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次第

１ あいさつ

２ 議題

 ⑴ 平成 27 年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果について 

⑵ 岡崎市保健所の設置等に関する条例の一部改正について 

⑶ 平成 28 年度食中毒発生状況について（情報提供） 

３ その他

（会議資料）

資料１ 平成 27 年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果

資料２ 岡崎市保健所の設置等に関する条例の一部改正について

資料３ 食中毒の発生について

資料４ 有毒植物に要注意

議事内容（要旨）

―開会―

１ あいさつ

＜服部保健所長＞

所用により途中よりの参加となりました。皆さん、こんにちは。岡崎市保健所

長の服部でございます。平成28年度第１回食の安全・安心推進協議会に当たり、

皆様方に一言ごあいさつ申し上げます。



まず、本日は、皆様ご多用中にもかかわらず、また、大変暑い中、当協議会に

お集まりいただき、誠にありがとうございました。ここにお集まりの皆様方にお

かれましては平素よりそれぞれのお立場で、岡崎市の食の安心・安全の確保にご

尽力いただいておりますことに敬意を表しますとともに、岡崎市の食品衛生行

政に多大なご理解とご協力を賜っておりますことに対しましても、心から感謝

申し上げます。

さて、最近の食の安全に係る問題に目を向けますと、全国的にカンピロバクタ

ーによる食中毒が現在多く発生しております。また、この夏も全国的に暑い日が

続き、８月２２日には県内で今年度３回目の食中毒警報も発令され、食の安全に

対する危惧は依然としてなくならない状況が続いております。

本市に目を向けますと、昨年度 1 年間の食中毒発生は、０件でございました

が今年度に入りまして残念ながら１件すでに発生しております。この１件の概

要は本日の議題の中でも概要等を説明させて頂いておると思います。

今後は岡崎市食品衛生協会の皆様にも御協力頂いて、確実な衛生管理の実施を

始めとする予防に関する注意喚起に力を入れて所存でございます。

最後になりましたが、当協議会が本市における食の安心・安全の確保に向けて

有用な会議となりますよう、今後も委員の皆様の積極的なご参加・ご発言をお願

い申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。

２ 補欠委員の委嘱について

＜事務局＞

愛知県生活協同組合連合会の磯村委員につきまして、平成 28 年３月 31 日付

けで委員辞退届の提出がありました。磯村委員の任期は平成 29 年３月 31 日ま

ででございますため、協議会設置要綱第４条の規定に基づき、平成 28 年４月１

日からの残りの任期を、愛知県生活協同組合連合会の三戸 利美 様にお願い

することとなりました。

３ 議題

＜事務局＞

⑴ 平成 27 年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果 

資料１により説明

⑵ 岡崎市保健所の設置等に関する条例の一部改正について 

資料２により説明

⑶ 平成 28 年度食中毒発生状況について（情報提供） 

資料３により説明

＜委員＞

今年度発生した食中毒事例の原因菌であるウエルシュ菌は 100℃、１～６時



間の加熱に耐える芽胞を作るということだが、どうやったら死滅させられ

るのか。

＜事務局＞

ウエルシュ菌は芽胞という殻を作る。細菌も生き物であり過酷な状態だと死

滅したくない。鍋の中で加熱していきますと、他の菌は芽胞を作らないで死滅

してしまうのだが、ウエルシュ菌は芽胞をつくる。それが熱にも耐えるのだが、

一旦冷まして温度が下がってきて 50℃前後になると、今度は殻を脱いで栄養

