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第 35回 仙台市食品安全対策協議会 会議録 

 

開催日時 令和２年 11月 19日（木）14：00～16：00 

開催場所 本庁舎 ８階 ホール 

名簿 委員 西川正純（会長）、赤坂和昭、石森克文、伊藤律子、岡崎博、木村洋、 

深澤ひろ美、和田達雄、渡邊なおみ、渡辺隆次 

（欠席委員＝佐藤眞弓、反畑明実（副会長）、山下まり、山田貴） 

 

事務局 下川健康福祉局理事兼保健所長、戸井田生活衛生課長、 

小野寺食肉衛生検査所長、兵藤食品監視センター所長、鈴木農業振興課長、 

須田中央卸売市場業務課長、阿部衛生課長、西崎健康教育課長、 

柴田消費生活センター消費生活係長（代理）、 

佐藤生活衛生課食品衛生係長（司会進行） 

 

発言者等 発言内容 

司会 

＜Ⅰ．開会＞ 

ただいまより第 35回仙台市食品安全対策協議会を開催いたします。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます生活衛生課、佐藤と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

まず、資料確認をいたしたいと思います。お手元の配付資料をご覧になってく

ださい。資料のほうに付箋で資料番号をつけております。 

赤色の付箋が議題に関する資料となっておりまして、資料１が令和２年度アク

ションプランの実施状況（中間報告）、資料２が監視指導計画実施状況（中間報

告）、資料３－１が令和３年度食品衛生監視指導計画（案）の変更点の概要、資

料３－２が令和３年度食品衛生監視指導計画（中間案）となっております。 

黄色い付箋が議題に関する参考資料という位置づけになっておりまして、参考

資料１が仙台市食品の安全性確保に関する基本方針、資料２が令和元年度アクシ

ョンプラン実施状況、資料３が令和２年度食品衛生監視指導計画ということにな

っております。 

続きまして、青い付箋なんですけれども、こちら、次第の報告事項の資料とな

っておりまして、報告資料１が仙台市内で発生した食中毒事件等について、報告

資料２が飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について、報告資料３

が食品衛生法改正に伴い創設された届出制度についてという資料が入っており

ます。 

それに加えまして、配付資料といたしまして、「食の情報館」という食品衛生

情報冊子が１部、パンフレットで「テイクアウトやデリバリーを始める営業者の

皆さまへ」というリーフレット、追加資料としまして、改正食品衛生法に関する

チラシが１つ、令和３年度食品衛生監視指導計画（中間案）の新旧表という形で

の資料を準備しております。 

もし乱丁などございましたら事務局にお知らせいただければと思うんですが、

どうでしょうか。 

今回、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、本日お飲み物の提供につ

きましては控えさせていただきますので、ご協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、委員の紹介をさせていただきます。 

今回、団体推薦の委員の変更もございませんので、委員の名簿に従いまして、

こちら特に変更なしということでご報告させていただきます。 

本日ご欠席の委員を読み上げます。山田委員、山下委員、反畑委員、佐藤委員



 2 

につきましては所用で欠席ということでご連絡いただいております。 

続きまして、事務局側の出席者でございます。 

食品安全対策協議会事務局出席者名簿のほうをご覧ください。出席者名簿のと

おりになっておりまして、消費生活センター所長の代理として消費生活係長が出

席しております。 

 

司会 

＜Ⅱ．挨拶＞ 

それでは、事務局を代表いたしまして、下川健康福祉局理事兼保健所長よりご

挨拶申し上げます。 

 

保健所長 

皆様こんにちは。保健所長の下川でございます。 

本日はご多忙の中をご出席いただきまして大変ありがとうございます。また、

日頃より仙台市の食品衛生行政にご理解とご協力を賜りまして感謝申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症が依然として予断を許さない状況になっておりま

すけれども、感染症対策につきましては、皆様から日頃からのご理解とご協力を

いただいておりますことに心より感謝申し上げます。 

本協議会でございますけれども、生産から消費に至るまでの食品の安全性確保

に関する施策等についてご協議をいただくということで、年に２回の開催をさせ

ていただいております。本日は、仙台市食品の安全性確保に関する基本方針に基

づく令和２年度の取組状況の中間報告と次年度の計画案について皆様にお諮り

したいと考えております。 

既にご承知のとおり、昨年６月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布さ

れまして、HACCPに沿った衛生管理の制度がスタートをしております。本市にお

きましても、市内の対象事業者への周知や HACCP導入の支援を進めているところ

でございます。また、新たな届出制度が創設され、来年６月からは原則全ての食

品等事業者が許可または届出が必要となる等、食品の安全性確保のための新しい

制度が始まることになっております。引き続き、国の機関や他自治体並びに庁内

関係各課との連携を図りながら、法改正事項に適切に対応してまいりたいと考え

ております。 

本日は、この改正法に関連する内容も含めまして、委員の皆様におかれまして

は、それぞれの専門のお立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願いいたし

まして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

司会 

ここで、事務局からお願いがございます。 

本協議会は、公開で行われ、また、議事録を作成しております。ご発言の際に

は、必ずマイクをお使いくださいますようお願いいたします。 

 

