平成２５年度
福岡市食品衛生監視指導計画

福岡市保健福祉局
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第１

計画実施期間

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの１年間

第２
１

食の安全に関する福岡市の状況（平成２４年）

食中毒の発生状況
発生件数 ２１件，患者数 ２３８人
ｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ

ﾉﾛｳｲﾙｽ

腸管出血 動 物 性
性大腸菌 自然毒

ｳｪﾙｼｭ菌

黄色ﾌﾞﾄ 植物性 腸管出血性大腸菌
ﾞｳ球菌

自然毒

/ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ複合

合計

発生件数(件)

10

３

２

２

１

１

１

１

21

患者数(人)

39

85

20

３

52

29

４

６

238

２

違反食品発見状況

（１） 成分規格違反
・製造基準を満たさない生食用食肉（牛タタキ）の提供
・加熱が必要な旨の表示をせずに牛レバーを販売
・ソフトクリームから大腸菌群検出
・氷雪から大腸菌群検出

等

（３）残留基準違反
・豚の筋肉から基準を超える動物用医薬品を検出
・冷凍いんげん（中国産）から基準を超える農薬を検出
・冷凍ブロッコリー（中国産）から基準を超える農薬を検出
・にんじん（国産）から基準を超える農薬を検出

等

（４）表示違反
・焼菓子のアレルギー物質の表示不備
・魚肉練り製品の保存料の表示不備
・魚介類加工品のアレルギー物質の表示不備
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等

第３

監視指導の実施体制

保健福祉局食品安全推進課

事業方針の策定・連絡調整

・ 市が実施する施策の策定及び公表
・ 市民及び食品関連事業者への食品衛生に関する情報提供及び意見交換
・ 庁内関係部局，関係自治体及び国との連絡調整

保健福祉センター衛生課（７区）

各区内の監視指導

・ 食品等取扱施設の監視指導
・ 食中毒に関する調査
・ 違反食品及び苦情食品に関する調査
・ 食品関連事業者への衛生講習会の実施及び消費者への情報提供・意見交換
・ 食品関連事業者による自主的衛生管理推進のための指導・助言
・ 市民からの食品衛生に関する相談対応

流通拠点の監視指導と検査

食品衛生検査所
・ 鮮魚市場及び青果市場の監視指導
・ 市場内流通食品の検査

・ 市場内関係事業者への衛生講習会の実施及び消費者，生産者への情報提供
食肉衛生検査所
・ 食肉市場（と畜場及び併設する食肉処理施設）の監視指導
・ と畜検査（ＴＳＥスクリーニング検査等）
・ 場内関係事業者への衛生講習会の実施及び消費者，生産者への情報提供

保健環境研究所

試験検査と研究

・ 市内流通食品の検査

・ 食中毒に関する検査

・ 食品の苦情に関する検査

・ 実態調査や検査法の開発等の調査研究
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第４
Ⅰ
１

平成２５年度監視指導計画の内容

重点対策事項
食中毒対策の強化
近年，肉類の生食が原因と考えられる食中毒（カンピロバクター，腸管出血性大腸菌等）
や肉類が感染原因と推測される腸管出血性大腸菌散発感染事例が多く発生している。
また，調理従事者を介した大規模なノロウイルス食中毒も，冬季を中心に多く発生してお
り，平成２４年度には，全国では１０００人を超える規模の食中毒が２件あった。
そこで，これらの病因物質を中心に食中毒対策の強化を図る。

※腸管出血性大腸菌 O157・カンピロバクター複合食中毒 1 件を含む

（１） カンピロバクター食中毒対策
生または十分に加熱調理が行われていない肉類（鶏肉等）が原因と推定されるカンピロバ
クター食中毒を防止するため，飲食店等に対し，以下の事項について重点的に監視指導を行
う
・ 肉類の生食提供による食中毒リスクの周知及び生食用食肉以外の提供自粛
・ 肉類の衛生的な取扱い
・ 調理器具の使い分けや消毒の徹底
・ 認定小規模食鳥処理施設における食鳥の衛生的な処理
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また，消費者に対して，肉類の生食の危険性を周知し，肉類は中心部まで十分加熱して食べ
るよう注意喚起を行う。

（２） 腸管出血性大腸菌食中毒対策
①

生食用食肉提供施設等への規格基準遵守の徹底等
牛肉及び牛肝臓に関しては，平成２３年１０月及び平成２４年７月に設定された規格

基準の遵守について監視指導を行う。
②

浅漬製造施設等への重点指導
平成２４年に北海道で浅漬が原因とされる腸管出血性大腸菌集団食中毒が発生したこ

とから，浅漬を製造する施設に対し，以下の事項の監視指導を行う。
・
「漬物の衛生規範」
（平成２４年１０月改正）に基づく監視指導
・浅漬の収去検査（抜き取り検査）
・小規模製造施設の把握

（３）ノロウイルス食中毒対策
近年，病院や高齢者施設，結婚披露宴会場となった飲食店やホテルなど，大量調理施設に
おいて，ノロウイルスによる食中毒（疑い）事例が発生している。これらの発生要因の多く
は調理従事者からの２次汚染と考えられることから，以下の事項について重点的に監視指導
を実施する。
・調理施設における従事者の健康チェックと手洗い
・食品の十分な加熱
・高齢者施設等を対象とした衛生指導(予防と発生時の対応)
・ホテルなどの大量調理施設を対象とした講習会の実施（特に調理従事者からの２次
汚染防止について注意喚起）
・生食用カキの収去検査の実施

２

食品表示の適正化対策
消費者が食品を選ぶうえで重要な情報源である食品表示について，適正な表示の推進を図
るため，関係行政機関と連携しながら，市内の食品関連事業者に対して食品表示に関する正
しい知識の普及及び啓発に努める。

（１）食品関連事業者に対する監視指導
食品関連事業者への食品衛生講習会等を通して，期限表示，食品添加物表示等の適正記
載について徹底を図る。
また，立入検査等において，科学的・合理的根拠なく消費期限を超えた期限の表示等，
不適切な期限表示の有無について，製品又は加工品に関する記録等や製品の期限設定の一
覧とその根拠が備え付けてあるか確認を行い，期限表示が適正になされるよう監視指導を
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行う。
違反を発見した場合は，改善措置状況の確認及び記録を適切に行う。なお，違反が軽微
な場合であって直ちに改善が図られるもの以外の違反については書面により改善を指導す
る。

（２）関係行政機関との連携
ＪＡＳ法，景品表示法等の食品表示関係法令を所管する行政機関と連携し，必要に応じ
て合同講習会や合同監視などを実施する。

（３）アレルギー物質表示の徹底
アレルギー物質表示は，食物アレルギー患者にとって健康被害に直結する重要な表示で
あることから，市内流通品の収去検査を通して，表示が義務づけられているアレルギー物
質（卵・小麦・そば・乳・落花生・えび・かに）の適正表示のため，製造者及び加工者に
よる使用原材料の点検及び確認の徹底を図る。

（４）市の特産品の適正表示
市の特産品として全国へ流通する辛子めんたいこ等の適正な表示の監視指導を行い，必
要に応じて収去検査（抜き取り検査）を実施し，添加物等が適正に表示されているか確認
を行う。

