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平成 27 年度第１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 27 年 7 月 29 日（水） 10 時 30 分～12 時 00 分 

２ 場所：福岡市赤煉瓦文化館 ２F 会議室 

３ 会議出席者 

  ○学識経験者：小田委員 

○食品関連事業者：穴見委員，板谷委員，井上委員，上原委員，大田委員，古藤委員，津和﨑委員 

吉田委員 

○消費者：大空様（北口委員代理），柴富委員，森泉委員 

○行 政：小池委員，後藤委員，古野委員 

 

１ 開会 

    事務局からあいさつ 

 

２ 委員紹介 

 

３ 議題 

（１）食の安全安心に関する事業について 

①平成 26 年度福岡市食品衛生監視指導計画実施結果の概要 

事務局 「平成 26 年度福岡市食品衛生監視指導計画実施結果の概要（資料１）」について説明。 

委員（消費者） 車で弁当などを移動販売している業者に対しても監視指導を行っているのか。 

事務局 路上弁当※１については，まず製造所に営業許可が必要となるので，製造所に対する監視指導は

施設を所管する保健所の職員が行っている。販売時においても保健所の職員が温度管理や表示の監視を

実施しており，収去検査※２も行っている。また，収去検査で違反等が発見された場合は，販売場所での

指導はもちろんのこと，製造所管轄の保健所や自治体へ通知している。 

委員（消費者） ７ページに「と畜検査」についての記載があるが，と畜検査では全頭検査が行われて

いるのか。また，係員が常駐しているのか。 

事務局  検査は搬入された動物全てに対して実施している。食肉衛生検査所の職員は全員獣医師であり，

と畜検査員として勤務している。BSE 検査については，以前は全頭検査を行っていたが，現在は４８ヶ

月を超えたもののみ対象としている。 

委員（事業者） ヒラメのクドア※３は生食の刺身が原因なのか。また，加熱はどのようにすればいいの

か。 

事務局 原因は生食だけである。クドアは加熱するか，冷凍すれば死滅するが，冷凍されたヒラメは通

常刺身には使用されない。加熱は通常調理するような加熱で十分である。 

委員（学識） クドアについては，生産者で何らかの対策を行っていないのか。 

事務局 例えば大分県などでは，県をあげて管理を厳しく行っている。出荷についても，１匹ずつ他と

混ざらないように出荷したり，クドアの検査も段階を踏んで実施している。現在特に問題となっている
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のは主に韓国産の輸入ヒラメで，検疫所等で検査が行われている。検疫所から補足があればお願いした

