
 

条例案の 

該当項目 

意見等の該当する原案 

 

意見等の概要 市の考え方 原案の修正内容 

全 体  １ 単なる食品安全のための

管理指針とはせず、市内で生

産、販売、消費される食品が

安全かつ安心できるものであ

ることを市民、他市町村の

人々にも信用されるよう目指

すべきである 

 

２ この条例が確実に履行さ

れるよう徹底して監視指導し

てほしい 

 

 

 

３ 食品業界においては、自主

管理を促進し、食品の安全、

安心のため種々努力している

ことから、過度の規制となら

ないよう配慮してほしい 

１、２ この条例は、食品衛生

法に基づき施設内外の清掃保

持など食品営業者が公衆衛生

上講ずべき措置の基準を規定

したものです。本市では、こ

の基準が遵守されるよう監視

指導を実施し、その結果を公

表するなど、総合的な食品衛

生行政を推進していきます。

また、食の安全、安心への取

り組みを市民の皆様に御理解

いただけるよう努めていきま

す。 

 

３ 営業の形態、規模等を勘案

の上、食品の安全性を確保す

るための基準としたものです

が、過度の規制とならないよ

う以下のとおり対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食 品 取 扱

設 備 等 の

衛生管理 

○施設、設備等の清掃用の器材

は、使用の都度洗浄し、乾燥さ

せ、専用の場所に保管するこ

と。 

４ 使用の都度洗浄する必要

がない清掃用器材もあるので

はないか。 

４ 使用の都度洗浄する必要

がない清掃用器材もあること

から、御意見のとおり原案を

修正します。 

 

施設、設備等の清掃用の器材

は、必要に応じ洗浄し、乾燥さ

せ、専用の場所に保管するこ

と。 

ねずみ、昆

虫 等 の 対

策 

○常にねずみ、昆虫その他の人

の健康を損なう事態を生じさ

せるおそれのある動物（以下

「ねずみ、昆虫等」という。）

の侵入防止に努めるとともに、

これらの発生を認めたときは、

その発生場所等を調査し、食品

等に影響を及ぼさないように

直ちに効果的な駆除作業を実

施すること。 

 

 

 

５ 飲食店でゴキブリを見か

けることがあり、侵入防止、

駆除対策を定めてもこれが実

行されなければ意味がない。

また、飲食店の外に空瓶など

が散乱していてこれが発生源

となっているのではないかと

思うので、このような具体的

な事項についても定めるべき

である 

 

 

 

 

 

６ 従来は、ねずみ等の駆除を

年２回以上実施し、その記録

を保存することが規定されて

いたが、なぜこの規定が削ら

れたのか 

 

５ 発生源対策としての空瓶

等の取扱いについては、施設

の衛生管理の項で「施設及び

その周辺はよく清掃し、常に

衛生上支障のないように保持

すること。」として規定してい

ること、また、食品等の取扱

いの項で「空瓶、空箱等は、

整理して保管すること。」とし

て規定していることから、改

めて規定しないものの、保健

所が行う施設の立入検査に際

しては、空瓶等の取扱いにつ

いて指導を行っていきます。 

 

６ ねずみ等の発生が認めら

れないのに駆除作業を実施す

ることは適当ではないことか

ら実施回数の規定を削除した

ものです。しかし、駆除作業

を実施した場合には、やはり

その記録を保存することが適

当であることから、原案を修

正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駆除作業を実施したときは、

その記録を１年間保存するこ

と。 

使 用 水 の

管理 

○作業場で使用する水は、飲用

に適するものであること。ただ

し、市長が食品の安全に影響を

及ぼさないと認める場合にあ

っては、この限りでない。 

７ 市長が食品の安全に影響

を及ぼさない場合とはどうい

う場合か 

７ いずれの場合にあっても

個別具体事例ごとに判断する

こととしていますが、作業場

で使用する水の場合にあって

は、「食品等事業者が実施すべ

 



○氷は、飲用に適する水からつ

くるとともに、衛生的に取り扱

い、貯蔵すること。ただし、市

長が食品の安全に影響を及ぼ

さないと認める場合にあって

は、この限りでない。 

 