（５）生食用食肉の適正表示
平成２３年１０月より，生食用食肉（生食用として販売する牛肉（内臓を除く。））に表
示基準が定められ，
「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあること」及び「子供，高齢
者，食中毒に対する抵抗力の弱い人は食肉の生食を控えること」等を表示することが義務
づけられた。また，平成２４年７月には，牛肝臓について「加熱用であること」「調理時
に中心部まで加熱する必要があること」及び「食中毒の危険があるため生では食べられな
いこと」等を情報提供するよう義務付けられた。
そこで，立入検査等において，生食用食肉や牛肝臓を提供または販売する飲食店や販売
店等に対し，適正に表示及び情報提供されているか監視指導を行う。

３

輸入食品対策
輸入食品には，日本では使用または残存が認められていない農薬や動物用医薬品等が発見
されることがあり，市民の輸入食品への不安は依然として高い。
そこで，輸入食品の安全性に対する不安を軽減するため，輸入農畜水産物や輸入加工食品
の検査及び輸入者等の監視指導を計画的に実施し，検査及び監視状況の情報提供を行う。
（１）輸入食品に係る情報提供
本市が実施した収去検査（抜き取り検査）や検疫所が実施したモニタリング検査等，輸
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入食品に係る検査の実施状況及びその違反状況等について情報提供を行う。

（２）関係行政機関との連携
九州地区の検疫所や他の自治体と輸入食品監視に係る情報を共有し，連携して効率的か
つ効果的な収去検査（抜き取り検査）及び監視指導を行う。

（３）残留農薬・動物用医薬品・指定外添加物の検査の実施
輸入農産物や輸入畜水産物を中心に，残留農薬及び動物用医薬品検査を実施する。
また，輸入加工食品には，その製造国では使用が認められているものの日本では認めら
れていない食品添加物（指定外添加物）が使用されているおそれがあるため，過去の違反
事例等を勘案し，指定外添加物の検査を実施する。

４

市民及び食品関連事業者との情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション）
市民及び食品関連事業者が「食品の安全性」に関する知識と理解を深め，意見を表明すること
ができるように，情報提供や意見交換の機会を積極的に提供するとともに，食品衛生法違反や不
良食品，収去検査結果等の公表を行い，市民及び食品関連事業者との情報共有を図る。

（１） 食の安全安心推進協議会の開催
消費者，食品関連事業者，学識経験者及び行政関係者による「福岡市食の安全安心推進
協議会」を開催し，「食品の安全性」を確保し「食の安心」を得ることができる都市の実
現に向け，「福岡市食の安全安心の確保に関する基本方針」に基づき実施する施策に関す
る協議や効果の検証等を行う。

（２）市民参加型のリスクコミュニケーション
校区や地域単位の研修会や意見交換会，施設見学会など，
食の安全に関する情報提供や意見交換を行うため，市民参
加型のリスクコミュニケーション事業を推進する。
また，市民等の求めに応じ，地域・団体等の集会に出向
く出前講座（くらしのステップアップセミナー）を開催し，
食中毒予防や食品表示などに関する情報提供や食に関する
意見交換を実施する。

食の安全安心に関する勉強会

（３）肉類の生食の危険性に関する情報提供
生または十分に加熱調理が行われていない肉類を原因とする食中毒を防止するため，消
費者に対して，肉類の生食の危険性を周知し，中心部まで十分加熱して食べるよう注意喚
起を行う。
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（４）食品の放射性物質に関する情報提供
放射性物質に汚染された食品への不安を軽減するため，国や自治体等が実施している放
射性物質の検査状況や食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値を超
過した食品の流通状況等について，適切に情報提供を行う。

（５）食の安全に関する情報提供
市ホームページ「福岡市食品の安全・安心情報」，「市政だより」，生活衛生情報誌「
くらし上手のヒント」及び各種パンフレット等で，食の安全に関する情報をわかりやすく
提供する。

（６）食品衛生監視指導計画及び実施状況の公表
年度ごとの福岡市食品衛生監視指導計画（案も含む。）及び
その実施結果を公表し，市民及び食品関連事業者と意見交換や
情報共有を行い，協働して市の施策の推進を図る。
くらし上手のヒント vol.1

５

地域特性に応じた食の安全安心対策
福岡市は都市と豊かな自然が近接しており，行政区域７区の地域特性が異なっている。
そこで，各区保健福祉センターにおいて，区の地域特性（広域流通食品製造施設の多い東
区，九州一の商業地域で飲食店やデパート等の多い中央区，博多駅・博多港・福岡空港があ
り，人や食品の九州の陸・海・空の窓口である博多区，都心に近い住宅地として生活のまち
である南区・城南区，豊かな自然環境に恵まれ，調理施設を備えた社会福祉施設の多い早良
区・西区）に応じて，食品関連施設の監視指導や区民とのリスクコミュニケーション事業に
取組み，食の安全安心を推進する。

Ⅱ

監視指導の実施
近年の食中毒の発生状況，違反食品の発見状況，食品の特性，食品取扱施設の規模等をもとに，

危害発生リスクを考慮した重点項目を定め，効率的かつ効果的な監視指導を行う。
※ 平成２５年度食品衛生監視指導計画の年間予定を別表１に示す。

１

重点的に監視指導を実施する事項
（１） 肉類の生食提供施設の重点監視
平成２３年１０月に設定された生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって，生食用
として販売するもの）の規格基準，表示基準及び平成２４年７月に設定された施設基準に基
づき，生食用の牛肉（例：牛刺し，牛ユッケ，牛たたき）が提供または販売されるよう，生
食用の牛肉を取り扱う施設に対し，重点的に監視指導を行う。
また，肉類を原因とする食中毒を防止するため，生食用食肉取扱施設及び生食用規格基準
-7-

の無い肉類（例：鶏刺し，鶏たたき，鶏レバー等）を生あるいは加熱不十分な状態で提供す
る飲食店等に対し，以下の事項について重点的に指導を行う。
・ 生食用食肉及び肉類の衛生的な取扱い
・ 規格基準の無い肉類の生食用提供の自粛
・ 肉類の生食提供によるリスクの認識の周知
・ 認定小規模食鳥処理施設における食鳥の衛生的な処理
・ 調理器具の使い分けや消毒の徹底

（２）広域流通食品製造施設の重点監視
広域流通食品を製造する施設を中心に，衛生管理の推進及び適正表示の徹底を目的として，
以下の事項について重点的に監視指導を実施する。
・製品の適正表示
・原材料の適正管理と適正使用（保存条件や使用期限の遵守等）
・製造・加工・保管等に係る記録の作成，保存
・自主検査の推進

（３）大量調理施設の重点監視
ホテルの結婚披露宴会場や弁当製造工場等の大量調理施設で食中毒事故が発生した場合，
大規模な健康被害につながることから，
「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき，Ｈ
ＡＣＣＰの概念を取り入れた監視を行う。

