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【事務局】

ただいまから、令和元年度第１回岡崎市食の安全・安心推進協議会を開催させていただき

ます。はじめに、会議資料の確認をお願いいたします。会議資料といたしましては、次第、

出席者名簿、配席表、資料として資料１から資料８までございます。不足があるようでした

ら挙手をお願いいたします。

足りない方が見えましたが、会議中でもおっしゃってください。

それでは、開会にあたり、生活衛生課長の板倉より挨拶を申し上げます。

【板倉 生活衛生課長】

皆さん、こんにちは。岡崎市保健部生活衛生課長の板倉でございます。本来でしたら保健

所長がご挨拶申し上げるところですが、９月の議会定例会に出席しておりますので、私の方

から挨拶をさせていただきます。

まず、本日は、皆様ご多用中にもかかわらず、また、大変お暑い中、お集まりいただきあ

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・安全のためにご尽力いただき、岡崎市の保健所行政に多大な御理

解と御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たいと思います。

さて、昨年の６月 13 日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、それを受けま

して、８月 24日までこの法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（案）、

いわゆる政省令のパブリックコメントが実施されておりました。今後、地方行政担当者会議

において国から詳細な内容が説明される予定ではございますが、まだ細部まで内容が見え

てきておりませんが、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されることは決まっておりま

すので、本市の取組みを、後程、議題でご説明をしたいと思っております。

さて、平成 30年は初めてアニサキスが食中毒の病因物質の第１位となりましたが、鶏

肉等に起因するカンピロバクター食中毒も依然として事件数が多い状況です。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通知を発

出しておりまして、本市においても対策をすすめているところですが、残念ながら、今年

度、カンピロバクターを原因とする食中毒が１件発生してしまいました。この１件につき

ましては、本日の情報提供で、概要について担当からご説明させていただく予定です。

今回は、新たな委員を迎えて、最初の協議会となります。本市における食の安心・安全の

確保について、新たなご意見も出てくるかと思い、期待をするところでございます。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。本日はよろしくお願いいたします。

【事務局】

本日の会議は、協議会設置要綱の規定により、この会議及び会議録は公開とさせて頂きま

すので、あらかじめ御承知ください。

それでは、次第２の委員の委嘱について、事務局から説明いたします。

【事務局】



委員の委嘱についてご説明させていただきます。お手元の資料１、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条の規定によりまして、⑴から⑸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。

本来なら市長から直接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いております。よろしくお

願いいたします。

委嘱状につきまして、誤字・脱字等がないか今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】

本日は新しい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。

【各委員】

（挨拶）

【事務局】

皆様、ありがとうございました。

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、設置要綱第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】

