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１ あいさつ 

【中根 保健部次長】 

こんにちは。本日はご多忙中にも関わらず、残暑が厳しい中、当協議会にご出席いただき

ましてありがとうございます。皆様方に置かれましては平素よりそれぞれのお立場で岡崎

市の食の安心安全にご尽力いただいておりますことに敬意を表します。また、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ても、心から感謝申し上げ

ます。ありがとうございます。さて、本年６月 13日、食品の安全性確保への対応をさらに

強化するため、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化を含めた食品衛生法の一部を改正す

る法律が公布されました。改正内容については後程担当から説明をさせていただきます。本

市といたしましては、改正内容をより幅広く周知するため、講習会の開催や本日の議題にあ

ります岡崎市食品管理優秀店認定制度の活用などにより、引き続き岡崎市食品衛生協会と

の更なる連携をはかりつつ、食品等事業者が円滑かつ適切にＨＡＣＣＰによる衛生管理に

取り組むことが可能となるよう活動をすすめてまいります。最後に、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協議会となりますよう、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、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

【事務局】 

それではただいまから、平成 30年度第１回岡崎市食の安全・安心推進協議会を開催致し

ます。岡崎市食の安全・安心推進協議会設置要綱第６条第３項の規定により、この会議及び

会議録は公開とさせて頂きますのであらかじめ御承知おきください。なお、会議の議長につ

きましては、同要綱第６条第１項の規定により、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にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