き管理運営基準に関する指針

（ガイドライン）」に規定され

る暖房用蒸気、防火用水等、

食品製造に直接関係ない目的

で使用される場合を、また、

氷の場合にあっては直接食品

に接触しない場合であって冷

却を目的として用いる場合な

どを想定しています。 

食 品 等 の

取扱い 

○食品は、その特性、消費期限

又は賞味期限、製造加工の方

法、包装形態、生食用又は加熱

加工用等の使用方法等に応じ

て冷蔵保存する等、調理、製造、

保管、運搬、販売等の過程にお

いて時間及び温度の管理に十

分配慮して衛生的に取り扱う

こと。 

○原材料の仕入に当たっては、

衛生上の観点から品質、鮮度、

表示等について点検し、その状

況を記録するよう努めること。 

○原材料は、適切なものを選択

し、必要に応じて前処理を行っ

た後、加工に供すること。 

○食品等の製造、加工又は処理

に当たっては、次の事項の実施

に努めること。 

ア 原材料及び製品への金

属、ガラス、ほこり、機械

油等の異物の混入防止のた

めの措置を講ずるととも

に、必要に応じ、検査する

こと。 

イ 原材料、製品及び容器包

装をロットごとに管理する

とともに、その記録を作成

し、保存すること。 

ウ 製品ごとにその特性、製

造及び加工の手順、原材料

等について記載した製品説

明書を作成し、保存するこ

と。 

エ 分割され、又は細切され

た食肉等について、異物の

混入がないことを確認する

とともに、異物が認められ

たときは、汚染の可能性が

ある部分を廃棄すること。 

オ 特定原材料を原材料と

して使用しないときは、こ

れらが製造工程において混

入しないよう措置を講ずる

こと。 

○製造し、加工し、又は処理し

た製品のうち、生乳及びその製

品並びに原料血液を処理した

製品にあってはその都度、その

８ 安全な原材料を用い、安全

な方法で安全な食品を提供す

るため、生産、販売等の各工

程で管理させることを規定す

べきである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 原材料、製品の授受と生

産・流通の段階でその安全性

を簡便かつ迅速な方法による

自主検査を実施させることを

規定すべきである 

10 食品ごとに最低限必要な

自主検査の項目、頻度を規定

する（なお、検査項目は学識

経験者の意見を基に作成す

る） 

11 自主検査結果を記録をさ

せることを規定すべきである 

８ 原案のとおり調理、製造等

各工程における管理事項等を

規定していますが、農水畜産

物の生産段階に関しては、食

品衛生法の範疇ではないため

規定しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９、10、11 全ての工程におい

て自主検査を実施させること

は合理的ではなく、ＨＡＣＣ

Ｐの概念を取り入れ、重要管

理点を設定の上、自主検査を

実施することが効果的である

と考えますが、全ての業態等

において一律に規制すること

は困難であるため、左記のと

おり生乳等、成分規格等が定

められた食品及びこれら以外

の食品に分類して自主検査の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



他の成分規格等が定められた

ものにあっては定期的に、これ

ら以外のものにあっては必要

に応じて成分規格等への適合

性について自主検査を行い、そ

の記録を 2年間保存すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○弁当屋、仕出し屋及び給食施

設は、検食を７２時間以上冷蔵

又は冷凍保存するとともに、配

送時間等必要事項を記録し、保

存すること。飲食店が１回５０

食以上を提供するときも同様

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

12 弁当、仕出し屋及び給食施

設以外の飲食店が、仕出しで

はなく、客席で定食を１回５

０食以上提供する場合におい

ても検食が必要と解するなら

ば、実施困難である。仕出し

等に限るのであれば、表現を

改めてほしい。また、記録の

保存については、給食施設で

は毎日、定時定量となってい

る場合もあることなどから、

保存に努めることとしてほし

い。 

実施及び記録の保存を義務付

けたものです。 

なお、成分規格等の定めが

ない食品に関する自主検査項

目及びその頻度については、

食品営業者が科学的根拠に基

づき設定すべきものであると

考えています。 

12 定食を５０食以上提供す

る場合ではなく、弁当屋、仕

出屋以外の飲食店が仕出し等

をする場合を意味することか

ら、御意見のとおり原案を修

正します。 

  また、記録の保存について

も御意見のとおり原案を修正

します。 

 

 

 

