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議事内容（要旨）

―開会―

１ あいさつ

＜糟谷保健部次長＞

皆さん、こんにちは。岡崎市保健部次長、生活衛生課長の糟谷でございます。

平成 29 年度第２回岡崎市食の安全・安心推進協議会の開催に当たりまして、皆

様方に一言ごあいさつ申し上げます。

本日は、皆様ご多用中にもかかわらず、また、お寒い中、当協議会にお集ま

りいただき、誠にありがとうございます。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、全国では、ノロウイル

ス、カンピロバクター等による食中毒事件が依然として多く発生しており、ま

た、惣菜チェーン店での腸管出血性大腸菌による食中毒など、複数の自治体間

にまたがる広域的な食中毒事案も発生しております。

一方、市内におきましても、昨年は仕出し弁当屋を原因とするサルモネラ属

菌による食中毒事件を含めて、食中毒の発生は事件数で８件、患者さんは 365

名と、平成 28 年の２件、83 名に比べ、大幅に増加してしまった年でありました。

このような状況の中で、今期通常国会において、広域的な食中毒事案への対

策強化やＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化、営業許可制度の見直しや、営業

許可届出制度の創設など、15 年ぶりに食品衛生法を改正する法案が提出されて

おります。

本市といたしましては、これらの状況に対応した食品事業者への監視指導を

効率的かつ効果的に行うため、本日の議題にあります「平成 30 年度岡崎市食品

衛生監視指導計画（案）」を作成いたしましたので、今後の監視指導の進め方、

方向性につきまして、委員の皆様方から御意見をいただきたいと考えておりま

す。

最後になりましたけれども、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、是非委員の皆様の積極的なご発言をお願

