
 

「平成２６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２６年１月１４日（火）～平成２６年２月１３日（木） 

 

２ 公表資料の配架場所 

  ア 健康局生活衛生課 

  イ 大阪市保健所（食品衛生監視課、各生活衛生監視事務所） 

  ウ 中央卸売市場食品衛生検査所 

  エ 中央卸売市場東部市場食品衛生検査所 

  オ 食肉衛生検査所 

  カ 各区役所保健業務主管課（各区保健福祉センター） 

  キ 各区役所広聴担当（出張所も含む） 

  ク 消費者センター 

  ケ 大阪市サービスカウンター 

  コ 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 １１５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 

７９ ４６ ２０ １０ ３ ０ 

・所在地 

市内：７６名、市外：２名、不明：１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 監視指導だけではなく、予測・先読みの力も付けるべき。

　当計画は食中毒、違反食品等の食品による過去の事件発生状
況、食品に関する最新の知見や知識、事件が発生した際の危害
度等を踏まえ、今後発生しうる食品事故を予防することを目的
とし、策定しています。

NO. 意見要旨 本市の考え方

食肉販売の監視や指導に人員は足りていないと聞いている
が、どうなのか。

食品衛生監視員を増員してほしい。

輸入食品に限らず、食品に起因する事故の発生は、目配りが
不足している証拠で体制の不備にほかならない。食品衛生監
視員を増員し、体制を確立してほしい。

予算と食品衛生監視員を増加させ、検査体制の充実をお願い
する。

食品の検査品目が増えており、検査の質・量を低下させない
ためにも検査員を増員してほしい。

放射性物質、食品添加物、残留農薬、アレルギー物質等、食
品の検査項目も増えているため、検査員を増員してほしい。

保健所、研究所を合併し拠点を少なくして、緊急事態発生時
や危害の多発時に市民の健康が守れるのか。

計画中に「国、他自治体等各関係機関との連携を密にして」
と記載されているが具体性がなく、どういった目標、目的の
ためにどういった体制が必要か、明記すべき。

当計画中の大阪市の監視指導の体制があいまいな感じでわか
りにくい。

4
大阪府と大阪市の衛生研究所が合併し、独立行政法人化して
も、これまで以上の体制を望む。

　大阪市立環境科学研究所と大阪府立公衆衛生研究所は合併し
独立行政法人化することが検討されていますが、合併しても連
携を密にするとともに、これまでと同様の体制を確立します。

NO. 意見要旨 本市の考え方

監視指導は事前に連絡せず、抜き打ちで行ってほしい。

監視指導は念入りな情報収集の上、抜き打ちでお願いする。

6
監視指導は食中毒が発生しやすい時期のみではなく、常に対
応いただきたい。

　従前の食中毒は細菌性食中毒が主であり、高温多湿となる夏
場に発生しやすい傾向でしたが、近年はノロウイルスによる食
中毒や寄生虫による食中毒等、冬場を含め通年発生していま
す。そのため、本市では通年監視指導を実施しているととも
に、必要に応じて一斉監視や特別監視を実施しています。

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

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。
　なお、食中毒、違反食品等の緊急時には、発生規模に応じ多
人数を投入して迅速に食品の安全を確保する等、危機管理体制
を構築しています。

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、担当者不在により調査等に支
障をきたす場合は事前連絡する場合もあります。
　監視指導にあたっては、指導根拠法令や調査・指導履歴の確
認、届出者等からの聞き取りを十分に行った上で実施していま
す。

第２　監視指導の実施に関する基本的な方向

3

　ご指摘の内容については、平成26年度大阪市食品衛生監視指
導計画案（概要版）には記載はありませんが、平成26年度大阪
市食品衛生監視指導計画（全文）3頁から6頁にかけて明記して
います。今後ともわかりやすい資料の作成に努めます。