（４）市の特産品等の重点監視
① 市の特産品の衛生対策
市の特産品として全国へ流通する辛子めんたいこ等を製造
販売する施設に対し，原材料や食品添加物の取扱い，適正な
表示等について監視指導を行う。
② 屋台の衛生対策
「福岡市食品衛生条例」に定められた屋台営業者に関する
規定が確実に遵守されるよう屋台の監視指導を定期的に実施
するとともに，「福岡市屋台指導要綱」に基づき，関係部局
との連携のもと，施設への監視指導や屋台営業者向け講習会
を行い，屋台営業の適正化を図る。

屋台での生もの提供禁止ｽﾃｯｶｰ

（５）地域特性に応じた重点監視
区の地域特性に応じて，各区保健福祉センターにおいて，重点的に監視を行う食品関連
施設を選定し，効果的な監視指導を行う。
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２

食品群ごとの供給行程における監視指導
主な食品群ごとに，供給行程の各段階において，監視指導を実施する。

食品群

供給行程

監視指導項目

・と畜場へ搬入される獣畜等の食用不適食肉の排除
とさつ・解体施設 ・ＴＳＥ等検査の実施
・収去検査の実施（動物用医薬品，残留農薬，細菌）
食肉
食鳥肉
食肉製品等

製造・加工施設

・食肉処理施設における微生物汚染の防止
・製造，加工に係る記録の作成及び保存
・収去検査の実施（動物用医薬品，成分規格，食品添加物等）

・食肉等取扱業者における保存温度，衛生的な取扱い
貯蔵・運搬・販売・
・飲食店等における十分な加熱調理
調理施設
・収去検査の実施（成分規格，食品添加物等）

魚介類
水産加工品

採取業者

・生食用かきの自主検査の実施
・生食用かきの収去検査の実施（動物用医薬品，細菌，貝毒，
ノロウイルス）

加工施設

・適正な保存温度，衛生的な取扱い
・フグの衛生的な処理
・加工に係る記録の作成及び保存
・収去検査の実施（成分規格，細菌等）

・有毒魚介類等の排除
・適正な保存温度，衛生的な取扱い
貯蔵・運搬・販売・
・フグの衛生的な処理
調理施設
・加工に係る記録の作成及び保存
・収去検査の実施（成分規格，細菌等）

食鳥卵
卵製品

・新鮮な正常卵の受入れ
・洗卵時及び割卵時の汚染防止
鶏卵取扱施設
（液卵製造施設， ・製造，加工に係る記録の作成及び保存
選別包装施設）
・汚卵，軟卵，及び破卵の選別等検卵の実施
・収去検査の実施（動物用医薬品，細菌）
貯蔵・運搬・販売・ ・適正な保存温度，衛生的な取扱い
調理施設
・収去検査の実施（食品添加物，細菌等）

製造・加工施設
乳
乳製品

・製造行程及び加工行程における微生物汚染防止
・製造，加工に係る記録の作成及び保存
・食品等事業者における原材料及び製品の自主検査の実施
・収去検査の実施（成分規格，動物用医薬品等）

貯蔵・運搬・販売 ・適正な保存温度，衛生的な取扱い
施設
・収去検査の実施（成分規格，細菌等）
・生食用野菜，果実等の衛生管理
製造・加工施設
野菜，果実，
・収去検査の実施（残留農薬，食品添加物等）
穀類，豆類，
種実類，茶等
及びこれらの 貯蔵・運搬・販売・ ・生食用野菜，果実等の衛生管理
・有毒植物等の市場からの排除
加工品
調理施設
・収去検査の実施（残留農薬，食品添加物，遺伝子組換え等）
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３

食品等取扱施設の監視指導（各区保健福祉センター）

食品等取扱施設を，危害発生のリスクや重要度の高い施設(業態)に応じてランク分けし，危害
発生防止や衛生管理向上を目的とした指導助言を行うための標準頻度(監視回数)の目安を設定し
て，効率的かつ効果的な監視指導を実施する。

【施設(業種)ごとの標準(目安となる)監視回数】・・・詳細を別表２に示す。

ランク
Ａランク

標準監視回数
２回以上／年

対象施設（業態）
大量調理施設，広域流通食品の製造販売施設等，
危害発生リスクの高い施設

Ｂランク

１回以上／年

危害発生リスクの高い施設（Ａランク施設を除
く。）

Ｃランク

１回以上
／２～３年

Ｄランク

４

実情に応じて随時

衛生状態が優良で自主的衛生管理が推進されて
いる施設（各種製造業，処理業除く。）
危害発生リスクの低い施設または業態

卸売市場の監視指導（食品衛生検査所・食肉衛生検査所）
食品の流通拠点である 鮮魚市場，青果市場，食肉市場 の各卸売市場の監視・指導を行い，
不良・違反食品の排除を行う。

（１）鮮魚市場及び青果市場（食品衛生検査所）
せり売り開始前の夜間監視や早朝監視において，有毒・有害魚介類の排除，適正な温
度管理，青果物の衛生的な取扱い，適正な表示等の確保のため，定期的に監視指導及び
収去検査を行い，市場外への不良・違反食品の流通を防止する。また，仲卸店舗や関連
施設での食品の取扱い，保管状況及び適正な表示について監視指導を行う。

鮮魚市場内の監視

青果市場内の監視
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（２）食肉市場（食肉衛生検査所）
と畜検査員が，と畜場法に基づいて牛や豚等を１頭ごとに検査するとともに，と畜場
に搬入される牛(当面３０ヶ月齢以下を含む)や羊について伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）
対策を実施し，食用に適さない食肉の流通を防止する。
また，と畜場内及び併設の食肉処理施設の衛生確保を図るため監視指導を実施する。

伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）対策
・ と畜場に搬入される牛(当面生後３０ヶ月齢以下の牛を含む)や羊について
ＴＳＥスクリーニング検査を実施
・ 特定危険部位（ＳＲＭ）については，適切に除去を行う。
［特定危険部位：全月齢の牛の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から２ｍに限
る)，３０か月齢超の牛の頭部(舌，頬肉，扁桃を除く)・脊髄及び脊柱］

生体検査（牛）

５

生体検査（豚）

枝肉検査

一斉監視の実施
食品流通の季節変動等の特性を踏まえ，春期，夏期及び年末の期間に一斉監視を実施し，
監視の結果，食品衛生法等に違反する事実が認められた場合は，直ちに改善指導や処分を行
うとともに，改善措置状況の確認及び記録を適切に行う。
また，各期間を食品表示監視強化期間とし，食品表示の監視指導の徹底を図る。
なお，類似の事故や違反の発生など，同一の事案を対象とした監視指導が必要な場合にも，
緊急対策として速やかに一斉監視等を実施し，危害発生の未然防止を図る。

（１） 春期食品一斉監視(４，５月)
春の花見シーズンやこれに続く大型連休までの行楽期に，弁当調製施設や飲食店等の
営業施設の監視を強化する。また，例年この時期から細菌性食中毒の発生が増加するこ
とから，食中毒予防の啓発に努める。

（２） 夏期食品一斉監視(７月)
厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえ，高温多湿期における食中毒の発生を防
止するため，食品の適切な保管管理について監視指導を行う。また，食品添加物を不適
正に使用した食品の排除に努める。
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（３） 年末食品一斉監視(１２月)
厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえ，
年末年始に向け大量に流通する多種多様な食品に
対し，製造，調理加工及び保管管理について集中
的な監視を行い，不良・違反食品の排除に努める。
また，ノロウイルスやフグ毒による食中毒防止
対策，市場衛生対策等の監視指導を重点的に実施
する。