い。 

委員（行政） 日本には韓国から活ヒラメが輸入されており，フェリーなどの貨物船で運ばれてくる。

クドアの検査には，命令検査とモニタリング検査の２種類があり，命令検査については，毎回検査を行

っている。 

委員（学識） クドアの検査は検鏡等を行うため，時間がかかるのでは。そうすると，消費者が食べた

後にしか結果がわからない。検査されず出回っているヒラメが多く，それが原因で食中毒が発生してい

るということか。 

委員（行政） 命令検査では検査結果が出るまで流通させないが，モニタリング検査では通関を認めた

後に検査を行うため，結果が出た時にはすでに消費されているということもある。命令検査は，一度違

反を出した養殖業者については毎回実施することとしている。また，それ以外の養殖業者についてはモ

ニタリング検査を行っている。 

モニタリング検査でクドアが検出された場合は，命令検査へ移行し，厳しく検査を行うことになる。

クドアの検査は，福岡検疫所では行っておらず，神戸や横浜の検査センターに送付して検査を行うため，

１週間ほどかかる。 

委員（学識） もしクドアが検出されたら韓国の業者にも通知がいくのか。 

委員（行政） 韓国の業者には，輸入者から連絡していると思う。 

委員（事業者） 食中毒の原因としては，国産にしろ，韓国産にしろ，養殖物が多いのか。天然物はど

うか。 

事務局 養殖物が多い。数は少ないが天然物でも発生している。 

委員（学識） 以前から指摘しているように，カンピロバクター食中毒が多い。１８ページの表による

と，鶏肉料理が原因であるものが多いようだ。いつも言っているが，ガイドライン策定などの対策を県

や市で行うべきでないのか。市政だより城南区版の８月１日号には，肉の生食の危険性についての記事

が掲載されており，消費者に向けて PR をしているのだろうが，やはり提供する側への指導や取り締ま

りが欠かせないと思う。 

事務局 福岡市ではここ数年ずっとカンピロバクター食中毒が多発しているが，今年は特に昨年を上回

るペースで発生していることもあり，保健所職員，保健環境研究所職員などを含むプロジェクトチーム

を立ち上げる予定としている。このプロジェクトチームでは，効果的な監視指導，市民等への啓発方法，

基準等について検討する予定としている。 

市民への啓発については，前回も指摘をいただいているが，平成２６年度は市政だより（全市版・区

版）を用いた食中毒に関する啓発を全２２回行っている。特に昨年の８月１日号の記事については小田

委員にご協力いただき，深く感謝している。 

委員（学識） 輸入食品についての対策であるが，１１ページ下部に違反が２件あるが，収去で違反が

出た場合，検疫所には通知をし，検疫所の方で何らかの対処がなされているのか。 

事務局 輸入食品の違反を発見した場合は，輸入者を管轄する自治体へ通知することになっている。そ

この自治体で調査をした結果，回収命令や積戻し，廃棄などを行わせることになる。また，国にも通知

することになっている。 

委員（行政） 自治体から厚生労働省へ通知され，国として対応が必要だと認める場合は検疫所が検査
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を強化する。 

委員（学識） 輸入食品は消費者の関心が高いので，今後指導強化をお願いしたい。 

 

 

②平成２７年度福岡市食品衛生監視指導計画について 

事務局 「平成 27 年度福岡市食品衛生監視指導計画（資料２）」について説明。 

委員（学識） 青果市場が統合するということだが，青果市場の検査所も移転するということか。残農

検査を強化する計画はあるか。 

事務局 現在，博多区那珂にある中央卸売市場と，東部市場，西部市場が一体となって平成２８年２月

にアイランドシティへ移転する予定となっている。 

 今青果市場のブランド委員会を農林水産局が立ち上げており，市場を流通する青果物のブランド化に

あたり安全安心は欠かせないことから，検査体制の充実について検討されているところである。 

委員（学識） 果実・野菜の残留農薬というのは消費者にとってとても関心が高いものである。道の駅

などで販売されている市場外流通品についての農薬検査，衛生監視はどのようになっているのか。JA の

方でも自主検査をされているということだがどうか。 

事務局 各区保健所が JA などで販売されているものについて監視している。数はそう多くはないが，

収去検査を行い，残留農薬検査などを行っている。 

委員（事業者） 市が実施している検査については大同青果を通して行っており，昨年度は約９０検体

であった。また，直売所などでも出荷する１週間前に事前検査を行っており，これが約１００検体ほど

であった。これに加えて保健所が収去検査を行っているため，検査面としては充実していると思う。 

委員（消費者） カンピロバクターも多いがノロウイルスは一度発生すると患者が多くなるという傾向

がある。感染しないことが大切だと思うが，予防法や対処法について市に周知徹底してもらいたい。ガ

イドブックなどはあるのか。また，食中毒発生状況のところに焼カキの記載があるが，ノロウイルス食

中毒原因としてはやはりこれが一番多いのか。 

事務局 保健所において食中毒，感染症対策についての対応を行っている。厚生労働省のホームページ

にも手洗い方法や消毒方法は載っている。２６ページには市で作成した食中毒パンフレットを載せてお

り，機会を捉えてこれらを使い，啓発を行っているところである。 

 当初ノロウイルスが問題になった時には，カキが原因食品であることが多かったが，最近は原因食品

が不明であることが多い。例えば，調理を行う方が知らぬ間に感染して，症状が無いため気付かずに調

理をしてしまい，そこから広げてしまうと食中毒となるが，そのような形での食中毒が増えている。 

委員（学識） カキについて，漁協としての対策はあるか。 

委員（事業者） 以前はノロウイルスがカキから出たということで，ノロウイルスは二枚貝が原因であ

るというイメージが強かった。しかし，最近では，高齢者施設でのノロウイルス発生事例等が多くなり，

昔のようにカキが原因である食中毒は少なくなったと思う。漁協としても，ノロウイルスをいかに減ら

すかということで対策に気を使っている。今年から新しい設備も導入しているため，対策としては十分

やっていると思うが，検査に出して確認すると，やはりノロウイルスが検出されることがある。カキを

食べる際には，中心までしっかり加熱すれば安全ということを伝えて提供している。 

委員（学識） 輸入カキも検査されているのか。また，養殖の韓国産カキはあるのか。 
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委員（行政） 生食用のものは，ノロウイルス及び腸炎ビブリオの検査を実施している。養殖の韓国産