第４　監視指導及び検査の実施に関する事項

1



NO. 意見要旨 本市の考え方

個人営業の弁当屋の衛生指導を厳しくお願いしたい。

給食施設、飲食店の監視回数が年1回は少ないため、強化して
ほしい。

子供や年配の方が食べる給食の監視指導を強化してほしい。

幼稚園、小学校、中学校の監視指導は年1回の監視指導ではな
く、もっと監視回数を増やし、重点的に行うべき。

厳しい指導と監視を増やしてほしい。

お好み焼き屋、中華屋等、床がドロドロで調理器具も不衛生
な店がある。全店監視指導してほしい。

以前小学校給食で提供された牛乳に虫が混入していた事例が
あると聞いた。牛乳を製造する業者の立入調査をよろしくお
願いしたい。

学校給食施設、学校給食弁当を製造している施設の監視回数
を増やすべき。

個人営業の施設の監視指導の回数を増やてほしい。

年１回の監視指導は少なすぎないか。

宅配便の温度管理はどの管轄の保健所が監視しているのか。

監視指導の際は調理担当者のみならず、運搬業務担当者にも
行うべき。

食品だけでなく、食器等の衛生指導も徹底してほしい。

前年同様厳しい監視指導をよろしくお願いする。

激安スーパーで販売されている麺類、肉類は安全か。

食品関係施設の衛生状況に係る情報提供や個別の監視指導依
頼について（12件）

食品の安全性等に係る相談先について（2件）

ノロウイルス食中毒予防指導をよろしくお願いする。

ノロウイルス等の感染力の強い食中毒病因物質の防止対策を
徹底してほしい。

学校給食等でのノロウイルス食中毒防止対策の指導を十分に
お願いする。

ノロウイルスによる食中毒の衛生管理を不安に思う。

10

鶏肉店で生食用の生肝臓を販売していたが、違反しているの
ではないか。
また、こういった店を発見した場合、問合せできる窓口を
作っていほしい。

　食肉の生食については、牛の肝臓や食肉は食品衛生法による
規制がありますが、食鳥肉は同法による規制はありません。し
かしながら、食鳥肉を生食又は加熱不十分な状態で喫食するこ
とは、カンピロバクターによる食中毒のリスクがあります。
　カンピロバクターによる食中毒は、近年全国的に多発してお
り、本市でも平成25年は13件（患者数67名）の食中毒事件が発
生し、本市食中毒の中でも最も多い発生件数となっています。
　本市で発生したカンピロバクター食中毒でも、ほとんどの事
例で食鳥肉が生食又は加熱不十分な状態で喫食されており、こ
れらの食品が原因食品と推測されています。
　このため、本市では重点監視事項としてカンピロバクター食
中毒防止対策を定めており、食肉や食鳥肉を提供している施設
を重点的に監視し、これらの食品の衛生的な取扱いや十分な加
熱を行い提供するよう、指導しています。
　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。

9

　ノロウイルスによる食中毒は近年全国的に多発しており、本
市でも平成25年は9件（患者数198名）の食中毒が発生し、本市
食中毒の中でも最も多い患者数となっています。また、平成26
年1月には他都市で学校給食のパンを原因とする大規模食中毒が
発生しました。
　今シーズンの全国的なノロウイルス食中毒の発生状況を踏ま
え、厚生労働省から最新のノロウイルス食中毒予防対策（食品
のより厳しい加熱条件の指導、従事者自らが不顕性感染者であ
る可能性を自覚した行動と手洗いの励行の指導等）が示された
ところです。
　ノロウイルスによる食中毒の発生原因は、調理従事者等から
の二次汚染によるものと二枚貝を加熱不十分な状態で提供する
ことによるものがあることから、従前のノロウイルスによる食
中毒防止対策に加え、最新の知見を踏まえた食中毒防止対策も
指導していきます。
　また、ノロウイルスによる集団感染事例が発生したときに
は、感染症対策部局と連携を図り対応します。

　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、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、概ねの監視回数を設定しています。
　なお、従来から上記一般監視に加え、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きたことから、
当該内容についても当計画に反映させます。

8

　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
実施します。
　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
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NO. 意見要旨 本市の考え方

小学校の給食の衛生面が気になる。

幼稚園、小学校の衛生指導をよろしくお願いする。

中学校給食の衛生管理の監視指導をよろしくお願いする。

平成26年４月から市内の中学校での給食が全員喫食となると
聞いているが、現場では不慣れなことや想定外の不具合・不
都合が生じる恐れがあるため、製造現場のみならず、配送状
況、各学校での取り扱い状況、保管状況や各教室への配膳状
況などの衛生状態が適切かどうかを、幅広く丁寧に監視指導
して頂きたい。

