
埼玉県食品衛生監視指導計画2019に対する意見
頁 分類 項目 御意見 県の対応

4 意見 Ⅳ,1,(1),ウ

ノロウイルス対策の対象が、一般飲食店、社会福祉施設
の給食施設、学校給食等になっているが、調理段階のみ
ならず、加工段階も視野にいれていただき、対象事業者
等に普及啓発を実施していただきたい。具体的にはスー
パーマーケット、コンビニエンスストア（店内調理部門含
む）、宅配ピザ、野菜・食肉加工業者の追加

ノロウイルスの特性及び食中毒発生状況を考慮し、特に影
響の大きい一般飲食店や給食施設等を重点監視対象とし
ていますが、その他の業態についても、監視指導の段階で
作業内容に見合った適切な啓発や助言等に努めてまいり
ます。

5 質問 Ⅳ,1,(1),エ
(エ) 野生鳥獣肉(ジビエ)対策について、この年間を通じ
て、どれくらいに指導や検査を行っているか。

毎年4月～5月にかけて、前年度の監視指導計画実施結果
を公表いたしますのでご覧ください。

5 意見 Ⅳ,1,(2)

食品表示対策の部分で、食品事業者としてどのような点
に注意すれば良いのかを知りたい。
もしも監視指導の方法がわかれば、私たちもその視点で
採用予定商品を確認することができます。

監視指導や講習会等の機会を捉え、法律の概要や制度改
正の要点等を説明しておりますが、個別具体的な表示で御
不明な点がございましたら、管轄保健所に御相談ください。
また、実際の違反事例や回収事例については、関係自治
体のホームページや消費者庁のリコールサイトに掲載され
ておりますので、そちらも御参照ください。

5 意見 Ⅳ,1,(2)

過去の監視指導結果が件数で開示されていますが、具
体的な違反内容の開示はありますか？
例えば、「平成29年度埼玉県食品衛生監視指導計画実
施結果について」の中の「２　食品表示対策」の中で、
「法に基づかないもの助言等」の件数が公開されていま
す。
その具体的な助言内容が開示されていると、注意すべき
点がわかりやすくなると思います。

県内で発生した食中毒や違反食品は、県民の健康被害拡
大防止のため、要領に基づき県ホームページ等で公表して
います。法に基づかない助言等の情報に関しては、他の事
業者に対する周知の必要性等を考慮して、公表又は事例
紹介等を行ってまいります。

5 意見 Ⅳ,1,(2)

食品衛生や食品表示等の分野ごとに問い合わせ窓口が
ありますが、複合的な内容も含め、食品事業者が気軽に
相談できる窓口はありますか？
法律上のグレーゾーン（解釈）や地域や業界で異なる考
え方について、埼玉県ではどのように解釈するのかも勉
強させていただきたいと思っています。

食品衛生や食品表示等を含む複合的な事案は、先ず事業
所を所管する保健所にお問い合わせください。内容に応じ
て担当窓口を御案内する他、事案に応じて複数の機関が
連携しながら対応いたします。

5 意見 Ⅳ,1,(2)

食品衛生法と同時に食品表示法も改正され、食品リコー
ル情報の報告制度が導入されるので、その目的や県の
考え方や準備状況等、周知できる範囲で記載していただ
きたい。

県では、埼玉県食の安全・安心条例に基づき、食品等に係
る適切な情報の公開を事業者に求めており、要領に基づき
事業者の自主回収情報の提供を支援する体制を整えてい
ます。今後の法改正の動向を注視し、既存の県の制度の
在り方を検討してまいります。

5 意見 Ⅳ,1,(2),ア

2020年4月の新基準の完全施行について、特にアレルゲ
ン表示について記載がありますが、栄養成分表示の義
務化も消費者にとって有用な情報なので、そちらの指導
もお願いしたい。

食品表示法の制度に関する情報を日頃から関係機関で共
有するとともに、監視指導の際に栄養成分表示に係る疑義
等を確認した場合は、速やかに所管課へ連絡するなど必
要な連携を図りながら対応してまいります。