６

年末食品一斉監視

違反事例及び一斉監視等の公表
食品衛生法等違反事例に関する情報を，四半期ごとに市ホームページで公表する。
また，春期・夏期・年末一斉監視の立入検査や収去検査等の監視指導結果及び指導・改善措
置内容を一斉監視の実施の都度，公表する。

Ⅲ

食品等の検査（収去等検査計画）
市内で製造(生産)及び販売(流通)される食品について，製造施設や販売店，卸売市場などの
食品供給行程の各段階で採取し，食中毒細菌や食品添加物，残留農薬等について検査を実施す
ることにより，不良・違反食品を排除するとともに，当該食品を製造または販売した施設に対
し，改善策の指導・助言を行う。
また，原子力災害対策本部が定めた検査対象自治体（１都１６県）による食品中の放射性物
質検査の安全性を補完するため，これらの自治体を産地とする農水産物及びそれらを主原料と
する一次加工品の放射性セシウムの検査を行う。

１

食品等の収去検査

・・・・平成２５年度収去等検査計画を別表３に示す。

重点対策事項と連動して，平成２５年度は以下の食品または項目の検査を重点的に実施す
る。
重点的に検査を実施する食品または項目
・ 残留農薬
・ 動物用医薬品
・ アレルギー物質
・ 生食用食肉（規格基準の設定されていない鶏肉等を含む）
・ 漬物（浅漬け）
・ 輸入食品
・ 市の特産品（辛子めんたいこ，唐泊産生食用かき 等 ）
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（１）食中毒菌汚染実態調査
厚生労働省が実施する「食品の食中毒菌汚染実態調査」に参加して，市内で流通または販
売する野菜，肉類，漬物等の食品の細菌検査を行い，食品の食中毒菌汚染実態を把握する。

（２）保健福祉センター独自検査
収去検査の結果や通常監視の中で発見した食品衛生上の問題点，全国での違反食品の発見
状況等を参考に，各区の特色に応じて実態調査や原因究明などの独自テーマを定めて検査を
実施し，監視指導及び食品関連事業者の自主管理体制の推進の一助とする。

（３）リスクコミュニケーション事業に伴う試買検査
市民が消費者の視点で選び購入した食品について，食品添加物や残留農薬などの検査を実
施し，市内に流通している食品の安全性を市民とともに確認する。

（４）残留農薬等の一日摂取量の調査
厚生労働省が実施する「食品残留農薬等一日摂取量実態調査」に参加し，日常の食事から
どの程度の量の農薬を摂取しているかを把握するとともに，食品添加物についてもマーケッ
トバスケット方式で一日摂取量を調査する。

２

違反食品の発見時
収去検査等の結果，違反事実が判明した場合には，当該違反食品が営業上使用・販売等
されることのないよう，直ちに回収・廃棄等の措置を講じるとともに，当該違反食品の広
域流通性及び違反内容の危害性，緊急性等から判断し，厚生労働省や消費者庁，関係する
都道府県等と連携して，消費者が不良な食品を使用することのないよう，対象食品，対象
施設，違反した者の名称，違反内容等を速やかに公表し危害発生の未然防止に努める。
また，違反の原因究明，再発防止等の措置を講じるため，必要に応じ営業の禁止・停止
等の行政処分を行う。

３

収去検査結果の情報提供
食品衛生法等に違反した食品の公表だけで
なく，収去検査の結果が適正であった食品に
関する情報についても，市ホームページで
情報を提供する。

検 査 の 結 果 ，違 反 等 が な か っ た 食 品 の 一 覧 表
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Ⅳ

健康被害発生時の対応

１

食中毒等健康被害発生時
食中毒や違反食品等による健康被害発生の情報を探知した際には，直ちに保健福祉センタ
ーが患者の症状や喫食状況の調査を実施し，保健環境研究所等で食品残物や患者便などの検
査を行うとともに，関係部局と緊密な連携を図り，被害の拡大防止及び迅速な原因究明に努
める。
原因施設が特定された場合は，必要に応じて営業の禁止・停止等の行政処分を行い，施設
の消毒，従事者に対する衛生教育等を実施することにより再発防止を図る。また，迅速に市
民へ情報を提供し，被害の拡大防止や類似事故の発生防止に努める。
【大規模食中毒及び薬物中毒事案等への応急的対応】
・医療体制の確保（市民の生命保護を最優先に関係部局と連携し，診断・治療
のための医療機関の確保等を行う。）
・人員体制の確保（所管区域の枠を越えた応援態勢により，速やかに被害拡大
防止と原因究明のための対策を講ずる。）
・厚生労働省，国立感染症研究所等への協力要請（専門家チームの派遣等を要
請し，疫学調査等に関し必要な支援を受ける。）

２

事件・事故発生時の公表
食中毒等の健康被害が発生した場合や広域又は多量に流通する違反食品等を発見した場
合は，食品衛生上の危害発生・拡大防止の観点から，必要に応じ報道機関への情報提供や
市のホームページへの掲載を行う。

Ⅴ
１

関係機関との連携
庁内の連携
（１）食の安全安心確保に関する庁内連絡会議
市民の食の安全安心を総合的に確保するため，市民局，環境局，農林水産局，教育委
員会及び保健福祉局で構成する「福岡市食の安全安心の確保に関する連絡会議」を開催
し，緊密な情報交換を行い一元的な対応を図る。
また，必要に応じ，ＢＳＥ(牛海綿状脳症)や鳥インフルエンザに関する連絡会議にお
いて，情報交換や対策についての協議を行う。
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（２）食中毒や不良食品等に関する情報共有
食中毒事件や違反食品及び苦情に伴う不良食品等に関して，保健福祉センターや保健
環境研究所，消費生活センター等の関係機関が，相互に逐次情報交換を行い情報の共有
化を図る。

（３）学校及び社会福祉施設における給食等の安全確保に係る連携
学校給食や社会福祉施設（保育所・特別養護老人ホーム等）における給食等に起因す
る食中毒などの事故を未然に防止するため，教育委員会や保健福祉局等の所管課と連携
を図り，自主的衛生管理推進のための助言指導・支援を行う。

（４）市場流通食品の安全確保
中央卸売市場(鮮魚，青果，食肉)を流通する食品の安全を確保するため，農林水産局
の所管課と連携し，市場内の衛生管理の推進や不良食品の排除に努める。

（５）市内産農水産物の安全確保
農林水産局と連携を図り，市内で生産される農・水産物の安全性を確保する。
① 農産物(野菜・果実等)
農林水産局や生産者と事前調整のうえ，出荷前農産物の残留農薬の検査や農薬の
使用履歴の点検を行い，安全性の確保を図る。
② 水産物（生食用かき）
市内で養殖される「生食用かき」について，漁業協同組合が行う出荷開始前・出荷
期間中の自主検査，浄化処理及び表示等について，指導助言や検査を行い安全性の確
保を図る。