学校給食弁当の運搬状況（温度、配送状況）を確認する必要
があるのではないか

中学校給食が全面的に開始されるが、配送時に配送車の荷台
扉が開きっぱなしになっているのを見たため、指導してほし
い。

中学校給食は平成26年4月から全員喫食制となるが、製造場の
衛生管理をよろしくお願いしたい。

中学校給食の安全面、衛生面が気になる。

中学校給食が始まるが、温度管理の徹底をお願いしたい。

露店で販売されている果物や野菜に産地表示がないことがあ
るため、施設の規模に関係なく、産地表示の指導をお願いし
たい。

商品の表示が信頼できない場合、どこの公的機関に届出すれ
ばよいか。

食品添加物、残留農薬等の詳しい表示の指導をお願いする。

スーパーやそうざい屋での食品の量り売りは原材料、原産
国、アレルギー物質の表示があったとしても、目につきにく
い。

激安スーパーで販売されている肉類の産地、色が気になる。

産地の異なるわかめが混入した事例があったため、監視指導
をよろしくお願いする。

スーパー等での原産国表示を徹底させ、不正や偽装の無いよ
う、指導の強化をよろしくお願いする。

食品の表示偽装が後を絶たないため、より一層の表示指導を
お願いする。

路上で販売している弁当について、特に夏場が気になる。

路上で販売している弁当は販売場所の監視指導のみならず、
製造所の監視指導も含めよろしくお願いする。

夏場の路上販売弁当の監視指導（表面温度の確認）を抜き打
ちで実施してほしい。

路上販売弁当は安全なのか。根本的に販売は違法ではないの
か。

路上で販売されている弁当屋の衛生管理は大丈夫か。温度管
理等、監視指導をしてほしい。

菓子（まんじゅう、あん入り餅）の移動販売の衛生管理はど
うなっているのか。販売員は手を洗浄する場所もない。

11

　食中毒が発生した際に重篤な患者の発生につながる学校、幼
稚園、病院等の給食施設については、重点監視事項の指導対象
業種としており、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
点を置き監視指導を実施するともに、必要に応じてふきとり検
査を行い効果的な監視指導を実施します。

12

　ご指摘の内容については、昨年度当計画の重点監視事項とし
て、給食を製造する市内の製造所及び全中学校の給食配膳室の
監視指導を実施するとともに、市外の製造所については、管轄
自治体に監視指導を依頼しました。
　当該監視指導の結果、各配膳室における給食弁当等の取扱い
や衛生管理記録表に共通して食品衛生上重大な問題がないこと
を確認するとともに、個別の指導内容についてはその都度教育
委員会事務局に情報提供を行いました。
　上記結果に加え、当該配膳室の作業は直接食品に触れること
がないことから、食品衛生上の危害度は低いと判断し、当該配
膳室の監視指導を重点監視事項から除外したところです。
　平成26年度についても教育委員会事務局と連携し、中学校給
食の安全性向上に努めるとともに、市内製造所については引き
続き当計画重点監視事項の対象施設として監視指導を行いま
す。
　また、市外の製造所についても昨年度と同様に管轄自治体に
監視指導を依頼します。

13

　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衛生法上適切で
あるか監視します。
　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、原産国表示等のJAS法で規定された表示の違反について
は、JAS法を所管する農林水産部局等と連携を図り、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います。

　平成26年度につきましても、引き続き路上販売弁当等の不衛
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」により、関係機関と情報を
共有するとともに必要に応じて合同監視を行います。
　また、路上で販売されている弁当等を収去し、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ま
す。

