
 

 

「平成３０年度大阪府食品衛生監視指導計画（案）」に対する府民意見等の募集結果 

 

 「平成３０年度大阪府食品衛生監視指導計画」を策定するにあたり、広く府民の皆様方

からご意見を募集した結果は、下記のとおりです。いただいたご意見等を踏まえて、「平成

３０年度大阪府食品衛生監視指導計画」を策定いたしました。 

 

記 

 

１ 意見募集項目 

  「平成３０年度大阪府食品衛生監視指導計画（案）」 

 

２ 募集期間 

  平成３０年２月６日（火曜日）から同年３月７日（水曜日）まで 

 

３ 募集方法 

  所定様式を、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかによりご提出いただ

く方法で募集しました。 

 

４ 意見件数 

  ２１件のご意見をいただきました。 

  内訳 

  第１ 監視指導計画の基本的事項 ３件 

  第２ 監視指導の実施に関する事項 １３件 

  第３ 食品等事業者の自主的な衛生管理に関する事項 ０件 

  第４ リスクコミュニケーション等の実施に関する事項 ３件 

  第５ 食品衛生に係る人材育成・資質向上と衛生管理技術の向上に関する事項 １件 

  その他 １件 

 

５ 意見の内容と府の考え方 

  寄せられたご意見は、趣旨を損なわない範囲で要約・整理したうえで、大阪府の考え

方を示し、一部の意見につきましては本計画に反映しています。なお、重複した意見に

ついてはこちらで集約しております。 



 

平成３０年度大阪府食品衛生監視指導計画（案）に対するご意見への府の考え方 

 

No ご意見の内容 府の考え方 

第１ 監視指導計画の基本的事項 

政令指定都市・中核市との連携体制 

１ 中核市ともタイアップ、指導、協力がなされ

ること。 

政令指定都市・中核市とは情報交換や業務連

携を図るとともに、合同職員研修の開催等を

通して、協力体制のもと監視指導を行いま

す。また、新たに中核市となる八尾市はもち

ろんのこと、これから中核市へ移行すること

が予定されている市に対しても、円滑に業務

を遂行できるよう連携・協力してまいりま

す。 

２ ２０１８年度も府内の中核市（八尾市）が増

え、八尾市保健所が独立する。保健所事務が

滞りなく進み、監視指導水準が後退しないよ

う、府として新規中核市保健所への支援に万

全を期すべきである。今後も、中核市への移

行市が予定されている。その支援も計画的に

進める必要がある。 

３ 食中毒を疑う事案への迅速な広域的対応が

求められている。多種多様な食品の流通がす

すみ、海外から訪日客が増えていく中で、今

後も１か所の保健所では対応できない事案

や広域で情報共有すべき事案が増えていく

と考えられる。府内の政令市・中核市との連

携が円滑に進むよう、日常的な意思疎通のし

くみを整えておくべきである。 

 

  



 

