
 

 

「平成２７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２７年１月１３日（火）～平成２７年２月１２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 食肉衛生検査所 

  エ 中央卸売市場食品衛生検査所 

  オ 中央卸売市場東部市場食品衛生検査所 

  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 ８８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 

６４ ５０ １０ １ ３ ０ 

・所在地 

市内：６１名、市外：０名、不明：３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

食品衛生監視員を増員してほしい。

異物混入など食に係る問題が多い中、監視指導は益々重要であ
ると思う。指導回数を見ると、前年に比べ増加していない現状
があり、予算と食品衛生監視員を増加させ、適切に指導できる
人材配置及び検査体制の充実をお願いする。

増え続ける食品に対して、検査の質・量を低下させないために
も監視員の増員と検査体制の強化をお願いしたい。

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。そして、検査体制を充実させ
てほしい。

市民に一番近いところである飲食店やスーパーへどれだけの監
視体制が整っているのか不安である。たった5箇所の生活衛生
監視事務所で市内の多くの店をどれだけ把握しているのか不安
である。

監視員数を増員し、体制の強化をお願いしたい。（2件）

これまでの取組の結果、食中毒が減少しているのでしょうか。
年間1～数回の監視で十分な効果があるとは思えません。監視
員の数を抜本的に増やし、十分な監視が行われるようにしてく
ださい。

NO. 意見要旨 本市の考え方

監視指導は抜き打ちで行かない限り意味がないと思う。（2件）

事前の指導通知してからの訪問では普段の行いが見えてこない
ので、抜き打ちで行ってほしい。また、回数ももっと頻繁に
行ってほしい。

最近異物混入が数多く取り上げられている。衛生管理及び当該
店舗での従業員教育を含めしっかり検査をしてほしい。年1回
では不十分だと思う。

食中毒が発生しなくなることを願っている。年に1度ではなく
もっと監視してほしい。

重点監視事項の監視指導対象施設と監視指導回数において、食
品衛生法違反による行政処分を受けた施設の監視指導回数が年
に複数回とありますが、実際どれぐらい行っているのでしょう
か。

スーパーで販売されているおそうざいについて、容器のふたな
どがない状態のところに陳列しているものにほこり等が混入し
ていないか不安である。また、トング等も定期的に交換するよ
うにしてほしい。

スーパー等で販売されている果物が腐っている場合はどうすれ
ばよいのか

異物混入事件の際に消費者が購入した商品に関する届出を発信
できる行政の場所や連絡先が分からない。

テイクアウトで持ち帰った食品内に異物が混入しているニュー
スを見たりするととても嫌だなと思うので、衛生管理をしっか
りとしてほしい。

パンなどの無包装で販売されている食品はほこり等をかぶって
いたり、虫などがとまっているようで購入する気にならない。
衛生的な陳列をしてほしい。（4件）

宅配便の温度管理はどのように監視しているのか。運搬業者に
も厳しく指導を行ってほしい。

昨今、異物混入の事件報道をよく見聞きしますが、製造状態等
の調査を徹底して二度とそういうことが起きないよう、行政処
分等の強化をお願いします。
スーパーの「豆あじ」のパックの中に、猛毒をもつキタマクラ
というフグの稚魚が混入していたことがニュース等で報道され
たが、今後もそういうことが起きそうで心配です。安心して購
入できるよう、メーカーに対して強く指導を望みます。（2
件）

最近、食品への異物混入が大きな問題となっています。また、
賞味期限切れの原材料が使われたり、食堂などで材料表示に産
地偽装や偽ブランド表示が行われていたり、食の安全について
不安が広がるような事態が広がっています。監視計画ではこれ
らの事態について、具体的にどのような指導が行われたのか、
またこれから行われるのかを明らかにしてください。

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（4件）

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

1

　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。

第４　監視指導及び検査の実施に関する事項

4

　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、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
理状況等を確認し、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。

2

　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。

3

　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。
　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
導を行います。

1



NO. 意見要旨 本市の考え方

5
最近、ユッケがありますという張り紙のホルモン焼き屋さんを
見ました。ダメなのではないかとびっくりした。ゆるくなって
いる気がするので目を光らせてほしい。

　平成23年10月1日に生食用食肉の規格基準が制定され、規格基
準に適合したユッケ等の生食用食肉のみが提供できることとなり
ました。
　また、基準に合わない生食用食肉の提供は、腸管出血性大腸菌
等による食中毒のリスクが高くなることから、平成27年度につき
ましても、焼肉店や食肉販売施設を重点監視事項の指導対象業種
とし、食肉が規格基準に基づき適正に取り扱われているか、また
消費者への注意喚起等の表示が適正に行われているか等について
監視指導を行います。