事務局の案をお願いします。

【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相原委員を会長、副会長

は前期まで会長を務めていただいた小野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。

【委員一同】

（拍手）

【事務局】

ありがとうございました。それでは会長を相原委員、副会長を小野委員として選定いたし

ます。

議事に入ります前に、会長、副会長は席の移動をお願いいたします。

（会長・副会長移動）

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相原会長にお願いいたします。

【議長】

私の方に進行が変わりますのでよろしくお願いします。

それでは、次第４の議題の協議に移らせていただきます。議題⑴平成 30年度岡崎市食品

衛生監視指導結果について、事務局から説明をお願いします。

【事務局】

平成 30 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】

ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いいたします。

【委員】

11ページですが、規格のない微生物学的検査の状況が示されております。その中の弁当・

そうざい類の８検体で食中毒菌等が検出されたということですが、どのような品目で食中

毒菌が出たのでしょうか。どのような種別だったか、また、事業者に対してどのような指導

をしたのか教えていただきたいと思います。

【事務局】

ご質問ありがとうございます。弁当・そうざい類の８検体で食中毒菌等が検出された件で

すが、そうざい類では、市内の製造の筑前煮、焼ビーフンで大腸菌群が検出されました。ま

た、弁当類の２検体で大腸菌群と糞便性大腸菌が検出されました。サンドイッチ類３検体の

うち全てで大腸菌群が、３検体のうち２検体で糞便性大腸菌が検出されました。また、すし

１検体で細菌数が目標基準を超過し、大腸菌群が検出されました。

食中毒菌等が出ると、施設に対して調査をさせていただくのですが、基本的な一般衛生管

理である施設や設備の清掃、調理に用いる器具類の消毒、作業の切り替え時の手洗いなどが

徹底されていないことが確認されましたので、再度、徹底するよう指導いたしました。

また、食品を冷却するために使用するチラーというものがあるのですが、チラーを洗浄、

消毒した後に開けっ放しにしている施設があり、そのような状態で清掃等の作業を行うと

汚染を受ける可能性があることから、チラーの扉は閉めて作業をするように指導を行って

おります。その他に、冷却をする際に風を当てて食材を冷ましている施設があり、その扇風

機が汚れている施設がありましたので、掃除等を行うよう指導をさせていただきました。

【議長】

他にございませんでしょうか。

【委員】

まず１ページの施設の監視指導のところですが、食品営業許可を要する施設に関しては

約 67％、許可を要しない幼稚園とか給食施設などの施設に関しては約 28％の監視指導を行

ったとの報告があります。こういった施設の監視指導を 100％にするということは物理的に

大変なことだと思いますが、年度毎にどのように監視対象施設を選んでいるのか、その基準



等がありましたら教えていただきたいと思います。

また、施設に対して監視指導の結果は、良い悪い関係なくフィードバックされているので

しょうか。

それから３ページの市民からの苦情について、有症苦情のいちばん多い項目だと複合調

理品・メニュー食品で 25 件という数字が上がっております。結構な数だと思うのですが、

有症というのは具体的にどのような内容か、少しご説明いただきたいと思います。

13 ページのＨＡＣＣＰの導入施設について、平成 31 年２月 22 日に東部学校給食センタ

ーがＨＡＣＣＰを導入されたということは、抵抗力の低い子供たちにとっては、すごくいい

視点だなと思っています。学校給食というのは分母数も大きいですよね。できれば、市とし

てはこういった学校給食センターに関してはＨＡＣＣＰの導入の推進について、極力、導入

の推進となるような助言をしていただけたらと思います。

【事務局】

ご質問ありがとうございます。最初のご質問から回答いたします。監視指導の件数に関し

て計画はどのように立てているかという件ですが、毎年、１年間の監視指導をどのようにや

るかというのを計画にして、それに基づいて監視指導を実施して、今回の結果がございます。

今年度の計画については、昨年度第２回の協議会でも内容の方を確認していただいており

ますが、取扱う食品のリスクに応じて、例えば２年に１度とか３年に１度とか年１回とか計

画を立てて、それに基づいて監視の方を行っております。件数についても、例えば 30 年度

ですと昨年度末で 6,369 施設という数に対して 3,100 件以上は監視するという計画を立て

