
 

「平成29年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）」に対する 

パブリック・コメント手続の実施結果の概要について 

 

１ 意見等受付期間 

平成29年１月11日（水）～平成29年２月10日（金） 

 

２ 公表資料の配架場所 

  (１) 健康局生活衛生課 

  (２) 大阪市保健所（食品衛生監視課、各生活衛生監視事務所） 

  (３) 食肉衛生検査所 

  (４) 中央卸売市場食品衛生検査所 

  (５) 中央卸売市場東部市場食品衛生検査所 

  (６) 各区役所保健業務主管課（各区保健福祉センター） 

  (７) 各区役所広聴担当（出張所も含む） 

  (８) 消費者センター 

  (９) 大阪市サービスカウンター 

  (10) 市民情報プラザ 

 

３ 意見募集方法 

  ファクシミリ、持参、送付、電子メール 

 

４ 集計結果 

 ・総意見件数 64件 

 ・意見等提出方法別受付件数 

総受付件数 ファクシミリ 持 参 送 付 電子メール その他 

50 21 ４ 23 ２ ０ 

・所在地 

市内：49名、市外：１名、不明：０名 

 

５ 提出意見及び本市の考え方 

  別添のとおり 

 

６ 問い合わせ先 

  大阪市健康局健康推進部生活衛生課 

  〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所２階 

  電話：０６－６２０８－９９９１  



NO. 意見要旨 本市の考え方

1 大阪市・大阪府で協力して進めていく項目を増やして欲しい。

　大阪府を含む府域自治体とは、緊密に情報交換を行うととも
に、連携して事業を進めています。
　大阪府及び保健所設置市（大阪市、堺市、豊中市、高槻市、
枚方市、東大阪市）はそれぞれ食品衛生監視指導計画を策定
していますが、消費者への食中毒防止の啓発事業など共同し
て事業に取り組むことにより、予算を有効活用するよう努めて
います。

食品衛生監視員を増やして欲しい。
年1回しかまわれないのは食品衛生監視員が少ないからだと思う。

年々増え続けている輸入食品が充分に検査がされているのか不安。検査数を増やしてほしい。
また、十分な検査を行うためにも、食品衛生監視員、検査員を増員し、検査体制を強化してほしい。

区の独立性を言うなら、身近な相談窓口として各区役所に設置している保健福祉センターに人材と機器類など体制を整
え直す必要がある。

食品等事業者への監視をもっと厳重にするためにも、職員や予算を増やすなどして、充分な監視を行ってほしい。

卸売市場の「食品衛生検査所」の扱いはどのようになるのか。食品衛生の要というべき機関の民営化はしないでほし
い。

食品衛生に関する専門職の存在に注視し研究体制をつくるべきである。

保健所の生活衛生監視事務所が5か所で市内全体を監視するのは大変難しいと思う。
区役所の保健福祉センターに食品衛生監視員を配置して、監視指導回数を増やしてほしい。

NO. 意見要旨 本市の考え方

路上販売弁当等の監視指導をお願いする。

路上販売弁当について、弁当調製後の販売時間を徹底して指導するべき。

路上販売弁当の衛生対策が不安である。

路上販売弁当の検査をしっかりとしてほしい。

監視指導について全体的に回数が少ない様に思う。
食品衛生監視員の人数が少ないからだと思うが、食品に関する事は手薄にならない様に力を入れてほしい。

監視指導の回数が少なく感じるので増やしてほしい。

重点監視対象施設と監視回数について、監視回数が少ない。
食品衛生監視員が不足しているのであれば増員し、しっかりと対応してほしい。
また、行政処分等を受けた施設に対しては、他の施設の倍以上の検査・監視指導をお願いする。

食品衛生法違反による行政処分等を受けた施設の監視指導回数をはっきりと明記するとともに、食品衛生監視員を増
員し、でるだけ多く監視指導してほしい。

食中毒の発生を防止するために監視指導は年に3回は必要と思う。

職員を増員して、監視指導回数、食品検体数を増やしてほしい。

毎年、監視指導回数など変化が見られないように思う。
前年度からの改善点、進歩状況、到達点などを指導計画に入れてもらうと分かりやすいと思う。

チェーン店の各店や小さな店も監視指導が行われているのか。対象となる施設とならない施設があるのか。

監視指導の目的は、事故の未然防止であるため、監視対象施設で事故が発生することのないよう、また対象施設では
ない施設で事故が発生したのではあれば、その後の対応を検討し、しっかりと監視をしてほしい。