２

厚生労働省及び関係自治体との連携
厚生労働省や関係自治体の食品衛生担当部局との連携を密にし，違反食品発見時や食中毒
発生時における監視指導を効率的かつ効果的に実施することにより，被害拡大防止や不良食
品の排除等の対策を的確に講じる。

３

農林水産省や関係自治体の農林水産部局との連携
農畜水産物などの安全性を確保するため，家畜伝染病予防法や農薬取締法を所管する関係自
治体の農林水産部局と連携を図る。

４

消費者庁及び関係行政機関との連携
食品衛生法違反の速やかな公表や食品表示の適正化のため，消費者庁や消費生活センターと
連携を図るとともに，食品衛生法以外の食品表示関係法令（ＪＡＳ法，景品表示法等）を所管
する行政機関と連携し，適正表示対策を推進する。
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５

近隣自治体との連携
福岡県や北九州市等の近隣自治体の食品衛生担当部局と積極的に情報交換を行い，効果的
な監視指導を実施する。

Ⅵ

食品関連事業者による自主的衛生管理の推進
食の安全安心を確保するため，食品関係事業者が自ら実施する衛生管理は必要不可欠であり，

また食品関係事業者の責務でもある。
このため，次の施策を実施し事業者による自主的な衛生管理を推進する。

１

集団給食施設への支援
社会福祉施設等の集団給食施設における食中毒などの事故を未然に防止するため，衛生管
理推進のための助言指導・支援を行う。

２

食品衛生責任者等の設置の徹底
各施設に食品衛生管理者や食品衛生責任者等の食品衛生に関して相当の知識を有する者を
設置させ，製造，加工，調理等に関し自主的衛生管理の推進を図る。

３

責務規定遵守の徹底
食品関連事業者が食品に係る健康被害や違反（疑いを含む。）に関する情報を把握した場合
は保健所長等へ速やかに報告を行うこと，原材料や製品等の自主検査を実施すること，製造に
関する記録を作成・保存し，保健所長から要請があった場合には当該記録を提出することなど，
食品関連事業者の責務規定の遵守について徹底を図る。

４

食品関連事業者向け衛生講習会の実施
食中毒の発生状況，法令等の施行・改正の概要など，食品衛生に関する最新情報を分かり
やすく提供するため，食品衛生管理者や食品衛生責任者，食品関連事業施設の従事者を対象
とした食品衛生講習会を実施し，年１回以上の受講を推進する。
また，新規開業者向けの衛生講習会を開催し，食品衛生法はもとより，ＪＡＳ法，雇用保
険法，消防法等の関係法令についても事業者へ周知を行い，法令遵守（コンプライアンス）
意識の徹底を図る。

５

ＨＡＣＣＰ的手法による衛生管理の啓発普及
大量調理施設や広域流通食品の製造施設等危害発生リスクの高い施設に対しては，ＨＡＣ
ＣＰ的手法による衛生管理の普及啓発に努め，安全な食品の提供を目的とした自主的衛生管
理の推進を図る。
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６

食品衛生指導員への支援
(社)福岡市食品衛生協会では，協会所属の食品衛生指導員による営業施設への巡回指導や
助言などを行っていることから，食品衛生指導員を対象に食品衛生知識の習得を目的とした
研修会を定期的に実施するなど，自主的衛生管理の推進を支援する。

７

関連業界団体への支援
食の安全安心を確保する上で，食品事業者の自主的衛生管理の向上
を積極的に推進している業界団体の役割は重要である。このため，
業界団体への情報提供や研修会の開催などにより，その活動を側面か
ら支援する。また，福岡（博多）の特産品である辛子めんたいこの自
主的衛生管理の推進のため，業界団体（全国辛子めんたいこ食品公正
取引協議会）と協働して適正表示や衛生管理に取り組む。

辛子めんたいこ
表示・衛生管理の手引き

８

優良施設の表彰及び公表
衛生管理が優良な施設等を表彰し公表することによって，食品関連事業者の衛生意識
の高揚を図る。

Ⅶ

人材の育成及び資質の向上(職員への研修)
関係職員(食品衛生監視員，と畜検査員，食鳥検査員等)は，監視・指導にあたって最新の衛生
管理技術等が要求される。このため，食品衛生に携わる職員の資質向上を目的として，計画的に
各種研修を実施するとともに，国が実施する研修会等へ派遣を行う。

１

食品衛生監視員(食鳥検査員を含む)を対象とした研修
・新任食品衛生監視員研修会(基礎的知識の習得)
・食品衛生に関する研究発表会(調査研究や事例の情報交換)
・フグ研修会(フグの種類鑑別や有毒部位等に関する専門的知識の習得)
・全国食品衛生監視員研修会研究発表会
・ＨＡＣＣＰに係る助言等を行う食品衛生監視員の養成講習会
・国立保健医療科学院食品衛生管理研修

２

・・・ほか

と畜検査員を対象とした研修
・全国食肉衛生検査所協議会各部会研修会
・食肉衛生技術研修会・衛生発表会

３

・・・ほか

食品に係る検査担当職員を対象とした研修
・全国衛生化学技術協議会

・・・ほか
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Ⅷ

食品等の検査実施体制の確保
食品の安全確保を目的とした監視指導を的確に実施するには，適正かつ迅速な検査を実施する
ことが重要であることから，検査体制の確保と検査技術の維持及び向上に努める。

１

実施機関
・保健環境研究所：各区保健福祉センターが収去した市内製造・流通品等の検査
・食品衛生検査所：鮮魚市場及び青果市場内流通品の検査
・食肉衛生検査所：と畜場及び併設の食肉処理施設流通品の検査

２

検査結果の信頼性確保
検査結果の信頼性を確保するため以下の内部点検等を行う。
・内部点検(検査の適正実施の確認)
・精度管理(各検査機関内部での検査精度の検証)
・外部精度管理(外部機関による検査精度の検証)

３

機器整備と検査技術の向上
法令改正による新たな基準設定への対応や，より精度の高い検査を実施するため，必要な
検査機器を計画的に整備する。
検査担当職員の検査技術の向上を図るため，相互の情報交換に努め，必要に応じ技術研修
会等へ派遣を行う。
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(別表１) 平成２５年度福岡市食品衛生監視指導計画の年間予定
４月

５月

６月

７月

８月

９月 １０月 １１月 １２月 １月

新規施設調査
飲食店
通
常 各種製造施設
監
各種販売施設
視
屋台監視
一 春期一斉監視
斉
夏期一斉監視
監
視 年末一斉監視

（各施設の状況に応じ実施）

○

○
○
○

学校給食施設
集 社会福祉施設
団
病院給食施設
給
食 認可外保育施設等

(各区の計画により実施)

事業所等
どんたく
高校柔・剣道大会

○
○

イ 高校総体
ベ
筥崎八幡宮
ン
ト 十日えびす

○
○

○

夏越祭

放生会
南福岡 東公園

アジアマンス

○

○

その他イベント

適宜実施

市 鮮魚市場
場
内 青果市場
監
視 食肉市場
食品等事業者向け

講
習
会
等

主に実施

事業者等の要望により実施

新規開業者のための
食品衛生講習会
食品衛生責任者養成
講習会（指定機関実
施）

年5回実施
年12回実施

くらしのステップアッ
プセミナー
食品衛生月間

適宜受付実施
○

健康フェア

○
－ 19－

２月

３月

（別表２） 施設（業種)ごとの標準(目安となる)監視回数
ランク

標準監視回数

対象施設（業態)の概要

(目安となる回数)