No ご意見の内容 府の考え方 

第２ 監視指導の実施に関する事項 

食中毒発生防止対策（腸管出血性大腸菌） 

４ 「腸管出血性大腸菌による食中毒対策」に、

「平成２９年には、チェーン展開しているそ

うざい販売店で腸管出血性大腸菌Ｏ１５７

による食中毒が広域散発的に発生しまし

た。」とト書が振られていますが、『腸管出血

性大腸菌感染症・食中毒事例の調査結果取り

まとめ（平成２９年１１月１７日 医薬・生

活衛生局食品監視安全課健康局結核感染症

課）』に明白に見て取れるように、平成２９

年夏に起きたポテトサラダ等をキャリアー

とした事件では、その後の調査で確たる汚染

源を特定できず、原因のあいまいな中で幕が

引かれています。原因の特定能力を強化する

ことなしに、市場に出回る商品の実態調査を

網羅的に実施するというのは、費用対効果の

面からも大きな無駄に終わる可能性が高い

と感じます。事例研究とか、いったん事件が

起きた場合の検査を含む調査体制の見直し

と他の自治体組織との連携・役割分担と情報

の即時共有体制をまず見直してみることの

ほうが、はるかに重要性を持っておりません

でしょうか。 

大阪府では、食品等の検査結果を現場での衛

生指導に活用すること等を見据えて、検査項

目や対象となる食品及び施設を選定し、検査

計画を立てています。 

平成２９年夏に起きたそうざい販売店での

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事

例では、原因食品の特定には至りませんでし

たが、衛生管理については、交差汚染対策が

不十分な実態も確認されました。これを踏ま

え、食中毒発生リスクの高い施設に特化した

検査や監視を実施し、実態を把握することは

重要であると考えます。 

また、広域的な食中毒を疑う事例が発生した

ときには、すみやかに患者の発生状況及び食

品の流通状況を明らかにして、国や他自治体

と情報共有を図り、連携して被害拡大防止に

努めます。 

食中毒発生防止対策（野生鳥獣肉：ジビエ） 

５ 「エ 寄生虫による食中毒対策」に、野生鳥

獣肉（ジビエ）の対策を追記してください。 

（理由）野生鳥獣肉（ジビエ）の普及により、

取り扱う飲食店も増えてきています。ジビエ

を取り扱う場合の衛生確保、温度管理、十分

な加熱等の予防策の指導を行ってください。 

ジビエの食中毒対策については、平成３０年

度より食肉処理施設・食肉販売店・飲食店の

中でもジビエを未加熱で提供する可能性の

ある施設を重点監視施設に位置付けていま

す。 

ご意見を踏まえ、ジビエの衛生的な取扱い及

び十分な加熱の徹底に努めます。 ６ 第３期食の安全安心推進計画に沿って、ジビ

エ（野生鳥獣肉）の衛生管理を強化すべきで

ある。 

食中毒発生防止対策（乳児ボツリヌス症） 

７ 「キ 有毒キノコや有毒植物による食中毒

対策」と「第４ リスクコミュニケーション

等の実施に関する事項」の「２ 消費者への

情報提供等」に、「乳児ボツリヌス症の予防

のため、１歳未満の乳児にはちみつを与えな

い」を追記してください。 

（理由）平成２９年に、はちみつの摂取が原

因とされる乳児ボツリヌス症による死亡事

故が発生しています。乳児ボツリヌス症の予

防のため、１歳未満の乳児にはちみつを与え

ないよう消費者への情報提供等を行ってく

ださい。 

ご意見を踏まえ、「第４ リスクコミュニケ

ーション等の実施に関する事項」の「２ 消

費者への情報提供等」に、以下の文章を加え、

乳児ボツリヌス症予防啓発を行います。 

 

カ １歳未満の乳児に、はちみつを与えな

い。 



 