ています。結果はその計画に基づいてのものになります。それぞれの施設のリスクに応じて

監視の頻度の方は決めております。

監視をした時の指導は、施設に立入りをして目についた不備に関して２パターンで指導

をします。不備の内容について程度の軽いものですと、すぐに直せるようなものは監視の記

録に記入をして、しっかりと改善するように指導します。それ以外のもう一度改善について

確認をしたいものについては指導票を交付しまして、その後改善が図られたら改めて連絡

を受けて確認をして指導をします。その２パターンで指導を行っております。

２つ目が有症苦情の数が多く、その内訳についてのご質問ということなのですが、実際、

食中毒につながるものが有症苦情であるのですが、中には食中毒につながらない、断定でき

ない例もございまして、例えば、昨年度２件、食中毒の発生がございましたが、そのうちの

１件、ヒスタミン食中毒については、こういった有症苦情から発見したものになります。例

えばお１人の方がもしかしたらこのお店が原因で体調を崩したかもしれないということで

有症苦情があった場合、そのお店に関して他に同様の苦情がないかを調査するのですが、結

局そのお店とは断定できないことが多いです。口にいれるものなので、必ずしも飲食店が原

因でない可能性も十分あります。家庭で食べたものによって体調を崩すこともありますし、

食べものが原因じゃなくて体調悪くなる場合も当然ございます。そういったことを考慮し

たうえで、保健所としても慎重に判断しますので、有症苦情はある程度の数ありますが、そ



れが必ずしも食中毒につながらないケースもあります。

【委員】

有症苦情の対応結果については、お電話いただいた方には直接、回答できているのでしょ

うか。

【事務局】

調査結果については、お話は当然します。

【委員】

その対応に対してはご納得いただいているのでしょうか。

【事務局】

そうです。

【事務局】

次にＨＡＣＣＰの導入施設についてですが、学校給食に対して積極的に進めてほしいと

いうお話ですが、今回ＨＡＣＣＰを導入した東部給食センターは岡崎市の中でも一番新し

い給食センターで、給食センターを運営している給食協会は、ＨＡＣＣＰを導入することに

関して積極的です。東部学校給食センター以外にもう１つ、次に新しい施設の北部給食セン

ターも認定に向けて動いている状態です。残りの施設に関しては、どうしても施設が古いと

いうことで、おそらく建替えだとかそういったときに認定に向けてやっていくとは思いま

す。ただ、基本的に施設の古さで認定できないというものではないですし、岡崎市としても

重点的に監視指導に行っていますので、その中で徐々にＨＡＣＣＰに向けて取り組んでい

ただけたらと思っています。

【議長】

ありがとうございました。他にはありますでしょうか。

【委員】

12ページの自主回収についてですが、健康被害はあったのでしょうか。

【事務局】

12 ページの食品の自主回収についてですが、原因を見ていただくと、無許可施設での製

造とか、風味・性状異常などの原因が記載されておりますが、健康被害等はありませんでし

た。アレルギー表示の欠落などもありましたが、幸いなことに健康被害は報告されておりま

せん。

【議長】

ありがとうございました。他にはありますでしょうか。

【委員】

市内食中毒の発生状況ですが、今年度の食中毒の発生状況は例年に比べてどうだったか

ということと、他市の自治体、保健所設置市の状況を教えてください。

【事務局】

ご質問ありがとうございます。昨年の同時期で比較しますと、平成 30年は２件、アニサ



キスとウェルシュ菌が原因で、患者数が 51名となっています。後ほどの情報提供でもある

のですが、31 年度は１件、カンピロバクターが原因で患者数が８名ということで、件数も

半減、患者数も大幅に減っている状況です。

近隣自治体の比較ですが、こちらで持っている最新情報が８月 13日現在なのですが、愛

知県で 17 件、219 名、豊橋市で３件、15 名、豊田市で５件、51 名、名古屋市で 14 件、97

名となっております。

【議長】

ありがとうございました。それでは次に移りたいと思います。

 次に議題⑵岡崎市食品衛生管理優秀店認定制度の改正について、それから議題⑶食品衛

生法等改正（ＨＡＣＣＰ制度化）に関する今年度の本市の取り組みについて、続けて事務局

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改正について

資料４、５により説明

【事務局】

食品衛生法等改正（ＨＡＣＣＰ制度化）に関する今年度の本市の取り組みについて

資料６により説明

【議長】

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

お願いします。

【委員】

毎年、この件についてお願いをしているのですが、昨年度の監視指導結果の 14 ページに

ある優秀店の認定についてですが、優秀店の認定を獲得しているところが 30 件に満たない