カキについて輸入はあると思う。 

 

③本市全体の施策について 

事務局 「食の安全に関する主な事業一覧（資料３），食の安全安心に関する主な事業一覧（施策体系分

類表順）（資料５）」について説明。 

委員（学識） 資料５の分類表の名称は何に基づいているのか。 

事務局 ４７ページの体系表に基づいている。 

 

（２）HACCP 導入型衛生管理に関する届出要綱について 

事務局 「HACCP 導入型衛生管理に関する届出要綱（資料４）」について説明。 

委員（事業者） 弊社では，マル総は全国的に牛乳だけでとっており，発酵乳など他の商品については，

HACCP をやっていないものの，HACCP に準じた方法で工程管理を行っている。他の商品は配合や工

程などが牛乳と違って複雑であるため，HACCP の衛生管理を行うのは少し厄介だと思う。ただ，

HACCP は国際標準になりつつあるので，今回の導入型衛生管理については，ハードルが低くなって取

り組みやすくていいと思う。 

委員（学識） マル総をとっていないものについては，届出制度等を利用して衛生管理を行う予定か。 

委員（事業者） マル総をとっていないものについても，HACCP に準じた形で衛生管理を行っている

ので，届出制度についてすぐ対応できると思う。 

委員（事業者） 国がいう「HACCP 型」は，HACCP ではなくて，あくまでも「nearly HACCP」や

「HACCP-like」というのが正しく，当然マル総や ISO22000 と同じと考えてはいけないと思う。施

策というものは，やらねばならないことと現状レベルとを合わせていくために実施されることが大切で

ある。 

 自社は全国展開しているので，様々な自治体職員と話す機会があるが，いわゆる自治体 HACCP につ

いては全国的に見てもやはり東京都の自治体 HACCP が一番進んでいて，圧倒的である。東京都が行っ

ていることまでできるかどうかは不明だが，東京都では，自治体 HACCP を実施すると同時に，そのレ

ベルを少し落とした「スター１」，「スター２」などの取り組みやすい制度もあり，間口を広げている状

況である。東京都と同じようにできなくても，届出制というよりは，きちんと認証制にすべきだと思う

し，認証制にしなければ消費者によく理解してもらえないのではないか。 

当然，マル総や ISO22000 等を取得している乳メーカーは，届出制度においては当然自動的に受理

されることになると思う。それは当然で，東京都でも，ISO22000 をとっていれば，審査なく認証され

ているし，それは合理的なものである。やはり認証制度を作ったほうが良いと思われる。 

 また，HACCP 確認票については，7 原則 12 手順にもとづいて作成されているようだが，厚生労働

省の管理運営基準においては，ベースがあって，「ものを作る」ところが HACCP 型かそうでないかとい

うことで分けているので，通常の監視では，一般的衛生管理部分についても監視を行うという理解でよ

いか。 

事務局 そのとおりである。管理運営基準については，従来型と HACCP 型のいずれかを用いることと

している。また，従来型と HACCP 型のベースはどちらも同じであり，手元の HACCP 確認票はベース
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の上に乗った HACCP 型管理運営基準の確認票としている。 