Ａ ２回以上／年

大量調理施設，広域流通品製造施設等，危害発生リスクの高い施設
(対象施設)
①飲食店営業

宴会場のある旅館，仕出し，弁当屋，大型飲食店等の大量調理施設※
※同一メニューを１回３００食又は１日７００食以上調理し、提供するものをいう

②各種製造業，処理業

大量または広域流通食品製造施設（許可不要施設含む。）

③集団給食施設

大量調理及び小児，老人等のハイリスクグループへの食品提供施設

④食鳥処理法に基づく認定小規模食鳥処理施設
⑤総合衛生管理製造過程承認施設

Ｂ １回以上／年

危害発生リスクの高い施設（Ａランク施設を除く。）
(対象施設)

Ｃ １回以上

①飲食店営業

食中毒発生リスクの高い食品（食肉の生食料理等）を提供する施設

②各種製造業，処理業

Ａランク以外の施設

③集団給食施設

Ａランク以外の施設

④各種販売業

食中毒発生リスクの高い食品を販売する施設（許可不要施設含む。）

衛生状態が優良で自主的衛生管理が推進されている施設（各種製造業，処理業除く。）

／２～３年 (対象施設)
①飲食店営業

食中毒発生リスクが低い食品を提供する施設
Ｂランク施設の中で自主衛生管理の良好な施設

Ｄ

②集団給食施設

A及びＢランク施設の中で自主衛生管理の良好な施設

③各種販売業

Ｂランク施設の中で自主衛生管理の良好な施設

実情に応じて 危害発生リスクが低い施設または業態
随時
(対象施設)
①飲食店営業

スナック，カフェー等の主に飲み物提供施設

②喫茶店営業

コーヒー・ジュース等の飲み物提供施設

③各種販売業

食中毒発生リスクの低い食品を販売する施設

④仮設・移動営業
⑤自動販売機

監視回数の増減(施設に応じた監視)
各施設への監視指導の回数は、上記の業種ごとのランクを目安とするが、以下の内容を考慮して施設に応じた監視を
実施する。
① 食品供給行程(製造，流通，販売など)の各段階での安全性の確保
② 各施設の規模や取扱食品の種類と数量及び製造・販売される食品の流通の範囲
③ 過去の食中毒及び違反食品等の原因施設の発生原因の評価に基づく施設改善状況
④ 営業の特殊性
⑤ 従来より施設の衛生管理状況が優良な施設(自主的衛生管理の推進状況)
⑥ 提供される食品の対象者
⑦ 提供される食品の調理・保存・包装方法の危害発生リスク
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（別表３）

平成２５年度収去等検査計画

①【市内製造・販売・流通品 】 検体採取機関：各区保健福祉センター
検査実施機関：保健環境研究所（一部食品衛生検査所）
※ 放射性物質（放射性セシウム）の検査は民間検査機関に委託

検査等の内容
予定検体数
刺身の細菌やヒスタミンの検査，養殖魚介類の動物用医薬品の検査，フグの毒素や肉種鑑別，
113
生食用かきの貝毒・ノロウイルス等の検査 等

食品分類
魚介類

116

魚介類加工品

辛子めんたいこや魚肉練り製品等の細菌及び添加物等の検査，魚介干物のヒスタミン検査 等

冷凍食品

冷凍食品の成分規格(細菌検査)・添加物検査 等

肉卵類及びその
加工品

食肉・食鳥肉の細菌・抗生物質・動物用医薬品・残留農薬等の検査，食肉製品の細菌・添加物
等の検査，鶏卵・液卵の細菌・抗生物質・動物用医薬品の検査，卵製品の細菌・添加物検査
等

170

乳類及びその加
工品

生乳・牛乳等の細菌(黄色ブドウ球菌産生毒素検査)・動物用医薬品・抗生物質・残留農薬等の
検査，乳飲料の添加物検査，乳酸菌飲料やヨーグルト等の規格基準(細菌，成分等)の検査，
チーズ・食用油脂の細菌・添加物の検査 等

39

17

アイスクリーム類
アイスクリームや氷菓等の規格基準(細菌，成分等)の検査
及び氷菓
穀類及びその加 めん類の細菌及び添加物の検査，即席めんの油の酸化度，弁当そうざい類の細菌・添加物等
の検査，米のカドミウムや残留農薬，小麦等の残留農薬 等
工品

427

野菜類・果実及び 味噌・醤油等の添加物検査，野菜・果実・茶等の残留農薬，果実・野菜加工品の漂白剤，漬物
や豆腐等の細菌及び添加物 等
その加工品

208

46

菓子類

生菓子類の細菌及び添加物検査，ナッツ類や油菓子等のカビ毒検査や油の酸化度の検査 等

99

清涼飲料水

清涼飲料水(ミネラルウォーター含む)の成分規格(細菌・有害金属等)の検査 等

68

酒精飲料

果実酒・リキュール等の添加物(酸化防止剤，保存料等)の検査

5

氷雪

飲食用氷雪の規格基準(細菌）の検査

3

缶詰・瓶詰食品
（ﾚﾄﾙﾄ食品）

保存試験(細菌検査)，保存料等の添加物，有害金属，水分活性等の検査

その他の食品

健康食品の有害金属等の検査 等

11
9

添加物及びその
かんすいやタール色素製剤等の食品添加物の規格基準の検査
製剤
器具及び容器包
合成樹脂容器の規格基準の検査， 割り箸の防かび剤
装

3
15
135

輸入食品

輸入食品の指定外添加物等の検査

アレルギー物質
の検査

特定原材料（卵・小麦・乳・えび・かに・そば）の検査

51

保健所独自検査 食品衛生上の問題点に関し，独自に保健所がテーマを定め収去検査等を行う

130

青果物，輸入冷凍野菜等の残留農薬，加工食品の食品添加物 等

食品試買検査

210

予定検体数の合計

1,875

【重点的に検査を実施する項目】（再掲・重複）
項目

検査対象品

予定検体数

114

残留農薬の検査

市場外流通の野菜・果実，小麦，大豆，茶，乳，冷凍野菜 等

動物用医薬品等の検査

養殖魚介類，食肉，乳，食鳥卵 等

55

アレルギー物質の検査

特定原材料（卵・小麦・乳・えび・かに・そば）の混入が予想される各種加工
食品

51

食中毒菌汚染実態調査

食肉，カット野菜，漬物 等

輸入食品の検査

輸入冷凍野菜，輸入菓子，輸入缶詰・瓶詰食品，輸入食肉 等

97

本市の特産品の検査

辛子めんたいこ，唐泊産生食用かき，おきうと・ところてん

70
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（別表３・続き）

平成２５年度収去等検査計画

②【鮮魚・青果市場流通品】

検体採取機関：食品衛生検査所
検査実施機関：食品衛生検査所（一部保健環境研究所）
※ 放射性物質（放射性セシウム）の検査は民間検査機関に委託

食品分類
魚介類
魚介類加工品

検査等の内容
魚介類の細菌，抗生物質，動物用医薬品，水銀，貝毒及びPCB等の検査，フグの
毒素や肉種鑑別 等
魚肉練り製品等の細菌，添加物及びヒスタミンの検査

予定検体数

290
90

等

野菜類・果実及び
青果物の残留農薬，防ばい剤及び細菌の検査，加工野菜，漬物の細菌検査 等
その加工品

360
70

市内生産農産物 青果物の残留農薬検査(出荷前検査：農林水産局との共同事業)