No ご意見の内容 府の考え方 

第２ 監視指導の実施に関する事項 

ＨＡＣＣＰの普及推進 

８ ＨＡＣＣＰ導入の推進について事業者への

指導を求める。 

国が示すＨＡＣＣＰの制度化は、コーデック

スＨＡＣＣＰの７原則を要件としています。

小規模事業者など、７原則をそのまま適用す

ることが困難な場合は弾力的な運用を可能

としており、いずれの場合も達成する衛生管

理のレベルは同じです。 

このため大阪府では、国の示す基準Ａ・Ｂを

問わず、すべての事業者がＨＡＣＣＰ制度化

に対応できるよう、ＨＡＣＣＰ導入の促進を

重点事項に掲げ、事業者向け講習会の開催、

事業者の業務実態とＨＡＣＣＰ導入状況に

適した助言・指導を行います。 

大阪府内では、これからＨＡＣＣＰを導入す

る施設が多数を占めていることから、事業者

全体の衛生管理水準の引き上げを図るべく、

段階的な指導を行います。 

また、国の開催する指導者養成研修への参加

や、施設への立入を含めた職員研修の開催に

より、食品衛生監視員の指導技術向上に努め

ます。 

９ ＨＡＣＣＰの制度化が進もうとしている。中

小事業者の衛生管理水準の引き上げが円滑

に進むように支援体制を整える必要がある。

そのためにも、保健所の食品衛生監視員の研

修を充実・強化する必要がある。 

10 大阪府の食品衛生に係る基本方針の、「（５）

事業者の自主衛生管理の促進」からは、厚生

労働省の唱える基準Ａについて大阪府とし

て、どのように準備を進めていくかの記述が

見当たらず、一貫して基準Ｂのみを想定して

の計画のように読み取れます。もしそうでな

いなら、基準Ａをどの業種にどのように進展

させていくのかの具体的な記述が必要と思

われますし、そうではなく、基準Ｂのみに対

応であるとおっしゃるのであれば、なぜ基準

Ｂへの対応のみで十分と考えられるのかそ

の根拠についての説明を求めます。 

食品表示対策（健康食品） 

11 保健機能食品を含むいわゆる健康食品の表

示違反事例が、これまでの合同監視でも発見

されている。現在は、食品表示制度が変わっ

ていく過渡期に相当し、全事業者を対象にし

た監視指導が求められている。 

いわゆる健康食品を製造する施設に対して

は、原則年１回以上立入り、不適正な表示を

行っている事業者に対して指導を行います。

あわせて、食品表示法に係る講習会の開催等

を通して、表示の適正化に努めます。 

輸入食品の安全性確保 

12 安全安心のためにも輸入食品の水際の監視、

市場における監視指導が求められる。 

食品の輸入時の取締りは、輸入監視指導計画

に基づき、検疫所が行うとともに、大阪府に

おいても、府内の流通拠点（市場）から販売

店に至る各段階において監視・検査を行い、

フードチェーン全体での輸入食品の安全性

確保に努めます。 

13 全国では、輸入食品の国内流通品の違反事例

が毎年一定数で検出されている。検査対象に

輸入食品の収去検査件数を一定数確保する

ことに賛成する。 

ご意見ありがとうございます。 

  



 