委員（事業者） HACCP 導入型基準については，国も動き出しているので，それはそれでよいが，食

品加工メーカーは必ずしも乳メーカーや飲料メーカーのようにレベルの高いところばかりではなく，特

に我々が取引を行っているのは水産加工のメーカーが多い。もちろん高いレベルに向かって行っていく

のは重要であり，行わないよりは行うべきだと思うが，ある程度の基準を定めた認証制度にした場合，

実際できるのか，ついていけるのかと現場を見て思う。 

もう一つは，HACCP という単語が消費者に浸透していくのと平行して，消費者が受けるそのイメー

ジの問題と，認証を受けたことによってその事業者がそれに対する期待をどこに持っているかを知った

上での認証や監視指導を行わないと，形だけのものになりそうだと懸念している。 

 例えば，我々が知っている施設では，よくこれで保健所の許可が取得できたなと思うところもある。

導入を進める上では，段階とランクをもって進めていかないと，とりあえず受け付けて HACCP 型衛生

管理で頑張ってくださいね，ということでは不十分だと思う。 

委員（消費者） 私も含め，消費者の中では HACCP はハードルの高いものという認識がある。HACCP

をとっているから安心だと思うことが多い。市の取り組みとして，だれでも参入できるようにしたいと

いう気持ちはわかるが，HACCP はある程度消費者が安心できるものであり，認証を受けたところとい

う思いがあるので，今の内容では信用出来ない。 

委員（学識） マル総も同じだが，形だけになってはいけないと思う。一度届出を出すと有効期間があ

るのか。また一度出すと証明を出すようなかたちになるのか？ 

事務局 我々の考えでは，HACCP を「とる」というよりは，まずは管理手法を知って取り組んでいた

だくためのファースト・ステップだと考えている。そのため，届出をしたから何年有効だという話では

ない。HACCP による自主管理を支援する施設を把握するための方法として届出制度を考えている。 

委員（学識） 給食施設は届出制を導入していて，開始するときは開始届，やめるときは廃止届を出す

ようにしていて，年 1 回位保健所が立ち入りを行うことにしていると思うが，この届出についてはどの

ような立ち入りを考えているのか。 

事務局 マル総や ISO22000 をとっているところや途上レベルのところではレベルが全く違うため，

指導というよりは，発展途上のところにこそ足繁く通って話をすべきだと考えている。そのため，どう

いうところに何回いくのかというようなことについては今の段階ではまだ決めていない。 

 

（３）食品表示法について 

事務局 「食品表示法の概要，新しい食品表示制度リーフレット（資料６）」について説明。 

委員（学識） 情報をたくさん出すことは大切だが，見たい人が見られるように，もう少し工夫するこ

とも大事だと思う。消費者サイド，製造者サイドはどうか。 

委員（消費者） 我々は生協なので，表示は多く載せている立場である。必要ないと思われるものにつ

いても載せている。最近はアレルギー対応が多く，患者は一つひとつの食品が命にかかわるので，私と

しては良かったと思っている。 

委員（消費者） 表示が細かくなることは良いことだが，それが何なのかどういう影響があるのかを出

していかないといけないと思う。 

委員（事業者） プリンなどは表示の面積が小さいので，レイアウトなどを考えるのは大変だが，表示
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が増えることについては特に問題はない。 

委員（学識） 消費者庁は出先がないが，どこが監視するようになるのか。農水省などに委託して監視

を行うような形になるのか。また，厚生労働省は農水省などと協力して表示の監視を行うのか。G メン

にまかせるのか。 

委員（行政） 農水省職員には表示 G メンがおり，表示がおかしいという通報があれば監視を行ってい

る。今後も監視は現状どおり行うことになると思う。新表示法が施行されてからは，表示についての問

い合わせは消費者庁へ，表示がおかしいということであれば，農水省に連絡するように周知している。 

委員（行政） 輸入食品については，消費者庁の管轄になったので，特に表示についての監視は行って

いない。 

 

（４）その他 

なし 

 

４ 閉会 

事務局 次回は，平成 28 年１～2 月に開催を予定している。 



※１ 路上弁当 

 歩道上等で販売されている弁当のことを指します。 

 

※２ 収去（しゅうきょ）検査 

 食品衛生法第２８条に基づいて食品関連営業施設に食品衛生監視員が立ち入り，検査を

するために必要最少量の食品や食品添加物等を無償で採取し検査することをいいます。こ

の検査により法の基準に適合した食品であるかなど，安全性を確認します。 

 

※３ クドア（クドア・セプテンプンクタータ（Kudoa septempunctata）） 

 ヒラメの筋肉中に寄生する粘液胞子虫の一種で，大きさが約 12μm の胞子を形成します。

クドアが寄生したヒラメの刺身または加熱不十分な調理物として食べることによって一過

性のおう吐・下痢を引き起こします。-80℃2 時間以上，-20℃4 時間以上の冷凍状態で失

活し，75℃5 分間の加熱処理によっても失活すると報告されています。 
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