型になる。芽胞の時点では増えることができないので、芽胞の状態であれば食

べても症状が出ないと思われるが、それが冷めて一旦殻を脱いで栄養型になっ

たときに、一説では 45℃ぐらいを保つと 10 分間で倍になると言われている。

煮込んだカレーをそのまま一晩放置しておくと、その中で栄養型が増えて食中

毒を引き起こす。対策としてはまずは速やかに食べる。増殖しないのは 10℃

以下なので、10℃以下を保つようする。鍋ごと冷蔵庫に入れてしまうと冷蔵庫

の機能上 10℃に下がるのは時間がかかるので、小さなタッパーとか器に移し

かえて冷蔵庫で 10℃以下が保たれれば、翌朝しっかり加熱していただければ

大丈夫である。

＜議長＞

今回の事例は煮込みハンバーグが原因か。

＜事務局＞

検証したのが名古屋市であったので細かいことがわからないのだが、ハン

バーグ自体からはウエルシュ菌の検出はされていない。ロットが違うのでな

んとも言えないが。煮込みハンバーグの煮込みソースを冷ましている時間帯

でウエルシュ菌が増殖したのではないかと考えている。

＜委員＞

食品衛生管理優秀店認定制度について、ＨＡＣＣＰの義務化ということが

言われている状況の中、早ければ 2020 年という話もあるが、一般の飲食店が

ＨＡＣＣＰの様な高度な自主管理をやっていくのはなかなか難しい状況であ

るため、優秀店認定制度が非常に重要なポジションになっていくのではない

かと思う。以前から認定制度はあったが、なかなか浸透していなかった。今回、

ゴールド・シルバー・ブロンズという三段階に変更になった。今年度はどのよ

うな状況になっているのか、今後の展望について伺う。

＜事務局＞

認定制度については、まず今年度４月１日からの状況で、８月 31 日現在、

ゴールドクラスが１件、シルバークラスが４件の計５件を新たに認定してお

り、これまでに計 36 件を認定している。今後の方向性としては、今年度の特

別講演会のアンケートで、回答者が 63 名中、優秀店の認定のマークを見たこ

とがないと答えた方が 65％、そもそもこの制度自体知らないと答えた方が



79％という結果であり、まだまだ認知度が低いと我々も考えている。今後、営

業者あるいは市民に対しての講演会や講習会でＰＲを継続して行うことで制

度の周知を図る。また、岡崎市食品衛生協会のサポート指導さんの協力のもと、

認定数をさらに増やしていきたいと考えている。認定数がある程度増えた段

階で、例えばパンフレットを作成したりしてさらに周知を拡大していきたい

と考えている。

＜委員＞

市民への周知の方法が、行政の方々はホームページと市政だよりという発

想になるが、あまり周知にならないと思うので、また色々ご検討よろしくお願

いします。

＜事務局＞

食品衛生管理優秀店は衛生管理がしっかりしているところが認定されてい

る。前述のアンケートにおいて、皆さん飲食店をどういう基準で選ばれますか

と質問したところ、値段の安いお店との回答は当然上位にあるのだが、衛生管

理のしっかりしているお店についても上位にあがってくる。そういったこと

からも、食品衛生管理優秀店は衛生管理がしっかりしたお店だということを

積極的にアピールしたいと思っている。

＜議長＞

ゴールド・シルバー・ブロンズ制度ですが、これはある程度の基準があるの

か。

＜事務局＞

７つの判断基準があり、その一つは店の衛生管理が基準点以上かどうかを

確認します。それ以外の６つの基準の中で、３つクリアしていればブロンズ、

４から５つクリアしていればシルバー、全部クリアしていればゴールドいう

段階を踏んでいる。一般的にお店の衛生管理はブロンズをとっていただけれ

ば十分衛生的なお店ではあるのだが、ＨＡＣＣＰの客観的評価である証拠を

残すこと、例えば店の従業員の健康管理や冷蔵庫の温度管理などを全部証拠

として記録できていればシルバー、あとは業務手順書を作成し、その記録も残

しておくことまでできていればゴールドということになっている。ブロンズ

