
 

「平成２８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２８年１月１２日（火）～平成２８年２月１２日（金） 

 

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 １２５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 

７６ ６１ ６ ５ ４ ０ 

・所在地 

市内：５９名、市外：１３名、不明：４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

本計画案内「第２　監視指導の実施に関する基本的な方向」
中の「監視指導を実施します」を「監視指導を実施・強化し
ます」に、「自主衛生管理を推進します。」を「自主衛生管
理を指導・推進します。」に変更願いたい。

本計画案内「第２　監視指導の実施に関する基本的な方向
食品等事業者・大阪市の責務と市民の役割　大阪市の責務」
中の「本市の実情に応じた」に「昼間人口400万の国際都市
大阪に相応しく」を加筆願いたい。

本計画案内「第２　監視指導の実施に関する基本的な方向
食品等事業者・大阪市の責務と市民の役割　市民の役割」中
の「意見を表明するよう努める」を「表明した意見を政策に
反映する」と変更願いたい。

　食品の安全性の確保に関する市民の役割は、食品の安全性の
確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確
保に関する施策について意見を表明するように努めることに
よって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものであ
り、頂いたご意見等につきましては、 本市の考え方をお示し
するとともに具体的な施策等に反映していきます。

大阪市が店舗からの検査依頼にも対応できるような体制があ
ればよいと思う。

事業者側からの検査依頼にもしっかり対応してほしい。

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。（7件）

廃棄食品の横流しが、市民の中に食品業界への不信感を持た
せ、大きな社会不安をもたらせている。食品の製造・加工・
販売事業者への十分な監視業務が行えるためにも職員や予算
の増員強化を望む。

大阪市は260万人もの人口を抱える大規模な市ですが、食の
安全に対する取り組みは非常に弱いと思う。まず、各区に監
視員は1人しか配置していないため、いつでも迅速な対応が
出来ない現実である。5ヶ所の監視事務所まで出向くのは不
便であり、気軽に相談できない。また、監視員の数も少な
く、必要な監視が十分にできていないと思う。監視員を増員
し、各区で相談に乗れる体制に戻し、市民の要求にこたえ
て、迅速に対応し、啓発活動を強化するようお願いする。

各区にあった保健所が統合されて少なくなっているが機能し
ているのか。

廃棄食品の横流しや転売など食品に対する不安が大きい。今
の体制では、不正はこれからも増えこそすれ減ることはない
と思う。食品衛生の監視体制を見直し、予算をつけ検査員の
増員も必要である。

監視指導計画の中で実施する期間、事項等は書かれている
が、どのように人を配置し、どのような体制で計画を実行し
ていくのかという実効性についてのことが書かれていない。
ある市の職員は食品衛生監視指導計画はあくまで計画であっ
て現実的に今の体制でできるわけがないと言っていた。この
ようなことが職員から出ないような実効性のある計画にすべ
きだと思う。

平成28年初頭から廃棄食品の横流しが大きな問題となってい
る。マスコミ報道は、当該業者の不正のみを問題視している
が、私たちは、かかる事案の背景に、公衆衛生業務の軽視・
民営化＝弱体化があると思っている。法に基づく規制・監視
業務を自治体改革の名で縮小し、民営化し、大阪市は保健所
を24から1ヶ所に減らしてしまった。当然、監視業務に携わ
る職員も減らしている。立入を必要とする食品の製造・加工
事業者は市内だけで16万ヶ所あるという。計画されている立
入検査では、事業者へのインパクトも小さい。再度、公衆衛
生業務の強化・今日的発展を求める。

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。
　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、本計画内に明記しております。
　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。

パブリック・コメントに寄せられた意見の概要

第２　監視指導の実施に関する基本的な方向

1

　当計画は本市内における食品等事業者の施設の設置の状況、
食中毒・違反食品等の食品衛生上の危害の発生状況、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て策定
しております。
　また、食品等事業者は、食品等の安全性を確保する第一義的
な責任を有していることから、自主衛生管理の推進について
は、本計画案「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」においても食品等事業者の責務について周
知し、意識の向上を図る旨を記載しております。

2

　食品衛生法第3条において、食品等事業者は販売食品等の安
全を確保するため様々な取組みを行うよう努めなければならな
いという責務が規定されています。
　したがって、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、自らがその必要性等を検
討し、自主検査等を実施すべきであると考えます。