6

以前行った鶏肉料理がメインの居酒屋で食べたササミの刺身を
喫食したところ、ひどい腹痛を起こしたことがあり、病院では
カンピロバクターによる食中毒と診断されたことがあった。衛
生管理の徹底をお願いしたい。

　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26年は28件（患者数131名）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
が原因食品と推定されています。
　このため、本市ではカンピロバクター食中毒防止対策を重点監
視事項として、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。また、消費者に対しても食肉や食鳥肉の
生食の危険性を大阪市ホームページや講習会等で広く周知し啓発
に努めているところです。平成27年度も、このような対策を継続
実施していきます。
　なお、食中毒等に係る届出や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

スーパーで生たらこを購入した際に白いものが付着していた。
寄生虫は仕方ないかもしれないが、販売するなら取り除く等注
意してほしい。他のスーパー等でも寄生虫が付着したまま販売
されていないか気になる。

　近年、魚介類を原因食品とする食中毒で増加しているのが寄生
虫によるものです。本市においても、「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
件数が増加傾向にあります。
　このため、本市では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ります。

高齢者が食べる食事の監視指導を強化してほしい。

学校給食施設や学校給食弁当製造施設の監視回数を増やしてほ
しい。

大阪市長は、小学校中学校の給食に積極的に取り組む意向であ
るが、これからの国を支えていく小・中学生の体を作る食料を
きちんと監視・指導を強めて実施してほしい。

先日、中学校の給食から食中毒が発生したとの報告をある学習
会で受けました。特に、子供たちの給食によって健康被害が出
るようなことは決して許されません。今後、このような被害が
出ないよう、学校給食を預かる事業者に対して、監視指導の徹
底をお願いします。

昨年4月から市内の全ての市立中学校1年生全員が給食となって
いるが、温度管理などの衛生面は大丈夫か。おかずが容器の蓋
からはみ出している等の声も耳にしたので心配である。きちん
と監視指導をお願いしたい。

中学校給食の業者への監視指導をお願いする。

冷凍食品等は、製造者が明記されておらず、記号で表している
ものがあるが、消費者には分かりづらいため、製造者の明記を
指導してほしい。

生産地（生鮮食品）の偽装が多い。監視、生産地への問い合わ
せ等偽装が起こらないような体制の構築をお願いしたい。

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。

野菜の産地表示の徹底をお願いしたい。まだまだ、産地表示が
ないままで販売してある。

「食品」や「メニュー」の表示を信じて、市民は購入するた
め、その信頼を裏切らないよう、さらに、事業者・メーカーへ
の監視指導を強化してほしい。

10

　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。
　なお、平成27年4月1日から、食品衛生法、健康増進法及びJAS
法に規定されていた食品の表示に関する規定を統合した食品表示
法が施行されますが、所管部署等の変更はありませんので、産地
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。

8

　食中毒が発生した際に重篤な患者の発生につながる社会福祉施
設（保育所や高齢者施設等）、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
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。

9

　本市では、平成24年9月の中学校給食開始以降、当該給食を原
因とする食中毒の発生はありませんが、平成25年度には当計画の
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。
　平成27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同様に管轄自治体に監視指導を
依頼します。

2



NO. 意見要旨 本市の考え方

11

「市内でアレルギー対応をかかげている飲食店」を保健所に徹
底的に調査・指導をして頂きたいです。その実態・調査指導内
容はできれば公表をして頂きたく思います。大阪の街は食い道
楽の街と呼ばれますが、何より食の安全を徹底して頂きたいと
思います。現状では食物アレルギーをもつ子供がアレルギー食
対応のお店が原因で亡くなる可能性は十分あると思います。今
後、食物アレルギーをもつ人が安心して外食ができるように徹
底した指導を望みます。

　飲食店等の店内で提供される食品には、アレルギー表示に関す
る表示義務はありません。
　しかし、本市においても、食物アレルギーを有する方への正し
い情報伝達は、健康被害を未然に防ぐために不可欠であるため、
飲食店等への監視指導時や食品衛生講習会時等に食品等事業者に
対し、消費者に対し正確なアレルゲン情報が提供できるよう注意
喚起の行政指導を行うよう努めます。なお、頂いた御意見につい
ては、当計画に反映させます。

