
 

 

令和 2年度新宿区食品衛生監視指導計画案に対する意見募集結果について 

 

 

 

 

１ 意見募集期間 

令和 2 年 1 月 27 日(月)から 2 月 14 日(金)まで 

 

２ 実施方法 

（１）令和 2 年 1 月 25 日広報新宿及びホームページへ意見募集案内を掲載 

（２）衛生課、区政情報課、区政情報センター、特別出張所及び区立図書館で計画案の閲覧及び配付 

 

３ 提出方法 

（１）郵送 （２）ファックス （３）衛生課窓口に持参 （４）ホームページから入力  

 

４ 提出意見 

  総数 11 件 〔提出者：4 名（内訳：男 3 名 女 1 名）〕 

 

５ 意見の反映等 

 

分  類 件 数 

Ａ 計画に反映する 1件 

Ｂ 趣旨は計画に取り込んでいる 4件 

Ｃ 趣旨に沿って取り組む 1件 

Ｄ 取り組みの参考とする 0件 

Ｅ 意見として伺う 5件 

Ｆ 質問に回答する 0件 

 

６ 意見と区の考え方 

  意見(意見要旨)とそれに対する区の考え方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 意  見(意見要旨) 区の考え方 

１ 

 

【適正な食品表示への対策】 

 

今年は東京 2020 大会に控え、食中毒の予防

はもちろんのことですが、食品表示の事件が懸

念されます。こうした対応を都、23区、多摩地

方の保健所、八王子と町田市の保健所でも、道

府県、政令市、中核市との連携を図り、緊密に

推進してください。 

 

 

Ｂ ご意見の趣旨は計画案に取り込んでいます。 

 

食品の表示は食品を摂取する際の安全性の確保や

自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に重要

な役割を果たしています。また、平成 27 年 4 月 1 日

に施行された食品表示法に基づく加工食品表示制度

への経過措置期間が令和 2年 3月 31日で終了します。 

区では、集客力や食品取扱量の多い新宿駅周辺のデ

パート等大規模小売店などに対し、不適切な食品が流

通しないよう表示や取扱いの監視指導を強化してい

ます。ご意見のとおり、食中毒予防と同様、食品表示

についても関係機関や自治体等と連携協力を図り、不

適切な食品表示に迅速、的確に対応してまいります。

令和 2年度は、新表示制度に対応した食品表示につい

て重点的に監視指導に努めてまいります。 

(計画案 2、6ページ) 

 

２ 【監視指導の実施体制、各機関との連携体制】 

 

新宿区保健所は各機関と連携を行っていま

すが、東京都食品監視課、都区市の各保健所並

びに道府県、政令市、中核市の保健所等食品衛

生の情報及び不良食品表示の情報を提供して

いただくよう別紙に記載していただきたい。 

Ａ 計画に反映します。 

 

食品が広域流通する現在では、食中毒や違反食品等

への対応には、関係機関等との連携協力体制を整備す

ることは食の安心安全を確保するためには不可欠で

す。区では計画案の別紙①に示すような体制を整備

し、食の安心安全を確保して行きます。 

他自治体の食品衛生や食品表示に係る違反・回収等

の情報を新宿区が提供することは考えておりません

が、ご意見を受けて、別紙①の食品表示に係る連携体

制について一部修正をいたしました。 

(計画案 2、10ページ) 

 

３ 【カンピロバクターによる食中毒対策】 

 

都内では食肉、特に生又は加熱不十分な鶏肉

が原因食品と推定されるカンピロバクター食

中毒が多発しておりますが鶏肉の生食等での

提供について法的規制をすることがカンピロ

バクター食中毒の減少に必要だと思います。 

Ｅ ご意見として伺います。 

 