14
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NO. 意見要旨 本市の考え方

露店における食品の食中毒予防対策は徹底されているのか。

祭り等の露店の監視指導をよろしくお願いする。

見本市の前に出店している施設の食中毒や衛生管理が気にな
る。

夜店の屋台で販売している食品は安全か厳しく監視指導して
ほしい。

夜店の調理従事者が食品以外の物を触った手で調理した食品
を取り分けているので気になる。

露店の監視指導を強化し、基準をクリアした店だけが出店で
きるようにしてほしい。

お祭り等の屋台で調理従事者が金を触った手で食品を触って
いるが大丈夫か。

アサリに有害物質がないか検査をよろしくお願いしたい。

食品添加物、残留農薬等の検査・監視を厳しくお願いする。

冷凍食品の検査数を増加してほしい。

広域流通食品、輸入食品の検査品目・検査量を増やし、厳し
い検査をお願いしたい。

食品の検査は厳しくお願いする。

食品の流通量に対し、検査する食品は少ないので検査数を増
やしてほしい。

輸入食品の検査項目、検査数を増加してほしい。

輸入食品の検査は十分お願いしたい。

輸入牛肉はTPPのため不安である。より基準を厳しくしてほし
い。

輸入食品も基準を厳しくして、管理してほしい。

多剤耐性菌がまん延しているので、輸入肉の安全性に不安が
ある。

放射性物質の検査品目を増やし、厳しい検査をお願いした
い。

放射性物質の検査を厳しくお願いする。検査は特に海産物、
野菜、肉類をお願いする。

放射性物質の検査は厳しくお願いしたい。特に海産物が心配
である。

　食品の検査については、市内に流通する食品等を収去し、環
境科学研究所、保健所、中央卸売市場（中央・東部）食品衛生
検査所、食肉衛生検査所において細菌検査及び理化学検査（食
品添加物、残留農薬、アレルギー物質等）を行うこととしてお
り、検体数は約5,000検体を予定しています。なお、検査数や検
査項目については、近年の本市や全国の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。

　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
制限しています。
　平成26年度につきましても、当該要綱に基づき営業許可や食
品の衛生的な取扱い等について引き続き監視指導を実施しま
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」等の催し時には一斉監視・特別監
視を実施します。

18

　平成26年度についても、食品の放射性物質に対する市民の不
安を払拭するとともに、食品の安全性を確保するため、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、水産物、肉類を含む年間1,200検体
の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
いては環境科学研究所において約100検体の検査を行います。
　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、各区役所（保健福祉センター）や保健所等の窓口におい
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、資料の配布を行います。

16

15

17

　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省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が、依然として全国的に輸入食品の食品
衛生法違反事例は発生しています。
　そのため、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前年と
同様の検体数実施するとともに、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。
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NO. 意見要旨 本市の考え方

19BSEは全頭検査の体制としてほしい。

　牛海綿状脳症（BSE）は、我が国では平成13年に初めて発生
し、飼料規制やと畜時の全頭検査をはじめとする対策が実施さ
れてきました。
　昨年、対策開始から10年以上が経過したのを機に、これまで
の対策の内容や、国際的な状況を踏まえ、最新の科学的知見に
基づき、国内検査体制をはじめとする対策全般の大幅な見直し
が行われ、平成25年7月1日から検査対象月齢が48か月齢超へ引
き上げられることになりました。これに合わせ、全国一斉に独
自の全頭検査を終了するよう厚生労働省・農林水産省からも働
きかけがなされたこと、平成25年5月28日には、国際獣疫事務局
（OIE）から、我が国は「無視できるBSEリスクの国」と認定さ
れたこと、全頭検査を継続することにより、「検査をしていな
い牛肉は危険である」という誤ったメッセージにつながり、風
評被害を起こすおそれがあること、一部の自治体が全頭検査を
継続した場合、市場に、検査実施と検査未実施の牛肉が混在す
ることとなり混乱をまねくおそれがあること等から、本市で
も、全頭検査を見直し、平成25年7月1日から検査対象月齢を科
学的根拠に基づく48か月超に変更しました。
　なお、全頭検査の見直しにあたっては、市民・事業者を対象
とした説明会・意見交換会を76回実施してきたところですが、
今後ともご理解を得られるように必要な情報提供に努めます。

20
食中毒事件については、徹底した原因究明と再発予防をよろ
しくお願いする。

　医師や患者等から食中毒（疑いを含む）の発生に関する通報
を受けた際には、「食中毒処理要領」に基づき、患者の症状や
喫食状況の調査、関係施設の調査を実施するとともに、食品、
糞便等の検査結果をもとに、関係部局とも緊密な連携を図り、
迅速に原因究明を行います。原因施設に対しては、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、健康被
害の拡大を防止し、原因施設の消毒の指示や調理従事者に対す
る衛生教育を行い、再発の防止を図ります。

NO. 意見要旨 本市の考え方

食品衛生責任者の学習会はどの程度実施されているのか。

食品衛生責任者の資格は一度登録されればそのままではな
く、定期的に講習会を実施すべき。

個人営業の弁当屋が食中毒予防対策を学習する機会はあるの
か。

食中毒予防は発生しやすい時期のみではなく、常に気配りで
きる体制を構築いただきたい。

食品等事業者に対し、ノロウイルス、カンピロバクター、
O157による食中毒予防の普及啓発は重要であるため、一層強
化してほしい。

インフルエンザやノロウイルスに感染した調理人が調理しな
いよう、厳重に規制してほしい。

個人営業の施設の食中毒を防ぐ意識を高めてほしい。

22
監視指導計画に団体名を記載することは、特定団体との密接
な関与を避ける貴市の姿勢になじまず適切ではないと考え
る。

　本市で実施している食品等事業者に対する自主的な衛生管理
を推進する事業は、特定の食品関係団体のみとの連携ではな
く、様々な食品等事業者団体と連携し実施しています。
　当計画案の記載は、誤解を招く内容であるため、修正しま
す。