55

鮮魚市場内で使用される浄化海水の検査
食品以外の検査

200

鮮魚市場内の拭き取り検査
予定検体数の合計

1,065

【重点的に検査を実施する項目】（再掲・重複）
項目
残留農薬の検査

検査対象品
青果市場を流通する国産青果物，輸入青果物 等

動物用医薬品等の検査

鮮魚市場を流通する魚介類 等

食中毒菌汚染実態調査

青果市場を流通する野菜，漬物 等

輸入食品の検査

鮮魚及び青果市場を流通する輸入青果物，輸入魚介類 等

③【食肉市場流通品】

豚

※予定検体数：
※抗生物質 ：

馬
めん羊(ヒツジ)
山羊(ヤギ)

検査内容

予定検体数※

・生体検査や解体前及び解体後検査による
疾病の排除
・病理学的検査，微生物学的検査，理化学的
検査
・TＳＥスクリーニング検査
等

約300頭
約300頭
0

0

0

と畜検査は，と場に搬入される牛や豚等の１頭ごとの全頭検査であるので，過去の実績からの予定処理
頭数を記載
投薬の疑いのある牛や豚について，収去検査を実施

抗生物質
豚
合計

抗生物質※

約21,000頭
約133,000頭
0

モニタリング検査（実態調査）

牛

290
105
50
153

検体採取機関：食肉衛生検査所
試験実施機関：食肉衛生検査所（一部保健環境研究所）
分類
牛

と畜検査

予定検体数

20
30
50

予定検体数
動物用医薬品
合成抗菌剤
ペニシリン系等

20
20
40

10
10
20

枝肉等の拭き取り検査（大腸菌群，Ｏ１５７等の細菌検査）
予定検体数
牛枝肉(胸部，臀部)
豚枝肉(胸部，臀部)
食肉カット工場内部

80
80
50
－ 22 －

残留農薬

10
10
20

－－用語説明(五十音順)－－

【あ】
●遺伝子組換え食品
細菌等の遺伝子の一部を切り取って，その構成要素の並び方を変えてもとの生物の遺伝子に戻したり，
別の種類の生物の遺伝子に組み入れたりする技術を遺伝子組換え技術といい，この技術を応用して品種改
良した農産物又はそれを原料とした食品を遺伝子組換え食品といいます。遺伝子組換え食品については，
平成１３年４月から安全性審査と表示が義務化され，安全性未審査の遺伝子組換え食品やこれを原材料に
用いた食品については輸入や販売等が禁止されました。
平成２５年２月

日現在，大豆，じゃがいも，トウモロコシ，てんさい，わた，なたね，アルファル

ファ，パパイヤの８種類の農産物（１６９品種）と７種類（１５品目）の食品添加物について安全性審査
を行い，人の健康に影響がないことが確認されています。

●ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）
ハサップ，ハシップ，ハセップと呼ばれており，原材料から製品に至る各製造工程の潜在的な危害を分
析して，危害発生防止のための総合的な衛生管理を導入して製造を行う，食品事故等を予防するシステム
です。食品衛生法では総合衛生管理製造過程と呼ばれ，このＨＡＣＣＰの衛生管理システムを導入・実施
している食品製造施設からの申請により，厚生労働大臣が総合衛生管理製造過程承認施設として承認しま
す。なお，承認の対象は，乳，乳製品，清涼飲料水，食肉製品，魚肉ねり製品，容器包装詰加圧加熱殺菌
食品の６品目です。

【か】
●カンピロバクター
鶏や牛，ペットなどの腸管に棲むことから食品への汚染の機会が多い食中毒細菌で，少量の菌数で発症
します。主な症状は，腹痛，下痢，発熱等で，まれに重篤な神経障害(ギランバレー症候群)を発症するこ
とがあり注意を要します。

●景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）
過大な景品付き販売や虚偽・誇大な表示によって消費者の商品購買動機や商品選択を誤らせることのな
いよう，これらの行為を規制した法律です。不当な顧客誘引行為から消費者を保護することを目的として
います。不当表示については，実際より著しく優良であると誤認させる「優良誤認」，実際の取引条件よ
り著しく有利であると誤認させる「有利誤認」などがあります。

【さ】
●残留農薬
農作物や環境中に残る農薬やその代謝物です。農作物などの栽培・保存時に農薬を使用した場合，農薬
は目的とした薬効を発揮し，徐々に分解・消失しますが，収穫までに全てがなくなるとは限らず，そのま
ま農作物に残り，食品や家畜の飼料として利用されることで，ヒトの口に入ることが考えられます。
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●ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）
食品衛生法とともに食品の表示を規制する法律で，農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引きの単
純公正化・使用又は消費の合理化を図ることと，適正表示によって一般消費者の選択に資することを目的
に定められています。農林水産大臣が制定した日本農林規格による格付検査に合格した製品にＪＡＳマー
クを付けることを認めるＪＡＳ規格制度（有機食品の検査，認証も含む）と，品質表示基準に従った表示
を全ての飲食料品に義務づける品質表示基準制度の２つの制度から成ります。

●施設基準
食品衛生法に基づき，都道府県知事が公衆衛生に与える影響が著しい営業について，業種別に営業施設の
構造や食品取扱設備等について定めた基準です。

●社団法人福岡市食品衛生協会
食品衛生法の趣旨により，飲食に起因する食中毒，感染症その他の危害の発生を防止し，食品衛生の向
上を目的に，昭和３７年に発足した団体です。食品衛生に関する普及啓発や営業施設の衛生保持に関する
事業，食品衛生指導員活動，食品衛生責任者に対する衛生教育等を実施しています。

●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係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。

●食品衛生監視員
食品衛生法で資格や権限等が定められている行政職員で，食品関係施設の許可及び監視指導，食中毒事
故等の調査，営業者に対する衛生教育，市民に対する食品衛生知識の普及と情報提供等の業務を行ってい
ます。

●食品衛生管理者
食品衛生法で食品の製造，加工の過程で特に衛生上の考慮を必要とする食品（食肉製品，魚肉ハム，ソ
ーセージ等）を製造する営業施設に設置が義務づけられています。

●食品衛生指導員
食品業界における自主衛生管理体制の確立を目指して発足した制度で，福岡市では，社団法人福岡市食
品衛生協会が行う講習を修了した者の中から，協会長が任命しています。
現在，約３００人が主に営業者等への巡回指導，食品衛生知識の普及啓発等の活動をしています。