ということで、これは乱暴な数字の使い方なのですが、6000 件以上許可が出ていて、その

うち認定を受けているのが 30件は非常に少ないなと思っております。愛知県の中でこうい

ったことを取り組んでいるのは名古屋市と岡崎市だけになってしまいましたし、是非いい

制度だと思っております。私たちは事業者並びにこれを推進の依頼をしていく会ですので、

この制度を推進するために、ぜひ市民への周知をさらに進めていただきたいと思います。市

民が知っていると営業者の皆さんも取らなきゃいけないなって思うと思いますし、おそら

く委員の皆様の中にも、ご存知なくて、ここへ来たから初めて知ったというかたもいるので

はないでしょうか。まずは市民からしっかり周知をやっていただきたい。ミクスだと行事な

どの紹介を毎日やっているけれども、そういった形で紹介するとか、とにかく市民への周知

をすることによって、事業者や営業者も取らなきゃいけないなという気持ちが出てくる。事

業者というのは、誰も関心がないこととかみんなが知らないことは、やることが面倒くさい

と思ったり、ＨＡＣＣＰも食品衛生法が変わってやらなきゃいけないのは確かだけど、ただ

そういうのはめんどくさいなあと思ったりします。そういう感覚で入っていきますので、昨



年度もお答えいただいておりますが、それよりもさらに周知の方法をやっていただきたい。

また、乱暴な数字の使い方ですが、許可を取得している分母が 6,000 件とすると、600 件で

も 10％です。60 件でも１％です。市の行事として１％じゃ達成じゃないなと思います。そ

の辺を少し、制度の改正を機に加速をしていただきたい。是非、市民も事業者もわかってい

ながら食中毒が減っていく。そんな食の安全・安心が保てる行政、我々もお手伝いさせてい

ただきたいので、昨年よりもさらに周知の方をよろしくお願いいたします。

【事務局】

ご意見、ありがとうございます。周知の方を進めてまいりたいと思います。

【議長】

ありがとうございます。次、お願いします。

【委員】

食の安全・安心の認定のマークをあまり見たことがなくて、居酒屋などに行くと食品衛生

許可証というのはよく見るのですが、このマークはどういう場所に貼ってあるのですか。

【事務局】

先ほどおっしゃられていますように、取得しているお店自体がまだ市内で数十という単

位ではございますので、目にする機会は少ないかもしれません。認定を取得されている店舗

におかれましては、許可証の近くに置いていただいたり、ステッカーとしてお店の入口付近

に貼っていただいたりしていただいています。どこの店が認定を受けているか興味がある

かと思いますので、岡崎市のホームページで食品衛生管理優秀店と検索していただくと、今、

認定している店がゴールド、シルバー、ブロンズがそれぞれ並ぶような感じで検索すること

ができます。ぜひ見ていただいて、よろしければ他の皆様にも周知のご協力をいただければ

ありがたいです。

【議長】

ありがとうございました。30 年近く岡崎に勤めていますけれども、実は私もこの会に参

加して初めて知りました。これからよろしくお願いします。

【議長】

他に、ご意見、ご質問はありますでしょうか。

【委員】

どうやって周知するかということはとても難しいのですが、やっぱり今の時代、若い方た

ちのほうが発信力はありますので、どこが管理するかが問題ですが、できればＳＮＳなどで

の発信をしていただければと思います。今どきホームページで情報を発信してるのって言

われるくらいなので、いわゆるリスク的なものがあるかとは思うのですが、やっていること

を知っていただくことを、行政の役割としてやっていただきたい。やっていても無駄ってい

う風に思われるとますます関心が遠のきますので、岡崎市は進んでるねって言われるぐら

いのやり方を、特に頭をひねって、ぜひアイディアを凝らした発信っていうのを考えていた

だきたいと思います。特に食に関しては、人間にとって大事なことですので、ぜひ進め方に



ついて検討をよろしくお願いします。

【事務局】

ご意見ありがとうございます。また検討させていただきます。

【議長】

ありがとうございました。他にはないでしょうか。非常にいろいろな意見が出まして、非

常に良かったと思いますので、また、それを活かしてよろしくお願いします。

それでは、議題としては以上になります。活発なご協議、ありがとうございました。

【議長】

 それでは、次第の５の情報提供に移らせていただきます。⑴及び⑵について、事務局から

一括して説明していただき、その後、ご意見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】

市内食中毒発生状況について

資料７により説明

【事務局】

食品衛生法の改正に関する最新情報について

資料８により説明

【議長】

只今の説明に関しましてご質問ご意見お願いいたします。

今日の説明を受けまして、ＨＡＣＣＰの導入という話をされましたので、えっと思ったの

ですが、ＨＡＣＣＰの思想を受けついだということで、今回の説明で私自身よくわかりまし