食肉の生食、加熱不足による食中毒対策は令和２年

度の計画案においても重点的監視指導事業として定め

ています。特に生又は加熱不十分な鶏肉が原因食品と

推定されるカンピロバクター食中毒対策では、平成 29

年 3月国通知「カンピロバクター食中毒対策の推進に

ついて」に基づく「加熱用」の表示等の徹底について

指導を行うこととされ、平成 30年 3月国通知「カン

ピロバクター食中毒事案に対する告発について」で

は、加熱用鶏肉であることを認識しつつも生食等料理

を提供したことにより、カンピロバクター食中毒を繰

り返し発生させた場合は厳正な措置を講じることとさ

れています。区では、不適切な取扱いを反復する事業



者には改善を勧告するなど、より厳正な対応、措置を

行います。飲食店等の事業者に対する監視指導はもち

ろん、区民等消費者にも食肉の生食のリスクに対する

普及啓発に注力してまいります。 

(計画案 4ページ) 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ジビエによる食中毒予防対策】 

 

区には、食中毒予防へさらに取り組みを行

い、区内のジビエの食中毒予防を 0に、取り組

みをさらに図って頂きたい。 

 

Ｃ 趣旨に沿って取り組みます。 

 

 ジビエは牛や豚等の家畜とは異なり、飼料や健康状

態等の衛生管理が行われていないことから、寄生虫の

感染及びＥ型肝炎等の疾病に罹患しているなど一定

のリスクが知られています。区では、食肉販売業者等

への一斉検査や監視の際にジビエの取扱い状況等の把

握に努めるとともに指導助言を行っています。また、ジ

ビエを取扱う飲食店には、食肉処理業の許可施設で解

体されたものを仕入れ、十分な加熱調理を行うなど、

「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）

について」に基づく衛生管理を行うよう指導します。ま

た、区民に対してもホームページや広報紙を活用し、食

肉類に起因する食中毒発生の未然防止に努めます。 

              (計画案 4ページ)  

 

５ 【ノロウイルスによる食中毒対策】 

 

お湯の出ない、ハンドソープやペーパータ

オルなどを常備していない手洗い設備では、ノ

ロウイルス対策としての正しい手洗い、励行を

求めることは難しく、そのような施設の経営者

には施設改善を検討するように勧告をし、毎

年、改善を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ ご意見として伺います 

 

手洗いは食品衛生の基本とされ、正しい手洗い方法

を身につけ、励行することは食中毒予防対策の一つと

して大変有効です。特に、ノロウイルスは感染力が強

く、少量が口から体内に入ることで感染するため、適時

適切な手洗いは大切です。区では、正しい手洗いの他、

調理従事者の健康管理、食品に対する適切な加熱温度、

食器類の消毒方法、吐物処理方法などについて、指導助

言等を行いノロウイルスによる食中毒対策を推進して

まいります。 

また、ノロウイルスの遺伝子型の変異や新型が出現

することによる大流行、集団発生が危惧されています。

食中毒が発生した場合に大規模化しやすい給食施設、

弁当調製施設、ホテル等の大量調理施設に対しては規

模に応じ「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づい

た指導を実施しています。 

(計画案 5ページ) 

 



６ 

 

 

 

 

 

【食品等事業者への食物アレルギー対策】 

 

食物アレルギーの問題は時として生命にか

かわることがあり、対策指導が必要だと思いま

す。 

 

Ｂ ご意見の趣旨は計画案に取り込んでいます。 

 

外食など飲食店等に対するアレルギー対策は、仕入

れ先まで遡った原材料の把握と最新の情報管理、厨房

内での保管、加工や調理時の管理の徹底など、そのため

のシステムの構築や人材の育成等も含め、現実には相

当の困難が伴います。区では、飲食店等に対し、使用原

材料に係る規格書の入手や点検、確認の徹底を指導す

るとともに、都作成のアレルギーコミュニケーション

シートを活用した食物アレルギー対策を推進してまい

ります。 

また、食品表示法では食物アレルギーの原因食品と

して、28 品目を指定しており、そのうち特に、患者数

が多い、重篤度が高いなど表示の必要性が高い 7 品目

〔卵、乳、小麦、そば、落花生（ピーナッツ）、エビ、

カニ〕を「特定原材料」としてあらかじめ容器包装に入

れられた加工食品に使用されている場合は表示するこ

とが義務付けられており、区では食品等事業者に食品

表示法に基づく表示事項の遵守を徹底するよう監視指

導を実施してまいります。 

(計画案 6、7ページ) 