1



NO. 意見要旨 本市の考え方

監視指導は抜き打ちで実施してほしい。（2件）

一斉取締りだけでなく抜き打ちによる取締りの実施をお願い
したい。

重点監視事項の監視指導回数を年3回とか年1～2回、年1回と
なっているが、もう少し回数を増やすとかは出来ないのか。
（2件）

重点監視事項の監視指導対象施設に「社会福祉関係施設、学
校・幼稚園・病院等の給食場」に納入する業者を加えてほし
い。

食中毒が発生した際に大規模化するおそれのある施設の監視
指導回数が年1回というのはあまりにも少な過ぎないか。適
切な調査をするために監視指導回数を増やしてほしい。その
ためには、監視員数をもっと増やす必要があると考える。

重点的に監視指導を行う事項として、生食用食肉やノロウイ
ルス、カンピロバクター、寄生虫による食中毒、路上販売弁
当の監視指導を挙げている点は重要な視点と思う。引き続
き、監視指導の強化をお願いする。

テーマパークの衛生監視を強化してほしい。

食中毒問題、路上販売の衛生管理など毎年同じパブリック・
コメントの意見が出されているものの改善されていない。性
善説ではなく性悪説にたって監視を進めてほしい。

食中毒の増加が全国的で、「大阪市内でも同様だ」というこ
とですが、大阪市の焼肉店などの飲食店や食肉販売店、魚介
類販売店など、関係業者の多くへ啓発し、意識を高めるため
にもっとしっかりした態度でより厳しい指導をしてくださ
い。

近頃、廃棄食品の横流しがマスコミで大きく取り上げられて
いるが、今回の業者以外にもまだまだ存在するような気がす
る。激安をうたい文句にしているスーパーのお惣菜なども本
当にちゃんとした品質のものか気になる。食品業者に対する
監視を強化してほしい。

今般の廃棄食材転売問題が明るみに出たことにより、弁当や
加工食品への信頼性がなくなった。中食の需要が高まる中、
惣菜や弁当を利用する機会が増えているので、そういった製
造事業者への監視を強化いただき、安心して利用できるよう
にしてほしい。

現在、賞味期限、消費期限、食品ロス問題など食品の正しい
知識がなくなっているが、食品の安全を信用して私達は安か
ろう良かろう主義で購入、飲食している。その中で監視指導
は重要であり、環境科学研究所も重要な役割をしていると思
う。廃棄食材の再利用がされることなどがないよう業者、販
売者へ指導・監視の強化をお願いする。監視指導回数を増や
し、対象施設も多くし、必要なことに人員を増やして行動し
てほしい。その結果が食品衛生の向上、防止になる。

廃棄物事件や異物混入事件など他であったことも大阪市で起
こる可能性があるので、迅速な対応と広報をお願いしたい。

2

　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
います。

第４　監視指導及び検査の実施に関する事項

1

　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。

2



NO. 意見要旨 本市の考え方

要冷蔵商品を平気で冷蔵せずに販売しているところがある。
このような店舗の調査・指導をしっかりしてほしい。

賞味期限が過ぎている食品や虫がついているキャベツを販売
している店があった。

購入したアサリにアサリと同じ大きさの石が入っていた。

量販店で鶏肉を買った人から聞いたが、買ってすぐにパック
から出したらにおいがするし、ネバ～っとしていたらしい。
そんな古そうな鶏肉を売っていると心配です。

スーパー等でむき出しで売っているコロッケ、天ぷら、味付
肉等をトング等で自分で取るようになっている売場の食品は
人の手やくしゃみ等が飛んでいる時があったりするのでむき
出しにしないでラップをかけるとかフード付きの容器に入れ
てほしい。

スーパーの試食品については、商品の陳列は蓋付きで統一
し、場所により販売員がマスク等をしていないお店もあるこ
とから販売員には講習をした方が良いと思います。

バラ売りの魚を手で押した後ビニール袋に手を入れて他の魚
を取って行った人がいた。トングを分かり易い場所に置いた
方がいいと思う。

刺身の色が気になることがある。例えばマグロの刺身の色が
とても赤くてこんなにも自然に赤いものかと思うほどきれい
な色のものを目にすることがあり、何か発色をよくするもの
が含まれていないか心配である。

