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(1) 本市の食中毒発生状況について

(2) 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションの実施状況について

(3) 飲食イベントにおける手洗いの普及啓発について
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（会議資料）

資料１ 岡崎市食の安全・安心推進協議会設置要綱

資料２ 岡崎市食の安全・安心推進協議会委員名簿

資料３ 平成 28 年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果
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資料７ 本市の食中毒の発生状況

資料８ 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションの実施状況

資料９ 岡崎式手洗いタンクの普及

議事内容（要旨）

―開会―

１ あいさつ

＜服部保健所長＞

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 29 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、カンピロバクター食中

毒は、近年の事件数で約 30%、患者数で約 20%を占めており、飲食店で提供され

た加熱不十分な鶏肉を原因とする事件が多数を占めております。こうした背景

から、厚生労働省は、飲食店へ鶏肉を卸す業者に対し、鶏肉に「加熱用」の表

示を徹底するなどの対策をすすめているところです。

一方、本市に目を向けますと、今年度は残念ながら、そのカンピロバクター

を原因とする食中毒が１件発生しております。この１件につきましては、本日

の情報提供の中で、その概要と今後の発生防止に向けた取組について、担当か

らご説明させていただきます。

次に、本日の議題にもあります HACCP の制度化についてですが、厚生労働省

では、食品の安全性のさらなる向上を図るため、HACCP 方式による食品の衛生管

理制度や営業許可制度の見直しを含めた、食品衛生法の改正に向けて、現在検

討をすすめております。

本市におきましては、既に HACCP 導入施設認定制度、食品衛生管理優秀店認

定制度などを整備し、営業者の自主的な衛生管理を推進しているところですが、

今後の法改正により、これらの制度についても見直しが必要となります。本市

としましては、食品関連事業者が新制度にスムーズに移行できるよう、国の動

向を注意しつつ、細やかな支援をしていきたいと考えております。

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 委員の委嘱について

＜事務局＞



次第２の委員の委嘱について説明させていただきます。資料１の岡崎市食の

安全・安心推進協議会設置要綱をご覧ください。

第３条の規定により、（１）から（５）に記載される方を対象に、市長が本協

議会の委員として委嘱することとなっております。

本来なら市長から委員の委嘱をさせていただくところですが、それぞれのお

手元に、皆様個人の委嘱状と、資料２として委員一覧を配布させていただきま

した。よろしくお願いいたします。

誤字・脱字等がないか一度御確認をお願いいたします。よろしいでしょうか。

任期につきましては、要綱第４条の規定により、２年となりますので、よろし

くお願いいたします。

＜事務局＞

ありがとうございました。本日は新委員になりまして最初の会議ですので、

委員の皆様から一言ずつ御挨拶いただきたいと思います。はじめに、青山委員

お願いします。

＜委員＞

（あいさつ）

＜事務局＞

ありがとうございました。

３ 会長及び副会長の選出について

＜事務局＞

それでは、次第の３の会長及び副会長の選出について、事務局から説明をお

願いします。

＜事務局＞

次第の３の会長及び副会長の選出につきまして、資料１の協議会設置要綱を

ご覧ください。

第５条の規定に基づきまして、会長及び副会長を、委員の皆様の互選により

決定したいと思います。いかがでしょうか。

＜委員＞