 

７ 外国人観光客の増加に伴い、国内のアレルゲ

ンのみならず、Big8 など欧米諸国等のアレル

ゲンについても食品事業者の認識を深めても

らう。 

８ 【従業員の国際化に伴う監視指導】 

  

東京都などと連携し、複数言語の基本的な衛

生マニュアル、DVD、オンライン教育を外国人

従業員が使えるような教育ツールを作成し、事

業者に外国人従業員への衛生教育を働きかけ

る。 

 

 

 

 

Ｅ ご意見として伺います。 

 

 少子高齢化による労働の担い手不足、諸外国との交

流等による国際化の進展、政府政策等により、日本国内

の外国人労働人口の割合は、今後、様々な分野で増加す

ることが予想されています。 

 区においても食品等事業者の国際化は地域や食品事

業者の業態を問わず進んでいます。 

区では、国際化する営業者や従事者に対し、施設の衛

生管理や食品等の衛生的な取扱いについて、外国語対

応のパンフレットやリーフレットを活用して、助言、指

導等を丁寧に行い、衛生意識の向上と定着を図り、飲食

店などの食品等関係事業者の国際化に的確に対応して

まいります。 

（計画案 7ページ） 

 



９ 【食中毒対策の普及啓発】 

 

区民、来街者にも手洗いの予防をするため

PR、動画を流し、電車の広告やポスターの活用

してください。 

Ｅ ご意見として伺います。 

 

正しい手洗い方法を理解し、励行することは食中毒

予防に大変有効であると認識しています。区では、ホー

ムページ上の食品衛生 Web 講座で正しい手洗い方法を

紹介するとともに、区民や調理従事者等に手洗いチェ

ッカーや各種 DVD(衛生教材)の貸し出しを行っていま

す。今後も、計画案に沿って、食中毒予防、普及啓発の

推進、継続に努めてまいります。 

電車広告等の活用については、東京都など広域的自

治体が対応することが望ましいと考えます。 

（計画案 7,8ページ） 

 

10 【HACCPについて】 

 

食品等事業者に対する HACCP の指導をよろ

しくお願いいたします。 

 

Ｂ ご意見の趣旨は計画案に取り込んでいます。 

 

平成 30年の食品衛生法の改正により、原則、全ての

食品等事業者に HACCP に沿った衛生管理の導入が義務

化されました。本制度は、令和 2 年 6 月 1 日より施行

され、1年間の経過措置期間が定められています。区内

の大部分の事業者が該当すると思われる小規模事業者

等では、一般衛生管理が基本となる「HACCPの考え方を

取り入れた衛生管理」が適用されます。事業者は、厚生

労働省に設置された「食品衛生管理に関する技術検討

会」において確認等が終了した、事業者団体が作成した

業種別手引書を参考にするとされています。衛生講習

会等で説明や周知を図るともに、地域担当監視員が事

業者の疑問や相談に対応し助言を行うなど、実情に即

した支援を行うことで、制度化への円滑な導入に努め

てまいります。 

（計画案 8ページ） 

 

11 【飲料水の安全確保】 

 

水は料理や食器洗浄、洗濯など、日々、多量

に使用されるものです。近くの公園の水など、

キレイな水が飲めるような環境整備をしてほ

しい。 

 

Ｅ ご意見として伺います。 

 

飲料水も食品と同様、安全であること、衛生的な管

理が求められています。 

飲食店等事業者が使用する水においても同様で、水

道水又は飲用適と認められる水を使用しなければなり

ません。 

区内の公園で使用している水は、水道水で衛生的に

管理がされているものです。 

 

 