た。

【委員】

ＨＡＣＣＰに直接の関係ではありませんが、やはり今この会議が食品の製造ですとか販

売に関する視点からみなさんからご意見を伺っているのですけど、やはり食べるというこ

とは消費者も賢くなっていかければいけないと思います。いわゆる自立した消費市民にな

っていかないと、ただ情報が来なかったから知らなかったのではなくて、これからもいろん

なリスクがある中、賢い消費者というのは食育を、31 年度に関して述べるところでご意見

させていただこうと思ったのですが、少しそのことについてよろしいでしょうか。

食育というのは、最初に食の安全安心に関わる子ども時代から、これを食べることがどん

なこととか、この提供された状況で食べて大丈夫なのかということを考えて、親がいいよっ

ていったから食べるのはなく、自分で食の安全安心のために何に気をつけていかなければ

いけないのかを伝えていかなければいけないと思います。年齢による段階はあるかと思う

のですが、ぜひ小学校の時から、子供たちが主体となって食に対する姿勢を学ぶ機会を増や

していただきたいと思います。学校との連携があるので、ここだけでは難しいかとは思いま

すが、地域の子供会に発信していくですとか、親子で特に夏休みあたりでしたら、食を視点



に考えた企画をするというところを市が中心になって取り組んでほしいと思います。

ちなみに私は愛知県のほうの食の安全協議会を３月に参加させていただいておりまして、

2020 年に常滑の方の大きな施設、新しい施設で食育の全国大会を愛知県が主催することに

なって、実行委員会が取り組んでいます。ただ、そういった行事があるからやるのではなく、

食品を食べてはだめだと言われてびっくりするのではなくて、この食べ物が食べられる状

況かどうかを小さいときから五感を大切にしながら考えることに取り組むという視点を持

っていただき、市の中で連携しながら食育をやっていただくようなシステムを早くから構

築していただきたいと思います。希望ではありますが、よろしくお願いいたします。

【委員】

女性部さんが食育について話をしていましたが、子どもたちにトマトを苗から植えさせ

て、収穫させて、それで実際に親子でケチャップを作ってみて、やはり市販のケチャップよ

りも手作りがいかにおいしいかというのを、安全安心は食品からというのを伝えるために

も、他の農協へも女性部から発信させていただいて、たくさんのところがケチャップを作っ

ていらっしゃいます。子どもたちはトマトがケチャップになること自体、さらにこんなにお

いしいケチャップになることに感動されておりまして、お昼にはそれを使ったオムライス

を作ってあげたり、そういうことを女性部の人がしています。ナタネを収穫して、それを油

にして、フライドポテトにして揚げたりとか、そういうのを子どもたちにやらせて、添加物

のないものを食べさせる、そんな取組みを私たちは長年やらせてもらっていますが、本当に

子どもの小さいときからそういうことに触れさせて、命の大事さを伝えたいと思い取り組

んでおりますので、これからも発信していきたいと思っています。

【事務局】

貴重なご意見、ありがとうございます。食育と食品衛生ですので、私共は食品衛生ですが、

岡崎市では健康増進課で食育の方も力をいれております。生活衛生課では小さなお子様を

対象に、保育園の方にトングトングハシといって、焼肉、生のお肉には O-157 などの病原菌

がついていますので、焼く時にトングで焼いて、最後にトングで取って食べてしまうとトン

グに菌がついていますのでだめだから、最後ははしですよね、というのを、食品衛生係の方

でお声がけいただいた保育園の方に出向いて啓発活動をしておりますが、今お話を伺った

中で、そういった小さいころから地道ということは本当に大切かなと思って、ご意見を尊重

していきたいと思っております。ありがとうございました。

【議長】

どうも、ありがとうございました。

私も大学生に対してですけど、意外といろいろなことを知らないと思います。言って初め

て「あーそうなんですか。」という感じで、僕の経験ですけど、小さいころからやはり母親

からいろいろ教えてもらった、学校で教えてもらった、そういったことが非常に還暦過ぎま

でしみついております。子どものときから、ここだけの話ではなく、いろんなところでそれ

ぞれの立場でそういった啓蒙をしてもらって、いつも子どもに対して接していると思うの



で、貴重なご意見ありがとうございました。

非常にご意見が出て、非常にいい会になったと思います。そろそろ時間になりますが、最

後に何かここで特に追加してほしい議題がありましたら、または他にご意見がありました

ら、何か出していただきたいと思うのですがいかがでしょうか。

【委員】

１つ岡崎市の食の安全に関することで、厚労省からゲノム食品に関しての報告書が出さ

れて、今パブコメを募集しているところでありまして、コープ愛知も４月いっぱいで意見を

出しました。やはり遺伝子組み換え食品に対する安全性のエビデンス、いわゆる科学的根拠