事務局一任でお願いします。

＜事務局＞

事務局案といたしましては、前期まで副会長を務めていただいた小野委員を

会長、副会長は相原委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょう

か。

＜委員＞

（拍手）



＜事務局＞

ありがとうございました。会長に小野委員、副会長に相原委員と決定いたし

ます。議事に入ります前に、席の移動をお願いいたします。

＜事務局＞

会議の議長につきましては、協議会設置要綱第６条の規定により、会長があ

たるとなっておりますので、ここからの議事の進行は小野会長お願いいたしま

す。

＜議長＞

ただいま会長に選出されました小野でございます。今後ともよろしくお願い

いたします。座ってお話しさせていただきます。それでは次第の４議題の協議

に移らせていただきます。

４ 議題

＜事務局＞

(1) 平成 28 年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果について

資料３を用いて説明

＜議長＞

ただいまの説明につきまして御質問、御意見等ありましたらよろしくおねが

いします。

＜関係機関＞

１点御質問おねがいします。６ページの残留動物用医薬品の検査状況のとこ

ろで国内産の牛、豚、鶏、卵、はちみつの収去による検査をされていますが輸

入については牛肉だけで、当然輸入については鶏も豚も入ってきて、特に牛だ

けが残留の可能性が高いとも思えないのですがそのへんは今後どうされるのか、

どうして牛肉だけなのかということがわかりましたらお願いします。

＜事務局＞

肉類の残留動物用医薬品の検査状況ということでお示しさせていただいた中

で、正直なことを申しますと輸入のものを取るというのが少なかったというと

ころです。１つの理由といたしましては、国内産で鶏肉12検体収去しています。

これに関しては大規模食鳥処理場として岡崎市内に六ッ美養鶏加工協同組合と

いうところがございまして、そちらで年間 300 万羽以上処理されていることか

らそちらの食鳥処理場のものを比較的数多く収去していることが国内産の鶏が

多い理由です。輸入の牛肉について数が少なかったという点については、年間

の収去計画のなかで、残留動物用医薬品の検査を実施する数が決められている

のですが、たまたまこの年に関しては国内産の食鳥処理場のものに重きを置い

たということがございました。輸入のものに関しては、岡崎市内でなくても、



例えば検疫の時に検疫所での検査があったりするので、検体数としては少なく

なった現状があります。ただし、お話していただきましたように当然各国での

残留動物用医薬品の残留についてというような食の安全を脅かす状況が多く見

られる中で輸入検体の数を増やすことについては今後検討させていただきたい

と思います。

＜議長＞

他に、ご質問等ございますでしょうか。

＜委員＞

さきほどの、６ページの表８の残留動物用医薬品のなかで、最近鶏卵につい

て欧州等において殺虫剤、フィプロニル等が検出されておりますが、岡崎にお

いて鶏卵の輸入物があるのかないのか、それから輸入物、牛肉１点だけという

ことでできれば鶏卵の輸入がもしあれば、鶏卵等も入れて提出されてみてはど

うか。

＜事務局＞

鶏卵の岡崎市の輸入に関してですが、鶏卵の輸入状況を見るとほとんどが卵

の形ではなく加工されたものとして入ってきています。今回ＥＵの鶏卵フィプ

ロニルの汚染についてですが、厚生労働省のほうにＱ＆Ａがございまして、今

のところ、ＥＵから汚染された鶏卵などが日本に輸入されたことは確認されて

いないということでした。こちらを踏まえまして、今後鶏卵などが輸入される

際には、フィプロニルの検査を実施するように、厚生労働省からも実施の計画

について通知が出ておりますのでそれに基づいて、今後の輸入物に関して検査

が行われるものと思っております。

＜委員＞

それから、４ページの食鳥処理場における食鳥検査及び監視指導状況のなか

で３４９万羽くらい検査されていて、その中で廃棄されているのが２万９千羽

ぐらいですがこれはどういった理由で廃棄処分されているのか、それを聞きた

いと思います。

＜事務局＞

廃棄に関しては、食鳥検査に関しまして、食鳥検査法（正式名省略）という

ものがあり、それに基づいて、食鳥検査員というものが食鳥処理場には在駐し