菓子等も扱う薬局（ドラッグストア）の店先にたくさん商品
を並べていて、直射日光が当たっていることが気になる。
時々指導が入るのか、店先は並べずきれいになっていること
もあるが、すぐにたくさん並んでいる。冬はまだ大丈夫であ
ろうが、真夏などは食品でなくても品質劣化しないか心配で
ある。こまめな指導をお願いする。

納豆の中にプラスチックのかけらのような物が混入していた
などの話を聞いたことがある。

コンビニをよく利用しますが、お弁当を温めてもらう時のレ
ンジ使用時間によって容器の材質などに影響があり、人体に
何かしらの被害が出るのではないかと心配しています。もし
そういうことが想定されるのであれば、指導して安全が図れ
るような対策を取ってください。

コンビニ弁当の加熱時の注意点を明記し、常に指導し安全対
策を働きかけてほしい。

店舗の作業所の天井にすすがいっぱい付いていた。

食品の売り場についての指導内容が記載されていない。

今まで輸入食品は信用できないと思っていたが、最近では国
産品でも安心できない。将来の子供達のためにも監視をしっ
かりとしてほしい。

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（6件）

4 生食用食肉の提供をやめてほしい。

　平成23年10月1日の生食用食肉の規格基準及び表示基準の施
行後、平成24年6月25日には牛肝臓の規格基準も制定され、同
年7月1日からは牛肝臓の生食用としての販売が禁止されまし
た。さらに、平成27年6月12日からは、豚の食肉（内臓を含
む）を生食用としての提供することが禁止されました。
　規格基準に合わない生食用食肉や牛肝臓及び豚の食肉の生食
用としての提供は、食品衛生法違反行為であり、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28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。
　また、鶏肉についても、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。

3

　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。

3



NO. 意見要旨 本市の考え方

5

ユッケや生レバーといった生食用の食肉が規制されています
が、過去何年間も衛生基準を大幅にクリアしている加工会社
や最新の衛生管理機器（放射線照射で殺菌できるものなど）
を設置している会社等には認めるなどしてほしい。衛生的な
会社には利益になるし、生食肉を売りたい会社はより衛生面
で気を使うようになるはずである。
幼い子供や老人、病人などの口に入らないようにする対策は
必要かもしれないが、承諾を受けてから提供するなどでも良
いと思う。

　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、生食用の牛の肝臓の取扱いについては、薬事・食品衛
生審議会で検討を行ってきたところ、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
しております。

食品廃棄で問題が起こったので、管理票だけでなく、現場の
検査も実施願いたい。

大阪市内での産廃業者の廃棄商品の横流し販売等に関する実
態調査をお願いしたい。

廃棄食品の横流し問題が最近とりあげられたので、二度とこ
のようなことが起こらないように監視指導を強化してほし
い。

衛生問題にからんで食品の廃棄問題にも目を向けていただき
たい。

食品の横流しの防止や廃棄処分の依頼主の監視も強化してほ
しい。ルールを決めて適正取引を望む。

廃棄すべき食品がスーパー等に流通していた件については、
大阪市ではどのように対応しているのか。

使い回しなど不正防止のために食品廃棄物の処理状況調査を
お願いする。

先日の廃棄食品の横流しに係る事件はショックであった。今
までも衛生指導計画があるにも関わらずそれをかいくぐって
の事なので注意をうながしてもらいたい。しかし、まだ食べ
られる食品を捨てるというのにはとても抵抗がある。

本来であれば各企業が倫理を忘れず安全なものを提供すべき
ところを行政に監視されないと出来ないという点がなさけな
く思う。つい先日の廃棄冷凍食品の横流し事件などを知ると
消費期限や賞味期限間近なものを寄付する流れなどを作れ
ば、食品ロスも少なくなり、貧困の底上げにもなり国も潤う
のではないかと思う。

7

　自主回収にかかった食品や廃棄処分とした食品が適正に処
理されず、市場に出回って食の安全安心を脅かす事態が生じ
ました。この事件を防止できなかったのは、自主回収や廃棄
処分対象の食品の処理が事業者まかせになっており、法令上
も行政が最終処分を確認することになってなかったことが一
つの要因です。
　平成28年度大阪市食品衛生監視指導計画案では、大阪府食
の安全安心推進条例の「自主回収報告制度」に基づいて対処
する旨が記述されています。しかし、同条例第21条では、
「知事は、前条第一項の規定による報告に係る回収の措置
が、人の健康に係る被害の発生又はその拡大を防止する上で
適切でないと認めるときは、当該報告を行った特定事業者に
対し、回収の措置の変更に係る指導その他の必要な指導を行
うことができる。」としていますが、事業者の不適切な処理
の確認を前置しており、実質的に事業者任せになっていま
す。
　今回の事件を受けて、事業者の自主的な処理であっても行
政がその最終処理を確認するしくみを導入し、事業者の不適
切な処理が発生しないようにすべきです。
　そのために、国や府に対して法令の改正を検討するよう、
働きかけて下さい。

