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平成 29 年度第 2 回福岡市食の安全安心推進協議会議事録概要 

 

１ 日時：平成 30 年２月５日（月） 14 時～15 時 30 分 

２ 場所：福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ７階 第２研修室 

３ 会議出席者 

〇学識経験者：小田委員，甲斐委員，柴田委員，松井委員 

〇消費者：北口委員，森泉委員 

〇食品関連事業者：和泉委員，上原委員，髙田委員，兵藤委員 

〇行政：後藤委員，木内委員 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）平成 30 年度福岡市食品衛生監視指導計画（案）について 

事務局 「平成 30 年度福岡市食品衛生監視指導計画（案）【資料１】」の説明。 

委員（学識経験者） 資料１の５ページに，カンピロバクター食中毒対策として，若年層

に着目した市民啓発の実施に取り組むとされているが，どういうことを行うのか。 

事務局 チラシの配布，学園祭における講習会の実施，消費生活センターと連携したメー

ルマガジンの発信，SNS を活用した情報提供等に取り組んでいる。 

委員（学識経験者） 情報を発信する際は，情報の受け手がしっかり認識するような工夫

が必要である。 

委員（学識経験者） 食鳥処理業者，卸売業者等が飲食店営業者に対して鶏肉を販売する

際，加熱用鶏肉については，「加熱用」の表示等を行うよう，平成 29 年３月に厚生労働省

から通知があったが，鶏肉の「加熱用」の表示はどのような状況か。 

収去についてであるが，飲食店等から加熱不十分な鶏肉の収去検査を行う際は，店舗にお

ける二次汚染が原因であることも考えられるため，同じ店舗から加熱用の鶏肉も同時に収

去するべきである。私が市販の加熱用鶏肉を検査すると，８割以上の鶏肉からカンピロバ

クターが検出される。加熱用鶏肉のカンピロバクター汚染の実態をもっと業者に周知する

べきである。 

委員（製造業） 弊社でも年間に７万検体程度の細菌検査を行っている。感覚的な数字で

あるが，鶏肉の６から７割はカンピロバクターに汚染されていると感じる。全国的にはノ

ロウイルス食中毒が最も多く発生しているが，福岡市はカンピロバクター食中毒が最も多

く発生していることから，カンピロバクターに関する収去検体数を増やして，収去計画に



2 
 

反映すると，監視指導計画の妥当性がより高まると考える。 

事務局 鶏肉の「加熱用」の表示等については，平成 29 年 11 月末現在，生食用鶏肉を

提供する市内約 500 件の飲食店のうち約 6 割の 251 件に立入調査を行った。飲食店にお

いては，ほとんどの店で鶏肉のロット管理が行われておらず，食材の遡り調査が非常に困

難な状況であった。 

カンピロバクターによる鶏肉の汚染に関しては，食鳥処理場での取り扱いが非常に重要と

なるため，市内の食鳥処理場の調査を行った。市内の食鳥処理場は，飲食店の一部で行う

小規模なものであるため，施設内での交差汚染が起こりやすいと考えられる。また，食鳥

処理場から飲食店等に販売する際に，生食用鶏肉として販売している実態は確認できなか

った。そのため，食鳥処理場に対して加熱用の表示をするよう強く指導している。 

収去についてであるが，平成 30 年度の保健所の検体数は 1,30６検体を予定している。収

去検査は幅広い食品を検査対象としているため，加熱不十分な鶏肉の検体数を極端に増や

すことは難しいが，鶏肉のカンピロバクター汚染実態を営業者の指導につなげる収去のや

り方や，福岡市の食中毒発生状況を踏まえた収去計画について，今後検討していく。 

 

委員（漁業） 資料 16 ページの市政アンケートの結果では，「食」の安全について特に不

安を感じていることの第 1 位は輸入食品となっている。輸入食品にはどのような施策を行

っているのか。 

事務局 市内を流通している輸入食品の収去検査を行っている。また，食品の安全性に関

するリスクコミュニケーション事業で輸入食品の収去検査について説明をしている。 

会長 韓国や中国の大規模な食品工場は HACCP に対応している。なんとなく輸入食品が

危険と思っている消費者が多いのではないか。 

北京オリンピックの前に中国に行ったが，選手村に納入する食品は，オリンピック委員会

から認定を受けた工場で作られた食品しか納入できなかった。福岡も今後国際的なイベン

トが開催されると思うが，HACCP に対応した食品の納入を求められると，対処できない

と思う。 

 