6 意見 Ⅳ,1,(2),ア

『食品営業者』を『食品等事業者』に合わせ、『加工食品
製造施設』は『食品製造・加工施設』又は『食品製造施設
及び食品加工施設』が分かりやすいと思います。意図す
る内容が変わりますか？
※消費者庁の食品表示法で、『製造』『加工』の定義が食
品表示基準のQ&A「総則」の中にありました。
『製造』とは、その原料として使用したものとは本質的に
異なる新たな物を作り出すこと
『加工』とは、あるものを材料としてその本質は保持させ
つつ、新しい属性を付加すること

御意見のとおり案を修正いたします。

5 意見 Ⅳ,1,(3)
輸入食品対策について、特に日本の商社の"監視"の下
に作られた野菜等を使った製品以外の中国製品の検査
をより一層徹底して頂きたい。

検査対象食品及び検査項目の選定に当たっては、国内外
における違反食品等の発生傾向を踏まえ、その規模や頻
度、健康被害への影響等を総合的に考慮しながら決定い
たします。



5 意見 Ⅳ,1,(3)

輸入食品対策
以前、横浜埠頭に輸入食品の実態を見学したことがあり
ます。検査するのは一部で、ほとんどがペーパー記入の
検査でした。
輸入者に対しては、「輸入の際に自主的検査の徹底を指
導」は、検査を輸入業者に任せ、指導するではなく、しっ
かり県の責任で検査することが必要です。

輸入食品の検査については、各検疫所等において国が実
施するモニタリング検査が主体となりますが、通関後に県
内へ流通している食品については、違反等の発生状況を
考慮しながら、食品添加物や残留農薬を中心に、県での独
自検査も継続してまいります。

6 意見 Ⅳ,1,(4)

監視対象施設の分類及び監視頻度の設定について、特
定集団施設の監視指導頻度は３年に１回としています
が、年１回にすべきです。社会福祉施設等、学校給食指
定工場・給食センターで作られた食事は毎日高齢者と子
どもが食べます。体力が弱い人たちやこれから体をつくっ
ていく子どもたちに安心・安全なものを食べてもらうため
には３年に１回では心配です。

特定集団施設の内、高齢者福祉施設等及び学校給食指
定工場・給食センターについては、最重点監視対象項目に
位置付けているため、1回/年以上の監視指導を行います。
記載が分かりにくいため案を修正いたします。

6 意見 Ⅳ,1,(4)
特定集団施設のうち、特に高齢者福祉施設等と給食セン
ターなどは監視指導頻度を上げることはできないか（人
員確保と予算上の問題はあろうが）。

同上

6 意見 Ⅳ,1,(4)

生の野菜・果物を加工・提供する施設や生又は加熱不十
分な食肉等を提供・販売する施設の監視指導頻度を年1
回から2回に引き上げ、特にノロウイルス対策を講じるよ
うにしていただきたい。

前年度の監視指導で把握した情報を活用し、監視指導と
検査の両面で食中毒防止対策を講じてまいります。計画全
体の進行を確保するため、監視指導頻度の引き上げはい
たしませんが、施設の規模や取扱内容に応じて監視頻度
を増やす等の適切な対応に努めます。

6 意見 Ⅳ,2
行政検査目標数、昨年度の数値があると比較できる。
（昨年の数値で今年は）

行政検査目標数については、各年度の監視指導計画をご
覧ください。検査目標数の設定は予算上の制約を受けるこ
とに加え、法施行に向けた対応など年度により優先的にす
べき課題があるため、目標数は変動しております。

6 意見 Ⅳ,2

策定の趣旨に基づき、関係機関との連携など速やかに
対策が出来る流れがあり、きめ細かいところまで行き届
いていると思いました。近年外国の方の店舗も多くなり指
導計画の枠内では、対応が難しくなっているのではない
でしょうか。