食の安全が第一なので、定期的に抜き打ちで監視指導に入って指導してほしい。

監視はできる限り、抜き打ちでお願いする。

監視指導する際に事前に知らせるのではなく、抜きうちで検査してほしい。
事前に知らせた場合、業者側が準備するため、本来の状態を確認できないと思う。

監視指導は抜き打ちで行わなければ、実態は掴めない。
抜き打ちでの監視指導が必要と思う。

パブリック・コメントに寄せられた意見の概要

第３　監視指導及び検査の実施体制等に関する事項

第４　監視指導及び検査の実施に関する事項

5

　食品関係施設の監視指導については、事前連絡することなく
抜き打ちで実施することを原則としていますが、収去検査や大
規模施設の監視指導等において、調査等に支障をきたす恐れ
のある場合は事前連絡することもあります。

3

　路上販売弁当等については、弁当を製造する施設に対する
監視指導に加えて、販売場所において温度管理等を含め不衛
生な取扱いや不適正表示がないよう、気温の高い夏期を中心
に「路上販売弁当等の監視指導要領」に基づき監視していま
す。また、関係機関と情報を共有し、必要に応じて合同監視を
行うこととしています。
　さらに、路上で販売されている弁当を収去し、細菌検査を実
施し、その結果に基づき製造所や販売施設の指導を実施して
います。

4

　
　重点的に実施する監視指導事項や監視指導回数について
は、効果的かつ効率的な監視指導を実施するため、製造され
る食品の危害度、製造又は販売される食品の品目や流通の広
域性、食中毒・違反食品等の過去の事件発生状況や事件が発
生した際の被害の重篤性等を勘案し、監視対象施設や概ねの
監視回数を設定しています。
　また、上記を含む一般監視や一斉監視、特別監視に加え、市
民等から食品の安全性に係る内容の通報や届出があった場合
には、迅速かつ的確に事実確認と原因究明のための監視指導
を行っています。
　なお、大阪市食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実
施結果は、保健所、各区役所窓口に設置及び大阪市ホーム
ページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371493.html）に
掲載していますので、御参照ください。

2

　本市では保健所、中央卸売市場(中央・東部)食品衛生検査
所、食肉衛生検査所、各区役所(保健福祉センター)、生活衛生
課に適切な数の食品衛生監視員を配置し、それぞれの部署が
役割分担・連携を密にして、市内の食品関係施設の監視指
導、市内に流通する食品等の検査、国・他自治体との情報共
有・連携を行っています。
　また、詳しい業務内容や食品衛生に従事する食品衛生監視
員数については、本計画（案）に明記しています。
　なお、食中毒、違反食品等の緊急時には、発生規模に応じた
人数を投入して迅速に食品の安全を確保することができる等、
危機管理体制を構築しています。

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371493.html


NO. 意見要旨 本市の考え方

スーパー等で売られているそうざいの製造の現場の監視をお願いする。

スーパー等で温度管理ができてない陳列を見かけるので、管理を徹底するように指導してほしい。
デパートのそうざいにも表示をしてほしい。

スーパー等で包装されずにそうざいが陳列販売されているなど、不衛生に感じる取り扱いを見かけるため、安心して食
べられるよう指導してほしい。

まぐろの刺身がとても赤く、発色剤で処理しているのかと思えるぐらいで、食べてみると舌に違和感を感じる商品を購入
したことがある。消費者の目をごまかすために、食品添加物が使用されることのないよう監視してほしい。

生かきのノロウイルス検査について、確実に安全なものがわかるよう記載してほしい。

食品衛生責任者の名前が明記がされてないお店が多く見受けられますので、きちんと明記するよう指導をお願いする。

祭りや催しに出店している露店営業施設について、安心して食べられるように、衛生管理の監視指導をしっかりとお願い
する。

露店商の人がお金を触った手で食べ物を作っているのを見て、とても不衛生と感じた。

神社などの正月三が日や夏祭り等に出る露店商の店頭に並んでいる食品について、不衛生な感じかする。できるだけ
衛生面等の監視をしてほしい。

イベントなどの臨時の施設で食品を扱う時は、特に衛生面を気をつけてほしい。
食品の管理はきちんとされているのか監視してほしい。

露店商に対しては、衛生面で不安があるので、きびしく検査等してもらいたい。

大阪市の中学校の給食については、きびしく検査していると思うが、常に安全・安心であるように心を配ってほしい。

学校給食で食中毒が発生するなど、衛生面で問題がないよう監視指導をお願いする。

監視指導・検査実施に関する事項について、ノロウイルス等予防対策として、小売業だけでなく大型給食施設について
も、立ち入り検査を実施するべきと考える。

9 寄生虫に関しては、ある程度は仕方ないことかもしれないが、対策してほしい。

　重点監視事項として寄生虫による食中毒防止対策を定めて
おり、飲食店や魚介類販売施設への監視指導時や講習会等で
広く予防策の普及啓発を図っていくこととしています。
　本市においては、「アニサキス」や「クドア・セプテンプンクター
タ」の寄生虫を原因とする食中毒の発生件数は減少傾向にあ
ります。