【議長】 

本日は残暑厳しい中また大変お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。

早速ですが、次第の２としまして議題の協議に移らせていただきます。議題（１）の平成 29

年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

平成 29年度岡崎市食品衛生監視指導実施結果について 

 資料３により説明 

【議長】 

只今の説明につきましてご質問、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

【委員】 

11ページ表 17の違反の概要で、梅干しに関して、私も梅干しを作っているのですが、保

存料の安息香酸とはどういうものが出たのでしょうか。 

【事務局】 

保存料は食品添加物の一つで、食品添加物には使用基準がありまして、漬物は保存料の安



息香酸というものを使用してはいけないことになっているのですが、これが検出されてし

まった。さらに、着色料の検出は食用赤 102号が検出されたのですが、この着色料は漬物に

使用してもよいのですが、添加物を使用した場合は必ず表示しなくてはいけないのですが、

これが表示をしていなかったため、表示法の違反となったものです。原因を調べるため調査

をしましたが、普段は自家製の梅とシソを使って梅干しを作っていたようですが、これを作

った時だけ原料に市販の梅酢と市販のシソを用いており、これらの市販製品の表示を確認

していなかったということでした。このため検出された保存料と着色料は原料由来のもの

と考えられ、製造者に対し回収と原材料表示の確認を今後は行うよう、また、食品表示を適

切に行うよう指導させていただきました。 

【委員】 

今、栽培しているシソがありますが、今ではスーパーで、揉んだシソが売ってるけど、揉

んだシソっていうのがいろんな細かいことが書いてあるのですが、そういったものが入っ

ているのですね。私は、栽培したシソを塩で揉んで使っていますが、今では便利になって揉

んだシソが売っていて、そのように揉んだシソというのも食品添加物が使われているので

しょうか。 

【事務局】 

使っているものもあります。 

【委員】 

いろいろな表示が裏についていますが、そういったのはどこで見つけたのですか。梅干し

というのは、食中毒なども出ない商品だと思うので。 

【事務局】 

産直施設です。 

【委員】 

わかりました。 

【議長】 

他にご質問はありますでしょうか。 

【委員】 

12 ページの食中毒の発生状況及び概要というところで、ここの表の中での最近の一番近

い所でアニサキスが３件連続で起きているわけでありまして、アニサキスは寄生虫ですの

で大人数での食中毒にはならないのですが、相変わらず無くなる傾向にはないということ

が言えるわけです。われわれ事業者もアニサキスについて注意を払った商品の提供をする

ことを心がけていますが、こと寄生虫に関してはこれをみると、最近アニサキスが増えてい

るような錯覚を覚えるのですが、アニサキスは昔からあってお医者さんにかかってお医者

さんがくっついているよということでとってもらって終わりだったのが、昨今はお医者さ

んが保健所にアニサキスの患者が来たということも報告をするケースが多くなったために

アニサキスが表面化してきたと言えます。昔からアニサキスはあって、よくイカやイカの塩



辛を食べて胃が痛くなったとか、サバを食べて胃が痛くなったとか、しめさばは今のところ

酢でしめてもアニサキスは死なないという結論になっているわけです。そういった意味か

ら言いますと、表面的にはアニサキスが急に増えたということをたまに僕は聞かれるわけ

ですが、そうじゃないですよという話をするわけですが、こういったケースを食中毒から外

してほしいというのが第一希望です。しかし、これはおそらく聞き入れてもらえないことで

すので、消費者のみなさん、市民のみなさんにアニサキスの対応ですね、生の魚は気をつけ

なさいよとか生で買っても家では冷凍して食べてくださいよとか、あるいはかみ殺すため

によく噛んで食べなさいよとか、しめさば、酢サバはその対策にはなっていませんよとか、

科学的にはそういう対応はなっていませんよとか、出前講座とかそういったものだけでは

なく、今まで過去に例のない、経験のない形でもっと幅広く、次のこういうシーズンに向か

って、また連続で同じことがおきることがないような消費者、喫食者への注意の促しをぜひ

ともお願いしたいと思っておりまして、また同じように連続でならない対応をお願いしま

す。 

【事務局】 

法律で食中毒の届出の対象というのは決まっており、全国的に同じようにアニサキスの

食中毒の件数としては増えている状況にありますが、委員さんがおっしゃる通り昔からあ

ります。 

【委員】 

逆にお医者さんに言わなくていいよとかいうわけにはいきませんか。 

【事務局】 

届出があったら対応しなければなりません。 

【委員】 

これは、届出件数ですし、発生件数じゃないですね。 

【委員】 

アニサキスはサバとか見たらわかるものですか。細菌だと何もわからないけども。 

【事務局】 

白い虫体が目で見えます。 

【委員】 

人間と同じでいろんなサイズがある。 

【事務局】 

我々が見た限りでは２～３ｃｍほどの白い虫体です。 

【委員】 