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 議題

＜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お願いい



たします。

＜議長＞

平成 30 年度岡崎市食品衛生監視指導計画案について、事務局から説明してく

ださい。

＜事務局＞

平成 30 年度岡崎市食品衛生監視指導計画案について

資料１、資料２により説明

＜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。

＜委員＞

１ページで、９月 21 日に飲食店（仕出し弁当）を原因施設とする食中毒で、

患者数が 223 名となっています。７ページの「市条例」に基づく指導の「カ 製

造・加工時及び運搬時や販売時における温度管理などの衛生管理に関する指導」

の中で、どこが一番の原因であったのかを教えてください。また、９ページの

表５の監視指導実施回数の設定で、危険度Ⅱの 17 に岡崎市食品衛生管理優秀店

認定施設を追記した理由を教えてください。

＜事務局＞

１点目のサルモネラによる食中毒の件ですが、のちほど食中毒の情報提供の

ところで具体的にお話しますが、今回の食中毒に関しては、製造能力を超えて

製造していたところに問題があったのではないかと考えておりますが、具体的

な原因の特定はできておりません。

２点目の岡崎市食品衛生管理優秀店認定施設の監視指導実施回数、年１回を

追記させていただいた件ですが、危険度Ⅲに岡崎市 HACCP 導入認定施設の監視

指導実施回数を、従前から年２回と設定しております。優秀店に関しては、特

に監視の回数を設定はしておりませんでした。優秀店は、評価項目の数に応じ

て、ゴールドクラス、シルバークラス、ブロンズクラスの３段階で評価し、３

年に１度再認定して更新する形式をとっております。そのため、３年に１度立

ち入りして監視をしていましたが、実際に立ち入りをしてみると、例えばゴー

ルドクラスをとったところが、評価項目を満たしていないことが散見されまし

たので、年に最低１回は監視を行って評価項目どおりに行われているかを確認

する必要があると考え、年１回を設定することとしました。

＜委員＞

食品衛生管理優秀店のゴールド、シルバー、ブロンズの認定の差は、評価項

目に差があるものなのでしょうか。規定というか。



＜事務局＞

現在の基準としては、認定の評価項目というのが７項目ございまして、例え

ば従業員が検便を年２回以上必ず実施している、食品衛生責任者が講習会を年

１回以上受講している、ふきとり検査と言って施設の調理場の細菌検査をふき

とりして検査をする、あとはマニュアルを作成しているなど、そういった項目

をすべて満たしているとゴールドクラスとし、満たした項目の数によって認定

に差があり、最低のブロンズクラスに関しては４項目を満たした場合に認定さ

れます。

＜委員＞

31 ページの平成 29 年度計画からの主な変更点について、12 ページの第４－

７－（６）の「高齢者に食事を提供する老人ホーム等に加えて、若齢者に食事

を提供する保育園等における食中毒予防の徹底について追記した。」とあります

が、これまでの保育園での食品衛生監視の内容から変わることがあるのでしょ

うか。

＜事務局＞

従来より保育園監視では、大量調理施設衛生管理マニュアルに準じ、加熱せ

ずに食べる野菜や果物については消毒を行なうよう指導してきました。現場で

は消毒方法が適正か、消毒後に他の食品からの汚染がないように管理されてい

るかを確認しています。

昨年６月に大量調理施設衛生管理マニュアルが改正された際、特に「高齢

者・若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で野菜・果物

を加熱せずに供する場合には、殺菌を行うこと」との文言が追加されたことか

ら、計画に反映させました。保育園監視の指導の内容に変更はありません。

＜委員＞

14 ページの３ 平成 30 年度の重点項目の(３)生食用食肉について、「市内に

新たな取扱い施設が増えたことを踏まえ」と記載があるが、具体的に何店舗増

えたのか。

＜事務局＞

取り扱い施設は、現在５施設あります。牛の生食用食肉は、保健所に届け出

がなければ取扱いができません。なお、牛のレバーは生食用の取扱い自体がで

きません。牛の生食用食肉は、基準をしっかり守っていただければ取扱うこと

ができます。生食用食肉の規格基準自体は、平成 23 年 10 月から設けられてい

まして、具体的には、調理する基準と加工する基準の２つがありますが、市内

の５施設は、加工ではなくて、すべて調理をする施設となっています。つまり、

市外の加工を届け出している施設から、市内の調理をする施設が生食用食肉を

購入して、その店舗で調理をしてお客さんに提供されています。調理をするだ



けでも届け出が必要で、平成 28 年及び平成 29 年それぞれ１施設ずつ、調理を

する施設が増えている状況です。その施設の監視では、生食用食肉をしっかり

と取り扱っているか、基準どおりに調理されているか、調理された食肉が汚染

されていないかとか、そういった収去検査まで含めて行っています。それに関

して、新たな施設が増えたということで、重点監視項目としています。