ておりまして、全羽検査していく中で、例えば、水腫がある状態のお肉ですと

か特定の家畜伝染病、これに関してはおそらく家畜保健所さんのほうが非常に

詳しい分野かと思いますが家畜伝染病ですとか、あとは食用に適さない腫瘍と

いうものができているとか、そういったような食用に適さないと、判断された

ものに関しては食用不適として全廃棄をするということになっております。

＜委員＞



専門のかたが見た目で判断するということでしょうか。

＜事務局＞

はい、そうですね。基本的には愛知県獣医師会というところに食鳥検査を委

託しています。すべての殺した鶏に関して外観上の検査をして食用に適するか

どうか専門のものが診て合格したもののみが食用として市場に流通しています。

＜議長＞

ありがとうございました。

＜関係機関＞

今の関係で１点だけ補足をさせていただきたいと思います。市内で流通する

六ッ美食鳥さんは、実は採卵鶏の、卵を産ませた鶏が最終的に行き着く食鳥処

理場です。食鳥処理場には２種類ありまして、いわゆるブロイラー、肉用の鶏

を処理するところと、六ッ美さんみたいにいわゆる、言い方は悪いですが、廃

鶏処理、卵を産んで役目の終わった後の鶏を処理する処理場になります。どう

しても六ッ美さんのような廃鶏処理の食鳥処理場については、発育不良あるい

はがりがりに痩せてしまったものでも卵を産むものですからそういった用途の

後の鶏だということで、廃棄羽数がブロイラーと比べて多くなるという傾向が

ございますので１点だけ補足をさせていただきました。

＜議長＞

はい。よろしいですか。ほかにご質問等あるかたはいらっしゃいませんか。

＜委員＞

14 ページの５番の食中毒発生状況及びその対応のなかで、よくわからないの

ですが、家庭で起きたタガラシとは何でしょうか。これによって、どういう症

状が出るか教えてください。

＜事務局＞

また後で情報提供の中で詳しくこの４件についてはお話ししますが、タガラ

シというのは田んぼの脇に生えていまして、セリに似ているということですが、

実際に見たところほんとによく似ているというわけではなく、今回も、ここの

田んぼを所有されている方がお友達にこれはセリだろうということで、渡して

しまい、食べた方も、口に入れてちょっとおかしいと思ったらしいですが、そ

の方が言ったことなので大丈夫だろうということですべて食べてしまったとい

うことです。実際にこれを食べてしまうと、おなかが痛い、胃痛やむねやけ、

吐き気、下痢症状などの消化器症状が出ます。

＜委員＞

タガラシは植物の名前ですか。

＜事務局＞

そうです。タガラシというキンポウゲ科のものです。



＜委員＞

私これ分かるけど名前知らなかった。こんぺいとうみたいな実が。

＜事務局＞

これは実際に岡崎市内の田んぼの脇に生えていたということです。

そんなに特別なものというわけではないそうです。

＜委員＞

ありがとうございました。

＜議長＞

他に質問あるかたいらっしゃいますか。他にはよろしいでしょうか。

よろしければそれでは次に議題（２）のＨＡＣＣＰ制度化に関する現状及び

課題について、事務局から説明をお願いします。

＜事務局＞

（２）ＨＡＣＣＰ制度化に関する現状及び課題について

資料４・５・６を用いて説明

＜議長＞

はい、ご説明ありがとうございました。ただいまのご説明につきましてご質

問ご意見等ございましたら挙手にてお願いします。

＜委員＞

資料４から６のＨＡＣＣＰの制度化について御説明頂いたわけですが、いわ

ゆる 2020 年、平成 32 年に向けてという厚労省の流れの中で、私は事業者の団

体の代表として出てきているわけですが、非常に事業者そのものが、保健所さ

んも雲をつかむようなところがあるので、自身もなかなか具体的なご説明がい

ただけない、できない状況にあるのは分かっているのですが、我々事業者はそ

の配下にいてなお不安といいますか、非常にこの制度化についての動向につい

て非常に問題視というか、非常に興味を持っています。来年の１月に指針が出

るということですが、その後の事業者に対する厚労省の指針を受けて岡崎市と

して、どうやっていくのかというところをなるべく早く正しい情報、それから

どう対応していったらいいのかという対応方法など早めに周知していただくと

同時に、市民の皆様にもＰＲをしっかりしていただきたいというお願いが１点。