あんまりよく見ながら食べるのは嫌じゃないですか、刺身など。 

【委員】 

それを食べると胃がおかしくなるのですか。 

【委員】 



激痛ですよ。のたうちまわります。あれは、胃をかむのですか。 

【事務局】 

自分がそこの環境が気に入らないみたいので、反応するようです 

【事務局】 

寄生虫というのはみなさんご存知のように、人に寄生する寄生虫であればやはり自分た

ちも簡単に駆除されては困るので、結構おとなしくしています。たまに悪さをして、正体が

ばれてしまうこともありますが、基本的におとなしくしています。けれども、アニサキスと

いうのは魚の寄生虫であり、ヒト固有の寄生虫ではありません。ですので、アニサキスにと

ってヒトは異物で、そこでアレルギー反応を起こして痛みを生じるというようなことが言

われております。 

【委員】 

食品衛生講習会があって、そこでよく教えてくれますよね。 

【委員】 

胃酸はすごく強いのですが、アニサキスは胃酸にも強いのですか。 

【事務局】 

1週間ほど胃でアニサキスが生きていた例があります。 

【委員】 

痛いのを我慢すれば、自然に治るということですね。ものすごく痛いらしいですが。 

【委員】 

それが我慢できればいいけど、なかなかそれは。 

【委員】 

そのアニサキスですが、具体的に体に症状が出る人もいるが、症状がでない人もいるので

すか。 

【事務局】 

症状が出ない人も報告されています。検診等で内視鏡を行った際に、たまたまアニサキス

がみつかったが、その患者さんには全然症状が出ていなかったということも報告されてい

ます。 

【委員】 

個人差があるということですね 

【委員】 

私の個人的な考えですが、今あまりにも除菌等できれいになりすぎて、かえってそういっ

たことに対する体の抵抗力がなくなったのかと解釈しています。よく見ていると、除菌で洗

いなさいとかしていますが、一般的には細菌と共存しているので、どうしたらよいのか悩ん

でおります。 

【議長】 

ご意見はこれでよろしいでしょうか。次の方は。 



【委員】 

今の報告の中で、３点ばかりお聞かせください。 

まず１点目ですが、いろいろな検査をしておりますが、頻度や検査項目で違いがあるのか、

わかる範囲で教えてください。必ずこの検査は年何回欠かさない、これは定期的にしかやら

ない、季節によって変えているのか等、検査内容の差異があるのかを教えてください。 

他の委員からもありました、11 ページにある違反発見およびその対応のところで、製造

所に対して指導を行いましたと報告されております。この指導というのは何をもって違反

があって指導をおこなったという、その指導の終了の基準やクリアするための、いわゆる２

度と起こさないための市としてのどんな対応をしているのかを教えてください。 

15 ページです。リスコミのところで、アニサキスも含めてありましたが、やはり消費者

自身が自分の知識や判断力を増すことが今ものすごく要求されているかなと思います。消

費者対象として食品衛生出前講座などがありますが、癌とすごく言われると怖いけれど、専

門家によると癌による死者数よりも食中毒の方が多いと言われるぐらいで、食中毒といわ

れるとまたノロだねという軽いイメージがあると思います。食品に対して、食中毒は徹底し

た消費者としての個人が、いわゆる菌をつけない、ふやさないなどの基礎力が必要だと思う

のですが、これに対して市はどういった消費者である市民への PRや周知をもっとも有効だ

と考えているのかを、その３点について教えてください。以上です。 

【事務局】 

ご質問ありがとうございます。３点ありまして、１点目の収去検査の頻度についてという

ところからですが、これ自体は指導の結果となりますが、毎年監視指導の計画というのを翌

年度分作っていまして、今の平成 30年度に関しては昨年度の年末につくりまして、それは

公表しています。年間どのくらいやるのかを決めていて、検査はキャパや能力も限界がある

ので、美合町にある岡崎市総合検査センターと調整の上、年間のスケジュールを組んでおり

ます。夏場なら収去の件数を多くしたり、品目も時期によって見合ったものをやります。 

【委員】 

そういう意味ではなく、たとえば理化学検査の中にも食品添加物や残留農薬などいろい

ろな項目を多岐にわたってやっておられるので、これは私も岡崎市民として安心なのです

が、必ず１年間にやる検査の項目は決まっているのですか。 

【事務局】 

それは、各自治体に任せられています。当然、その項目については、「規格がある・ない」

という話があり、規格があるものは食品衛生法で決められているもの、これは検出されては

ならないものがあります。規格がないものは岡崎市が独自で要綱等で決めているのですが、

当然規格があるものを優先してやっておりますが、各自治体の能力があるので、たとえば他

の中核市がやっていない項目を岡崎市がやっている、過去の違反に照らし合わせて岡崎市

が厚めにやったほうがいいだろうと思ったものは多めに行うなど、毎年変えていきます。 

【委員】 



では毎年、行う検査項目はその都度年間計画を立てているのですか。 

【事務局】 

そうです。まるっきり違うわけではないのですが、次回の食の安全安心協議会までには案

を作成して、見ていただくようにしています。今年度作る分に関しては、昨年度からパブリ

ックコメントも実施しています。 