だから衛生管理が低いということではない。

＜委員＞

食品衛生管理優秀店の認定を受けたことでどんなメリットが店にはあるの

か、保健所の枠内で考えるのではなく、税制面で優遇するとか、もっと言えば

営業許可年数を増やすとか、何かやらないと。ただ認定ステッカーを貼りまし

た、お客さんが評価してくれました、というだけでは。もっと保健所の枠から

出た考え方を持たないと。オール岡崎市で考えて、どういうメリットがあるか

ということ考えてやったほうがいいのでは。



＜議長＞

ご検討をお願いします。

＜委員＞

昨年７月に岡崎市の食品衛生条例の一部が改正され、ＨＡＣＣＰ方式もし

くは従来方式の管理のどちらかにしなさいということとなった。どちらの方

式にするかということを保健所は確認しているのか？従前からある岡崎市版

ＨＡＣＣＰ導入施設が現在２件。最後の導入施設が 10 年前の平成 18 年の１

施設にもかかわらず岡崎市は食品衛生条例でＨＡＣＣＰ方式を取り入れよう

としている。一方で市が積極的に条例を改正しているにもかかわらず、遅々と

して 10 年間ＨＡＣＣＰが進んでない。保健所の今後の取組みについて予定等

を聞きたい。

＜事務局＞

岡崎市のＨＡＣＣＰ導入施設は現在２件であるが、それ以外にもＩＳＯ等

の認証を取得している施設もあるので、これが市内のすべてのＨＡＣＣＰ関

連の取得施設数ではない。本市としてはＨＡＣＣＰ義務化に向けた周知に力

を入れており、講習会等では必ずＨＡＣＣＰ制度と優秀店制度に関して説明

している。ＨＡＣＣＰを検討する施設に対しては、県が主催するＨＡＣＣＰに

関する講習会の紹介をしたり、手順書の作り方の助言等を積極的にさせてい

ただいている。保健所担当者もＨＡＣＣＰに関しての知識や技術を研修会等

で積極的に取得するようにしており、今後、営業者向けにＨＡＣＣＰに関する

講習会を開催しようと考えている。また、件数にはあがっていないがＨＡＣＣ

Ｐ導入間近な施設が１施設現在あり、ＨＡＣＣＰ認定は着実に動いているこ

とも理解していただきたい。

＜委員＞

ＩＳＯ取得施設の実態はつかめているのか。

＜事務局＞

食品工場等に定期的に監視に入っており、その際に確認している。

＜委員＞

ＩＳＯを取得できるならばＨＡＣＣＰも取りやすいと思われる。

＜事務局＞

二重にとる必要はないのではないかと考えている施設もある。ただ、給食関

係施設に関しては現在積極的に導入を検討していると聞いており、その相談

も受け始めている。

＜委員＞

学校給食関係はＨＡＣＣＰを導入するべきではないか。事故を起こした場

合一番影響が大きい。学校給食の中で、民間委託していたり原材料を納品して

いるところは優先的に指導されるべきであろうと思う。是非早急にＨＡＣＣ



Ｐの講習会をお願いしたい。食品表示法の講習会を早めに開催するお願いす

る。

＜委員＞

許可を要する施設の監視指導件数について、施設数が 6,329 で監視指導件

数が 3,616 ということは２年に１回ぐらいで監視指導しているということだ

が、喫茶店営業施設が 815 あって 53 回ということは 15 年に 1 回しか監視指

導していないことになるのだが、どうしてこんなに件数が違うのか。

＜事務局＞

喫茶店営業の許可の種類の中で、コップの自動販売機が喫茶店営業の多く

を占めている。いわゆる喫茶店は飲食店営業の中に入っているので、自動販売

機についてはあまり積極的な監視等は行っておらず割合が低くなっている。

＜委員＞

喫茶店は飲食店に入っているということですね。

＜事務局＞

いわゆる喫茶店は飲食店営業の許可に入っております。

＜議長＞

収去検査の残留農薬の野菜や汚染物質の魚介類について、収去の選び方や

何か規則のようなものはあるのか。

＜事務局＞

環境汚染物質の魚介類は、岡崎市内の魚市場で卸ろされている魚を限定と

して収去して検査を行っているため、検体数が少ない。野菜の残留農薬も市内

