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平成２５年度第２回 愛媛県食の安全安心推進県民会議 議事概要 

 

日時：平成２６年２月１３日（木）13：30～15：10 

場所：県庁第二別館５F 第７会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 

（１）平成２６年度愛媛県食品衛生監視指導計画（案）について 

   ・平成 26 年度の監視指導、収去検査等の方針を定めた標記計画（案）について、計

画概要及び 25年度からの変更点を中心に、資料Ｐ１～７に基づき説明 

 [→各委員了承] 

  ・平成 25年７月のＢＳＥ検査見直し後、現行制度にスムーズに移行した旨、報告 

 

〔重松委員〕 

  基本方針の中に、食品供給行程（フードチェーン）の各段階における監視指導とあ

るが、物流施設は該当しているのか。昨年の夏、非常に抜き取り検査の結果が悪いの

でトレースしてみたところ、ある物流施設で冷凍食品を 1 時間くらい常温で放置して

いたことが判明した。中間施設の温度管理等も、きちっと監視してもらいたい。大量

調理施設や飲食店は最終の川下になるが、いくら川下で頑張っても、入ってくる商品

がいいものでないとどうしようもない。 

〔薬務衛生課〕 

  生産段階以降の流通食品は、食品衛生法のジャンルに入っており、保健所の食品衛

生監視員が逐次、監視指導を行うほか、各食品関連事業者さんが自主衛生管理を確立

させて、衛生管理体制を構築していくことになる。保存温度が守られてないケースが

あったことから、今後とも、物流施設にも目を向けて、監視指導体制を強化していき

たい。 

〔白川委員〕 

  本当に細かく、多様な監視指導をするとのこと。５か所で 22人の監視員が配置され

ているということだが、消費者としては、何かあったときに迅速な対応が可能な体制

になっているのかどうかが一番気になるところ。この人数で、その辺は大丈夫なのか。 

〔薬務衛生課〕 

この 22人は、県保健所の生活衛生課食品監視グループに属する専任の食品衛生監視

機動班員である。実際に食品衛生監視員に任命されている者（併任）は全体で 65人と

なっている。大規模な事件が発生した場合にはカバーできるように、応援体制、食品

衛生監視機動班の複数体制で対応する。 
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また、食肉衛生検査センターでは、食肉検査や食鳥検査を行っているが、と畜検査

員や食鳥検査員も食品衛生監視員を併任しており、監視指導にあたっている。 

〔大隈会長〕 

  この体制で問題になるような事態は起きてないということでよいか。 

〔薬務衛生課〕 

  県内で仮に食中毒が発生し、それが一保健所で対応しきれない規模の場合は地方局

体制、もっと広範囲になると本庁がリードをとって県全体で対処する等、その規模に

応じて段階的に対応を強化できる体制を取っており、現時点では問題ないと考えてい

る。 

 

 

（２）愛媛県食品自主衛生管理認証制度（愛媛県ＨＡＣＣＰ制度）について 

  ・愛媛県ＨＡＣＣＰ制度の運用状況（認証状況（11 社 15 施設）、相談状況等）につ

いて資料Ｐ８～15 に基づき説明 

  ・認証施設について管轄保健所がスライドにより事例紹介 

（紹介施設：ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社松山ＧＰセンター 

施設の種類は「鶏卵選別包装施設」で、平成 24年 10月より認証対象） 

 

〔中予保健所〕（紹介概要） 

（目的） 

認証は、平成 25 年 10 月だが、最初に相談があったのは約 1 年前。実際に資料作り

が始まったのは約半年前で、認証までに半年かかった。厳しい市場競争の中で、自社

製品は高品質であるという同業者との差別化・ブランド化が必要であることから、そ

の手法として、愛媛県ＨＡＣＣＰ制度の導入を実施いただいた。ＧＰセンターのＨＡ

ＣＣＰ導入は、全農グループでは北海道に続いて２例目、全国でも 10例程度の例が少

ない分野であることから、ＨＡＣＣＰチームは、社内表彰されている。 

（現場の取組み） 

  ＨＡＣＣＰとは、食品安全を確保するうえで重要なハザード（危害）を抜き出し、

評価して制御するシステムのこと。このシステムを構築するために、まず、一般的衛

生管理プログラムを作成し、チームを作って、危害分析、工程のどこにどんな危険性

があるのかを一つひとつ分析して、その中でＣＣＰ（重要管理点）、一番管理する点を

決定する。ＧＰセンターの場合は、各農場から卵を入荷して、その後、洗卵、検査を

して、賞味期限等を印字後、包装という過程になる。例えば、焼菓子の製造施設がＨ

ＡＣＣＰを導入する場合等は、加熱工程がＣＣＰになるのが一般的だが、ＧＰセンタ

ーでは、洗卵工程の、湯温、塩素濃度及びＰＨをＣＣＰとした。 

施設では、「目に見える表示」にとても力を入れている。県ＨＡＣＣＰ認証施設であ
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ることを、見学者や従業員に意識していただくために、「ＨＡＣＣＰ認証」と大きく印