弁当屋、仕出し屋及び給食施

設は、検食を７２時間以上冷蔵

又は冷凍保存すること。飲食店

が１回につき５０食以上を仕

出し等するときも同様とする。 

この場合において、弁当屋及

び仕出し屋は、製品の配送先、

配送時刻及び配送量を記録し、

保存するよう努めること。 

従 事 者 の

衛生管理 

○従事者には、衛生的な作業着

を着用させるほか、必要に応

じ、髪覆い、マスク及び専用の

はきものを使用させるととも

に、指輪等の装飾品、腕時計、

ヘアピン、安全ピン等を作業場

内に持ち込ませないこと。 

 

 

○従事者が食品等を介して感

染するおそれのある疾病（化膿

性疾患を含む。）にかかったと

き、その疾病の病原体を保有し

ていることが判明したとき、又

はその疾病にかかっているこ

とが疑われる症状を有すると

きは、その旨を営業者又は第１

１項で規定する食品衛生責任

者に報告させ、そのおそれがな

くなるまでの期間、当該従事者

が食品等に直接接触すること

がないようにするとともに、医

師の診断を受けさせること。 

13 作業場内に腕時計、ヘアピ

ン等を持ち込ませないとある

が、ウエイトレスなどもその

対象なのか 

 

 

 

 

 

14 近隣自治体では、医師の診

断は努力規定となっているな

ど、これ以外の規定において

も近隣自治体間で違いがあ

る。営業者は、千葉市民とは

限らないことからせめて近隣

自治体間で整合を図ってほし

い 

 

13 作業場とは、製造、加工、

処理、調理、保管、販売など

を行う場所をいい、客席は含

まれないので直接ウエイト

レスなどは対象とはなりま

せんが、食品への混入防止の

ため、この基準に準じた取扱

いが望ましいと考えていま

す。 

 

14 医師の診断を受けなくと

も、食品を介して感染しない

よう対応を図ることも可能

であることから、御意見のと

おり原案を修正します。 

  また、これ以外の規定につ

いても、近隣自治体の状況等

を参考にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

従事者が食品等を介して感

染するおそれのある疾病（化膿

性疾患を含む。）にかかったと

き、その疾病の病原体を保有し

ていることが判明したとき、又

はその疾病にかかっているこ

とが疑われる症状を有すると

きは、その旨を営業者又は食品

衛生管理者等に報告させ、食品

等を介して感染するおそれが

なくなるまでの期間、当該従事

者が食品等に直接接触するこ

とがないようにすること。 

この場合において、営業者

は、当該従事者に医師の診断を

受けさせるよう努めること。 

 

食 品 衛 生

管理者等 

○営業者（法第４８条の規定に

より食品衛生管理者を置かな

ければならない営業者を除く。

以下この号及び次号において

同じ。）は、次に掲げる業務を

行わせるため、施設又はその部

門ごとに、栄養士、調理師その

他の規則で定める資格を有す

る従事者（自ら従事する営業者

を含む。）のうちから食品衛生

に関する責任者（以下「食品衛

15 食品衛生責任者は営業開

始と同時に設置が必要か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 同時期に設置することが

望ましいと考えていますが、

その資格の取得又は手続きに

要する時間等は従前のとおり

考慮することとしています。 

 

 

 

 



生責任者」という。）を定める

こと。 

○営業者は、食品衛生責任者を

定めたときは、遅滞なく、食品

衛生責任者の氏名その他必要

な事項を市長に届け出ること。 

○営業者は、施設の見やすい場

所に食品衛生管理者又は食品

衛生責任者（以下「食品衛生管

理者等」という。）の氏名を掲

げること。 

 

 

 

情 報 の 提

供 

○営業者は、消費者に対し、食

品等についての安全性に関す

る情報提供に努めること。 

 

16 ＨＡＣＣＰ、トレーサビリ

ティー、表示を推進し、その

状況を広く公表させることを

規定し、消費者からの安心（信

用）を獲得するようにすべき

である 

 

17 自主検査結果を速やかに

公表することを規定すべきで

ある 

18 市が自主検査結果等を容

易に公表できるよう広報誌を

発行し、良質な食品について

はその宣伝となるよう支援す

べきである 

 

16 ＨＡＣＣＰ概念の導入推

進、食品衛生法に基づく表示

の徹底等については、施設の

立入検査や講習会などを通じ

て指導等しており、この条例

で規定する必要はないと考え

ています。 

 

17、18 自主検査結果の公表に

ついては、全ての業態一律に

規制することは困難と考え、

努力規定としたところです。 

また、公表媒体を提供等す

ることについては、今後検討

していきます。 

 

 


