
 

「令和２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について 

 

１ 意見等受付期間 

令和２年１月 14日（火曜日）～令和２年２月 12日（水曜日） 

 

２ 公表資料の配架場所 

  (１) 健康局健康推進部生活衛生課 

  (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 100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 

56 42 ２ 10 ２ ０ 

・所在地 

市内：55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  

 

 

 



第２　監視指導の実施に関する基本的な方向

NO. 意見要旨 本市の考え方

１
第２　監視指導の実施に関する基本的な方法について
１　重点的に監視指導及び検査を実施する事項を策定し、効果的かつ効率的な監視指導
を実施します、とは具体的にどのような事か。

　　本市では、市内における食品等の製造、流通、販売等の状況、食中毒の発生状
況及び違反食品等の発見状況等を踏まえ、重点的に実施する監視事項を「食中毒
防止対策」、「不適正な食品等の発見・排除」、「前年度に食品衛生法違反による行
政処分等を受けた施設に対する監視指導」と定めており、これらを優先的に実施す
ることにより、効果的かつ効率的な監視指導を実現します。重点的に実施する監視
事項の詳細については、本計画に記載しています。

第３　監視指導及び検査の実施体制等に関する事項

NO. 意見要旨 本市の考え方

監視指導にあたる人数や、食品検査件数が少ないのではないか。
予算及び人員を増やし、監視や検査の体制を充実してほしい。（７件）

監視指導を行う人数や予算、どのような仕事をしているのか公表してほしい。（2件）

食品表示について、行政の見解の違いを出来るだけ少なくしてほしい。

業者指導については、関係機関と連携を行うことにより、迅速な対応ができるようお願いし
たい。またそのための法整備と人員確保もお願いしたい。

NO. 意見要旨 本市の考え方

路上販売弁当はどの様に監視しているのか。（３件）

路上販売弁当の衛生管理が心配である。

食品表示の方法が改定されたが、路上販売弁当の食品表示は適正にされているのか。

イベント時の食材の管理方法をしっかり指導してほしい。

屋外で営業する露店はホコリやゴミなどが気になるので、監視指導をしてほしい。（４件）

屋台で取り扱われている肉等の食材の安全性は確認されているのか。また、お金を触った
手で食品を取り扱うのは不衛生ではないか。

イベントで食品販売店の従業員が、お金などをさわった後に食品を取り扱っていたため、手
洗いや消毒を指導してほしい。（5件）

露店で販売されている食品の衛生管理が気になる。（2件）

屋台でお金を触った手で食材を触ることや異物混入（虫）の対策はどうなっているのか。

監視指導は施設によって年に１回～２回または３回しか行われていないようだが、もっと回
数を増やすことはできないのか。食中毒を未然に防止するため、監視指導の回数をもっと
増やしてほしい。（3件）

おからを原材料とする食品による食中毒事件が発生しているため、監視指導の対象に含
めてほしい。

4

　露店営業は、一般の固定店舗による営業に比べて、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、露店営業で取り扱い可能な食品を制限し、ア
ルコール等の消毒剤を設置させることにより、構造、給水方法等について要件を緩
和し、営業を許可しています。
　営業許可の確認や食品の衛生的な取扱い等について監視指導を実施し、ほこり
やちりが入ることを防ぐ屋根及び覆いがされていないことや食品の取扱い不備を確
認した場合は、速やかに改善指導を実施します。

5

　重点監視事項の対象施設及び監視指導回数については、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、過去の違反状況や事故発
生時の被害の重篤性等を勘案し、効果的かつ効率的に監視指導が実施できるよう
設定しています。
　また、上記を含む平常時の監視や一斉監視、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。
　さらに、不適正な施設があった場合には、必要な指導を行い改善確認を行ってい
ます。

パブリック・コメントに寄せられた意見の概要

2

　本市では保健所、中央卸売市場食品衛生検査所、中央卸売市場東部市場食品
衛生検査所、食肉衛生検査所、各区役所(保健福祉センター)、生活衛生課に食品
衛生監視員を適正配置し、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を行い、さらに国・他自治体との情報共有・連携を行って
います。
　また、市内に流通する食品等の検査については、地方独立行政法人大阪健康安
全基盤研究所を中心に保健所、中央卸売市場食品衛生検査所、中央卸売市場東
部市場食品衛生検査所、食肉衛生検査所で実施しています。
　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、本計画に
記載しています。

