
 

令和４年度神奈川県食品衛生監視指導計画（案）に

対する提出意見及び意見に対する県の考え方  
 

 

１ 意見募集期間 

令和４年１月 28 日～令和４年２月 27 日 

 

２ 提出された意見の概要 

(1)意見提出者数 ５（３団体・２個人） 

 

(2)意見項目総数 ２２件 

 

(3)意見の内訳 

区    分 延べ件数 

重点監視指導事業について ７件 

立入検査及び収去検査について  ６件 

食品等事業者等の自主管理の推進について ２件 

県民との意見交換及び情報提供について ７件 

合    計 ２２件 

 

(4)意見の反映状況 

区    分 延べ件数 

新たな計画に反映しました。 ６件 

新たな計画には反映していませんが、ご意見の

あった施策等は既に取り組んでいます。 
５件 

今後の取組みの参考とします。 １１件 

反映できません。 ０件 

その他（感想・質問等） ０件 

合    計 ２２件 

 

 

 

令和４年３月 

神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課 
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県の考え方

1
重点監視
指導事業

１ 食中毒予防対策
(5) 持ち帰り・宅配食品による食中毒予防対策につ
いて
飲食店等の監視指導を行う具体的な仕組みについて
記載をお願いします。
小規模な事業所は家族経営の小さな店から、厨房が
人目につかない宅配専門の店、ブームにのって雑居
ビルに開店する〇〇専門店など、数多くあります。
このような店に監視指導が行き届くために、どのよ
うな仕組みがあるのか、県民にとって身近な店のこ
とですので、わかりやすい記載をお願いします。

C

食品営業許可施設であれば、
原則全ての施設に対して衛生
監視を行うこととしていま
す。監視指導が行き届くため
の仕組みの分かりやすい記載
については、今後検討してま
いります。

2
重点監視
指導事業

文言の整理をお願いしたい。
(5)持ち帰り・宅配食品による食中毒予防対策の文
言について、１，２行目は、「これらの食品は、
『店内での喫食より』調理から喫食までの時間が
『長くなる』ことや」とする方が読みやすい。

A
ご意見を踏まえ、修正しまし
た。

3
重点監視
指導事業

P4「２ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する指導」
食品衛生法『の改正』、厚生労働省が『確認した』
業種別手引書　に修正した方がよい。

A
ご意見を踏まえ、修正しまし
た。

4
重点監視
指導事業

２ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する指導　につ
いて
令和3年度計画と概ね同様の取り組みとなるので
しょうか。義務化からの期間が経過しているため、
事業者への定着を進めてほしいと思います。
特に、withコロナの事業運営については、衛生管理
の方法について業界別のガイドラインはあるもの
の、各事業者がこれに即して適切に措置を講じてい
るかどうかの判断は、消費者には難しいところがあ
ります。
こうした情勢のもと、ＨＡＣＣＰの「一般衛生管
理」についての指導監視を強化することで、各事業
者における感染症拡大防止対策への適切な取り組み
の継続を推進してください。

B

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
について、立入検査を通じて
運用状況を確認しながら、定
着を進めてまいります。
食品衛生対策とコロナ等の感
染症拡大防止対策は異なるも
のではありますが、手洗いの
徹底等、重なるものもありま
す。一般衛生管理について引
き続き指導を行ってまいりま
す。

5
重点監視
指導事業

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する指導について
小規模な営業者等にとっては、ＨＡＣＣＰの考え方
を取り入れた衛生管理の適正な実施が難しい場合も
あることが予想されます。引き続き、業種別手引書
の活用を含めて丁寧な助言・指導をお願いします。

B

ご意見を参考に、小規模事業
者に対して、引き続き手引書
等を活用した、よりきめ細か
な対応を行ってまいります。

令和４年度神奈川県食品衛生監視指導計画（案）に対する意見とそれに対する考え方

反映区分（Ａ：新たな計画に反映しました。　Ｂ：新たな計画には反映していませんが、ご意見の
あった施策等は既に取り組んでいます。　Ｃ：今後の取組みの参考とします。　Ｄ：反映できませ
ん。　Ｅ：その他（感想・質問等））
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6
重点監視
指導事業

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する指導について
県外の自治体の事例になりますが、ＨＡＣＣＰを適
切に実施している事業者に証明書を発行している事
例もあります。事業者にとっても消費者が安心して
利用するためにも有効ではないかと考えますので検
討いただくようお願いします。

C

ＨＡＣＣＰの実施は、食品衛
生法で原則全ての食品営業施
設に義務付けられているた
め、当県が証明書を発行する
予定はございません。しか
し、消費者の方が安心して利
用いただくことは重要と考え
ており、今後も制度の周知及
び適切な導入支援に努めてま
いります。