 ２点目の違反の指導内容ですが、具体的に魚肉ねり製品の話をすると、この時はんぺんか

ら大腸菌群が検出されました。規格基準で大腸菌群は検出されてはいけないという決まり

があるので、検出されたこと自体で食品衛生法違反になります。これを作っているのが小規

模な製造工場だったのですが、立入をして、実際に製造の過程を確認してどこに問題がある

のかを調査した結果、加熱の不良ということが原因として考えられたので、そこをしっかり

と改善していただけるように改善案を示していただいた上で、処分としては始末書を徴取

しました。 

【委員】 

そういうことを起こしたくて、どこの事業者さんも起こすわけではないとは思いますが、

そういった指導を受けた後、例えば半年後や一年後にもう一回検査など、再検査的なものは

始末書の段階で行いますか 

【事務局】 

そういった違反を起こした施設に関しては、重点的にその後も収去検査で年間の回数を

増やすなどの対応を取っております。 

もう一件、おまんじゅうのアレルゲンの不表示に関しては、実際に製造で何を使っている

のかを確認して、実際は製造者のミス、具体的には練乳を使っていたが乳の表示が抜けてい

て、実際に改善をしていただくことになりました。さらに違反のものが市内に出回っていま

すので、自主回収をさせたという指導になります。 

 ３点目に、消費者に対する知識の普及啓発として、岡崎市は保健所だけでなく出前講座と

いういろいろなメニューを提案して、そこに希望があったところに対して出前講座を行っ

ています。昨年度は 40回開催しており、一番多いのは高齢者の集まりなどの老人会からの

希望が毎年多く、そこに出向いてお話をさせていただいています。それ以外にも、食品衛生

協会が岡崎市では活動をたくさん行っていまして、食品衛生協会を通じて、いろいろな相談

にのったり、キャンペーンを行ったり、夏の時期は宣伝カーを走らせるなど予防啓発をして

います。さらに、ホームページなどで啓発をしているのですが、人員的に、その場に出向い

てお話をする機会が多いのですが、どれが一番有効かは手探り状態ではあります。 

【議長】 

時間の都合もありますので、次に、議題（２）、食品衛生管理優秀店認定制度の今後のあ

り方につきまして、事務局の方から説明をお願いします。 

【事務局】 

岡崎市食品衛生管理優秀店認定制度の今後のあり方について 



資料４により説明 

【議長】 

ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見等がありましたら、

お願いします。 

【委員】 

ＨＡＣＣＰ制度の考え方というのは非常に素晴らしいなと思いますが、今までの岡崎市

食品衛生管理優秀店認定制度、これはゴールド、シルバー、ブロンズというのがあってなん

となく水戸黄門じゃないですけどそんな感じに思えます。そういうことではなく、ＨＡＣＣ

Ｐの基本的な考え方、こういう衛生管理計画を立ててこういうことをやっています、こうや

りましたよという、いわゆるＩＳＯのようなチェック体制、そういったことがどれだけでき

ているのかが消費者にとっては一番わかりやすくて、安全なことじゃないのかなと思いま

す。これは 2020年６月頃には目標としてやられるということでその後１年間の猶予期間を

もってこの中心の丸だけは絶対にやっていきたいということですが、そういうことはどち

らかというとＨＡＣＣＰというのは事務的な仕事が増えると言えるかと思います。私は昔、

ＩＳＯを経験しましたが、本質よりも事務処理の方がはるかに多くて、本質と逆を行ってい

るかなというのがあったりしましたので、その付近の考えをお聞きたいと思います。 

【事務局】 

ＨＡＣＣＰの制度化は大きく２つ分けて、小規模事業者とそれ以外の大規模な製造工場

とか２つあります。言葉としてもＨＡＣＣＰの考え方に基づくで、あくまでも考え方を適用

していくということで小規模の事業者、いわゆる飲食店が衛生管理計画っていうマニュア

ルを作り、実行して、記録を取るということは大変なことだと思いますが、国もそれは重々

承知しているということなので、管理計画に関するひな形的なガイドラインをもう既にい

ろいろな業界団体が出しています。保健所としてはそれを広めていく、こういうことさえや

っていけばいいという最低限な話になりますが、既にガイドラインが出ている業態、業界に

ついては今年の講習会等でも話をさせていただいております。実際に２年後の義務化、施行

よりも前に、徐々にやっていきたいということで優秀店制度の活用で優秀店を取得してい

るところに関してはいち早く取り組んでいただきたいと考えています。 

【議長】 

他にご意見等はございますか。 

特にご質問が他にございません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。 

それでは、次第の３、情報提供に移らせていただきます。(1)、(2)について、事務局から

一括して説明していただき、その後、御意見等をいただきたいと思います。事務局から説明

をお願いします 

【事務局】 

情報提供(1)、(2)について 



資料５、６により説明 

【議長】 

只今の議題に関しましてご質問ご意見お願いいたします。 

【委員】 

平成 30年ＮＯ．２の方の市内食中毒発生状況についてです。ウェルシュ菌が検出された

ということで中華飯の元々の具のほうにいたということですが、このウェルシュ菌という

