「平成２６年度茨城県食品衛生監視指導計画（案）」に
関する意見募集結果について
平成２６年３月２４日
茨城県保健福祉部生活衛生課
食の安全対策室
県では，
「平成２６年度茨城県食品衛生監視指導計画（案）」に関して，平成２６年
２月１７日（月）から平成２６月３月１８日（火）まで，広く県民の皆様からご意見
を募集いたしました。
この度，寄せられた意見の概要及びそれらに対する県の考え方を下記のとおり取り
まとめましたので公表いたします。
なお，寄せられましたご意見につきましては，取りまとめの都合上，趣旨を要約の
うえ，類似の内容を集約させていただいております。また，掲載は本計画の内容と直
接関係する部分に限らせていただきましたが，その他の意見についても，今後の施策
の参考として承りましたので，ご了承ください。
今回，ご意見をお寄せいただきました皆様方に厚くお礼申し上げますとともに，今
後とも県の食品衛生行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

１．実施状況
（１）募集内容
「平成２６年度茨城県食品衛生監視指導計画（案）」に関するご意見
（２）募集期間
平成２６年２月１７日（月）から平成２６年３月１８日（火）まで
（３）公表資料
①「平成２６年度茨城県食品衛生監視指導計画（案）
」
②「平成２６年度茨城県食品衛生監視指導計画（案）の概要」
③参考資料（用語集）
（４）公表方法
県ホームページ「いばらき食の安全情報 Web Site」
（URL：http://www.shoku.pref.ibaraki.jp）
（５）提出方法
電子メール，ファクシミリ，郵送
（６）結果の公表
県ホームページ「いばらき食の安全情報 Web Site」にて公表
（７）ご意見の提出状況
①意見提出数
２件（団体２件）
②意見等の数
１４件

２．ご意見の概要とそれらに対する県の考え方
区分
１

ご意見の概要
趣旨

２ 監視指導計画
の基本的事項

・特になし

・昨年末，冷凍食品に従業員が意 ・本計画は，食品衛生法第 24 条
図的に農薬を混入した事件が発生 の規定により，本県の地域の実
したことを踏まえ，食品事業者は 情を踏まえ，飲食に起因する県
「食の安全」は無論のこと「食品 民の衛生上の危害を防止し，県
防御」の対応を徹底しなければな 民の健康の保護を図ることを目
りません。
的としています。
平成 24 年 3 月に厚生労働科学研 ・
「食品防御」について，一般的
究班が示した「食品防御対策ガイ には，事業者の危機管理の一環
ドライン」等に基づき自施設用に として対応いただくべきと考え
変更追加して取り組んではおりま ますが，通常の監視指導時にお
すが，多角的視点から施設指導を いてもガイドラインの周知を行
される食品衛生監視員による監視 っ て いき たい と 考え てお り ま
指導に際して「食品防御」の取り す。
組みについて助言をお願いした
い。

（６）エの関係
・「不当景品類及び不当表示防止
法」に基づく指導に，新たに事業
者への啓発が盛り込まれました
が，
「優良誤認」にかかる内容等に
ついては消費者庁が対応した事例
等，具体的な内容を踏まえて啓発
願います。

３

立入検査

県の考え方

・新たに季節営業や簡易な施設の
立入検査を人員が少ないなかで特
別に行う計画に敬意を表します。
出店者が食品等事業者ではない
事例もありますので，季節営業や
イベント用簡易な施設に関する施
設及び取扱基準・遵守事項など事
前によく理解いただくための対応
も必要ではないでしょうか。

・生活環境部と連携して，県政
出前講座や講習会等の機会を捉
え 情 報提 供を 行 って まい り ま
す。

・イベント等にかかる営業許可
申請及び食品提供施設開設届の
受付時には，県で作成したリー
フレット等を活用し，各保健所
において必要な指導を行ってお
ります。

４ 食品等の試験
検査

４－１（３）オの関係
・毒物混入事件等が発生すると模 ・平成 26 年度から検査について
倣犯が現れたり，県民の方が過剰 は，衛生研究所に一元化される
反応いたします。本県においては ことになりました。
保健所内に毒劇物迅速検査キット ・毒物劇物迅速検査キットの配
の配備や専門機関での異味・異臭 備や専門機関での検査体制につ
等を迅速に検査する体制があまり いては，出前講座や講習会等で
知られておりません。
広く周知してまいります。
県民はもとより関係者に検査体
制が整備されていることを広く周
知することで，不安解消等につな
がるのではないでしょうか。