それから既存の優秀店、ＨＡＣＣＰになろうが、ＨＡＣＣＰのＡタイプＢタイ

プになろうが、岡崎市としては今のご説明で優秀店をしっかり取っていただけ

るような、方向にあるというご説明だと僕は認識しているのですがそうしてみ

るとこのアンケートからわかるように、周知度が非常に低いと言わざるを得な

いと思います。ですから、この優秀店を周知する、ところがホームページや第

三者周知ですと、何千ある飲食施設のなかあるいは営業許可が必要な施設の中

で40しか現状ないという中では、かたやＰＲしても自分の眼先にものがないと、



というところがありますので、ぜひＰＲ方法もう少ししっかり考えていただい

て市民にＰＲしていっていただければ、事業者も取ることに対してのスピード

アップが意識づけられると、相乗効果で変わっていくのではないかと思ってい

ますので、ＰＲについてぜひご検討いただきたいと思っておりますのでよろし

くお願いいたします。

＜事務局＞

ありがとうございます。実際この優秀店の認定制度自体営業者の方に知って

もらうのはもちろんですが、知ってもらって優秀店の認定を取っていただくメ

リット、今は目先にＨＡＣＣＰの制度化というのがありますがやはり、お店が

衛生をしっかりしていれば、お客さんも、アンケートの結果にもありますよう

に、お店を選ぶ基準として、当然おいしいとか安いとかありますが、清潔であ

るということが３番目にあります。なので、清潔であるということがアピール

できてそれでお店を利用していただくことにつながるように、早川委員さんに

言われたように、一般の市民の方今年度できるだけ認知していただくように方

策を考えております。

そこについては、今年度だけではなくて先ほど説明したように、優秀店の認

定制度自体は来年度法案が示されたらそれでおしまいではなくて、経過期間は

３年～５年あるので、優秀店の制度自体は続けていこうと、実は、優秀店の制

度は全国的にも行われていまして、愛知県も同じような制度があります。愛知

県の制度は今年度新しく認定はしないと聞いています。愛知県としては優秀店

というのは無くしてしまうと、経過期間をもって、改めて制度化義務化したと

きの対応をしていくと。うちとしてはせっかくここまで優秀店、これは私たち

の事業で行ってはいるのですが、食品衛生協会さんに非常にお世話になってお

りまして、委託している事業でもありますので、ぎりぎりまで優秀店はしっか

りと活用していただくように、市民向けにもアピールしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

＜議長＞

はい、よろしいでしょうか。ほかにご質問等ありましたら挙手にてお願いし

ます。

＜委員＞

ＨＡＣＣＰではないのですが、前の話題にかえってよろしいでしょうか。収

去の検査について聞きたいのですが。収去検査を昨年度 466 件されており、そ

の中で違反の概要というのが示されていますが、魚肉ねり製品で大腸菌群が検

出されたということと、野菜類でチンゲン菜の残留農薬が検出されたというこ

とで、行政処分されたと思うのですが、どのような行政処分をされて、その期

間などを教えてほしいです。



＜事務局＞

13 ページの違反について説明させていただきます。魚肉ねり製品ですが、こ

ちらは市内の業者で作られたもので、収去検査の際に発覚したものです。こち

らに関しまして、加熱条件のフライヤー回転数が、以前提出のあった条件と異

なった条件で行っておりました。そのため、営業者には規格基準を満たせるよ

うに変更を行い、再度検査を行うよう指導しました。再度同質の製品について

検査を行い大腸菌群陰性であったことから顛末書と始末書の受理というかたち

になりました。製造数の少ない業者であり、検査結果が判明した際には当該品、

同じものに関してはすでに消費がされてしまっているというところから、製品

の回収という対応はできていません。続きまして、野菜のチンゲン菜、トルフ

ェンピラドの検出されたものについてです。こちらは、はいらっせぬかたなど

で販売がされており、こちらに関しても収去の際判明したものになります。今

回チンゲン菜が栽培されている横で白菜と大根が栽培されており、白菜と大根

に散布する予定の農薬と今回検出されたトルフェンピラドを含む農薬を取り違

えて散布してしまい、その際にチンゲン菜にドリフトしてしまったことが原因