のは非常に熱に強くて、再加熱、100℃でたぶん 1時間２時間調理しても芽胞を形成してい

るので、生きていますよね。こういう細菌はどんなところにでもいる細菌で、私たちの腸内

にもいるわけですけれども、これは非常に厄介だなという気がします。単に再加熱でＯＫで

すよと言えないと思います。処置の仕方、そういうのを含めてどう考えているのかなお伺い

したいです。 

【事務局】 

 今回実際に検食で保存されていた中華飯、具体的には具にはなりますが、ここから検出さ

れました。ご存知のとおり中華飯の具はとろみがあります。嫌気性の、空気が嫌いで大量調

理して中心部分がしっかりと空気が入っていないままに加熱した後にゆっくりと冷却され

てしまうとその間に増えてしまうというのがウェルシュ菌ですが、実際にここの施設でど

この過程に問題があったというところまでは検証できませんでしたが、最終的に中華飯の

具から検出されているので食中毒と断定できた。先ほど説明させていただいたように、ある

一つの施設で実際に作って冷凍します。冷凍してそれぞれの施設に持っていき解凍や温め

なおすのですが、実際行ってみると高齢者施設で作っているのですが、その自分のところの

ための調理場であったのが、施設が増えて他の施設、２施設の分まで作ってくれということ

になり、１回作ったものをしっかりと冷やしてまた温め直せば大丈夫と思い込んだのと、調

理場の規模からいって調理の量が多く、機械自体はあるのですが冷やす過程においても冷

やす時間とかは決められているのですが、それが本当に冷却できていたのかどうか疑問が

あり、その段階で増えていた可能性があります。その後、それぞれ冷蔵車で運んでしっかり

と温めてはいるのですが、作ったものを搬送した２施設の内１施設は患者さんが出ません

でした。検食でもでなかったということでやはり冷やす過程に問題があったと考えられた

ため、改善報告のなかで、施設で作る量自体が多かったということで他の２施設に関しては

もう今後やらないということ、自分のところは自分のところで作る、作れないのであれば他

から頼む、冷却に関しても小分けの分量を減らしてしっかりと冷却できるようにするとい

う改善対策を取っていただくことになりました。 

【議長】 

他にご質問等はございますか。 

【委員】 

やはり食中毒に関しても、こういった集団施設ですと保護者にとっては学校給食等々に

関する集団的な被害の甚大性も大きいかと思います。先ほどのＨＡＣＣＰに関する検査項



目の中に検便等がありましたが、やはり調理者が自宅で感染したときにノロをつけたまま

になってしまうなど、施設の健康チェックというものに任されているのでしょうか。ひょっ

としてそれを届け出制にしていても、自分ではおなか下しちゃったけれどもたいしたこと

ないわと思って、実際は自分自身がノロにかかっていたというのは中々自覚しにくいので、

水際での止めるというのは難しくて、その施設のモラルに関するかと思いますが、今後やは

りそういった被害を拡大させないためにも何か施設がどう対応するかといったことも、市

も一応関係していっていただく方が消費者としてもありがたい、安心かなと思います。 

【事務局】 

一応食品取扱者の健康チェックですが、市の条例で体調が悪いという場合は従事しない

ということが明言されており、つまり法律で制限されています。ですが、実際に規模にもよ

りますが人員不足ということもあり、実際にノロに感染して症状があるにも関わらず調理

に従事して、それで食中毒を起こしてしまったというケースもありますのでそこは徹底し

て、やはり症状がある場合は休んでいただいて、あくまでも調理以外のことはできるので、

調理は必ず制限するということはお願いしていきたいと思います。 

【委員】 

 私のお母さんがデイサービスに行っていますが、規模が小さく、その施設の中で作ったも

のを食事していたのですが、経営者が変わり業者さんからとっているようです。しかし、利

用している側にこういう業者に頼んだらきますといった報告がないまま対応している、食

中毒は出ておりませんが、そういうのは指示がなくてもいいですか。 

私たちから見るとどこからとっているかよくわかりますが、今まで施設で作っていたか

ら安心してお任せしていたのが、今は規模が大きくなって業者さんからとって利用者が知

らずに食べていますが、どういうところからとっているという報告も一切ないので、その辺

は徹底しているのでしょうか。施設に任せたままでしょうか。 

【事務局】 

施設の説明義務の問題ですが、当然その現場で調理するよりも他のところで作ったもの

の方がリスクは高くなりますが、そういう施設は多いと思います。やはり人員的な問題もあ

りますし、調理場の規模によってはどうしても自分のところでは作れないという場合は外

部の業者が入って作る場合もありますし、どちらがいいっていうのは中々言えないですし、

大きな事業者さんであれば管理がしっかりとされていると思います。 

【議長】 

他にございますか。 

【委員】 

アニサキスは冷凍したら死ぬっておっしゃったよね。大体お魚冷凍されたものが多いで

すよね。 

【事務局】 

消費者は生のものを好まれ、流通技術が上がっているので、早く家庭に届けられ、逆にア



ニサキスのリスクが高くなっていると言えます。 

【委員】 

冷凍したら死ぬってことだけしっかりと頭に入れときます。 

【議長】 