7
重点監視
指導事業

３　輸入食品衛生対策
(1) 輸入食品の検査　について
重点監視指導事業となっていますが、輸入食品の検
査体制が弱いと感じます。
具体的な対策や対処方法がないと、違反商品の排除
や適正な表示を徹底することは、難しいように思い
ます。
昨今、新型コロナウイルスや輸送費の高騰などの影
響によって世界的に物流が停滞しており、通常より
も輸入されるまでに時間がかかる場合もあるとされ
ています。
そのような状況にあると、主に農産物への収穫後農
薬や品質管理が今まで以上に重要になると思います
ので、関連部署と連携して輸入食品を安心して食べ
ることができる検査体制の整備をお願いします。

B

輸入食品については、県内の
流通拠点を中心に、表示等の
確認を行うとともに効率的に
検査を実施し、輸入食品の安
全性確保に向けて検査体制を
維持してまいります。また、
国機関である横浜検疫所、東
京検疫所川崎支所及び保健所
設置市とで安全確保対策につ
いて引き続き情報共有を行っ
てまいります。

8
立入検査
及び収去

検査

P8「１立入検査」(1)立入検査の方向性のウのみ、
書きぶりが異なる。

C
ご意見を参考に、今後記載方
法を検討します。

9
立入検査
及び収去

検査

別表１の業種別製造業に、新しい許可である漬物、
液卵製造業を入れるべきと考える。

A
ご意見を踏まえ、修正しまし
た。

10
立入検査
及び収去

検査

別表３の食品群「食肉、食鳥肉及び食肉製品」の製
造及び加工工程２は、ＨＡＣＣＰが原則全ての食品
等事業者に義務付けられていることから、食肉製品
に関わらず製造又は加工に係る記録の作成及び保存
の推進が必要であると考える。

A
ご意見を踏まえ、修正しまし
た。

11
立入検査
及び収去

検査

（1）立入検査実施計画数について
年間立入検査実施計画について別表５（P20）に記
載されていますが、令和3年度の19,098に対し令和4
年度は14,826と減少しています。事業所への立入検
査は食の安全を確保する上で重要な役割を持ちます
ので、計画数を減少させることなく維持することが
重要だと考えます。
また、立入検査実施計画数やその考え方が変わる場
合には、その背景や理由について説明があると理解
が深まります。簡潔で結構ですので次年度以降の指
導計画において説明をお願いします。

C

監視計画件数は減少していま
すが、ＨＡＣＣＰに沿った衛
生管理の制度化により、１施
設当たりの監視時間は増加し
ており、効果的、効率的な監
視指導を行うこととしていま
す。
次年度以降は計画数等が変わ
る場合、理由等の説明をする
よう検討いたします。
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12
立入検査
及び収去

検査

（2）収去検査について
収去検査等実施計画が別表６（P21）に記載されて
いますが、収去等携帯数が令和3年度の3,015に対し
令和4年度が2,535と2割程度減少しています（令和2
年度は3,948）。立入検査実施計画と同様、計画数
を減少させることなく維持することが重要だと考え
ます。
また、計画数やその考え方が変わる場合には、その
背景や理由について説明があると理解が深まりま
す。簡潔で結構ですので次年度以降の指導計画にお
いて説明をお願いします。

C

収去計画数は減少しています
が、ＨＡＣＣＰの制度化によ
り、製造工程等の管理状況を
確認することで製品の安全性
が確認できるなど、効果的、
効率的な監視指導を行うこと
としています。
次年度以降は計画数等が変わ
る場合、理由等の説明をする
よう検討いたします。

13
立入検査
及び収去

検査

２．収去検体数の減少について
　食品等の収去検査等実施計画が21ページに掲載さ
れています（別表６）。令和3年度3,015件に対して
令和４年度は2,535件と2割近く減少しています（令
和2年度は3,948件）。
　この収去検査によって、2019年度まで毎年少数で
はあっても違反食品が発見されています。収去検査
による牽制機能も期待されることから、検体数を減
らすことには慎重であるべきだと考えます。

C

収去計画数は減少しています
が、ＨＡＣＣＰの制度化によ
り、製造工程等の管理状況を
確認することで製品の安全性
が確認できるなど、効果的、
効率的な監視指導を行うこと
としています。
今後もより効率的な収去検査
を実施してまいります。

14

食品等事
業者等の
自主管理
の推進

１衛生管理の指導(3)二行目「導入後の指導」とす
る必要があるか。導入されており導入状況とすべき
では。

A
ご意見を踏まえ、修正しまし
た。

15

食品等事
業者等の
自主管理
の推進

１ 衛生管理の指導について
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理については、「(1) 食
品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に
ついて、監視時、講習会等で適正な運用について指
導を行い」とありますが、中小規模の事業者にとっ
ては業務負荷も多く、大変な部分もあると思いま
す。また、県民の安心安全のため適切な運用が大切
だと思いますので、取り組みやすい運用となるよ
う、導入や継続のため、サポートをお願いします。