　本市では、食品等の検査等において食品衛生法違反の食品等
が発見された場合、当該食品等の廃棄等の措置については食品
衛生監視員立ち会いのもとその確認を実施しており、当該食品
等の保管場所などが市外の場合は、同様に管轄自治体に当該措
置に係る確認を依頼しています。
　また、大阪府食の安全安心推進条例に基づく「自主回収報告
制度」に係る自主回収品についても、必要に応じて、同条例第
21条第5項の規定により当該品の措置に係る現地指導や調査等
を実施しています。

6

　今般、食品等事業者から産業廃棄物処理業者に対し、産業廃
棄物として処理を依頼したにもかかわらず、当該廃棄物を食品
として売却していたことが判明したところです。
　本事案に係り、産業廃棄物行政主管部局が市内の産業廃棄物
処分業者への立入検査を実施し、問題がなかった旨の報告を受
けております。
　今後、産業廃棄物行政主管部局による立入検査により同様の
事例が確認された場合には、産業廃棄物行政主管部局と連携し
て問題食品の流通防止及び消費者等への情報提供等について対
応することとします。
　また、本事案及びご意見を踏まえ、食品等事業者における法
令遵守の徹底に向けて取り組むことは、消費者の食品に対する
安全確保につながる重要な課題であることから、本計画に基づ
く立入検査の際などには、食品等事業者の状況の把握に努める
旨並びに業務用加工食品を取扱う事業者に対する、業務用加工
食品の表示の適正化や仕入れた加工食品についての表示確認に
係る周知に努める旨を追記します。

4



NO. 意見要旨 本市の考え方

学校給食については、親の目が全く届かないところなので衛
生面の徹底をお願いする。

対象施設ももっと幅を広げ監視回数ももっと増やしてほし
い。年1～2回の監視では不安である。特に学校、幼稚園、病
院等の給食場では最低季節ごとに監視していただきたい。

中学校での弁当給食に食品に入ってはいけない様々なものの
混入が多いと聞くが、食の安全についてもっと真剣に取り組
んでほしい。

昨年度まで子供を中学校に通わせていたが、「毛髪が入って
いるのは日常茶飯事。それ位なら自ら取り除いて食べる。ゴ
キブリが混入していたこともあった。」という話を聞いた。
「レベルの低い業者を使うくらいなら弁当に戻したほうがよ
い。」という保護者・生徒の声もあるが、いかがなものか。

給食の異物混入が相次ぎ、また、衛生管理のずさんな委託業
者が注目され、大阪市の中学校給食を委託している業者は大
丈夫なのか心配になった。業者への衛生指導・衛生監視を厳
しくしてほしい。

中学校給食について、業者への監視・指導はもちろんのこ
と、学校内での保管状況や配膳までの温度管理などもきちん
と管理指導してほしい。給食開始時の平成25年度に重点監視
事項としていたことだが、全学年・全員が給食をとるように
なったので当時と比べて個数が何倍にもなることにより不具
合が生じていないかの確認も必要ではないかと思う。

輸入加工食品の適正表示に強く疑いがある。監視指導計画が
発案以来、この適正表示には改善策が前進した見解が見られ
ない。この問題は、食品衛生法の見地からの確認・指導では
改善・解決にならないため、食の安全に関する問題は、食品
衛生監視指導計画からはずし、別の計画・体制を考える必要
性がある。

輸入牛肉を国産牛肉として販売していないかをチェックする
ため牛肉の産地根拠について調査願いたい。

店頭販売のパンや惣菜に何が使われているのか記載してほし
い。

店頭で加工品、水産品や肉などには製造年月日や賞味期限の
記載があるが、野菜、果物には陳列した日やいつぐらいまで
に食べればよいなどの記載や表示がないため不安に思うこと
がある。