に基づいたものがないですし、なんとなく、裏の表示をみれば遺伝子組み換えでないという

表示、これはいわゆる責任表示ではなく、書くところは書くみたいなことになっています。

言語に関しては、遺伝子操作ということだけでも一部のネットで調べると、本当に怖いよう

な情報しか出てこないので、流れている情報に対して市としてどういう時点で情報を発信

していくのか、見解を教えていただければと思います。

【事務局】

ありがとうございます。

大変深い、難しいご質問かと思いますけど、先ほど言われましたように、リスク管理、リ

スク評価、リスクコミュニケーションというようなことは厚労省の食品安全委員会でいわ

れているとおり、むやみに怖がる、科学的な根拠がない状態でむやみにみなさんに不安をあ

おるようなのはよくないように思います。そういう遺伝子組み換え食品に関しましても、情

報収集や安全性を確認するといった長いスタンスの研究をしないと症例でどういった影響

などすぐに答えが出るものではないのですが、私共がこの場で現状お話しできるのは、情報

収集に努めながら、関連部局と協議しながら判断し、危険であれば速やかにみなさんの方に

情報提供するということになるのかなと思います。

【議長】

よろしいでしょうか。

もう１つくらいご質問をいただけますけど、もしあれでしたら。

【事務局】

生活衛生課の方から、豚コレラについて市の対応を簡単にご説明したいと思います。市で

は家畜伝染病の対策本部というのを設置することになっていまして、家畜伝染病というと

いろいろありまして、豚コレラや鳥インフルエンザ、牛だと口蹄疫というのもあります。こ

ういった法律で定められた伝染病に関しては対策本部を設置して対応するとなっていまし

て、主体的には県が主導で動いて、市はそれに応援を出すという立場になります。今のとこ

ろ豚コレラに関しては岡崎市には農家さんが１件しかないのですが、ただ頭数が 5,000 頭

ぐらいいるので、起きたら大変なことになるのですが、今のところ安全で進めております。

生活衛生課としては豚コレラに関する電話が昨年度あり、豚コレラの発生地域の肉を食べ

ても大丈夫かという話がありました。それは大丈夫ですよというアナウンスをしています



し、ホームページでもあげていますので、昨年度は数件そういった問合せがありましたが、

今年度に入って問合せはない状況です。

【議長】

ありがとうございました。

【事務局】

皆さん、豚コレラに関しては、新聞等でご存知かと思いますが、岡崎市の対応について、

お時間の中でご説明させていただきました。実際には県の仕事ということで、せっかく本日

は中央家畜保健衛生所の方がいらっしゃるので、情報がございましたら、お話できる範囲で

結構ですので、教えていただければと思います。

【愛知県中央家畜保健衛生所】

豚コレラにつきましては、昨年９月に岐阜の方で発生が始まりまして、その後、今年の２

月に豊田市の農場で、愛知県では初の発生がありました。その後、豊田市の発生農場の関連

農場が田原市にあるので、その田原の農場から田原市一帯の農場に飛び火しました。イノシ

シが原因だと言われていまして、イノシシの陽性件数は爆発的に広がっていて、岐阜県はも

うどこもイノシシで陽性が発見されている状況です。他県を見ましても、富山、石川、福井、

それから長野とか、ただ静岡はないですけども、陽性が確認されています。一番岡崎市と近

いところというと、豊田市の松平地区でイノシシから陽性が出ていて、そこから 10km 圏内

のところでは岡崎市は入っているのですが、岡崎市の農家は入っていないということで、ま

だ岡崎市でのイノシシの陽性事例は確認されておりません。西尾の団地で発生して 7,700 頭

余りの殺処分を行ったのですけれども、これについてはイノシシからではなく、岐阜県から

何らかが運ばれたのではないかなと言われております。

ここから発生させないことが第一でありますので、一生懸命イノシシが入ってこない防

護柵であったり、近くにイノシシが来ている農家については、イノシシがウイルスを持って

いるものと考えて、必ず消毒をして、服を着替えて、長靴も替えて、施設に入っていくとい

うような指導の方をしております。そういう状況でございます。

【議長】

ありがとうございました。協議事項は以上で終了となります。それでは進行を事務局にお

返しします。よろしくお願いします。

【事務局】

相原会長、議長のおつとめ、お疲れ様でございました。

その他、事務局から連絡はありますでしょうか。

【事務局】

それでは、本日は大変積極的なご発言をいただきまして、誠にありがとうございました。

ご意見等あれば、今日の協議会の場に限らず、いつでも保健所の方に、担当に言っていただ

ければ、話をお聞きしますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

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。お疲れさまでした。