＜議長＞

他にご質問等はありますでしょうか。

＜事務局＞

質問ではありませんが、事務局から若干補足させていただきます。

13 ページの(12)HACCP 制度化に伴う監視指導について、後ほどの情報提供で

も説明させていただきますが、来年度食品衛生法の大幅な改正が見込まれてお

り、今後、すべての食品事業者が HACCP による衛生管理をしなければならない

という状況になります。それに伴って当然監視指導を行っていきますが、具体

的な内容が、まだ国から示されておりません。そのため、その部分について具

体的な表現ができていない監視指導計画になっているということを御了承くだ

さい。特に、HACCP の制度化に伴う当面の一番大きな話として、岡崎市食品衛生

管理優秀店認定制度がございます。この制度は、HACCP の考え方に基づいた衛生

管理を目指すということで始まりましたが、HACCP が制度化されるということは、

目指してやってきた部分が義務化されるということになり、そうなった場合は

みなさん同じ形になってしまいます。21 ページに３ 評価制度の導入の推進と

いう部分に、岡崎市 HACCP 導入施設認定と岡崎市食品衛生管理優秀店認定の２

つがあり、これら２つが岡崎市の大きな柱になっています。文章の中で「なお、

制度の在り方については、食品衛生法改正後に検討を行う。」という形で表現さ

れています。これは、こういった背景を踏まえて、表現されているということ

で御了承ください。今後の方針としては、岡崎市食品衛生管理優秀店の認定制

度自体は必ず残すつもりでいます。岡崎市としては、国が示す基準以上のこと

ができているということで、認定制度を若干変えて引き続き継続していきたい

と考えています。いずれにせよ、食品衛生法の改正法が示されてからというこ

とになりますので、現状はこうした形で表現して記載しております。

＜委員＞

５ページに「農林水産部局等との連携」、「魚介類の安全性を確保するため」

と記述があります。１つだけ教えてください。五本松のところに技術センター

がありますよね。添加物や大気等を調べているところですね。そことの連携と

いうのはあるのでしょうか。

＜事務局＞

岡崎市の総合検査センターとは連携といいますか、保健所が行う検査はほと



んどそこでやっております。６ページの６ 試験検査の実施体制という部分で

「なお、試験検査は生活衛生課衛生検査係（岡崎市総合検査センター内（美合

町））において実施する」と記載があります。一部高度な分析が必要な機器に関

しては、例えば愛知県衛生研究所等に検査を依頼しております。しっかり精度

管理した上で検査を行い、その結果をもって、科学的根拠をもって、監視指導

を行っています。

＜委員＞

もう１点よろしいですか。私が言いたかったのは、食の安全というのは、保

健だけで片付く問題もあるにはあると思いますが、そうした問題は、保健以外

との関連も非常に大きいような気がします。総合検査センター、農林部局、そ

ういったところとの連携が大事になるのではないか、ということが今の私の個

人的な考え方です。たしかに食中毒というのは大事で、命に関わる場合もあり

ますけども、一番目に見えないいろいろなことは結局、食と健康。今回のオリ

ンピックでも選手強化にあたって、食ということに対してかなり力をいれたみ

たいですよね。そうして考えたときに、農林水産業ですね、そのあたりと連携

を取りながらやっていただけると、やっているとは思うですけども、これから

はそういう広域的なことが大事になるのではないかということが、私の個人的

な考え方です。これで平成 30 年度に入ってしまいますので、１つだけ私がお願

いしたいのは、もちろん保健所も立場があると思います。食の安全安心を考え

た時には、私はとにかく地産地消をすすめてもらいたい。保健所は関係ないか

もしれませんが、やっぱり一番の基本は、わたしは健康だと思います。健康が

ある程度確保されれば、わたしはそれこそ費用も減ってくるだろうし、今調べ

てみましたら国民健康費で去年はだいたい 208 億円ですか。年々８億円くらい

増えていますので、そういう意味ではすごく大事なことではないか、そのよう

に考えたときに、地産地消を含めた食というものも含めて、他の分野と連携を

していただけると、また変わってくるのではないかということが、私のお願い

です。話が逸れてしまうかもしれませんが、そんなことを思いました。

＜事務局＞

連携に関しては、本日は県の農林部局からも御出席いただいていますし、日

頃から自治体通じて、豊田市や豊橋市も同じ保健所をもっているため、連携を

させていただいています。それ以外の分野、例えば表示等の農林関係に関して

も、引き続き連携していきたいと思っています。地産地消に関しては、食品衛

生係が直接担当する分野ではありませんが、保健所には食育栄養係がありまし

て、地産地消等に関しまして、非常に頑張っていると思います。他の係とも連

携しながら、これからも継続してすすめていきたいと思っています。



＜議長＞

他に御意見ありますでしょうか。よろしいですね。議題は以上となります。

活発な御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)から(4)について、事務局から一括して説明していただき、