第４　監視指導及び検査の実施に関する事項

3

　路上販売弁当等については、弁当製造施設に対する監視指導に加えて、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、販売場所におい
て、温度管理の不備、不衛生な取扱いや不適正表示がないか等の監視を行ってい
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っています。
　さらに、路上等で販売されている弁当については計画的に細菌検査を実施し、そ
の結果に基づき製造施設や販売店の指導を実施しています。



NO. 意見要旨 本市の考え方

飲食店やスーパーの調理従事者の衛生管理が徹底されるよう指導してほしい。

スーパーなどの冷蔵・冷凍のショーケースや陳列棚での陳列方法や温度管理等は徹底さ
れているのか。（２件）

店内で従業員がタバコを吸わないように指導してほしい。（２件）

スーパー等で販売されている食品中に食品添加物が含まれているか等が気になる。また、
食品添加物の使用の有無を明確にさせてほしい。

賞味期限内でも食品が傷んでいることがあったので、賞味期限の設定をしっかりさせてほし
い。

レタスに異物が混入していることがあったので、検品を強化させてほしい。

スーパーやパン屋で、包装されていないそうざいやパンを販売する場合は、ケースに入れ
たり、フタをして陳列させてほしい。（２件）

パンコーナーでは、長時間は商品を置かないように注意してほしい。

スーパーやパン屋の包装されていない商品は、ホコリや客の咳などが気になるので、衛生
管理をしっかりさせてほしい。（７件）

ジビエが流行っているが、ジビエ肉はどの様にして市場に流通しているのか。衛生面や安
全性の徹底を図ってほしい。

「豚熱」に関して、市内に入ってくる豚肉についても、ワクチンの残留についてなどの情報が
ほしい。

9
異物混入が疑われる際に事業者が実施する自主回収は、食品が消費者の手元に届く前に
回収されるよう、行政側からも監視指導を徹底してもらいたい。

　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、引き続き大阪府と連携し、幅広い情報提供に努めるとともに、必要に応じて、調
査・指導を行います。

食品等の検査が4,000検体（予定）とあるが、食の安全安心を考えると、もっと増やすべきだ
と思う。

中央卸売市場や食肉衛生検査所での検査件数を増やしてほしい。また、輸入食品や輸入
肉の検査も実施してほしい。

7

　未包装のそうざいやパン等の客自らが自由に取る形式で販売する施設を監視す
る際は、事業者がこの販売形態における食品衛生上の危害要因を正しく認識し、
今後、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切に実施できるよう、厚生労働省が内容を確
認した手引書を踏まえ、指導助言を行います。また、その内容を本計画に記載しま
す。

8

　我が国では、豚肉はと畜場法に基づいた検査に合格したものだけが市場に流通
することとなっています。また、CSF（豚熱）ワクチンを接種した健康な豚は、体内で
CSFに対する免疫を獲得し、人の予防接種のように免疫を獲得すると、ワクチンに
含まれているCSFウイルスは体内から消失します。そのため、ワクチンに含まれて
いるCSFウイルスが豚肉に残留することはないと考えられます。なお、CSFワクチン
の成分が、万一、豚の体内に残留し、その豚の肉を食べたとしても、人の健康に影
響はありません。
　野生鳥獣肉（ジビエ肉）については、と畜場法に基づいた検査は義務付けられて
いませんが、食品衛生法に基づく営業許可を取得した施設において適切に処理す
ることとなっています。また、処理施設に対しては、国が策定した「野生鳥獣肉の衛
生管理に関する指針（ガイドライン）」に基づき、衛生的に処理するよう指導していま
す。

10

　本市では、市内に流通している食品について、食品添加物、残留農薬、残留動物
用医薬品、アレルゲン等の検査を実施しており、検査数や検査項目については、効
果的・効率的に検査を実施するため、過去の食品衛生法に違反した事例等を勘案
し、決定しています。
　輸入食品についても、過去の食品衛生法に違反した事例等を勘案し、検査数や
検査項目を決定し実施しています。また、各厚生労働省検疫所が輸入食品等の審
査や検査を行っていることから、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。

6

　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、施設の衛
生管理及びその他公衆衛生上必要な措置(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衛生管理状況等の確認及び指導を行い、
不備等を確認した場合は速やかに改善指導を実施します。
　また、食品衛生法の改正により、令和３年６月から、原則、全ての食品等事業者
にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務付けられることから、営業許可施設を中心にＨ
ＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入状況を確認し、必要な助言や指導を行います。



NO. 意見要旨 本市の考え方

食品等事業者が食品等の安全性を確保することの責任を負うのは当たり前だが、勤務して
いる現場の人、特に飲食店等にはアルバイト勤務も多くいる。チェーン店等では研修もある
ようだが、事業者への指導の際に、研修や教育面などの指導も行っているのか。

