令和２年度第１回神奈川県食の安全・安心審議会(書面開催)の意見等について
議題「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」の一部改正について
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食品衛生法が改正され、それに伴って都
道府県も対応されているということで、ご
提案のような対応になることを承知いた
しました。
自主回収報告制度では消費期限・賞味期
限の超過事例が対象外になるとのことで
すが、これによって健康被害につながるよ
うな事例が多発することは想定されませ
んし、輸入業者を対象外とすることについ
ても、
食品のすべての段階での HACCP 導
入を目指していることもあり、今後、新た
に健康被害を生じる可能性はほとんどな
いと考えられました。
資料 2 につきましても、特に意見等はあ
りません。
（１）食品等の自主回収の報告制度
消費者目線を最優先すると、国のホーム
ページで一元的に公表されることにより、
より早く、より広く情報を得られるように
なる。そうなると、条例に規定する食品等
の自主回収報告制度の廃止はやむなしと
思われる。届出を行う事業者や対象とする
食品が二法と条例で異なる点があるとい
うことだが、県民にとって不利益になるこ
とがないようにしていただきたい。
（２）食品等輸入事務所等の届出制度
改正食品衛生法で食品の輸入時の規制
を強化し、「食品又は添加物の輸入をする
営業」を公衆衛生に与える影響が少ない営
業として規定するのであれば、条例で届出
の義務付けを続ける必要はないだろう。た
だ、これまで条例に基づき、県内の食品等
輸入に関わる事業者の把握や、その事業者
になされていた県からの情報提供などが
なくなるのであれば不安も感じる。
所要の規定の整備は、特に意見はない。
資料１の２ページに記載の表で、新法対
象外の期限切れ食品販売、無許可製造が６
年で 5 件、発生しているとあります。条例
の制度を廃止後も「任意の届出」を事業者
に指導されるとのことですが、任意になる
ことで届出がされるのか、消費者としては
不安になります。期限切れも無許可製造も
気になる情報ですので、任意になるとはい
え、指導を徹底していただきたいと思いま
す。

事業者から食品等の自主回
収相談があった場合、これまで
条例で届出対象としていた事
例で食品衛生法、食品表示法が
定める届出対象とならない場
合であっても、消費者安全の観
点から、健康被害が生じる恐れ
が高い場合など、必要に応じて
任意の届出として受理するこ
とが適当であることから、自主
回収の適切な届出について検
討してまいります。
輸入事業者に対する指導は、
検疫所等からの通報等に速や
かに対応してまいります。食品
表示についても随時相談対応
を行ってまいります。また、輸
入事業者への情報提供はホー
ムページへの掲載等を通じて
今後も行ってまいります。
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事業者から食品等の自主回
収相談があった場合、これまで
条例で届出対象としていた事
例で食品衛生法、食品表示法が
定める届出対象とならない場
合であっても、消費者安全の観
点から、健康被害が生じる恐れ
が高い場合など、必要に応じて
任意の届出として受理するこ
とが適当であることから、自主
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食品等の自主回収の報告制度がこれま
でどおり担保されるのであれば、問題ない
と思います。なお、安全、安心の観点から、
県独自の指導についても継続的にお願い
します。
「神奈川県食の安全・安心の確保推進条
例」において、報告対象としていた「消費
期限」
・
「賞味期限を超過している場合」に
ついて、食品衛生法・食品表示法では、報
告対象外となっています。
食品による健康への悪影響を未然に防止
するためなど、安全性の観点から、ぜひ、
「任意の届出」を事業者に指導することを
継続していただくことを希望いたします。
国の法律の設置により条例と一元化す
るという本案は、運用にあたっての混乱を
避ける意味でもそうされるべきであると
考えます。したがって今般の条例改正には
賛成です。
説明資料（資料 1）で不明瞭な点をお尋ね
します。
（１）食品等の自主回収の報告制度
条例を廃止し、国の法律と一元化すること
により、条例で報告を求めていた事項（例、
消費期限・賞味期限を超過している場合な
ど）が報告対象外になるとしています。そ
の理由として、条例と二法の並列運用が混
乱を招くという理由だけが述べられてい
ます。しかし、従前、条例において報告を
求めていた事項（例、消費期限・賞味期限
を超過している場合など）に関しては、条
例を設置した時点でその必要性があった
から求めていたはずです。今般、それを廃
止するためには、上記の理由だけではやや
不足である印象を受けます。個別具体的に
これらの事案を廃止する合理的な理由を
記載すべきではないかと考えます。なお、
（２）食品等輸入事務所等の届出制度にお
いては、条例での届出義務対象の廃止につ
いて、国での議論を詳細に紹介されてお
り、こちらの方は説明がすっきりしている
と思います。
資料の内容についての質問ですが、
（１）
食品等の自主回収の報告制度について、
廃止した後の対応として、p2 ウで、条例
の廃止を行った後でも、安全性の観点から
任意の届出を事業者に行うように指導す
ることで報告事例の対応が可能であると
しています。具体的な運用としてどのよう
なイメージがあるのかご説明いただける
とありがたいです。