５ 重点監視指導
項目

（２）イ，ウの関係
・大規模調理施設以外でも社会福
祉施設，医療施設，教育関係施設
内での食中毒，特にノロウイルス
食中毒予防に重点を置かれておら
れるので監視指導と併せて効率
的・効果的講習会の開催対応など
をお願いいたします。
さらに啓発資材として日本語が
得意ではない外国人むけに茨城県
が独自に作成されたリーフレット
は大変効果的ですので，引き続き
の発行等をお願いいたします。
（２）キの関係
・アレルギー物質を含む食品に関
する対応は教育現場を始め食品事
業者は非常に苦慮しています。
引き続き確認等のご指導を強化
いただくとともに，製造・加工所
以外の食品取扱関係者にアレルギ
ー物質を含む食品に関する知識の
啓発や最新情報の発信に取り組ん
で下さい。

６ 食品表示の適
正化の推進

・各保健所の実情を踏まえ，ノ
ロウイルス食中毒を予防するた
めの講習会等を計画的に実施し
てまいります。
・外国人向けリーフレットにつ
いては，引き続き作成し，周知
に努めてまいります。

・通常の監視指導や講習会のほ
か ，「 い ば ら き 食 の 安 全 情 報
WebSite」を活用しアレルギー物
質に関する最新の情報等を発信
しております。

・食品適正表示の指導に対しては ・平成 26 年度も関係者からの求
ワンストップで多くの法にまたが めに応じて，可能な範囲で「食
る事例でも迅速に対応いただき， 品表示出前講座」に職員を派遣
食品営業関係者は大変心強く，新 してまいります。
たな出前講座も効果的と評価させ
ていただきます。引き続き対応を
お願いします。

（４）の関係
・国の策定状況を注視し，適時，
・食品表示の一元化に向けた情報 必要な情報を提供いたします。
提供を細やかに実施して下さい。

７ 計画の実施状
況の公表及びリス
クコミュニケーシ
ョンの推進

・積極的な情報提供・リスクコミ
ュニケーションの機会をつくって
下さい。

（６）の関係
・ホテル・百貨店でメニュー表示
等が問題となり，消費者庁でもガ
イドライン等を作成されておりま
すが，ケースバイケースの個別事
例で判断対応が迫られますので，
「不当景品類及び不当表示防止
法」にかかる相談窓口の充実強化
を関係機関に働きかけて下さい。

８

一斉取締り

・必要に応じて関係団体との連
携を図り「意見交換会」を開催
するほか，
「食品衛生フェア」の
活用や「県政出前講座」を通じ
てリスクコミュニケーションを
推進してまいります。

・ご要望については，相談窓口
（消費生活センター等）の主管
課（生活文化課）にお伝えいた
します。

（１）の関係
・年末一斉取締りにおいて，ノロ ・ノロウイルス対策については，
ウイルス対策指導が実施されます 重点監視指導項目としておりま
が，ノロウイルス指導は重点監視 すので，年間を通して指導して
指導項目ですので年間を通して指 まいります。
導の充実強化をお願いします。

９ 違反を発見し
た場合の対応

・特になし

10 食 中 毒 等 健 康
被害発生時の対応

・特になし

11 食 品 等 事 業 者
に対する自主的な
衛生管理の指導

（６）の関係
・食品の安全性を向上させるため
世界的に導入が進められているハ
サップシステムを食品事業者，県
民の皆様に理解いただくことが重
要なことから，システム導入のメ
リット等を広く普及啓発してまい
りますので，ご指導・ご支援をお
願いします。

・県としても「いばらきハサッ
プ認証事業」を推進しておりま
すので，関係団体と連携を強化
し，広く普及啓発を行って行き
たいと考えております。

12 食品衛生に係る
人材の養成及び資
質の向上

（２）の関係
・フードチェーン全体から食品の
各段階における安全確保を担う従
業者の資質の向上を目指した取り
組みを強化して下さい。

・食品衛生責任者の未設置の施設
が見受けられます。関係諸団体と
連携を密にして未設置施設のない
よう指導願います。実務者講習に
際しては最新の情報伝達が求めら
れますので引き続きご指導・ご支
援をお願いします。

・本県では，全庁的な対応を図
るため，監視指導計画以外に生
産から消費に至るフードチェー
ンの各段階における一貫した食
の安全・安心確保に取り組むた
め「茨城県食の安全・安心確保
基本方針」の施策の体系毎の具
体的な行動計画にあたる「茨城
県食の安全・安心確保アクショ
ンプラン」を定め総合的な食の
安全対策を推進しています。具
体的な取り組みについては，ア
クションプランに記載しており
ます。
・食品衛生責任者（有資格者）
については，未設置が確認され
れば，有資格者を設置するよう
指導を強化しており，関係団体
とも連携してまいります。
実務者講習については，資質
の向上を図るため，平成 26 年度
の開催についても引き続き関係
団体を支援してまいります。