B

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
については、全ての食品等事
業者が取り組めるよう、引き
続き統一した指導を行い、中
小規模事業者に対しては、よ
りきめ細かな対応を行ってま
いります。

16

県民との
意見交換
及び情報

提供

３．県民との意見交換及び情報提供について
コロナ禍ではありますが、食品衛生・食の安全を確
保していくうえでは、行政、市民・消費者、事業者
の連携が必要であり、そのためのリスクコミュニ
ケーションの機会を一層増やしていただくことを要
望します。

C

ご意見を参考に、コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策を図
りながら、リスクコミュニ
ケーション事業をできる限り
進めてまいります。

17

県民との
意見交換
及び情報

提供

P12　２食品衛生情報の提供(3）拡大防止対策を行
いながら→　対策を図り、とした方がよい。 A

ご意見を踏まえ、修正しまし
た。
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18

県民との
意見交換
及び情報

提供

「かながわ食の安全・安心キャラバン」に代わっ
て、ホームページ等を活用した情報発信やアンケー
トを実施するという計画になっています。コロナ禍
ではありますが、双方向の意見交換ができる場が大
切です。さまざまな団体がオンラインを活用した企
画に取り組んでいます。生協をはじめとした消費者
団体と協力協同しながら、オンライン企画に取り組
まれることを期待します。

C

キャラバンはグループ討議等
で意見交換を行う事業であり
、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、集合開催に
代わり、ホームページ等を活
用した情報発信を行うことと
しています。ご意見を参考
に、関係団体等とオンライン
を活用した方法について検討
してまいります。

19

県民との
意見交換
及び情報

提供

４　県民への情報提供と意見交換の実施について
「かながわ食の安全・安心キャラバン」に代わり、
アンケートを実施するとありますが、アンケートに
加え、オンラインで「かながわ食の安全・安心キャ
ラバン」を実施し、意見交換を行ってはどうでしょ
うか。
オンラインでも、リアルタイムで県民からの生の声
を聴くことは大切ですし、県民にリアルタイムで情
報提供を行うよい機会になると思います。
また、食の安全・安心に関する情報提供について
は、生協と連携した開催方法もご検討ください。

C

キャラバンはグループ討議等
で意見交換を行う事業であ
り、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、集合開催
に代わり、ホームページ等を
活用した情報発信を行うこと
としています。ご意見を参考
に、関係団体等とオンライン
を活用した方法について検討
してまいります。

20

県民との
意見交換
及び情報

提供

食の安全・安心の確保のためには、関係機関との連
携や県民との意見交換及び情報提供が大切となりま
す。
（1）「食の安全・安心に関するアンケート」につ
いて県として、この間継続して「食の安全・安心に
関するアンケート」を実施されています。この取り
組みは、県民の意識や情報の収集のほか、食の安
全・安心の取り組みを啓発する意味でも重要だと考
えます。ただし、せっかくの取り組みですが、この
2年間の回収状況が100人前後と少ないのが残念で
す。広報の仕方を含めて取り組み方の工夫をすすめ
てください。

B

アンケートについては、今
後、より一層活用していく必
要があると考えております。
ご意見を参考に、当課のホー
ムページへの掲載方法や周知
方法について工夫してまいり
ます。

21

県民との
意見交換
及び情報

提供

（2）さまざまな組織や団体がオンラインを使った
講座や意見交換に取り組んでいます。感染症が収束
した後もオンライン講座等は、県民との意見交換・
情報提供に有効だと考えられます。県としても、設
備や企画も含めて消費者団体と協力して新しい試み
にチャレンジすることを期待します。

C

ご意見を参考に、オンライン
を使った講座等を様々な団体
等と協力して開催できるよう
検討してまいります。

4



整
理
番
号

意見
区分 意　見　要　旨

反
映
区
分

県の考え方

22

県民との
意見交換
及び情報

提供

従前同様、綿密に計画されており、個別具体的な事
項について申し上げることはありませんが、行政の
取組の成果を享受すべき県民との情報共有やコミュ
ニケーションの機会が、コロナ禍の状況下で、制約
されることは残念なことです。
計画案では、「ホームページ等を活用した情報発
信」とありますが、例えば、講座やセミナーなどに
加えて、動画を活用した監視指導の実施機関の活動
の紹介など行うことにより、それらの活動を身近に
感じてもらうことも有効ではないかと思う次第で
す。
予算等の制約があろうかと思いますが、県民への訴
求手段としてご検討頂ければと思います。

C

リスクコミュニケーションの
推進は本計画においても重要
視しているものであり、この
コロナ禍の中、食中毒予防に
ついては動画を活用したホー
ムページによる啓発に努めて
いるところです。
今後も動画を活用した手法も
引き続き検討してまいりま
す。
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