回収の適切な届出について検
討してまいります。

「資料１」の不明瞭な点です
が、例で挙げた「消費期限の経
過した商品」の自主回収を行う
場合、条例では県民全てが飲食
する可能性が否定できないと
して、報告を求める運用をして
いましたが、国は自主回収の届
出に関し、届出しない者に対す
る罰則を設けていること等か
ら、食品衛生上の危害が発生す
るおそれがない場合を規定し
て届出対象から外しました。事
業者から食品等の自主回収相
談があった場合、これまで条例
で届出対象としていた事例で
食品衛生法、食品表示法が定め
る届出対象とならない場合で
あっても、消費者安全の観点か
ら、健康被害が生じる恐れが高
い場合など、必要に応じて任意
の届出として受理することが
適当であることから、自主回収
の適切な届出について検討し
てまいります。
法第３条第１項で食品等事
業者は販売食品等について安
全性を確保するため、必要な措
置を講ずるよう努めなければ
ならないこととしており、法第
50 条の２で規定する公衆衛生
上必要な措置として法施行規
則別表第 17 では営業者に、製
品に関する健康被害等の情報
を得た場合は、当該情報を知事
等に提供するよう努めること
としていることから、情報提供
があった際、必要に応じて自主
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（質疑）
（資料 1）表現が気になる箇所
ｐ2（1）ウ「任意の届出」を行うよう指導
とは何をするのか。
ｐ3（2）ウ検疫所での輸入食品検査により
食の安全は十分担保できており～～届出
制度廃止等の視点を替えた表現では
（意見）
改正食品衛生法施行に合わせ、条例の整合
性を検討したものであり、速やかに条例を
改定する必要があると認識いたしました。
食品衛生法、食品表示法に合わせて、第
14 条、第 15 条を削除することは、混乱を
避ける意味から賛成です。
質問及び意見としては、
食品等の輸入業において、営業届出の対
象外となった理由として、
「過去に大規模
または重大な食中毒事故の事例が見られ
ないことを挙げ、営業届出の対象から除く
ことが適当とした。
」とされています。こ
の一文だけみると、輸入食品全体に不安を
持っている一般に消費者は、さらに不安に
なると思われます。特に、輸入される食品
の形態は複雑となっており、現状が今後も
維持されていくのか、法の網をかいくぐる
事例が出ないかなど、疑問に思う方も出て
くると思われます。県だけの問題でもあり
ませんが、「参考資料３」以外に、消費者
に分かるような二法の変更にともなう、条
例改正のわかりやすい解説、実例（イラス
トなどを入れた）を基にした説明など、県
としてホームページ上に掲載される予定
はありますか。
改正については、意見、質問はございま
せん。改正後、関係者に分かりやすくお伝
えいただければと存じます。

食品の自主回収の情報をより早く正確
に私たち県民が確認できるシステムが稼
働することを知りました。
このシステムをより多くの人が知り、検索
できるような宣伝があるといいと思いま
した。
今回、このように資料を読んで考えてみ
ましたが、内容が難しく直接お話を聞けず
とても残念でした。次回は皆様のお話を直
接伺い、学べることを楽しみにしていま
す。
特に意見はありません。

回収等の指導につなげられる
よう、対応してまいります。
検討結果へのご意見につい
ては、輸入食品全体の安全性は
国が法の規制により十分確保
していると考えております。

輸入食品全体の安全性は、国
が法の規制により十分確保し
ていると考えますが、条例から
第 15 条を削除後も、県は輸入
食品の検査や、輸入食品を取り
扱う施設の監視指導を行い、安
全性確保に向けた取組みを進
めます。また、条例改正の分か
りやすい解説等は改正後にホ
ームページに掲載していきた
いと思いますので、作成の際、
またご意見等をお願いいたし
ます。

改正内容について、事業者に
対する通知等のほか、ホームペ
ージに分かりやすい解説を掲
載するなど、事業者や県民への
周知を図ってまいります。
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※意見等の内容別に順不同

意見等ありません
意見等ありません

神奈川県食の安全・安心の確保推進条例
の一部改正案に異存ございません。

意見等ありません

この改正により、食の安全・安心の確保
を推進するという条例の主旨が損なわれ
るわけではありませんので、異論はありま
せん。