であると考えられるものでした。今回、生産者に悪意はなく、十分に反省して

いるため顛末書の受理という形になっています。販売場からはただちに回収を

行い保健所職員が回収したことを確認の上封印処理を行い生産者へ回収するよ

うに伝えました。

＜議長＞

はい、よろしいでしょうか。ほかにご質問ご意見等ございますでしょうか。

＜委員＞

私はじめて勉強させていただきまして、色々なことをして食の安心安全のた

めに努力していただいとるということが分かりました。ハサップで、資料をも

って分かったことは、ハサップにおいても結局は事業者とか店がどのようにし

たら安心安全を担保できるかという問題じゃないかと考えました。先ほど農薬

を取り間違えた話がありました。ニワトリの話もありました。食品に付さない

場合には廃棄ということで、考えてみると、的が外れているかもしれませんが、

結局は全部消費者にとっては受け身になってしまうのではないかと、私はそれ

を一番危惧しています。本来は、食というものは命をつなぐ、要するに、心の

健康体の健康において１番の基本と思っています。基本というものは、最終的

には消費者が自分の責任を持って、そして買っていくというのが基本と思って

います。結局消費者がいかにして食べてもらえるか、それも大事だと思います

が、逆に言うと消費者が自分で選んでいけるということが、これからのことに

おいては大事なことではないかという気がしています。先ほど厚労省の話もあ

りましたけど、厚労省が１番何を困っているかというと、結局は医療費の抑制



だと思っています。国全体においても、41 兆円という。それからもう一つは、

社会保障費もあがってきています、そのために結局は一方は認めれば、一方を

削っていくというそれしか方法はないので、本当の安心安全を考えた時にはや

はりひとりひとりが自分で選んで行けるというシステムを進めていくというこ

とが私はこの会の一番の趣旨かなということを考えさせていただきました。先

ほどの、卵の件で１つわからなかったことは、確かに鶏もありました、卵もあ

りました、その中で私が聞きたかったのが、エサはどうなっているのかという

ことです。私は今、農業をやっていますが、農業で１つだけわかったことは、

米も一緒野菜も一緒、それはすべて水の養分と土の養分が全部、煮詰まって入

ってきます。米が典型的な例です。その中にいろいろな農薬ではないですが、

あったときにはどうなるのかということです。10 ページの残留農薬検査項目一

覧表というところで、上から３番目アゾキシストロビンを調べてみたら、使う

のはカビを防ぐための農薬ですよね。もうひとつずっと下に行ってイマザリル、

これも結局カビを防ぐための農薬です。ご存知のようにたとえば、外国から入

ってくるオレンジとかフルーツ全部入っています。その時に体の、例えば肝機

能がよくないとか、でてくるわけです。そのように一番もとになる食材という

ものに目をつけていくのが市民の安心安全を守ることかなというのが私の考え

方です。制度も大事ですけども、消費者ひとりひとりが考えていくということ

もすごく大事ではないかというのが、農業の立場からの考えです。

＜事務局＞

はい、ありがとうございました。今のお話で今回のＨＡＣＣＰのお話と結び

つけてしまうのですが、今回のＨＡＣＣＰというのは例えば飲食店で、ＨＡＣ

ＣＰによる衛生管理を今後求められるということなのですがそれだけではなく

て、その食品の流通、最初の生産段階から、フードチェーンというのですが、

流通からすべてにおいてＨＡＣＣＰの制度化というのが適応されるという話で

す。細かくどういったことというのはまだ出てないですが、それも含めて、食

材から流通、実際に使うころまで、衛生管理の向上というのが今後の法律の改

正で期待できるのではないかと考えております。もう一点、消費者の方もやは

り、自分で食べるものに関しては勉強していただくというのが大事なのですが、

それは行政からの制度や知識の普及啓発というのが大事で、そのうちの１つと

して、食品の表示というのも大切だと思います。これに関しても、細かく難し

いことがあるのですが、手に取った食品、スーパーで売っている食品の表示を

見て、考えていただくような、表示を見る知識というのも大事かと思います。

表示に関してはうちとしては、食品表示法という法律が数年前に施行されて、