機能性表示食品制度が始まり、市場に出回るようになりまし
た。いわゆる健康食品を含めて、市内にはたくさんの「健康
食品」が販売されています。
しかし、医薬品とは異なり、「健康食品」の品質の均一性に
は疑問が残ります。容器包装に記載された成分表示と実際に
製品の成分が同じものなのか、同じ含有量、率になっている
のかが不安です。
平成28年度食品衛生監視指導計画案において、「健康食品」
の成分について、容器包装の表示との整合性を確認する検査
を計画化するようお願いします。

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。

　中学校給食については、導入時に、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。
　さらに、中学校給食において危害発生につながるおそれのあ
る異物が確認された場合は、速やかに製造所への立入調査を実
施し、原因究明及び再発防止に係る指導を行っています。
　平成28年度につきましても、中学校給食の安全性向上のため
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。

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表示法上適切で
あるか監視や検査を実施します。
　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、原産国表示等の食品表示法におけるいわゆる品質事項
として規定されている表示事項の違反については、当該表示事
項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。

9
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NO. 意見要旨 本市の考え方

路上弁当の監視指導を強化してほしい。（2件）

路上販売弁当について、温度管理など特に夏場には細心の注
意を払って販売するように指導していただきたい。

オフィス街の昼休み時間によく路上に出店している弁当につ
いては、許可を得て販売されているのかどうかわからない
が、監視指導などしているのか。

路上販売弁当などの監視強化を希望する。すぐに食べること
を前提として売っているようであるが、添加物、消費期限も
記載されていない。

工場等で製造されている食品にはほぼアレルゲン表示が記載
されているが、路上販売弁当や屋台の食品などには表示のな
いものが多い。アレルゲンが入っていても気づかずに食べて
アナフィラキシーショックを起こすことも考えられることか
ら、徹底した指導をお願いしたい。

路上で販売している弁当は安全なのか。製造所の監視指導も
しっかりとしてほしい。

夏場の祭り等の露店の監視指導をよろしくお願いする。

昨年、祭りであった屋台で販売された冷やしきゅうりを原因
とする食中毒について、長時間、屋外の人通りが多い場所で
売れるまで陳列されたままの商品を見ると害はないのか心配
になる。

祭り等の屋台への監視を強化をお願いする。特に、一旦解凍
した材料の再凍結を止めさせるなど注意喚起をお願いした
い。

食材なども路面に山積みであり、手でさわっているのもよく
見かけことから、祭りなどの屋台への監視をお願いする。

屋台で調理している販売人に対して、手指の消毒等をもっと
徹底してやってほしい。

イベント、臨時出店施設、夜店などについて、特に子供の口
に入るものは監視指導が必要であると思う。

食の安全になくてはならないこの食品衛生の課題について、
どの項目も手を抜くことなく一つ一つ確実に進めていってい
ただきたいと思います。特に第4の監視指導・検査の実施に
関する事項についてはより徹底した対応で進めていっていた
だきたいと思います。検査の対象となる食品もより多く幅を
広げ、食品等の検査や表示が適正に表示されているかなども
しっかり監視していただきたい。

遺伝子組換え食品の混入の有無についての監視及び検査をお
願いしたい。

不適切な食品等の発見・排除のために、指定外添加物の検出
に注目している点は重要です。さらに、輸入食品の表示検査
や収去検査についても、一定数の検査を計画化することも重
要です。さらに輸入食品の表示検査や収去検査についても、
一定数の検査を計画することも重要です。引き続き、検査対
象に注意を払っていくことを求めます。

生食肉、ローストビーフやタタキの取扱店舗について製品化
された商品の菌検査を抜きうちで実施してほしい。

11

　路上販売弁当等については、販売場所において食品衛生法に
基づく営業許可を要するものではありませんが、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、平成28年度につ
きましても、引き続き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。
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　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28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。

13

　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、組換え遺伝子、器具容
器包装の規格検査等）を行います。
　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等についても試買し、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おり、
平成28年度につきましても引き続き、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。