司会 

＜会長挨拶＞ 

それでは、議事に入りますが、本協議会の規定に基づきまして、協議会会長に

議長をお願いして、議事を進めたいと存じます。 

西川会長より一言いただきたいと思います。西川会長、お願いいたします。 

 

西川会長 

皆さん、こんにちは。 

本日はお忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。 

先ほど下川所長からのお話がありましたが、コロナ禍がまだ収まらない状況で

す。第３波ということのようで、先ほど赤坂委員からもちょっとお聞きしたら、
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東京都は 500人を超えたということのお話もお聞きしまして驚いているところで

す。 

このような状況下で、食品の流通もかなり変わってきております。ニューノー

マルということで新しい生活様式がかなり定着しておりますけれども、流通の仕

組みが変わってきていまして、持ち帰りの食品、それからご自宅での喫食も増え

ているということで、新たな視点から食品の衛生も考えないといけないことにな

ってきております。 

それに併せて、先ほどもありましたが食品衛生法の改正があったということ

で、HACCPの制度化が６月からスタートして、来年の５月末まで猶予期間という

ことですが、その対応でもやはり市役所の方々も本当にご苦労されているのでは

ないかなと思っております。何とか来年までには制度を十分に周知して実施して

いただくということにならないといけませんので、そのあたりも含めて、本日は

来年度の計画についても審議、討議されると思います。 

皆様方からは忌憚のないご意見をいただきながら、仙台市民の食の安全・安心

を守っていただくようにお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

それから、最後になりますけれども、本当にこのような状況下で仙台市職員の

方々のコロナの対策等でご苦労されている中での、本当に毎日下川所長をテレビ

で拝見していますけれども、本当にご苦労されて大変だと思いますけれども、ま

ずはお体に気をつけていただければと思いますので、本当にご苦労さまでござい

ます。 

では、本日よろしくお願いいたします。 

 

司会 

ありがとうございました。 

本協議会の規定によりまして、議長は会長が担うこととなっております。西川

会長、これ以降の進行について、お願いいたします。 

 

西川会長 

＜署名委員の指定＞ 

それでは、早速ですが始めたいと思います。 

まず、議事に入る前に、２点確認事項がございます。 

まず１点目が、議事録の署名委員でございます。この協議会では、議事録を作

成し、市政情報センターやホームページでの公開を予定しております。議事録の

適正な作成のため、委員全員の署名に代えて、あらかじめ署名する委員を指定す

る議事録署名委員制度を採用しておりますので、この署名委員につきましては、

本日は渡邊なおみ委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

よろしいですか。それではお願いいたします。 

では、次に２点目でございますけれども、新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、様々な社会活動が自粛・制限され、不安な状況が続いております。委員の皆

様の立場からご苦労されている点や意識されている点などがもしございました

ら、少しお話をお聞かせいただけないかなと。先ほど市役所の方々、本当に苦労

されておりますけれども、皆様の立場でも少しご意見があればということで、こ

の機会ですので少しご意見を伺いたいなと思っておりますが、よろしいでしょう

か。少し活発な討議になるように、そういった意見をちょっといただくというこ

ともありますので、では、赤坂委員からもらってもいいですか。もしよろしけれ

ば。ご苦労されている点などがあれば。 

 

赤坂委員 
本当に仙台市の皆様にはいろいろとお世話になっております。 

私、大学でいろいろコロナの学生の対策も担当しておりまして、いろいろ情報
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をいただきながら、学生に対しても、今度連休があるということで、今日、実は