委員（学識経験者） 法律の改正や高度化する検査技術に伴い，人材の育成と資質の向上

が求められるが，３年程度で行政職員が異動すると，専門性が担保できないのではないか。 

委員（行政） 数年前までは行政技術職員も短期間で職場を変わる考え方であった。技術

を習得する必要があるので，職員の適性に応じて，主に携わる業務を検査業務又は行政事

務にするといった人事異動を考えている。 

委員（学識経験者） 他の自治体の人事異動サイクルはどうなのか。 



3 
 

委員（行政） 政令市では保健所と検査室の人事異動は適宜行われている。 

 

委員（漁業） 資料 15 ページの福岡市における食中毒の発生状況であるが，表のアニサ

キスが，グラフでは寄生虫となっていることから，表とグラフの整合性がとれるように書

いてほしい。 

事務局 表現を工夫する。 

 

会長 輸入食品の安全性について検疫所から補足があればお願いする。 

委員（行政） 検疫所では様々な機会をとらえて輸入食品の検査のやり方等について情報

提供を行っている。先日，福岡市の保健所から検疫所に，リスクコミュニケーション事業

における講師の依頼があり，一般の消費者の方々を対象として輸入食品の安全性に関する

説明をした。 

会長 輸入食品の安全性について消費者団体からご意見があればお願いする。 

委員（消費者） 当生協では中国産の食品に抵抗を感じる組合員が多く，中国産というだ

けで食品の安全性を信用していないと感じることがある。外国で製造した食品についても

検査を行っており，毎年１度は組合から現地工場の検査を行うことで，安全性を確かめて

いるが，中国産になると売れ行きが悪い。国産になると価格が倍以上になる食品もあるの

だが，中国産は売れにくい状況にある。 

委員（学識経験者） 食品は安全だが，安心感が担保できていないことが原因ではないか。

中国だけでなく日本でも検査をして安全であるといったマークを付ければ効果があるので

はないか。 

委員（消費者） 同様な制度をとっているが，消費者には中国産の食品に対する固定観念

があり効果が見えない。日本の食料自給率は低く，外国産の食料がないと日本は成り立た

ないので，食に関する学習会を開催している。今後，加工食品の原料原産地表示制度の義

務化がどのように影響するのか心配している。 

委員（行政） 検疫所からリスクコミュニケーションに赴くと，必ず中国産の食品の話が

出る。中国からの輸入食品が一番多いので，検査数が多くなり，違反の数は多くなるが，

違反率は他国と同程度である。 

中国産食品が危険だというわけではないが，マスコミによるイメージが先行しており払拭

することが難しい。 

委員（消費者） 当組合では地産地消にこだわる組合員が多い。輸入食品は作られる過程

が見えにくく，心配な要素があるため，避けたいという気持ちになる。丁寧な食品表示が

なされることで，消費者は食品を選択することができる。消費者自らが選ぶ，ということ
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が大事だと思う。地産地消で安心な食品を一番に選びたいので，安心できる表示制度の確

立を望む。 

 

３ 報告 

（１）食品衛生法の改正について 

事務局 「食品衛生法の改正について【資料２】」及び「食品衛生規制の見直しに関する骨

子案（食品衛生法等の改正骨子案）【参考資料】」の説明。 

会長 食品衛生法の改正に伴い本市にどのような影響があるか。 

事務局 全ての食品関連事業者を対象とした HACCP の制度化に伴い，保健所の監視指導

のやり方に関わってくる。 

営業許可制度の見直しに伴い，複数の営業許可が一つにまとまる可能性や，これまで営業

許可の対象外であった業種が営業許可の対象となる可能性がある。また，実態を把握して

いない食品関連事業者が届出の対象となることが考えられ，それらの対象施設に対する監

視指導をどのように行うのかが課題である。 

会長 HACCP による衛生管理では膨大な資料が必要となると考えられるが，もっと簡素

化されないのか。 

事務局 国が制度化を進めている HACCP による衛生管理では，コーデックスの HACCP

７原則 12 手順に基づく基準Ａと，飲食業，販売業等の小規模事業者を対象とした基準 B

に分けて制度化すると聞いている。基準 B については，HACCP による衛生管理に取り組

む際の事業者の負担軽減を図るために，各種食品関係団体が手引き書を作成するなど，実

効性のある形での方法が検討されている。 

委員（製造業） 営業許可制度の見直しについてであるが，福岡県の条例に定められた営

業許可は，今後どうなるのか。 

会長 現在，営業許可不要の野菜・果物販売業，弁当販売業等はどうなるのか。 

事務局 営業許可と届出制度の区分が明らかになった後，許可又は届出の整理を行ってい

く必要がある。 

 