路上弁当の監視指導を強化してほしい。（4件）

夏場の路上販売弁当の温度管理が気になる。冷蔵状態での保管
や時間での管理を徹底してほしい。（2件）

路上弁当は長期間置かれているが大丈夫なのか。

路上で販売される弁当はどこで誰がどのように製造しているか
よくわからない。保健所はきちんと監視指導を行うべきであ
る。

祭り等の露店の監視指導をよろしくお願いする。（2件）

移動販売で菓子を売っている人を見かけるが、販売員は手を洗
浄することもなく、手袋もしていないので衛生管理が気にな
る。

縁日等の露店の焼きそば売り場で豚肉が変色しているのをその
まま使っていたが、露店等の衛生管理は行っているのか。

コンビニ弁当等の防腐剤（添加物）の使用が適正であるか検査
してほしい。

祭りや夜店のかき氷のシロップの色が気になります。安全なも
のが使われているかよく検査してほしい。

輸入食品、冷凍食品、広域流通食品の検査品目、検査量をもっ
と増やしてほしい。その中で、食品添加物・残留農薬等の検
査・監視をより厳しくしてほしい。

食品の検査の内容と検体数に不安を感じる。人口260万人の食
を預かる大阪市の検査とはとても思えない。十分な検査ができ
るよう体制を整えてほしい。（2件）

輸入食品の増加、放射性物質の検査、偽装食品等々検査量が多
くなってきているが、検査の質・量を低下させることなく市民
の安全を守るためにお願いしたい。

輸入食品は年々増加しているが、検査が十分に行われているか
心配である。検査数を増やして厳しい検査を行ってほしい。

輸入される食品・原材料の安全は今後も増してくるため優先さ
れるべき。また、行政指導する立場でも食品関係施設に積極的
に立ち入り、情報の共有、食品事故防止等に積極的に関わって
責任のある指導調査を行ってこその行政指導ではないか。

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。（海産物、野菜、肉類
など）

14

　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。
　また、近年、インターネット等で販売される食品が増加してお
り、これらの食品の中には、店頭では販売されていないため、表
示を含めてその実体がつかめないものもあります。本市では、平
成26年度より、こうした店頭では手に入らない、インターネット
等でのみ販売される食品についても試買し、表示検査や食品添加
物、アレルギー物質等の検査を実施していますが、平成27年度に
つきましても引き続き実施し、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、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。

15

　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。
　本市としても輸入食品の安全性に対する市民の関心が高いこと
から、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について実
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。

16

　平成27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、農水産物、畜産物及びこれらの加工食品な
ど市内に流通している一般食品について、放射性物質モニタリン
グ検査を実施します。
　また、それ以外に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。
　なお、本市では、平成23年度より放射性物質モニタリング検査
を実施しておりますが、現在までに基準値を超過した検体はあり
ません。

12

　平成27年度につきましても、引き続き路上販売弁当等について
は、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。

13

　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27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。

3



NO. 意見要旨 本市の考え方

病院や学校等で集団食中毒が発生した場合のどのような処置を
しているのか。また、そのような際には情報を早く提供してほ
しい。

食中毒などの事故を発生させた事業者の施設へは、その内容が
改善されるまで徹底した監視と指導を行い、二度と同じことを
繰り返さないようその後も常に調査する体制をとってくださ
い。

18
「食肉衛生検査所」の項において、食用に適さない食肉・食鳥
肉とあるが、具体的にはどのような肉ですか。

　食品衛生法第9条において、「と畜場法」等で掲げる疾病にか
かり（疑いを含む）、異常があり、又はへい死した獣畜の肉等に
ついては、販売してはならない旨が規定されています。
　本市では、中央卸売市場南港市場内の大阪市食肉処理場で、と
畜検査員が「と畜場法」に基づき、とさつ解体される獣畜（牛、
豚）について、１頭ごとに検査を行い、食肉の安全性を確保しま
す。また、48か月齢超の牛については、ＢＳＥスクリーニング検
査を行い、食肉の安全性の確保に努めます。