刷して貼り出している。また作業場に入る従業員には、この写真と同じようにするこ

とができたら中に入れますというように、わかりやすく表示してあるほか、身だしな

みを整えた後も確認できるよう姿見を置いている。手洗い場所では、誰でもわかるよ

うに手洗い方法を図示してあったり、消毒も、どの種類を使っているかわかるように

表示、エアーシャワーにも大きい文字で何人まで入れるのか一目でわかるように表示

されている。 

洗卵は、包装等の他の部屋とは壁で区画され、消毒時の温度や塩素濃度が逸脱した

場合は、パトランプが点灯してすべての工程が停止するようになっている。ＣＣＰの

記録場所には、担当者がフルネームで大きく貼り出され、その場ですぐ記録できるよ

う記録用紙が置かれている。１日５回記録する計画になっている。 

（苦労した点） 

導入前も後も、従業員の衛生意識を高く保つことに一番苦労したと言われている。

それをさらに習慣化させることに、今現在も非常に力を入れていただいている。もと

もと卵は農産物で、それをパックするために、なぜそんなに面倒なことをしなければ

ならないのかという従業員の方が最初はとても多かったようで、この意識改革に非常

に苦労されたとのこと。具体的には、外部講師によるセミナーを開いたり、月１回勉

強会を開いたり、また、毎日の朝礼でなぜ手洗いが必要なのかということを繰り返し

伝えること、それしかないと言われていた。 

（効果） 

施設に責任者をフルネームで貼り出す方式を導入。担当者を決めることで、職員一

人ひとりの責任感の向上が見られたとのことである。そして、まだ例が少ないことも

あって、業界内での信頼性が向上したことがあげられている。特に、大手の販売業者

に対して、取引の条件にもなっているとのこと。今後、他の県内ＧＰセンターについ

ても、県ＨＡＣＣＰ制度の導入が予定されている。 

今回の導入に関して、ＧＰセンターの方と保健所では、何十回と話し合い、チェッ

クを行った。ＨＡＣＣＰシステム導入には労力がかかることから、ＧＰセンターでは

専任のスタッフを置いて動かれた。そして、認証取得がゴールではなく、認証後の今

後の運用が大切だということをお互い認識し合っている。今後は、社内で、後継者、

知識を持った人をぜひ育成してほしいと保健所からは伝えている。 

 