イベント等の監視指導について、ノロウイルス対策が重要なのは理解するが、長年続けてきた町内会恒例の餅つきが実
施しにくくなっている。こういう風習にふさわしい衛生確保のあり方を市民側に提供してほしい。

学校等の給食等は、厳しく指導されていると思うが、文化際や体育際等の飲食が禁止されるなど厳しすぎる面もあり、柔
軟に対応してほしい。また、町内会等の餅つきについて、中止になったところが多い。何らかの方法で継続されることが
望まれる。

食物に含まれている放射能物質の量等が不安。検査を厳しく行ってほしい。

放射性物質の検査が多いのは原発事故の影響が引き続きあるからなのか不安である。

輸入食品の検疫所での検査がスピード化される傾向にあるが、時間がかかってもしっかり調べてほしい。

輸入食品の安全を確保してほしい。

13弁当やそうざいなどの加工された食品の表示が適正にされるようにしっかり指導してほしい。

　食品の表示等については、百貨店、スーパー等の食品販売
店等において販売されている食品等の表示が食品表示法上適
切であるかの監視や検査を実施しています。
　なお、細菌性食中毒が発生しやすくなる夏期や多種類の食品
が短期間に大量流通する年末には、例年同様全市一斉に取
締りを実施し、不適正食品の排除に努めます。
　また、原材料や産地表示等の表示事項の違反については、
当該表示事項を所管する大阪市消費者センター等の部局と連
携を図り、必要に応じて情報の共有、合同での監視指導及び
調査を行うこととしています。

6

　食中毒が発生した際に大規模化又は重篤な患者の発生につ
ながる学校、幼稚園、社会福祉施設（保育所や高齢者施設
等）、病院等の給食施設については、重点監視事項の指導対
象施設としており、食品の衛生的な取扱いのほか、調理従事
者の健康管理や手洗いの励行、自主衛生管理の徹底等につ
いて、重点を置いた監視指導を実施するとともに、必要に応じ
てふきとり検査等も行い、効果的な監視指導を実施することと
しています。

　露店は、一般の固定店舗に比べて、施設の構造、給排水等
の点で物理的制約を多く受けることから、本市では「大阪市露
店による食品営業取扱要綱」を定め、露店で取扱い可能な食
品を制限するとともに、営業許可や食品の衛生的な取扱い等
について監視指導を実施しています。
　なお、露店の監視や通報に基づく調査により食品の取扱い不
備等を確認した場合は、速やかに改善指導を実施しています。
　また、「天神祭」「十日戎」等の祭礼、「なにわ淀川花火大会」
「造幣局桜の通り抜け」等の催し時には監視指導を実施してい
ます。

10

　餅つき大会の餅を原因食品としたノロウイルスによる食中毒
は、過去に大阪市内でも発生しています。餅つき大会での食中
毒は、食品取扱者等からノロウイルスが餅に二次汚染したこと
が原因となっています。町内会等のイベントにおける餅つき大
会に関しては、餅にふれる方の健康管理や手洗いの励行等の
衛生管理を十分行う必要がある旨、開催者から相談等があっ
た際に食品衛生面での助言をしています。
　また、その他、学校行事や町内会のイベント等における食品
衛生面でのご相談にも対応しています。

　放射性物質について、流通している食品の安全性は基本的
に確保されていると考えています。しかし、市民の不安の払拭
と食品の安全性が確保されていることを確認するため、保健所
生活衛生監視事務所、中央卸売市場（中央・東部）食品衛生検
査所、食肉衛生検査所にて、青果物、水産物、肉類、加工食品
等の様々な市内流通食品について、放射性物質モニタリング
検査を実施しています。
　なお、このほか基準値の低い乳児用食品、牛乳、飲料水につ
いてはゲルマニウム半導体検出器による精密検査を行ってい
ます。
　検査結果については、速やかに大阪市ホームページに掲載
するとともに、インターネットをご利用されていない市民の方に
は、保健所や各区役所（保健福祉センター）等の窓口におい
て、食品中の放射性物質に関する相談の一環として、当該検
査結果の情報提供を行うことができるようにしています。