NO. 意見要旨 本市の考え方

情報発信はインターネット、新聞のみではなく、幅広い媒体
をお願いする。

市民の責務として「食品等の安全性確保に関する正しい知識
と理解、施策への意見を表明」は重要であるが、行政として
もそのための市民への広報もわかりやすい方法を行うべき。

　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、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を周知し、食品衛生意識の
向上を図ります。
　なお、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
習会は食品衛生責任者等を対象に実施します。
　また、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手法に関する助言等を実施します。

21

第６　情報提供及び意見の交換（リスクコミュニケーション）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

23

　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
のみでの発信ではなく、保健所、各区役所(保健福祉センター)
にて、食品衛生に関する相談の一環として対応します。
　また、区政だより等の広報誌を活用した情報提供も行いま
す。
　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。
　なお、市民を対象とした食品衛生に関する講習会や意見交換
会は、依頼があれば引き続き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)で随時実施します。

5



NO. 意見要旨 本市の考え方

家庭向けにもっとノロウイルス対処法を情報提供してほし
い。

市民にノロウイルスやロタウイルスの対処方法は浸透してい
るとは言えないので、もっと対処方法を情報提供すれば、広
がりは少なくなるのではないか。

ノロウイルス等の感染力の強い食中毒病因物質の予防策の普
及啓発をよろしくお願いする。

小さな子供のいる家庭にノロウイルス予防方法を知らせるべ
きである。

25
私は地域の食事ボランティアであるが、ボランティアの中で
も食中毒予防知識を知らない者がいて、器具類の殺菌・消毒
を面倒がられる。

　食品衛生知識の普及啓発には、大阪市ホームページに食中毒
予防に関する情報をはじめ、食中毒の発生状況、その他食品衛
生に関する情報等を掲載するとともに、食中毒予防等の啓発用
リーフレットを作成し普及啓発に努めます。

26
食中毒注意報は地域のスーパー等と連携して広く知らせるの
はどうか。

　食中毒注意報の事業実施にあたっては、毎年70箇所を超える
食品関係団体にその活用を依頼し、幅広い注意喚起が可能とな
るよう努めています。
　また、当該注意報は大阪市ホームページ、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）、食中毒注意報テレホンサービス（24
時間対応）により広く情報提供します。今後も広報活動の充実
を心掛けていきます。

NO. 意見要旨 本市の考え方

27食品衛生監視員の人材育成をよろしくお願いする。

　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、本市主催による研修会の開催や近畿府県市自治体、厚生労
働省等が主催する研修会に参加します。
　今後も研修内容の充実を図り、常に最新の知見・知識を持
ち、どのような事件でも迅速に対応できる食品衛生監視員を育
成します。

NO. 意見要旨 本市の考え方

各中学校の状況はどうか、不具合などないかの聞き取りや、
学校との十分なコミュニケーションがとれるような仕組みを
作っていただきたい。

小学校の給食の調理員はどの程度の期間で健康診断している
のか。

学校給食の配膳はボロボロの給食服で、手袋、マスクもして
いないが大丈夫か。作業服も毎週末しか洗濯していない。

学校給食のパンも病院給食のように、包装されている方がよ
い。

28
　ご指摘の内容については、教育委員会事務局に関するご意見
になりますので、担当部局にお伝えします。

その他の事項

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

第７　危害発生防止のための啓発に関する事項

24

　例年、本市ではノロウイルスが発生しやすくなる冬期前に感
染症担当部局と連携して、予防・消毒方法等が記載された予防
啓発用リーフレットを作成するとともに、当該リーフレットを
大阪市ホームページにも掲載し、広く普及啓発しています。
　なお、平成25年度はノロウイルスによる有症事例が多発した
ため、平成26年度は当該リーフレットをさらに増刷し、さらな
る普及啓発を行うとともに、市民を対象とした講習会や意見交
換会の開催依頼があれば、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)で随時実施します。
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