御指摘のとおり、外国人による申請が増加傾向にある地域
もあります。こうした地域を所管する保健所では、コミュニ
ケーション不足による食品事故や法令違反が発生しないよ
う、積極的な関与を心掛けます。

7 意見 Ⅳ,2,(1)

検査対象食品及び検査項目
⇒(質問)平成30年度と比較し、2019年(案)の主な検査項
目で『遺伝子組換え』と『自然毒』を減らした理由と、主な
検査対象食品も『汚染物質』の『魚介類』や『野菜・果実』
等も減らした理由もご説明ください。
・『遺伝子組換え』について、消費者の関心はあり、EUで
はゲノム編集も同様に規制対象としており、将来の子孫
に影響がないか不安を持ちます。
・『汚染物質』の『野菜・果実』では輸入品に使われている
防カビ剤等が気になります。輸入食品事業者に検査対応
でしょうか。

行政検査の対象の選定については、予算の範囲内で、各
年度に取り組む優先的な課題等を考慮して決定しておりま
す。検査項目については、これまで過去に実施した実績の
ある項目は全て列挙しておりましたが、違反事例が少なく、
かつ本県で近年実施していない項目の記載を割愛しまし
た。なお、野菜・果実の防カビ剤については、残留農薬の
項目に含まれ、輸入食品を中心に検査を継続しておりま
す。



7 意見 Ⅳ,2,(1)

検査対象食品及び検査項目
・『調味料』の『汚染物質』の検査対象食品として、食塩
（国産、輸入品）を検討してほしいです。
※G7でもマイクロプラスチック問題が協議されるほど重
要な問題に。最近の報道についても、日本やアジア諸国
の近海及び世界各地でマイクロプラスチックの海洋汚染
が見られ、プランクトン～魚の体内にも混入の可能性が
あるとのこと。そして、韓国の大学教授の学術論文では
各国で販売の食塩にマイクロプラスチックが含まれてい
た（39種類の塩を調べたら36に）とのこと。
魚自体の食の安全と共に、魚に粗塩を振り焼く方が多い
ので、更にマイクロプラスチックを摂取する可能性もあり
ます。また、食塩を多く使う食品（漬物、梅干し、アンチョ
ビ、等）やお菓子にも含まれる可能性があり、子供を含め
人体への影響が心配です。国又は自治体での実態調査
の必要性を感じます。

マイクロプラスチックの問題については、汚染実態や食品
による健康影響等の周辺情報の把握に努めるものとし、今
後の国の動向を慎重に見極めてまいります。

7 意見 Ⅳ,2,(2)

行政検査目標数
⇒(質問)平成30年度と比較し、2019年(案)が検査目標数
を20％以上減らした内容でした。安全性と効果的な検査
体制からでしょうか、減らした理由をご説明ください。

検査目標数の設定は予算上の制約を受けることに加え、
法施行に向けた対応など年度により優先的にすべき課題
があるため、目標数は変動しております。

8 意見 Ⅳ,3,(1),(4)

(1)と畜場の監視指導及びと畜検査
(4)食肉処理施設等の監視指導
⇒『(1)と畜場の監視指導及びと畜検査』と『(4)食肉処理
施設等の監視指導』を分けずに内容を合わせた方が分
かりやすいと考えます。

と畜場、食鳥処理場及びと畜場併設食肉処理場は、それ
ぞれの設置根拠となる法令が異なるため、記載の区別は
いたしますが、用語の統一や文言等の見直しを行い、分か
り易い表現となるように案を修正します。

10 質問 Ⅴ
2020年の改正法施行
2020年の改正法施行後、猶予期間を経て実施時期はい
つからの予定でしょうか。

HACCP義務化については、法施行後1年間の導入に向け
た猶予期間が設けられることとなっています。

10 意見 Ⅴ

HACCPの推進について、食品事業者の食品衛生の普及
とともに、消費者にもHACCPの制度化によって食品衛生
のレベルがあがることを理解してもらえるような活動をお
願いできればと思います。