他にご質問ありますでしょうか。 

【委員】 

先ほど食中毒のことに関していろいろと話題になっていますが、私の仕事は百姓ですの

であまりこういうことはわかりません。しかし何がわかったかというと、食中毒の前には下

痢やら発熱などが必ず結果として出てきますよね。それには必ず原因があるとおもいます。

原因が調理なのか、材料なのか、いろいろあると思いますが、岡崎市内の場合、その内容は

全部こちらに上がってくると思います。一方で、近隣で起こったデータというものを集めら

れないかと私は思います。データの蓄積が大事だと私自身が思っており、データを基にこう

いう傾向があるというのがわかれば事前に対策を考えられるのかなと思います。全国的な

ネットワークを広げてデータを集めていくことが、これから先大事になるのではないかな

というのが私の１つの考えです。取り入れていただけるとあり難いと思い、質問しました。 

【事務局】 

 全国で発生した食中毒については国の方で、うちからも国に報告をすべて上げなければ

ならないということになっていますので国の方で取りまとめて、公表されているという状

況ではあります。 

【委員】 

活用もされていますか。活用して、事前に対応していますか。 

【事務局】 

そうですね。全国的にもそのように対応しているつもりです。 

【議長】 

全国のデータを基にして、岡崎市でも対応するということでしょうか。 

【事務局】 

実際に食中毒は毎日のように起こっており、当然情報も来ますが傾向がありまして、もと

もと何にどういった菌がいるのかというのはわかっている話です。例えばアニサキス以外

にも、カンピロバクターは鶏肉の汚染で、鶏肉にカンピロバクターが付いているものだと考

えて保健所としてはしっかりと加熱してくださいという話をしますが、まだ規制がなく、生

または半生で提供する飲食店も多いです。そういった店には集中的に指導していきたいと

思っています。 

【委員】 

わかりました。食品衛生協会も保健所さんからいろんな情報を得て、会員さんに広げてい

ます。ところが、協会に入っていない人にはお教えする術が少ないのです。なので、なるべ

く入会してくださいよとお伝えはしているのですが、なかなかうまくいかなくて、情報が末



端までいきわたっていないというのが現状です。 

もう一点だけいいですか。先ほど別の委員さんがおっしゃりましたが、ある施設があって、

施設の食事はもう一つ前のところが作ったやつを持ってきて、そこで加工してというお話

がありましたが。 

【委員】 

今まで行っているデイサービスはそこの厨房で調理していましたが、経営者が変わって、

外食をとって利用者に提供していた。今年のようにこんなに暑いととても心配で、施設から

どこからとっているという説明が私たちにないので、これまで食中毒はでておりませんが、

心配しています。 

【委員】 

そうですね。私は何を知りたかったかというと、食の安全・安心を考える時に、市民や消

費者はどんなものでもいいからベランダでも植木鉢などを使って自分で実際に作るという

のが、基本かなと思っています。人に頼るのではなく、自分で作ることによっていろいろな

ことがわかってくるというのが私の考えです。疑ってかかるわけじゃないですけれども、考

えたり判断したりすることが少しでもあるとよいのではないかと、私が今まで百姓をやっ

てきて一番思うところです。外で買うことがいかに不安か、自分自身が作っているとわかる

わけです。だから少しでも自家栽培、植木鉢、段ボールでもいいと思います、自分で作るこ

とが一番基本かなというのが私の考え方です。 

【委員】 

施設でつくっていたものなら味付けや利用者さんの意見もきいて、利用者が食べられな

いのなら代わりのものを出すといった対応もできますが、業者さんからの配達ではそのよ

うな対応もできないので私もすごく心配します。食中毒が起きたとかそういうことではな

く、本当にすべてが変わっていますので、経営者が代われば当然変わるのですが、そんなこ

とがあって心配しました。食中毒は起きていません。 

【事務局】 

ご心配があるとは思いますがどうしても経営を重視するとそういうことになってしまう

のかなとは思います。やはり、食品衛生とは別に、目に見えるということが安心につながる

ということを皆さんのご意見で承りました。厚生関係ではありませんが、農水の方でもトレ

ーサビリティといって産地とか、牛もコメもどこで作ったかわかるようにしていく方向に

あると聞いてはおりますが、今日貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

【議長】 

それではそろそろ質疑応答の時間を終わりにしたいと思います。最後に議員さんの方か

ら追加の議題ありますでしょうか。 

ないようですので協議事項は以上になります。終了とさせていただきます。進行は事務局

にお返しします。 

【事務局】 



議長、ありがとうございました。 

本日は積極的なご発言、ありがとうございました。またご意見等がありましたら、事務局

があります保健所にお聞きいただけたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。 

以上で平成 30 年度岡崎市食の安全・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。本日はありがとうございました。 