〔大隈会長〕 

  今、ビジュアルに現場の感覚について紹介があった。今年度は、フジさんでも実際

に認証を取得されたようなので、取組み等の紹介で補ってもらえればさらによくわか

ると思うのだが。 
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〔重松委員〕 

  私どもの精肉センターは、昨年９月に愛媛県ＨＡＣＣＰ制度の認証を取得した。新

センターは一昨年の 11月完成だが、稼働する 1年程前から、品質マネジメントシステ

ムの導入を検討していた。当初は、ＩＳＯ22000（食品安全マネジメントシステム規格）

の取得を目指していたが、精肉センターは、組織の中の一施設であること、また、Ｉ

ＳＯ22000は非常に広範囲で費用もかかることから、初めて品質マネジメントシステム

を導入する企業にはなかなかしんどいところもあり、愛媛県ＨＡＣＣＰの両方を検討

した。先ほどの事例紹介にあったように、食品の危害要因というのは、重点的に管理

するポイントが明確で、取り組みやすいことから、県ＨＡＣＣＰの認証を取得した。 

取得の目的としては、当然、食の安全安心を担保することだが、一つは精肉センタ

ーの品質をいかに向上させるかということ。店舗で食肉を製造する場合と、センター

で製造する２つの方法があるが、これまでは店舗でさばいた方が早くて新鮮なイメー

ジがあり、店舗での製造が多かった。それを、センターの商品を増やすことで、店舗

内での効率を上げていくというのが、社内的な目的でもあった。 

  苦労した点として、危害要因を分析し、その要因を取り除くためにいろんな新たな

ルールを決めたわけだが、机上で考えたそのルールと現場とのギャップをいかに埋め

るかということがあげられる。各種記録帳票を、きちんと決められたとおりに記録し

保管することが、実は今までなかなかできておらず、倍くらいに記録帳票が増え、そ

の徹底に苦労した。なぜこんなことをやるのかということも含めて教育しながら、記

録させるということを１年くらい繰り返した。もう一つは、教育の時間がなかなか取

れないこと。センター稼働後の取得だったので、作業が終わってから教育するとか、

作業の合間にいろんな打ち合わせをするというところで、なかなか時間が取れなかっ

た。その辺が大きな苦労した点である。 

取得の効果だが、やはり品質の向上。品質が格段に上がり、店からの注文が増えた。

昨年 12 月あたりは、以前と比較して 130％から 140％くらいの注文がきて、我々も総

動員で応援に行く状態だった。店舗で製造するのも、センターで製造するのも同じ品

質になってきた、近づいてきたというのが、非常に良かった点。それから、恥ずかし

ながら、旧センターでは髪の毛の混入や表示ミスなどが、月に１件、２件あったが、

ＨＡＣＣＰ導入後は、ほとんど発生していない。事故を未然に防止できているのが良

かった点である。また、従業員の品質管理に対する意識の向上。前向きな意識をずっ

と維持することができている。さらに、認証取得を機会に組織体制を見直した。専属

の品質管理担当者を設置したほか、毎月、ＨＡＣＣＰ会議を実施している。毎月の抜

き取り検査報告等、温度管理を含めてすべての記録帳票と、問題点を会議に上げて対

応を協議し、問題点はすばやく改善するよう努めている。改善までの時間を短縮でき

たことが非常にいいところだと思っている。 

弊社の精肉センターには、多数の見学者が毎月のように来られるが、品質マネジメ
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ントシステムの導入を初めて検討されているみなさんには、県ＨＡＣＣＰの認証取得