試食コーナーのごみ箱にフタを設けてさせてほしい。

食品店等で、調理従事者の髪の毛が長いが束ねられていなかったので、気を付けさせるべ
きである。

スーパーの見切り品の中には、鮮度の悪い野菜や果物がある。野菜・果物の消費期限は
どのように決まっているのか。

手袋のままお金をさわる店員が気になる。

フードロスの考え方で、食品の持ち帰りが話題となっているが、食中毒予防の観点からも十
分な検討をお願いする。

食品を取り扱う者と金銭の授受をする者はそれぞれ専任にさせてほしい。

手洗い場が壊れていたり、汚れていたりして、衛生面が気になった。

スーパー等で食品取扱いのマナーが悪い客を見かけるが、店側は注意できないのか。（9
件）

令和3年6月からHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられるとのことを聞く。
食品等事業者に対して指導や助言をお願いする。

令和3年6月よりＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されるとあるが、早急に進めるべきで
はないか。食品メーカーでは、以前から取り組まれていると思う。

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について
チェーン店の場合、本部と店舗（現場）との認識の差が大きい。自主的といってもたくさんの
店舗があることから、具体的に限界があると思う。

NO. 意見要旨 本市の考え方

大阪市は、市民に対する食品衛生の注意喚起をもっと頻繁に行うべきである。食中毒が多
発する時期以外にも回覧板をもっと利用して啓発する等、年に何度も知らせた方が良いよ
うに思う。

猛暑における食品の取扱いは過度に注意しても足りない。
夏場は熱中症予防の注意報だけでなく食品取扱時の注意報もマスコミを利用して啓発した
ら効果的と思われる。

「カンピロバクター、ノロウイルスなどの予防策の普及啓発を積極的に行う」ということだが、
区の広報紙を読まない人にはどのように啓発しているのか。できるだけ多くの人に周知さ
れるよう、より徹底して取り組んでほしいと思う。駅のホームやバス、電車内の広告など工
夫してはどうか。

カンピロバクターやノロウイルスによる食中毒が発生しているため、販売店への指導や教
育、消費者に対しての食中毒の普及啓発をさらに進めてほしい。

第６　情報提供および意見の交換（リスクコミュニケーション）の実施について
食品安全モニターとは、いつ、どこで、だれを対象にしているのか。

14

食中毒の発生時、ホームページ等で事件の詳細（施設名、原因物質等）が記載されている
が、具体的な原因については、調査中となっている。調査の結果、発生要因が判明したも
のについては、再発防止のため具体的な事例として詳細を掲載すると、他の事業者にとっ
ても参考になると思う。施設名や法人名等を公表することは不安だと思う。

　食中毒が発生し、原因施設が判明した際には、健康被害の拡大を防止するため
必要に応じて、営業の禁止・停止等の措置を迅速かつ適切に講じるとともに、食品
衛生法に基づき、大阪市ホームページ上で食中毒を発生させた施設の名称、所在
地、業種、営業者の氏名、行政処分等の理由及び内容などの情報を速やかに公表
することとしています。
　また、本市ホームページ上で原因施設等を公表する際には調査中としている場合
もありますが、講習会等の機会において、原因が判明した事例から参考となるもの
を紹介しています。

13

　食品衛生に関する情報提供については、本市ホームページや広報紙等で最新の
食品に関する情報を発信するとともに、必要に応じてソーシャルネットワーキングシ
ステム（SNS）を活用し、市民や食品等事業者に速やかに情報提供を行うこととして
います。また、各区役所（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、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、食品
等事業者や市民を対象に過去の食品衛生法違反事例等を踏まえた講習会や意見
交換会も引き続き実施します。
　さらに、市民の食品衛生に関する理解を深めるため市民参加型事業である「大阪
市食品安全モニター」を来年度も実施します。「大阪市食品安全モニター」の詳細に
ついては、大阪市ホームページ
（https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371491.html）をご参照ください。

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

11

　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、食品の安全性を確保するために、必要な措置を適切に講じる必要がありま
す。そのため、食品衛生講習会等を通じて食品等事業者の責務等について周知す
るとともに、監視指導等において、食品等事業者自らが実施する衛生管理の状況
を確認し、必要な助言や指導を行います。