6



NO. 意見要旨 本市の考え方

輸入食品について市としての何らかの検査を実施してほし
い。

激安で売っているスーパーの食品、例えば輸入されている水
煮パックに入った食品、漬物、豆とかは安全なのか。

　輸入食品の安全性に関心が高まっています。平成28年度食
品衛生監視指導計画案では、輸入食品の違反事例が発見され
たときには、「厚生労働省と緊密な連絡調整や情報交換を行
い、危害防止を図る」ことや、「輸入食品に関する取り組み
状況について、大阪検疫所と情報交換を行う」こととしてい
ます。
　輸入食品は毎年大量に輸入され、日常的に都市部を中心に
流通しています。厚生労働省の輸入食品監視指導結果によれ
ば、輸入検疫所の検査をすり抜け、国内流通している輸入食
品の検査から違反事案が毎年15～18件程度発見されていま
す。これは、都道府県等の保健所による検査から発見されて
いるもので、輸入食品であっても国の検査だけでなく、国内
の保健所の継続的な検査の必要性を示しています。
　その点では、国内の検査を効率的に行う努力が必要です。
大阪市の検査で発見された事案や、違反発見事案の当該事業
者が大阪市所在である事案だけでなく、国の検疫所における
違反発見事案の全情報をリアルタイムで把握し、市が行う検
査の対象食品や検査項目の参考情報とすることが必要と思い
ます。そうした情報が円滑に提供される仕組みを作るよう、
厚生労働省輸入食品安全対策室に働きかけて下さい。

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。

放射性物質の検査にもっと力を入れてほしい。

放射性物質のモニタリング検査の検体数が少ないように思
う。昨年の検査で基準値以上の値のものがなかったので、検
体数が減っているのではないか。まだまだ不安はなくならな
いので、1つでも多く検査を実施してほしい。

16
重点的に実施する事項に機能性表示食品等の内容調査・分析
を実施し、これを消費者に公表する旨を追加願いたい。

　機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関す
る情報などを消費者庁長官へ届出たものについて、事業者の責
任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で
す。
　機能性表示食品に係る届出や販売後の監視は消費者庁が中心
となり実施しており、消費者庁や関係機関と連携を図り、必要
に応じて情報提供並びに情報の共有等を行います。

17
食品衛生の監視を強め違反者に対する罰則を強くしてほし
い。

　食品衛生法違反については、同法により行政措置や罰則が規
定されており、食品衛生法違反者に対しては、同法に基づき適
切に行政処分等の措置を引き続き講じていきます。

NO. 意見要旨 本市の考え方

大手スーパー等では独自のルールを作り危機管理が施されて
いるようであるが、個人商店などの小さな店舗ではどうなの
か。大規模な食中毒も旅館や飲食店が多いように思う。

昨年、自分自身がノロウイルスにかかり検査が陰性になるま
で2週間近く休職し、食品衛生に携わる責任感を感じた。監
視指導計画案を読み、より一層食品衛生に関して知識を深め
る必要があり、今後は自主的に活動し指導できるよう努めた
いと思っている。

国はHACCP対応で食品衛生法を改正する見込みとの情報があ
るが、その点について具体性がない。

HACCP義務化の世界的潮流の中で、日本でもHACCP義務化がう
たわれつつあります。とはいえ、専門家を除き、製造業、飲
食店など、食に携わる方々をはじめ、消費者といった一般の
方々にとって、「HACCP」はまだまだ程遠い存在であり、国
の動きと一般の方々との理解度の溝は更に深まるの一方なの
ではと危惧します。
国の推進と同様に、ぜひ、食に携わる方、そして消費者の
方々へ、分かり易い、HACCPの知識普及を推進してい頂けれ
ば嬉しく思います。宜しくお願いします。

2

　本市では、食品衛生法に基づき、大阪市食品衛生法施行条例
において、営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準（以下、管
理運営基準）を定めており、将来的なHACCPの義務化を見据え
つつ、HACCPの段階的な導入を図る観点から、平成27年4月に
HACCPによる食品衛生管理を推進するため、管理運営基準に
HACCPによる衛生管理を行う場合の基準を追加し、大阪市ホー
ムページへの掲載やリーフレットを作成し、普及啓発に努めて
います。
　平成28年度についても、一般の食品製造施設、と畜場及び食
鳥処理場等へのHACCPによる工程管理の更なる普及推進に向け
ての指導や助言等を実施し、食品等事業者がHACCPによる衛生
管理に積極的に取組めるような支援を講じていきます。
　なお、本内容については、当該監視指導計画に追記します。

1

　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行います。

　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。
　なお、検査数や検査項目については、近年の本市や全国及び
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。