No ご意見の内容 府の考え方 

第２ 監視指導の実施に関する事項 

食品中の放射性物質検査 

14 食品の放射性物質の検査において、「出荷制

限等の情報や放射性物質の検出状況等を考

慮して品目を選び検査を行います。」とあり

ますが、出荷制限があるのであれば検査の必

要はないのではないでしょうか。また、市場

に出回っている商品で放射性物質の検出が

あったというのであれば、単にただちに府と

しては、その商品の搬入を停止すればいいの

ではないでしょうか。 

また、「府内でと畜される牛の肉について羽

曳野食肉衛生検査所で放射性セシウムのス

クリーニング検査を行います。」とあります

が、羽曳野食肉衛生検査所でスクリーニング

検査というには１２，８５０検体というのは

あまりにも多く、もし実際にこれだけの検体

数を採取しないというほどの汚染状態とい

うのであれば個体および餌のトレーサビリ

ティーの強化のほうに軸足を移すべきでは

ないでしょうか。 

平成２４年度以降、大阪府で食品から基準を

超える放射性物質が検出された例はありま

せんが、不安と感じる消費者の声からも、安

全性の証明として一定数のモニタリング検

査は必要であると考えております。 

羽曳野食肉衛生検査所では、簡易型検査装置

を用いた放射性セシウムのスクリーニング

検査を行っています。 

今般、と畜場における食肉の放射性物質検査

のあり方や府民の関心等が変化しているこ

とから、食の安全を確保できる範囲におい

て、より効率的な検査方針の策定にあたり、

協議及び対応を進めていきたいと考えてい

ます。 

重点監視施設 

15 重点監視施設Ｂの範疇に入れられながらも、

飲食店は相変わらず、２年に１回も監視がで

きていない状況が続いており 不十分の感

を否めません。もしもこの状況の打開を狙う

のであれば、食監ＯＢや民間を活用した監査

回数の強化を図っていくか、または、過去に

食中毒事件を起こした飲食店への監視計画

を別枠に押し出し、重要度の高い業種に集中

した監視計画であることを明確にする必要

はございませんでしょうか。 

大阪府では、効果的・効率的に監視を行うた

め、危害発生の可能性等を考慮して「表２ 

重点監視施設区分表」のとおり重点監視施設

を定めています。飲食店においては、食中毒

原因施設はもとより、食中毒発生の可能性が

高い施設（生魚や生肉を取扱うと考えられる

施設）を重点監視施設と定め、年に１回以上

立入り、監視指導を行う旨をお示ししていま

す。その他の施設に対しても、メールマガジ

ン等を活用した情報発信や、食品衛生指導員

と連携した自主衛生管理の普及促進に努め、

食中毒予防を図ります。 

16 重点監視施設Ａとしてハイリスク集団利用

給食施設（学校給食センター、高齢者福祉施

設、保育園、幼稚園、認定こども園等（病院・

診療所を除く））があげられており、監視回

数は年１回とされてはいますが、監視実施計

画表の中では、別くくりになっているわけで

はありませんので、実際にどの程度の回数が

計画されているのかが見えません。 

重点監視施設の数は、年度途中に変動する場

合があるため、計画において目標監視回数の

みをお示ししています。 

設定した目標値の示し方については、ご意見

を踏まえ、今後検討してまいります。 

  



 

No ご意見の内容 府の考え方 

第４ リスクコミュニケーション等の実施に関する事項 

リスクコミュニケーション 

17 情報の共有（自治体、ＮＰＯ、消費者団体）

を図っていただきたい。 

今後もリスクコミュニケーション、ホームペ

ージやメールマガジン等による正確で分か

りやすい情報の提供、意見募集の機会等を通

して、府民・事業者・行政間の情報の共有に

努めます。 

18 「府民の関心が高い事項等についてリスク

コミュニケーションを開催する」とあります

が、関心が高いとは、どのような調査をもと

に決定されるのでしょうか。過去のリスクコ

ミュニケーションを拝見する限り、双方向の

討議会というものはなく、行政側よりのどち

らかといえば一方的なメッセージ伝達であ

ったように記憶いたします。運営形式を変更

していくお考えはお持ちではありませんで

しょうか。 

大阪府では、インターネットを活用した「お

おさかＱネット」やリスクコミュニケーショ

ン、消費者や事業者向けイベントにおいて、

「食の安全安心」についてのアンケートを行

い、府民の関心が高いテーマの把握に努めて

います。今後も、テーマや対象者の選び方、

開催方法を工夫することにより、リスクコミ

ュニケーションを推進していきます。 

消費者への情報提供 

19 消費者教育、食育をとりあげていただきた

い。 

大阪府では、家庭での食中毒防止や消費者の

衛生知識の向上のため、講習会等を通して食

の安全に係る情報提供及び啓発を実施して

います。また、食育については大阪府食育推

進計画に基づき、関係部局において取り組ん

でいるところです。 

 

No ご意見の内容 府の考え方 

第５ 食品衛生に係る人材育成・資質向上と衛生管理技術の向上に関する事項 

食品衛生監視員の人材育成 

20 自治体などに生じる衛生問題の苦情にすみ

やかに対応できるシステム。そのための人材

増員、資質向上が必要。 

ご意見を踏まえ、「第５ 食品衛生に係る人

材育成・資質向上と衛生管理技術の向上に関

する事項」の「１ 食品衛生監視員、と畜検

査員及び食鳥検査員に関する事項」に以下の

文章を加えました。 

 

（４）食中毒発生時や府民からの通報に迅速

に対応できるよう、ケーススタディによる研

修を行います。 

 

No ご意見の内容 府の考え方 

その他 

21 ２年前から、前年度からの変更点を巻末にま

とめて表記している。変更点が一覧できる点

はわかりやすくてよい。 

ご意見ありがとうございます。 

 


