 年︒保 存 食 と し て の イ
メージが強かったので︑もっと

して2010年に缶つまを発売

守ろうよ わたしの好きな 町だから 〜事件は110番へ
ガーデンパレス

赤ワイン﹁ドン・ロメロ・ティント﹂

は︑スペインで最も使用されてい

日常的に食卓に上る商品をめざ

を主に使用︒缶つまの
﹁厚切りベー

した︒現在は約 アイテムあり︑

振興対策事業研修会

一緒に薄切り大根の上にのせて︑

名古屋市熱田区桜田町19-18 〒456-8511 電話 052（872）9740

951-1611番
241-0110番

【緊急110番】 愛知県警察本部

15 愛知県生活衛生営業指導センター 税務講習会

るブドウ品種﹁テンプラリーニョ﹂

コンのハニーマスタード味﹂と合

になったが︑市場規模はまだ小

400社以上に導入されるよう

17

愛知県社交飲食業生活衛生同業組合

さい︒

先ほど紹介

お問い合わせ先／東邦ガス株式会社
都市エネルギー営業部 営業第五グループ
名古屋ガーデンパレスにて

田中中支部長

さ れ た﹁広 島

進藤専務理事

2月

県産かき燻製

河合副理事長

トマーティン

色合いがしっか

名古屋市食品衛生協会・保険組合

愛旅連ビル

28

80

油 漬 け﹂は︑発

6
2

15

【愛知県警ホームページ】http://www.pref.aichi.jp/police/
【モバイル愛知県警（iモード）】http://www.pref.aichi.jp/police/i-mode
【
（社）愛知県防犯協会連合】http://www.bouhan-aichi.or.jp

理事会

名古屋市国民健康保険組合

創立50周年記念式典

愛知県中華料理生活衛生同業組合

6

ウイスキーは︑
﹁トマーティン

愛知県生活衛生同業組合連合会

年﹂と﹁エンシェント・クラン﹂
︒

名古屋市中区錦3-18-14
TEL
（052）
684-8987

皆様のご協力をお願い致します。
名古屋観光ホテル

防犯カメラなどの防犯対策をし、
犯人に入られにくい環境を作る

東京第一ホテル錦

錦成ビル きんさんママさん講演会
（童門冬二氏）

5

佐山理事長

新年賀詞交歓会

確実な施錠と補助錠の活用で
窓や扉を強化する

ガーデンパレス

役員防犯研修会

名古屋社交飲食協会

23 武山氏

1月

は︑香り豊かで

事務局日誌

りしたシングル
源氏

始め式
（表彰式）

中警察署

わせるとよい︒

新会員紹介 New Members
12

講習会

愛知県生活衛生同業組合連合会

西区 安楽

閉店後、現金は店舗等に残さない

ルブラ王山

10

愛知県社交飲食業生活衛生同業組合

13

新年賀詞交歓会

平成30年中、中区内では飲食店等を対象とした
侵入盗被害が74件発生しました。
中区は飲食店等が集中していることから泥棒に狙
われています。
被害に合わないための防犯対策を取りましょう。

錦グリーンビル 4F

金庫はボルトなどで床面に固定し、
容易に持ち出せないようにする

ガーデンパレス

合同新年役員会

警 察 だ よ り

&

高額商品（貴金属・洋酒）等は
できる限り店舗に置かない
中区役所ホール

侵入盗に要注意！！

■ Otae 3

Report

News