広報活動及び県が開催する研修、教室等の様々な機会を
捉え、食品事業者に限らず一般消費者の方も含めて、必
要な情報の周知や啓発に努めてまいります。

10 意見 Ⅴ,1,(3)

HACCP導入型基準の普及啓発と取組の促進として、(3)
食品等事業者向け講習会・相談会の実施、講師派遣
は、本会のような食材供給事業者として非常にありがた
いことです。
　併せて施行までの期間も限られており、関係団体、中
小事業者にこのような機会があることの、周知を図ってい
ただければと考えます。

御意見のとおり、食品等事業者向け講習会・相談会の周
知に努め、ＨＡＣＣＰの導入支援を実施いたします。

10 意見 Ⅴ,1,(3)

HACCPの導入が進まない中で、講習会や演習等を行う
際に、事業者の種類（業種）別に講習会や交流を図り、
同じ経営環境や特性の視点での課題共有を行うことで、
導入の推進を図るようにしていただきたい。

食品等事業者の規模・業種等を考慮した支援として、特に
導入が遅れている小規模事業者について、飲食店（調理
業）と製造業に区分した業態別講習会の開催を行います。

10 意見 Ⅴ,1,(3),ア
『大～中規模事業者』を『大～中規模事業者、と畜業者
等、食鳥処理業者』と2業種を含めた方が明確と考えま
す。

と畜場及び食鳥処理業については、個別の法令によりＨＡ
ＣＣＰの制度化が規定され、日頃から常駐又は定期巡回し
ていると畜検査員及び食鳥検査員が各施設の導入支援を
実施しているため、別に記載しております。Ｐ８「と畜場等へ
の監視指導及び検査」を御参照ください。

10 意見 Ⅴ,1,(3),イ
『一般飲食店、弁当店、小規模製造業者』を『一般飲食
店、弁当店、小規模事業者』と、『大～中規模事業者』に
対比し『小規模事業者』で分かると思います。

御意見のとおり案を修正いたします。



10 意見 Ⅴ,1,(3),イ

「一般飲食店、弁当店、小規模製造業者を対象とした
HACCPを取り入れるための机上講習などを行います」に
ついては、家族経営や夫婦で製造している業者にとっ
て、HACCPを取り入ることは大変良い事ですが大きな負
担にならないようにHACCPを取り入るための財政支援が
必要です。

御意見の趣旨を拝聴しました。

11 質問 Ⅴ,2,(2) 『営業又は従事する』言葉は必要でしょうか。 誤記である為、案を修正いたします。

11 意見 Ⅵ,1,(1)
エ 都道府県市食品衛生主管部(局)
出来れば、政令市、中核市を入れた方がいい。
県民の皆様には分かりやすく入れば、いいと思う。

「都道府県及び保健所設置市衛生主管部（局）」に案を修
正いたします。

12 意見 Ⅵ,1,(4)

『2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向
け、組織委員会や農林水産省等との連携の基、日本の
良い食文化の飲食提供を通じて持続可能な食の安全を
進めます。』のような、県民の関心が高い東京オリンピッ
クで日本の良さが世界に発信できる飲食戦略が目指す
内容を。
※増加する外国人観光客に対し国際基準化のグローバ
ルGAPやHACCP導入による
食中毒予防や、日本の美味しい食文化及び食の高い安
全性を知ってもらい、食品の輸出拡大や更に外国人観光
客の増加につなげる。また、豚肉の『豚コレラ』『口蹄疫』
など病原菌持込みの監視、民泊施設での食事提供の際
の指導などもお願いしたいと考えます。

これまで実施してきたとおり、関係機関と連携を図りなが
ら、食品衛生の水準の向上に努めてまいります。いただい
た御意見については、実施段階での参考とさせていただき
ます。

12 意見 Ⅵ,1,(4),ア
健康食品の被害や摂取方法の間違いが多い中で、健康
食品による被害情報を集約し、拡大防止につなげていく
視点を記載していただきたい。