12

　食品衛生法の改正によりＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化され、事業者自ら
が衛生管理計画を作成し、作成した計画に沿った衛生管理を実施するとともに、衛
生管理の実施状況の記録の作成及び保存が義務付けられることとなり、衛生管理
の第一義的責任の内容がより明確化されました。
　食品等事業者自らが実施する衛生管理を向上させ、食品等による危害発生を防
止するため、引き続き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及びＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理について周知します。
　監視指導時等においてはＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入状況を確認し、必要
な指導や助言を行います。



NO. 意見要旨 本市の考え方

15 食品衛生の啓発グッズは、説明しながら配布してほしい。
　本市が実施する食中毒啓発事業や食品衛生知識の普及啓発等で啓発資料を配
布する際の参考とさせていただきます。

NO. 意見要旨 本市の考え方

16 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について
「研修会」、「調査研究」とは具体的にどの様な事をしているのか。

　食品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員の資質向上を目的として、最新の
科学的知識、食品衛生関係業務に関する幅広い知識及び技術を修得するため各
種の専門分野の研修会に積極的に参加します。
　また、中央卸売市場食品衛生検査所等では検査技術の向上、保健所食品衛生
監視課では、食品製造施設の食品衛生・衛生管理の向上に資するもの等、担当部
署の専門性を活かした調査研究を実施します。さらに、担当部署を越えた研究チー
ムを編成し、食品衛生に関する分野で食品衛生監視員としての資質向上及び食品
衛生行政の推進を目的とした調査研究についても実施します。

17
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務づけられるということだが、事業者はもちろん、行政職員
にも周知して、質を向上させることが必要。職員のレベルアップをお願いする。

　国立医療科学院における「食品衛生監視指導研修」や近畿厚生局が実施する「Ｈ
ＡＣＣＰ指導者養成講習会」、大阪府域自治体で合同に実施している「ＨＡＣＣＰ研
修」に積極的に参加するとともに、これらの研修を受講した食品衛生監視員が中心
となり、内部研修として「ＨＡＣCPによる食品の衛生管理に係る食品衛生監視員講
習会」を行い、本市食品衛生監視員全体のＨＡＣＣＰに関する知識の向上を図りま
す。

その他の事項

NO. 意見要旨 本市の考え方

大阪市食品衛生監視指導計画をさらに進めて頂きたい。

一斉監視、特別監視は大変良いと思う。

ＨＡＣＣＰの普及によって、食品の安全性が向上するので、外国製品との差別化が図られ
る。アピールになればと思った。

食品等事業者はもちろん、大阪市民の安全な食品への意識が高まれば良いと思った。

食中毒を防止するためには、食品が衛生的（清潔）であることと、調理従事者の管理がなさ
れていることの両方が大切で気を付けなければならないことと思う。

店舗以外の第3者が配達するインターネットによる受注システムがあるが、このような形態
に対しても、衛生管理上のガイドラインのようなものを定める必要があると思う。食品衛生
法で規制できるものなのかを含めて検討をお願いする。

ゲノム編集については、安全性がはっきりしない状態なので容易に進めることなく、単に国
の方針に従うのではなく、大阪市として厳しく対応することを要望する。

アレルゲンの表示をもっとわかりやすく大きく表示するようにしてほしい。

4月からの新表示でアレルゲンの一括表示の記載方法が大変厳しい（細かい）と感じる。も
う少し緩和されるように働きかけを希望する。

20 輸入食品など関西空港検疫所での食品検査を厳しくするようお願いする。

　輸入食品等の重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、輸入食品
等の一層の安全性確保を図ることを目的として、厚生労働省が輸入食品監視指導
計画を作成しており、同計画に基づき、検疫所が輸入食品のモニタリング検査を実
施しています。御指摘の内容については、国にお伝えします。

歩きながら食べたり、飲んだりする人（特に外国人観光客）が、路上にゴミを捨てているのを
目にする。店側の対応や対策はどうなっているのか。

ヴィ―ガンの人が増えてきている。動物が殺されるのが嫌で私自身も動物肉を食べないよ
うに努力している。ヴィ―ガンである客への食材提供をお願いする。

豚熱や鳥インフルエンザウイルスのニュースをテレビで見ることがあるが、予防や処理に努
力してほしい。

　御指摘の内容については、国や近隣自治体等の動向を踏まえ、必要に応じて、国
にお伝えします。

21 　御指摘いただいた内容について、意見として受け付けします。

19

第７　危害発生防止のための啓発に関する事項

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

18

　本市食品衛生行政への御理解、御協力をいただき、ありがとうざいます。
　令和２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ります。
　また、適切に助言や指導を行うことにより、事業者の自主衛生管理の向上を促し
ていきます。