●食品衛生責任者
福岡市食品衛生条例で営業施設への設置が義務づけられています。調理師等の有資格者の他，食品衛生
責任者養成講習会で必要な課程を修了した者がなることができます。他の従事者に対して食品の取り扱い
等についての指導を行い，施設全体の衛生管理を行わなければなりません。
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●食品衛生法
飲食に起因する危害の発生を防止するとともに，国民の健康保護を図ることを目的とした法律です。食
品，添加物等の安全性確保のための規格や基準を設けています。
また，違反食品の発見や食中毒発生時には，被害の拡大防止と原因究明のため，違反品の回収・廃棄や
営業施設の禁止・停止等の措置が図られるよう規定しています。
なお，都道府県等においては，食品衛生法に基づき，営業施設の施設基準や食品関連事業者が守るべき
衛生上の基準を設けています。

●食品関連事業者
食品等の採取，製造，輸入，加工，販売等を行う事業者や集団給食施設等を運営する事業者のことです。

●生食用食肉
食品衛生法第１１条第１項に基づく規格基準において「牛の食肉（内臓を除く。）であって，生
食用として販売するものに限る」と規定されており，食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表
示の基準に関する内閣府令（表示基準府令）においても対象の範囲は同じとされています。

●製造基準
食品衛生法に基づき，厚生労働大臣が公衆衛生上の見地から，販売の用に供する食品の製造方法を定め
た基準をいいます。

●成分規格
食品衛生法に基づき，厚生労働大臣が公衆衛生上の見地から，販売の用に供する食品の成分を定めた規
格をいいます。

【た】
●腸管出血性大腸菌
動物の消化管に生息する大腸菌の一種で，猛毒のベロ毒素を産生し，激しい腹痛，水溶性の下痢，血便
などの症状を引き起こします。少量の菌で発症し，特に乳幼児や高齢者は，溶血性尿毒症症候群（HUS）や
脳症（意識障害など）を発症するなど重症化しやすく，危険な食中毒の原因菌です。

●動物用医薬品
動物用医薬品は，牛，豚，鶏等の畜産動物や養殖魚に対して，病気の予防や治療のために使用されるも
ので，抗菌性物質(抗生物質，合成抗菌剤)，内寄生虫剤，ホルモン剤等に分類されます。いずれの薬剤も
対象動物に対する使用時期や使用量，休薬期間等の適正な使用法が定められています。

●と畜検査
牛，馬，豚，めん羊(ヒツジ)及び山羊(ヤギ)は，「と畜場法」により，と畜検査員（獣医師）が行う検
査に合格しなければ食用にすることができません。食用に不適当な病気の家畜や病変部位を排除すること
により，食肉の安全性を確保しています。
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●と畜検査員
と畜場法に基づき，市長が任命する職員（獣医師）のことで，食肉衛生検査所において，と畜検査に従
事しています。

●と畜場法
と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜処理の適正確保のために，公衆衛生の見地から必要な規
制その他の措置を講じることにより，国民の健康保護を図ることを目的とした法律です。
なお，「と畜場」とは，食用に供する目的で牛，馬，豚，めん羊(ヒツジ)及び山羊(ヤギ)をとさつし，
又は解体するために設置された施設です。

●ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症）（transmissible spongiform encephalopathy）
脳にスポンジ状の変化を起こす中枢神経系の疾病です。プリオンを病原体とする牛，羊，山羊等の疾患
を総称してＴＳＥと言います。ＴＳＥには牛のＢＳＥも含まれます。

●ＴＳＥスクリーニング検査
食肉衛生検査所において，と畜場に搬入され食肉処理される牛や羊の脳（延髄）について，エライザ法
（抗原抗体反応の一種で，病原体の有無を抗体に付いた酵素により色の変化として検出し，発色の度合い
により判定する方法）によるＴＳＥのスクリーニング検査を実施しています。この検査でＴＳＥを疑う結
果が得られた場合は，さらに精密な確認検査（ウエスタンブロット法，免疫組織化学検査，病理組織検査）
を実施し，最終的な診断を行います。
なお，検査の結果が確認されるまでの間，枝肉や内臓等の全ての部位は市場内に保管され，最終的にＴ
ＳＥと診断されたものは出荷せず焼却処分となります。

【な】
●認定小規模食鳥処理施設
年間の食鳥の処理羽数が３０万羽以下の小規模の食鳥処理場で，厚生労働省令で定める基準に適合した
施設として，都道府県知事等が認定した施設です。

●ノロウイルス
食中毒又は感染症の病因物質です。主な症状は，吐き気，嘔吐，下痢，腹痛，発熱(微熱)などで，感染
してから通常 24 時間から 48 時間で発症します。
カキやシジミ等の二枚貝を生あるいは十分に加熱しないで食べたり，ノロウイルスに感染した食品取扱
者の手指などを介して汚染された食品を食べたり（二次汚染）することによって，食中毒を引き起こしま
す。
食中毒の防止には，食品を取り扱う前の手洗い，食材の十分な洗浄，食品中心部までの十分な加熱が重
要です。また，二次汚染の防止として，食品取扱者の健康チェックを毎日行い，少しでも症状があるとき
は作業から外れるなどの対策も必要です。

- 26 -

【は】
●ＢＳＥ（牛海綿状脳症）（bovine spongiform encephalopathy）
ＢＳＥは，昭和６１年に英国で発見され，牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし，起立不能等の症
状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病です。ＢＳＥの原因は，まだ十分に解明されていませんが，
プリオンという通常の細胞タンパクが異常化したものが原因と考えられています。

●福岡市食品衛生条例
平成１２年に定めた条例で，食品衛生法に基づき，営業施設の内外の清潔保持，ねずみ・昆虫等の駆除，
食品衛生責任者の設置その他公衆衛生上講ずべき措置について，必要な管理運営基準を定めています。

●放射性物質
放射線を出す能力（放射能）を持つ物質のことをいいます。
東京電力㈱福島第一原子力発電所事故を受けて，平成２３年３月１７日に食品中の放射性物質について，
暫定的な規制値（暫定規制値）が設定されていましたが，平成２４年４月１日から新たな基準値（規格基
準に基づく新基準値）が施行されました。

●保存基準
食品衛生法に基づき，厚生労働大臣が公衆衛生の見地から，販売の用に供する食品の保存方法を定めた
基準をいいます。

【ま】
●マーケットバスケット方式
食品添加物や農薬などを実際にどの程度摂取しているかを把握するため，スーパー等で販売されている
食品を購入し，その中に含まれている食品添加物等の量を測り，その結果に国民健康・栄養調査に基づく
食品の喫食量を乗じて摂取量を推定するものです。

【ら】
●リスクコミュニケーション
食の安全に関する情報を公開し，消費者，食品関係事業者，学識経験者及び行政関係者が，食に関する
リスクを認識，分析する過程において得られた情報及び意見を相互に交換し，双方向の対話を図ろうとす
るものです。食品衛生に関する施策の参考とします。
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平成２５年度 福岡市食品衛生監視指導計画
福岡市保健福祉局生活衛生部食品安全推進課
〒810-8620
福岡市中央区天神１－８－１
ＴＥＬ０９２－７１１－４２７７
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