をお勧めしている。 

〔大隈会長〕 

 大変興味深いお話だった。特に、ＩＳＯでは、広範囲すぎてこの施設にぴったり合

うにはあまりにもコストもかかるし大きすぎるという点。愛媛県ＨＡＣＣＰ制度は、

簡易に、中小企業でも施設が小さい場合でも対応できるような使いやすい自主衛生管

理ということで始めたので、そういう意味では、制度のねらいにピタリと合ったかな

と、私も伺っていて大変うれしく思った。 

〔松岡委員〕 

  言われるとおり、（ＩＳＯ22000 は）非常に広範囲で、毎日、衛生管理。これはお金

もかかるし大変だが、止まることはできない。年に数回調査があり、衛生管理をやっ

ている職員たちの動き、施設のサビ、汚れ、昆虫等、外回りから内部まで多数の項目

について全部検査し点数がつけられる。いいところ、悪いところ、これは解決してく

ださいというのが毎回ある中で、やり始めてからは、多少の指摘はあるものの、改善

しながらなんとかやっている。ＨＡＣＣＰも検討したが、どうせやるならこれをやろ

うということで（ＩＳＯ22000 を）始めた。少人数のため、一人ひとりの意識向上に

つながったことが、一つの成果だと感じている。 

商品がどんどん売れているかというとそうでもない。うちの魚は冷凍が主体で、Ｃ

ＡＳ（キャス）冷凍を入れているため、さらにその分値段が高くなる。一般企業や商

店に送るには大変な金額になるので、大手というか、卸業者に卸している。東京が 98％

くらいで、あとの２％は、この辺でちょこちょこと動いているくらい。取得したから

売れているという話にはならない。同じような加工場は、全国各地にあり、特に魚は、

やっぱり近くの所が一番鮮度がいいと言われる。 

県のＨＡＣＣＰ制度ができたときは、すでにＩＳＯ認証を取得していたので、あら

ためて取る必要がなく検討しなかったが、確かに会長が言われたように、制度のねら

いに即していて、取り組みやすいと感じている。これからどんどん広げてもらいたい

し、魚の方にも、ぜひとも紹介してもらいたいと思っている。 

〔西田委員〕 

 四国乳業では、平成 10年に国の総合衛生管理製造過程の承認を、その前には、ＩＳ

Ｏ9002（現在はＩＳＯ9001（品質マネジメントシステム））の認証を受けてやっている。

時間が経って施設の老朽化が進んでおり、一般衛生管理の中で保守点検が結構重要な

ところだが、機械が古くなってくるので、その手入れ等に苦慮している。長期にわた

って衛生管理を続けていくうえで、大事な点検や更新等も考えていかないといけない

と思っている。 

また、人の入れ替わりが激しく、社員教育には苦労している。機会をとらえて衛生

管理についていろいろとやっているが、先ほどの話にもあったように何回やっても足

りないくらい。今度認証を取られた方も、維持させるための苦労が増えていくことか

ら、今後の運用が大切と思う。 
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〔大隈会長〕 

  やはりこういうのは、いくら基準ばかりやってもダメで、関わる人の意識が大切。

特に、ＨＡＣＣＰは自主性が重んじられると思う。食品衛生協会さんでは、講習会等、

自主衛生管理を推進されているが、何かあれば。 

〔田中委員〕 

 食品衛生協会の場合は、個人の店が大半のため、なかなかここまでは今のところは

行きついていない。 

別の話になるが、ＧＰセンターのスライドを見ていて、エアーカーテンに入る前に、

コロコロを使っていたのが気になった。一つのコロコロをみんなで使いまわすという

のは、大変、危険ではないかと思う。どうせエアーカーテンに入ってホコリを飛ばす

のなら、コロコロで取る必要はないと思ったが、その辺の指導はどうか。 

〔中予保健所〕 

 一つのコロコロをみんなで使い回すのではなく、複数のコロコロを用意して、一つ

については、２回までという決まりを作って、重ねて使わないようにしている。また、

表面だけをコロコロするのでは、取れない異物もあるので、順にエアーシャワーとい

うことで、ダブルでＧＰセンターさんではやっている。 

〔重松委員〕 

コロコロは、顔には使用できないので、エアーシャワーを使って、まつ毛等を飛ば

している。 

 

 

（３）その他  

 ① 食品表示法の概要について 

   ・平成 25 年６月 28 日に公布された食品表示法の概要及び施行に向けた国の検討状

況等について、資料Ｐ16～21 に基づき説明 

 ② 食品表示等の適正化について 

  ・平成 25 年 11 月に発生したメニュー表示等の景品表示法に係る不適正表示問題に

ついて、事件後の対応等を中心に資料Ｐ22～24 に基づき説明 

 

〔重松委員〕 

食品表示の一元化に関して、消費者庁にもずっとお願いしていることだが、県単位

でも、保健所と農政局のそれぞれが監視指導される中で、それぞれ言い方が違う。例

えば、製造者と加工者にしても、食品衛生法とＪＡＳ法では認識が違う。それぞれの

立場で言われると、どちらを信用したらいいのかと事業者は混乱する。こういう一元

化の機会にぜひ統一して、同じ定義のもとで指導、助言をしてもらいたい。 

また、県によっても違う。我々は中四国６県に展開しているが、店舗ごとに指導さ
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れるときの各県の言い方がバラバラで、どこを信用したらいいのか迷う。結局、松山