　我が国では、販売や営業上使用する食品等を輸入する際、
食品衛生法に基づき厚生労働大臣に届出する必要がありま
す。当該届出を受け、各厚生労働省検疫所がこれらの食品等
の審査や検査を行っています。
　また、本市としても市内に流通している輸入食品について、食
品添加物、残留農薬、アレルギー物質等の検査を実施するとと
もに、厚生労働省検疫所等の関係機関と連携し、不良食品の
排除に努めます。
　なお、検査数や検査項目については、過去の本市や全国及
び厚生労働省検疫所によるモニタリング検査において食品衛
生法に違反した食品の情報等を勘案して決定し、効果的・効率
的な検査に努めます。

　食品の安全性の確保は第一義的責任を有する食品等事業
者に対する監視指導のみにより実現されるものではなく、消費
者、食品等事業者及び行政が関係者相互間の理解を深め、そ
れぞれの役割を果たすことが重要と考えます。
　飲食店や食品販売店等の施設監視の際には、施設基準の適
合状況、管理運営基準(施設の管理、食品取扱設備の管理、
給水及び汚物処理、食品等の管理、従事者の衛生管理等)の
遵守状況、製造及び加工、運搬、保管等における食品の取扱
状況、食品等の適正な表示、製造、加工、販売に係る記録の
作成及び保存等の自主管理状況等の確認及び指導をしていま
す。施設監視により食品の取扱い不備等を確認した場合は速
やかに改善指導を実施しています。
　また、市民等から食品の安全性に係る内容の通報や届出が
あった場合には、迅速かつ的確に事実確認と原因究明のため
の監視指導を行い、不備等を確認した場合は速やかに改善指
導を実施することとしています。
　なお、食品の安全性等に係る相談はお住まいの区を管轄す
る保健所生活衛生監視事務所又は各区役所（保健福祉セン
ター）で受付しています。

7

12

11

8



NO. 意見要旨 本市の考え方

14
食中毒の発生の防止にかかわる方針について、生レバーの食中毒のように、一部の規定を守らなかった人のせいで、
全面禁止にしてしまうのはどうかと思う。

　牛のユッケ等の生食用食肉については、食品衛生法に基づく
規格基準が定められており、当該基準に適合しない生食用食
肉についての提供は禁止されています。
　また、牛の肝臓の生食提供の取扱いについては、厚生労働
省の薬事・食品衛生審議会において検討を行ったところ、牛の
肝臓の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたこと、当該菌
を保有していない牛の選別方法、肝臓内の当該菌の有無を効
果的に確認する方法、消毒液による洗浄方法等牛の肝臓を安
全に生食するための有効な予防対策が現時点においては見い
だされておらず、牛の肝臓の鮮度、保存状況、事業者の衛生
管理等に関わらず食中毒が発生するおそれがあることが判明
したため、国民の健康保護を図る観点から、法第11条に基づく
基準を設定し、牛の肝臓の生食の安全性を確保する知見が得
られるまでの間、牛の肝臓を生食用として販売することを禁止
したものです。
　なお、厚生労働省では、今後、牛の肝臓を安全に生食できる
対策が見いだされた際には、本基準の見直しを検討することと
しています。

15食品の衛生管理について周知し、食中毒を防止してほしい。

　最近の食中毒発生状況は、全国的にカンピロバクター、ノロ
ウイルスによる食中毒が増加しており、本市においてもほぼ同
様の状況にあります。
　本市では近年の食中毒の発生状況を踏まえ、食中毒防止対
策を重点事項として定め、実施することとしています。

16食中毒の疑いがある場合には、保健所に通報するべきか。言いつけているようで嫌な気持ちになる。

　食中毒の疑いについて届出があった場合には、保健所が調
査等を行い、必要に応じ、危害拡大防止、再発防止のため措
置を講じます。食中毒の被害拡大につながる届出ですので、食
中毒の疑いがある場合には、最寄りの保健所にご相談くださ
い。

NO. 意見要旨 本市の考え方

17優秀標の贈呈について、市民に表彰された施設がわかるように紹介してほしい。

　平成29年優秀標を贈呈された食品関係施設は1,611施設で
す。
　優秀標贈呈施設は、大阪市ホームページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006458.html）に
おいて公表していますので、その旨を本計画にも明記します。
また、各施設においては優秀標が掲示されています。