そのあとご意見等いただきたいと思います。それでは事務局から説明お願いし

ます。

＜事務局＞

３ 情報提供

(1) 食品衛生法改正の概要

資料３、資料４を用いて説明

(2) 平成 29 年度岡崎市食品衛生管理優秀店の認定状況

資料５を用いて説明

(3) 平成 29 年度上半期食品衛生法・食品表示法に基づく収去検査結果

資料６を用いて説明

(4) 食中毒の発生状況

資料７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。

＜委員＞

食中毒のことがよく分からなかったので教えてほしい。資料７の食中毒発生

状況について、アニサキスを原因とする食中毒の平成 29 年Ｎｏ．７、Ｎｏ．８

及び平成30年Ｎｏ．１の３事例では、火を通さずに生で食べたことが共通点か。

＜事務局＞

共通点ではあります。

＜委員＞

資料６の平成 29 年度上半期食品衛生法・食品表示法に基づく収去検査結果に

ついて、収去検査結果の規格違反や使用基準違反等とは、法令で定められた量

を超えたことで違反となるのか、両者の違いがよく分からないので教えてほし

い。

＜事務局＞

例えば、資料６の１ページに、魚肉練り製品の規格違反が記載されています。

これがどのような意味かといいますと、食品の種類によっては、この食品には

この種類の菌は検出されてはいけない、この食品にはこの菌はこのくらいの数

までしか存在してはいけない、そういった決まり、規格があります。魚肉練り

製品の規格は、大腸菌群陰性でなければならないという定めがあります。魚肉



練り製品の菌の検査を行い、検出されてはいけない大腸菌群というものが検出

されてしまったので規格違反ですね、という解釈になります。

一方で、規格のない食品があります。例えば、魚肉練り製品とか食肉製品と

か清涼飲料水とかアイスクリームとか規格のあるものと区別して、菌の数はこ

れくらいまでに抑えた方がよいというような目標値、目標値というのはそれを

超えたら食品として不適切であるというところまでは言えないものはあります

が、食品衛生法上で規格が定められていない食品があります。それと、国が目

標値を定めていないものでは、岡崎市食品衛生要綱、つまり岡崎市で、この食

品に関しては、菌の数はこの程度に抑えましょう、この種類の菌はいない方が

良いということで、そういった基準を定めて検査をさせていただいています。

２ページ目の規格のない微生物検査の状況というところで、例えば魚介類で大

腸菌群が２検体で検出されているという表があります。右側に生食用鮮魚介類

と記載されておりまして、つまりお刺身で大腸菌群という菌が検出されたとい

うことですが、さきほどの魚肉練り製品と何が違うかといいますと、岡崎市の

目標として検出されないほうが良いというものに対して、検出されてしまった

ということになります。そうしたときに、お店でのお刺身のカット方法とかお

魚の取扱い方法について、どのようにやっていますか、大丈夫ですか、という

指導を行うというような流れになっていきます。

使用基準、食品添加物の使用基準、これらもいろいろなルールがあります。

この食品の仲間に対しては、この添加物を使っても良い、この食品にはこの添

加物は使ってはいけない、もしくは添加物の量、例えば１ｇ中にこれくらいま

でなら使って良いとか、全く使ってはいけないとか、これも食品の種類と様々

な添加物の種類に応じて決まりがあります。例えば、魚介類加工品で説明させ

ていただくと、甘味をつける甘味料という添加物は、どれくらいの量を超えて

使用してはいけませんよ、というような使用基準があるものですから、ちゃん

とその数字以内に収まっているかどうか、そういった検査をさせていただいて

おります。アイスクリームに関して言えば、着色料と書いてあります。食品に

は表示がありまして、着色料の赤色何号とか、なんとか色素とか、そうした着

色料が表示どおりに使用されているのか、そういった検査をさせていただいて

いる。今年度そうした様々な検査をさせていただいた中で、添加物の使用状況

については、不適切な使用をしているものはありませんでした、という結果に

なっております。

＜議長＞

他に質問のあるかた。

＜委員＞

さきほどの食中毒の件について、シメサバのアニサキスのことで教えてくだ



さい。シメサバは、お刺身のような本当の生ではなく、塩で殺菌して何時間か

置いて、さらに酢でしめていると思いますが、それでもこうした食中毒が起き

たのでしょうか。

＜事務局＞

アニサキスについては、塩や酢では死なないことが分かっているので、シメ

サバにしても、アニサキスがそこにいれば、食中毒が起きる可能性があります。

＜議長＞

追加して質問のあるかた。ないですね、進行を事務局にお返しします。

＜事務局＞

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―