健康食品に関する被害情報を探知した際は、薬事等の関
係する所管機関との必要に応じて連携を図るとともに、情
報を集約している厚生労働省に情報提供しております。御
意見の趣旨を踏まえ、案を修正しました。

13 意見 Ⅶ,1,2

HACCPの制度化への対応や食品衛生に関する知識の
普及について、市報、町内会報（働きかければ実現でき
るかも）にもその内容の骨子をのせて一般家庭に配って
ほしい。
メリット①一般家庭でも食品衛生に関する認識が向上す
る。
メリット②その町内で営業している小規模事業も「地域の
お客さんである町内の人も"知っている"、"監視されてい
るかも"と感じ、しっかり対応することになる（かもしれな
い）。

食品事業者に限らず一般消費者の方も含めて、食品衛生
に関する情報の周知・啓発に努めてまいります。広報活動
の実施方法については、今後の参考とさせていただきま
す。

13 意見 Ⅶ,2

リスクコミュニケーションの推進の中に、2020年4月より完
全義務化される食品表示法の周知も含めて、食品表示
の活用が進むように活動を加えてもらえればと思いま
す。

食品表示法の改正内容の周知については、リスクコミュニ
ケーションにおける食の安全・安心に関する情報提供の項
目として位置付け、積極的な周知に努めてまいります。

13 意見 Ⅶ,2,(1),ウ

ア「食の安全体験教室」の開催
『中学生、高校生等の・・』⇒『小中学生、高校生等の・・』
※小学生の高学年から体験学習は大事と考えます。カリ
キュラム『家庭』等でもよいと思います。

御意見のとおり案を修正いたします。

13 意見 Ⅶ,2,(2)

リスクコミュニケーションの推進
色々な研修、教室の開催についてあまり周知されていな
い。若い世代の中学生高校生への「食の安全体験教室」
はとても良い教室なのでとても残念です。

「食の安全体験教室」の活動充実を図るため、関係機関と
の連携を一層強化してまいります。



14 意見 Ⅶ,2,(3)

食の安全・安心に関する情報の提供について、町内会報
の活用…「県政出前講座」の要点などを記載して配布す
る。
メリット①身近に情報をキャッチでき、関心を高められる。
メリット②p10,p11と同様に地域の事業者は「一般家庭の
人も様々な情報をキャッチし、知識が豊富である。しっか
り対応しないといけない」となる。

食品事業者に限らず一般消費者の方も含めて、食品衛生
に関する情報の周知・啓発に努めてまいります。広報活動
の実施方法については、今後の参考とさせていただきま
す。

14 質問 Ⅶ,4

改正食品衛生法の施行にあたって、新たにポジティブリ
スト化が取り入れられた容器包装の規格基準について、
検査体制の確保を行います。
⇒日本の規格基準は欧米と比較しどの様な状況（同等
又は厳しい）でしょうか。食品同様に具体的な検査対象
や項目、目標数などはあるのでしょうか。
※EUで規制強化した、食品に接触する材料および製品
のニスや塗膜に含まれるビスフェノールAなども検査体制
に？料理や飲み物の温めは電子レンジが多く、乳幼児
用の容器に大丈夫か、また、買った惣菜・天ぷらなどプラ
スチック容器のまま温める方もいるようで、容器やラップ
が変形しても害のあるものが溶出しない安全な容器設計
か、心配な方もいます。

欧米では容器包装のポジティブリスト制度が既に導入され
ており、今般の法改正は容器包装の安全性や規制に関し
て、国際整合性の確保を図るものとなっています。ポジティ
ブリスト制度を導入に当たっては、合成樹脂を対象としてお
り、ＥＵと同等の規制範囲になります。具体的な材質等につ
いては今後の政省令等で示されます。県では、ポジティブ
リスト制度の導入に対応するため、2019年度に検査体制の
整備をする予定です。

15 意見 用語集 マイクロプラスチック　の用語の追記を要望
マイクロプラスチックの問題については、汚染実態や食品
による健康影響等の周辺情報の把握に努めるものとし、今
後の国の動向を慎重に見極めてまいります。