虫の混入等スーパーでの検品が十分に出来ていないと感じることがあるので、指導してほしい。

食品等事業者が衛生に関する意識を高めるような取り組みを進めてほしい。

19食品等事業者の衛生対策として、工場ごとに「専門家」の設置を義務付けてほしい。

　乳製品や食品添加物など、製造又は加工の過程において特
に衛生上の考慮を必要とする食品や食品添加物の製造又は
加工者は、食品衛生法に基づき、その製造又は加工を衛生的
に管理させるため、その施設ごとに専門的な知識経験を有する
食品衛生管理者の設置義務があります。また、その他の営業
許可施設ついても、大阪市食品衛生法施行条例により、食品
衛生に関する知識を有する食品衛生責任者の設置を義務付け
ています。

NO. 意見要旨 本市の考え方

食中毒等の発生に関する情報が市民に広く伝わるようホームページへの掲載だけでなく、携帯電話などを利用した情報
提供など広報のあり方を工夫してほしい。

「食中毒の発生時には大阪市ホームページで速やかに公表する」とあるが、ホームページなど見られない高齢者もい
る。大阪府が活用している「メールマガジン」など、携帯電話でも情報が手に入る方法で情報を発信してほしい。

情報および意見の交換は、市民からの公募型にするべきである。

NO. 意見要旨 本市の考え方

21
市民が保健所に食中毒や違反食品の連絡を行う際、連絡する意義が書かれた媒体（紙資料、ＨＰ等）を作成し、広く普
及啓発してほしい。

　食中毒や違反食品について届出があった場合には、保健所
が調査等を行い、必要に応じ、危害拡大防止、再発防止のた
め措置を講じます。被害拡大につながる届出ですので、最寄り
の保健所にご相談ください。

20

第７　危害発生防止のための啓発に関する事項

第６　情報提供及び意見の交換の実施に関する事項

第５　食品等事業者に対する自主的な衛生管理の推進に関する事項

　食品衛生に関する情報提供については、大阪市ホームペー
ジでの発信のみではなく、区政だより等の広報誌を活用した情
報提供を行うとともに、区役所（保健福祉センター）において、
市民からの相談に対応できるよう食品衛生監視員を配置して
います。
　また、食品等事業者から本市に報告のあった食品等の自主
回収に関する情報については、引き続き大阪府の「食の安全
安心メールマガジン」を活用し、幅広い情報提供に努めます。
　食品衛生に関する講習会や意見交換会については、保健所
生活衛生監視事務所又は各区役所（保健福祉センター）では、
市民を対象とした意見交換会も実施することとしています。

　食品等事業者は食品等の安全性を確保する第一義的責任を
有していることを認識し、必要な措置を適切に講じる必要があ
ります。
　食品等による危害発生防止には、関係事業者による自主衛
生管理の推進が必要不可欠であるため、食品衛生講習会等を
通じ、食中毒の発生状況や食品衛生に関する最新情報を提供
するとともに食品等事業者の責務を周知し、食品衛生意識の
向上を図っています。
　さらに、監視指導時にも自主衛生管理が適切に実施されてい
るか確認するとともに自主管理の手法に関する助言等を行って
います。
　また、保健所生活衛生監視事務所、中央卸売市場（中央・東
部）食品衛生検査所が開催する講習会や営業許可証交付時
の講習会は主に食品衛生責任者等を対象に実施しています。

18

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006458.html


NO. 意見要旨 本市の考え方

22職員の知識向上に役立つ研修会に参加しているか。研修会で得た知識を役立ててほしい。

　本市では食品衛生監視員の人材育成、資質向上を目的とし
て、近畿府県市自治体、厚生労働省等が主催する研修会に参
加するとともに、本市主催の研修会を開催し、常に最新の知
見・知識を持ち、迅速に対応できる食品衛生監視員の育成に
努めます。
　なお、研修実績は「大阪市食品衛生監視指導計画の実施結
果の概要」に記載しております。
　本概要は保健所、各区役所窓口に設置及び大阪市ホーム
ページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371493.html）に
掲載しておりますので、御参照ください。

その他の事項

NO. 意見要旨 本市の考え方

環境科学研究所と府の衛生研究所の統合は今からでも中止してほしい。

もし学校給食において食中毒事故が発生した場合、危害拡大防止するためには委託より自校方式の方が良いと考える
ため、自校方式への再転換を進言してほしい。

この大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、監視指導をしてほしい。

食品衛生監視指導計画のとおり、監視指導をお願いする。

取り組みがわかり、安心できる。

　ご指摘の内容については、本計画とは直接関係しない内容で
あるため、御意見は伺うのみとします。

23

第８　食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項

24

　本市食品衛生行政への御理解、御協力いただき、ありがとう
ざいます。
　平成29年度につきましても、大阪市食品衛生監視指導計画
に基づき、飲食に起因する危害の発生を未然に防止し、市民
の食生活の安全性確保を図って参ります。

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371493.html