に本社があるので、松山市保健所や、中四国農政局松山地域センターの話を中心にや

っている。これを今回、きちっと統一してほしい。バラバラでは、消費者、お客様に

説明できない。「用語の統一」というのが、資料 21 ページの②にあるが、非常に大事

なことだと思う。 

   それともう一つ、食品加工品、農産物のグラム当たりの単価を表示するユニットプ

ライス基準というのがある。これまでもお願いしていることだが、農産物のユニット

プライスというのは意味がないと思っている。現在は、愛媛県と高知県の一部にしか

残っていない。みかんのユニットプライスと言われても実際できない。グラム単位で、

100ｇ当たりいくらという商品はできるが、カボチャ１個、みかん１箱というようなも

のに、ユニットプライスを表示するのは困難。現場や生活者の視点では考えられてい

ない内容になっているので、ぜひ、この機会に見直しをお願いしたい。 

 〔薬務衛生課〕 

食品表示法施行後は、相談窓口が一本化され、窓口によってお答えが違うという、

これまでのようなことはなくなるのではないかと思っている。また、先ほど言われた

製造者と加工者の考え方が違うというようなことも、資料の 19 ページにあるが、ここ

で見る限りでは、事業者の名称及び所在地というように、製造者とか加工者とかとい

う言葉を使わずに、事業者という言葉を使って、消費者庁では、用語を統一していく

のではないかと読み取れる。 

〔重松委員〕 

事業者では、よけいに曖昧。事業者って誰なのという話になる。 

〔大隈会長〕 

法律用語というのは、実際の現場では分裂していく。この問題はかなり根が深く、

厚生労働省と農林水産省の行政対象の差というのがそこではっきり表れる。法律で事

業者と書いてあったからといって、完全に安心できるというものではないと思うので、

その辺は運用の際に注意しながら、もし必要であれば、消費者庁にフィードバックす

ることが私は必要だと思う。 

〔県民生活課〕 

ユニットプライス基準、正式には、愛媛県単位価格表示基準のお話だと思うが、こ

れまで、いろいろお声を聞きながら、適宜、検討等は加えており、平成 24 年２月１日

に改正して現行でお願いしているところ。委員ご指摘のようなご意見もあるというこ

ともふまえ、また検討できればしていきたい。 

〔大隈会長〕 

私も聞く限りでは、もっともだなという感じがする。キロ 250 円や、200 円は、商

売上も行政上も頻繁に使われ、意味があると思うが、１箱いくらと言われてもそれは

どうかなという気がしていた。ぜひきちんと検討してもらいたい。 
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（３）その他  

 ③ 食品衛生法施行条例の一部改正について 

   ・ノロウイルス食中毒対策強化のために改正し、平成 26年 1月から施行している食

品衛生法施行条例の改正概要及び指導状況について、資料Ｐ25～31 に基づき説明 

 ④ 対中国輸出水産物の衛生証明書発行について 

  ・平成 26年１月から県内６保健所で発行が可能になった標記証明書について、背景

及び発行状況を中心に資料Ｐ32～35 に基づき説明 

 ⑤ 農薬マラチオンが検出された冷凍食品の自主回収について 

  ・平成 25年末に群馬県の冷凍食品製造工場で発生した自主回収事案について、県民

からの相談状況等を中心に資料Ｐ36～38 に基づき説明 

 

〔田中委員〕 

平成 25 年度の食中毒発生状況をみると、24 年度より少なくなっており、県の監視

指導の成果が出ているのではないかと思う。八幡浜支局管内でも先週金曜日にノロウ

イルスの講習会があり、多くの食品関連事業者が関心を持って参加していた。 

〔重松委員〕 

冷凍食品の自主回収の件だが、私どもでは、ＰＢ商品を含めて相当数扱っている。

事件発覚が 12 月 29 日の年末で、あの時期にあのような公表をされて、年末年始は、

ずっと対応に追われた。何が問題かというと、指摘はされているが、公表が遅れたと

いうこと。20 人、30 人のお客様からの問い合わせがあった時点で、保健所や最寄りの

第三者機関に相談しなかったのかというところ。何かあったら、まず保健所に相談し

てみたらとアドバイスをするが、事件、事故、クレームがあったときに、どこまで保

健所等、行政機関に相談したらいいかというのがわからない食品関連事業者も多い。

ぜひこれを機会に、通報、報告について、強化してもらいたい。 

〔薬務衛生課〕 

私どももそのように望んでいる。保健所の食の安全安心総合相談窓口は、主に消費

者の方からの相談を受けているが、もちろん食品関連事業者の方からの相談もお受け

する。相談しやすい体制や雰囲気づくりを心がけていきたいと思う。また、一般消費

者からの危害情報にも注視していきたい。健康被害等のご相談を受けるたびに、保健

所の食品衛生監視員が、原因等を調べてわかる範囲でお答えする体制をとっている。

こういったことも含めて、さらに、行政、食品関連事業者、消費者間の情報共有を図

ってまいりたい。 

〔岡田委員〕 

学校給食の方でも、ノロウイルス対策は万全を期している。愛媛県は、当日焼のコ

ッペパンがほとんど。前日焼の食パンは、値段も高く冷めていてあまりおいしくない

ことから、子供たちには不評で年に１、２回使うかどうかの状況。また、運べない島
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しょ部や山間部は米飯に切り替わっており、前日のパンを送ることは今のところない。

本当にお騒がせして申し訳ない。 

 

＜総括意見＞ 

〔逸見委員〕 

今日は、関係者の方々のお話を伺って、私自身もよく勉強になった。やはり、いろ

いろな機関の連携というのをきちんとして、一元化していくことが、これからの課題

かなと思う。皆様方のいいご意見で、前向きにいい方向に進んでいくよう期待してい

る。 

 

 

３ 閉 会 