産を主に限定として選んでいる。今年度は何を収去するかは決めていないが、

検体数は年間計画に応じて計画はしている。現場で販売しているものを確認

してそこで選んで収去している。

＜議長＞

輸入品については市内で販売されてる輸入品ということですか。

＜事務局＞

そうです。業務スーパーで輸入の冷凍食品の野菜が売っていたり、食品スー

パーの生の果物は輸入品が多いので、収去して検査している。

＜議長＞

特定の国の輸入品を調べるということは。

＜事務局＞

していない。

＜委員＞

監視指導実施結果の自主回収報告状況でレトルトパウチ食品の自主回収

ある。自主回収報告を保健所に報告した場合、社告やホームページ、新聞に

と企業としては非常にデリケートな問題である。自主回収について、例えば



問屋さんまでいった場合を自主回収というのか、店頭のバックヤードまで

が自主回収というのか、お客様に渡った場合を自主回収というのか、どこを

自主回収というかによって公になるのかならないのか非常に微妙なとこで

あり、企業にとっては存続にかかわる問題だと思う。岡崎市の意見がありま

したらお伺いしたい。

＜事務局＞

本市の要綱において、報告制度における自主回収とは、営業者が製造、輸

入、加工または販売した食品について営業者自ら食品衛生法違反や健康被

害の恐れに気づき、自らの判断で回収を決定実施することを言い、回収命令

は市の判断で行う。報告義務には例外があり、地域限定販売品とか当該食品

が市内に流通していないことが明らかな場合。当該食品の販売先が特定の

飲食店に限定されてかつすべての飲食店等で保管されている、要は外に出

ない、市民に販売されていないことが明らかな場合。当該営業者が全購入者

を把握しており、当該全購入者に対し直接回収の旨を連絡している場合。誰

に送ったかというのが確実に把握されている場合。であれば自主回収の報

告の義務はない。今回起きた岡崎市内のレトルトパウチ食品の自主回収で

は、実際製造したのは委託された別の県内の工場であったが、本社が岡崎市

内にあったため本市に報告があった。

＜委員＞

今の解釈は岡崎市の解釈か。県によって大分解釈が違っているような気が

する。

＜事務局＞

要綱であるため解釈に違いはでる。

＜委員＞

ＣｏＣｏ壱番屋の廃棄ビーフカツ事例について、現行の管理基準では防ぎ

ようがないのではと考えている。現行の基準でも防ぐような手だてがあるの

かどうか、もし無いようならどのような対策をとればよいかというふうに考

えているのか。

＜事務局＞

業務用食品であってもある程度の表示内容、賞味期限、原材料名など必要な

情報を確認し、疑わしいということであれば買わない、必ず信頼される業者か

ら購入することが必要。また、廃棄物を出される側は開封するとか着色すると

かの対策が必要。その他、廃棄物処理の許可の有無の確認や処理がマニュアル

通りか確認することが必要。

＜委員＞

市民からの苦情で異物混入がかなりの数字があがっている。どういったも

のが異物混入であるのか。



＜事務局＞

髪の毛、袋の一部、虫などです。

＜委員＞

食品メーカーでは、ご自分の歯の欠けた物とか歯医者さんで詰めた物とか、

申出があってよく調べたら自分の歯だったというのは結構多い。最近困った

エピソードで、焼き魚の弁当で、骨が入っており喉に引っかかりそうになった

という電話があり、消費者の方も随分お変わりになったと感じる。

＜議長＞

規格のない微生物学検査において、陽性の場合、結果はどうしているのか、

製造業者に連絡をするのか。

＜事務局＞

結果にかかわらず全て業者に報告している。菌等が検出された場合は、立ち

入り調査を実施し、原因の追究と指導をする。

＜委員＞

食品衛生管理優秀店認定のクラスについて１年更新なのか。

＜事務局＞

最大で３年の認定期間。その後は再認定のためのチェックが入る

＜議長＞

協議事項は以上で終了とします。

－閉会－