19
年間処理羽数30万羽以下の小規模な食鳥処理については、書類
のみの監視で目視は行っていないのか。目視も行ってほしい。

　年間処理羽数30万羽を超える大規模な食鳥処理場の食鳥検査に
ついては、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」
に基づき、公的機関(都道府県知事又は厚生労働省指定検査機関)
で食鳥検査を実施することが、法律で義務づけられています。
　一方、食鳥処理の年間処理羽数30万羽以下である食鳥処理場
（認定小規模食鳥処理場）は、同法に基づく、公的検査は不要で
すが、食鳥処理に際し、食鳥処理衛生管理者が食鳥の生体の状
態、食鳥と体の体表の状況又は中抜と体に係る内臓及びその体壁
の内側面の状況について、厚生労働省令で定める基準に適合する
か否かを確認し、市長へ報告しなければならない旨が規定されて
います。
　本市としては、認定小規模食鳥処理場についても、食鳥処理衛
生管理者が確認規程を遵守しているか、確認及び指導を行いま
す。

NO. 意見要旨 本市の考え方

食中毒が起こらないように食品調理従事者及び管理者への指導
教育を強化してほしい。

従業員の人材教育をすればいいと思う。

食品衛生責任者の学習会、資格の再登録など責任を持って行っ
てほしい。

21

監視指導を行われているのであろうが、消費者には分からな
い。衛生状態が優秀な店には優秀だと目に見えて分かるよう
シール貼るなどすると安心して購入・飲食ができるようになる
と思う。

　本市では、積極的な設備の改善と衛生的取り扱いの向上に努
め、特に優秀な衛生状態を保持するとともに、コンプライアンス
並びに危機管理に努めている施設に対して優秀標と優秀標をイ
メージしたシールを贈呈しています。
　平成27年度についても、これら食品等事業者になお一層の自主
衛生管理を推進させるとともに、より衛生的かつ信頼性の高い施
設を目指す意欲を高めていきます。

17

　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。
　なお、前年度に食中毒などの食品衛生法違反で行政処分等を受
けた施設に対しては、再発防止のための改善対策が引き続き適正
に行われているかを確認するため監視指導を行います。
　また、食中毒の発生時には、その状況を大阪市ホームページで
速やかに公表するとともに、必要に応じて報道機関を通じ広く市
民等に情報提供を行います。

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

20

　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。
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NO. 意見要旨 本市の考え方

市民への食の安全性に関する情報や知識を伝える広報、マスメ
ディア等を利用して周知してほしい。

検査結果等について、市民への報告等は行っているのか。

違反が発見された場合、市民に分かりやすく公表し、抑止力に
なるような措置が必要だと思う。

この案が実施されると安心して食生活が送れると思う。たくさ
んの人が関わって見守ってもらいたい。

色々な情報をインターネットや新聞のみでなくもっと広く伝え
てほしい。

若者には普及して扱いなれているパソコンも高齢者には不慣れ
であるし、万人が閲覧できるわけではないので、地域でだれに
でも目にとまる方法（回覧板や老人ホーム・病院ロビーなどに
掲示）で迅速に広く提供してほしい。

食中毒事件を起こした事業所等には重点的に指導を行うとある
が、昨年度の食中毒事件数、あるいは食に関して寄せられた苦
情数など昨年度の取組みを明らかにしなければ、計画が妥当か
どうかを判断することができません。

行政処分を受けた施設等は市民に分かりますか。

NO. 意見要旨 本市の考え方

喫茶店や食堂等の従業員の爪が長く、マニュキュア等をしてい
る状態で、手洗いは十分に行えるのか。

食中毒予防の講習会で、正しい手洗い方法を教えてもらった
が、飲食店の従業員も同様に徹底しているのか不安である。

NO. 意見要旨 本市の考え方

中学校給食が冷たい、まずいと不評であるが、衛生管理上冷蔵
保存していると聞いている。近隣の小学校の給食施設を利用す
れば、衛生管理も可能ではないか。

最近インフルエンザが流行しているが、小学校等ではうがいや
アルコール消毒等は行っていない。集団生活では、感染を防ぐ
ために流行時期には衛生管理をしっかり指導してほしい。

25
　御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、頂いた御意見は、担当部局にお伝えします。

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

22

　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。

第７　危害発生防止のための啓発に関する事項

その他の事項

24

　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
図っていきます。
　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
確認するとともに管理手法に関する助言等を実施していきます。

23

　各年度の大阪市食品衛生監視指導計画に基づく実施結果につい
ては、その概要を翌年度の6月30日までに大阪市ホームページに
掲載するとともに、保健所等において閲覧資料を設置しておりま
す。
　また、食中毒を発生させた施設名や違反食品を製造した事業者
名等の情報は、その都度大阪市ホームページで公表するととも
に、食中毒の発生状況についても、随時、大阪市ホームページに
掲載しております。
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