市民向けの制度の周知などしているのですが、なかなか。つい最近もで、一般

の方ではないのですが、家庭科の先生達とディスカッションをする機会があっ



て、表示について正しい知識をもっていない先生方もいらっしゃるということ

もありましたので、一般の市民の方も含めて、表示について正しく周知してい

きたいと思っております。表示のことに関して、農林水産事務所さんは一般向

けに何かされていることはあるのでしょうか。

＜関連機関＞

そうですね、県だと消費生活モニター制度というのがあって、消費生活モニ

ターさんになっていただいた方に対しては食品表示の研修会を開催しておりま

して、食品表示の仕方、あらましなどは説明しています。あとは、基本的に県

では一般の事業者さん向けの研修会をしています。なかなか一般の方への、消

費者の方への啓発はできていないのが現状です。

＜委員＞

表示の件でお話でてきましたけども、安全安心に一番手っ取り早くできる方

法は表示だと思います。表示を見て消費者は買いますので。もうひとつ、残念

ながら今、主食であるコメと野菜に関しては一切表示がありません。ご存知だ

と思いますが、では、どんな過程でどんな農薬を使って、どうやって買ってき

たか、表示がないです。あれば、その表示を見てある程度、私らでも考えてい

くのではという気がしています。幸田の幸田農園へ行ったら米に関しては使っ

た農薬の一覧表が載っていました。名前が載って、これは除草剤です、これは

殺虫剤ですと。そのようなことがあれば、なかには調べて買う方がみえると思

います。それが、１０人のうち１人でも、そのように自分から考えて買うよう

になれば私は１歩前進ではないかと思っています。野菜を含めてそうしたこと

がまず第１歩、誰でもできることではないかと。使った、食の表示、家庭での

表示、それが今一番誰でも簡単にできて、そして考えられるような、自分たち

の健康管理の第一歩かと。

＜委員＞

憩いの農園のはなしですか。野菜もそういう風に書いてありません。

＜委員＞

私野菜は買ったことありません。

＜委員＞

使った農薬とかね、厳しいと聞いたけど。

＜関連機関＞

そうですね、仰っているように、農薬の使用履歴に関しては今のところ食品

表示では課されていないというのが現状です。特別栽培、お米でもあるのです

が、特別栽培は通常の慣行栽培よりも農薬を減らした栽培方法、というものに

関しては、使った農薬、こういうのを使いましたよという履歴が一部書いてあ

るものもあるのですが、通常のものに関しては書いてないということで、なか



なか情報はないというところです。

＜議長＞

はい、よろしいでしょうか。すみません、時間をオーバーいたしましたので

議題は以上となります。活発なご協議ありがとうございました。では、次第の

５、情報提供に移らせていただきます。（１）から（３）について、事務局から

一括して説明していただきまして、そのあとご意見等いただきたいと思います。

＜事務局＞

５ 情報提供

(1) 本市の食中毒発生状況について

資料７を用いて説明

(2) 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションの実施状況について

資料８を用いて説明

(3) 飲食イベントにおける手洗いの普及啓発について

資料９を用いて説明

＜議長＞

ご説明ありがとうございました。時間も限られておりますが、ただいまの説

明につきましてご質問ご意見をできる限り手短にある方お願いします。質問ご

ざいませんか。では、なければ最後に委員の皆様から特に追加しての議題はあ

りませんでしょうか。ないようですので、協議事項は以上で終了となります。

進行を事務局にお返しします。

＜事務局＞

小野会長、議長ありがとうございました。その他で連絡はありますか。よろ

しいでしょうか。本日は大変積極的に発言をいただきまして、誠にありがとう

ございました。ご意見等があれば、協議会の席上に限ることなく、事務局であ

ります保健所までお気軽にお知らせくだされば幸いでございます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。

以上で、岡崎市食の安全・安心推進協議会を終了いたします。お帰りの際は、

事故のないよう、くれぐれもお気をつけてお帰りください。ありがとうござい

ました。

―開会―