15

　平成28年度についても、食品の放射性物質に対する市民の不
安の払拭と食品の安全性確保のため、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60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。

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

14
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NO. 意見要旨 本市の考え方

遺伝子組換え食品の混入の現状把握、情報公開、安全性又は
危険性の学術・医学的見解等の情報提供をお願いしたい。

食品セミナー等が行われているようであるが気付いた時には
終了している。メールでスケジュール配信していただける
サービスがあるとありがたい。

市民を対象とした講習会や意見交換会などを実施しているよ
うであるが、いつどこで実施しているかなどの情報が伝わっ
てこない。わかりやすく広報してほしい。

予防方法等を全体的にもっとわかりやすく挿絵などがあれば
良いと思う。また、食中毒は絶対に出さないという監視指導
の重要性が伝われば良いと思う。

　平成28年度食品衛生監視指導計画案において、表１、表２
に監視指導回数や検査項目、検体数の提示がされています。
しかし、この表だけでは、その意味が伝わってきません。
　市民に意見を求める文書としては、まだ改善の余地がある
と思います。監視指導回数や検査項目、検体数の表記は、来
年度の数値だけでなく、これまでの経年推移がわかるような
標記の仕方を工夫する必要があるように思います。
　他自治体の食品衛生監視指導計画案では、食品等事業者の
施設への立入検査実施計画の説明に、設定した「評価基準」
の評価に基づいて、「業種別標準監視回数」を定めている旨
の説明があります。一例ですが、このように市民に分かりや
すい計画案の提示の仕方について工夫が求められていると思
います。

NO. 意見要旨 本市の考え方

食の安全について市がどういった取り組みをしているかよく
人の集まる場所（ショッピングセンターや商店街）での広報
を強化すべき。また、食のイベントや物産展などを通じての
食の知識の広報をお願いする。

食中毒の正しい知識（例えば発症までの潜伏期間や症状な
ど）を市民に広めることで正しい予防法や家庭内で発症する
可能性など食中毒防止を広く呼びかけることで意識向上を
図ってもらいたい。製造者、販売店、消費者そして行政が一
体となって大阪市の食品衛生に関する活動が一般市民から見
える活動となっていくことを期待する。

食品の安全など市民への啓蒙活動・広報を食品スーパーを中
心にタイアップして多く実施し、食に対する間違った知識や
偏った知識の修正をしっかりすべき。

NO. 意見要旨 本市の考え方

1
食品衛生に係る人の養成指導が急務だと思われる。昨今、輸
入食品も多くなり今までにない食害も起こりうるので監視体
制を整える必要性がある。

　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、迅速に対応できる食品衛生監視員の育成に努めます。

NO. 意見要旨 本市の考え方

監視業務の拠点である「大阪市環境科学研究所」の大阪府公
衆衛生研究所との統合案は撤回すること。国境を感染症など
生活環境の安全・安心を守ることは大阪市の重要な業務であ
り責務である。（7件）

大阪市立環境科学研究所の業務でされている様々な報告を学
ぶことができました。それをまとめた「健康、環境、サイエ
ンス」はとても分かりやすく、市民の欲しい情報があること
を知りました。食品に関する啓発にもなると思いますので区
報のお知らせコーナーなどで広く市民に知らせたらどうで
しょう。ご検討のほどお願いします。（2件）

1
　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、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

1

　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、区広報紙等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。

2

　平成28年度大阪市食品衛生監視指導計画案には、素案の段階
での意見交換会等において寄せられた意見等を参考に、監視指
導等の実施状況をイメージしやすいよう写真等を掲載するとと
もに、本文中に出てくる語句については、用語説明がある旨を
明確にするなどの変更を行いました。今後も市民の皆様に内容
がより一層わかりやすくなるよう努めてまいります。
　また、表2については、検査等の実施内容がよりわかりやす
く修正します。

第７　危害発生防止のための啓発に関する事項

1

　食品衛生知識の普及啓発については、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。
　また、食中毒予防啓発には、予防啓発用チラシの配布及びポ
スター掲示の他、街頭キャンペーンを開催し、広く市民・事業
者へ普及啓発していきます。さらに、食中毒注意報の発令は大
阪市ホームページに加え、従前より実施している食中毒注意報
テレホンサービスにより24時間情報提供していきます。
　今後も広報活動の充実を心掛けていきます。

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

その他の事項
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