委員（学識経験者） 参考資料の②に，現行の HACCP 承認制度である総合衛生管理製造

過程承認制度は廃止する，とある。食品関連事業者がＨＡＣＣＰに取り組んでいることは

どうやってわかるのか。 

委員（行政） 国の制度として，HACCP による衛生管理を前提とした，総合衛生管理製

造過程承認制度が廃止となるものである。HACCP 認証については，民間の認証制度を取

得している工場も多いと思われるが，法改正により全ての食品関連事業者がＨＡＣＣＰに
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取り組むこととなる。 

委員（学識経験者） HACCP の制度化にあたり，市独自で補助金を設定する予定はある

か。 

事務局 予定はしていない。 

委員（製造業） HACCP の制度化における基準についてであるが，基準 A は，一定の記

録やＨＡＣＣＰによる７原則 12 手順が求められており，ほぼ HACCP である。一方，基

準Ｂについて，厚生労働省は「ＨＡＣＣＰ的な考え方に基づいた管理」と言っており，食

品関係団体が作成した飲食店用の手引書を見てもＨＡＣＣＰとは呼べない。基準Ａと B は

全く異なるものである。次回，厚生労働省がホームページで公開している，小規模な一般

飲食店事業者向けの手引書を協議会で紹介してほしい。 

弊社が取得している東京都食品衛生自主管理認証制度証といった自治体独自の HACCP 認

証制度を活用することも HACCP の普及に有用であると思う。 

委員（行政） 食品関連事業者が HACCP を導入する際，業界団体が作成した手引書をそ

のまま模倣して HACCP による衛生管理に取り組むと，自ら考え判断すべき危害分析を行

わないＨＡＣＣＰプランとなる可能性がある。これは，メニュー変更等の際に応用がきか

ないこととなる。HACCP の制度化においては，十分な時間をかけ HACCP を習得する必

要があるし，助言を行う保健所の食品衛生監視員の力量が求められる。 

会長 農産物への影響はなにが考えられるか。 

委員（農業） 漬物が営業許可又は届出の対象になると思う。HACCP ではなく，グロー

バル GAP についてであるが，費用を考えると導入は困難である。 

ただし，通常の取引においても工程管理がきちんとできていない農産物は当団体の農産物

として認めていない。 

委員（製造業） 法改正に伴い，行政に膨大な業務が生じると思うが，保健所は現在の人

員で業務をこなせるのか。 

事務局 HACCP に関する基本的な考え方を食品等事業者に正確に理解してもらい，効率

的に自主的な衛生管理を推進していく形になると考える。時間をかけて丁寧に取り組む必

要がある。 

委員（学識経験者） 食品等事業者への HACCP の推進のため e ラーニングが有用と考え

る。 

委員（製造業） 多くの民間企業が食品衛生の e ラーニングを取り扱っている。今後ＨＡ

ＣＣＰに関するｅラーニングが増えてくると考えられることから，民間企業の e ラーニン

グを行政が活用することも有用である。 

会長 e ラーニングや講習会を受講すればステッカーが交付されるといった制度があると，
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HACCP の普及が進むと思う。行政だけで対応できない場合は， HACCP を普及するため

の普及員制度を導入し，民間の力を活用すれば，効率的に普及できるのではないか。 

事務局 今後検討していく必要がある。 

 

４ その他 

委員（学識経験者） マスコミでジビエ料理が取り上げられる機会が増えていると感じる。

野生のイノシシやシカの肉は，寄生虫や E 型肝炎ウイルスがいることがある。行政がパン

フレット等を作成して広報をしてほしい。 

事務局 「暮らし上手のヒント」の８ページで食肉衛生検査所を紹介しているが，その中

でジビエについて言及している。今後も機会をとらえて啓発に取り組んでいきたい。 

 

５ 閉会 

事務局 本年度の協議会は今回で終了である。委員の任期は平成 30 年６月 30 日までで

あり，次年度は改選となっている。 