学生に対する周知文を作って流してくださいということでお願いしてきたとこ

ろでもございます。非常にこれからいろいろなことが、大学だと入試などもあり

ましていろんな方が大学に訪れるというようなこともあって、その辺もいろいろ

対策を立てておりますけれども、大学として分からないこともありますので、そ

の場合にはいろいろお伺いすることもあるかと思いますけれども、よろしくお願

いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

石森委員 

仙台水産の石森でございます。 

本日は 11月 19日、実は私どもの創立記念日でありまして、先ほど記念式典を

終えてきました。記念式典、例年ですと盛大にホテルをお借りして 400人ぐらい

得意先も集めてやっているんですけれども、こういうコロナのご時世ですので、

グループの幹部だけ集まって、そしてささやかにお祝いをしてきたところでござ

います。 

今、苦労している件というか、懸念している部分がすごく多くて、コロナとは

違うんですけれども、東京電力の原子力発電所からの汚染水、海洋放出の報道な

んかが出ていまして、これは地元宮城県の水産物を３割以上も取り扱っている仙

台市場の水産物部にとりましても大きな懸念材料となっています。仙台市場にお

いては、食品監視センターの皆様が原発事故以降毎月２回検査を行って、その結

果について公表しておりまして、現在も継続していただいておりますし、今後も

継続していただけるというお話を伺っております。 

当社においても、シンチレーションの検出器とゲルマニウムの半導体検出器を

導入して、市場開場日において仙台湾の漁獲の鮮魚を中心として検査を行って公

表しておりますけれども、放射性セシウムの検査でありまして、トリチウムやス

トロンチウムの検査はできておりません。それがどんな影響が起きてくるのかと

いうのは全く読めないところで、厚生労働省のホームページでは市場に流通する

食品の安全性は保たれるとの見解を示しておりますけれども、実際のところ大丈

夫なのかどうか、ネット上では様々な見解も出ておりまして、風評による水産物

の買い控えなどを最も心配しているところです。 

仙台市の皆様にも、仙台市民が安心して地元の水産物を食べていただけるよ

う、適正な情報の発信等で注視していただきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

すみません、長くなりました。 

 

伊藤委員 

消費者としての立場なので、皆様のご苦労が、本当に３年間、食の情報アドバ

イザーで勉強させていただいたことだけでもすごく伝わってくるのに、このコロ

ナというところで大変なご苦労をされているということは本当に思えるところ

です。消費者としては、とにかく安全に運ばれてきた食材を、家庭で食中毒を出

さないように HACCPを家庭の中でも取り入れて、皆様の努力を無駄にしないよう

にやっていけたらなというところが一番と思っております。 

 

岡崎委員 

食品衛生協会の岡崎です。よろしくお願いいたします。 

食品衛生協会は、先ほど下川所長のご挨拶にもありましたように、来年の６月

に HACCPが制度化されるということで、２年ぐらい前から食の安心・安全・五つ

星事業についてです。その事業の中で HACCPの取組を推進してきたわけですけれ

ども、その取組の中の一般的衛生管理でして従来の衛生管理をもう１回見直しし

て、やっぱり手洗いが重要であると認識しております。これからノロウイルス、
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これまでだとこれからノロウイルスが始まるというか広がるわけで、それを予防

するために、その五つ星事業に取り組んでいる市内の大型販売店舗の方とお話し

しまして、そこの食品売り場の責任者の方、二十人程ですね、先週、手洗い講習

会をやったんですよ。手洗いをしっかりするということは、ノロウイルスにもい

いしコロナ対策にもなりますよということで、それだけでコロナ対策が済むわけ

ではないんですけれども、そういう形で一般的衛生管理をもう１回見直しして、

食中毒も出さないしコロナ対策にもなることを見つけていきましょうよと。それ

で実行していきましょうよということを取り組んでいる皆様に呼びかけており

ます。 

以上です。 

 

木村委員 

仙台・みやぎ消費者支援ネット、木村でございます。平時はご支援を賜り、大

変ありがたく思っております。改めて御礼申し上げます。 

私たち消費者団体としては、小さいところはメールによって情報交換して、あ

と各自の担当の範囲で活動するというのにとどめております。ただ、大きい団体、

これは逆に非常に活発な活動になっております。リモート、ズームですか、会議

が一般化されまして、これに諸団体がすっかり、国の行政さんとか県の行政さん

ものっかりまして、広く意見を求める機会がかえってできてしまっているという

状況があります。ですから、特に９月、10月は大変忙しい時期でありました。 

先ほど、ALPS水というんでしょうかね、放射能の汚染水の排出についてのこと

がありましたけれども、これ、経産省主体で私どもも 200名の参加で開催してお

ります。私どもから提言したのは、安全性の開示ですよね、忌憚なく迅速に安全

性を開示していただきたいと。それから、漁業者の生計を、風評被害ですよね、

風評被害を防ぐ手だて、これはもう、風評被害払拭のための施策を本当に官民、

あと私ども消費者、一丸となって取り組むように広報していただきたいというこ

と。 

それから、もう一つは、現地では原発被害を被っているわけですから、これに

対する心のケアに十分な配慮をしていただきたいということをお願いしまして、

この心のケアについては即取り上げていただいております。その辺、ALPS水につ

いて、消費者団体と経産省さんとの話合いの中での結果内容になっています。 

あと、私ども消費者団体、一般的に行政さんとの受託による啓発活動が主にな

っていますけれども、それが大体３分の１ぐらいに減っていますよね。それは仕

方ないんですけれども、一方、自己研修部分が、これが３倍ぐらいに研修の機会

が増えておりまして、これでむしろ各自忙しい思いで活動しているということに

なります。 

あと、私どもの主催セミナーにおいては、やはり３密を避けるために、会場を

広めのところを確保するということと、それとやはり感染防止のために消毒剤を

用意したり、いろいろ細かいところに気を配らなくちゃならない部分が手間暇か

かっておりまして、その分を準備のための時間として余分に取っているという状

況にあります。 

以上でございます。ありがとうございました。 

 

渡辺委員 

仙台農協の渡辺ですが、いつもお世話になっております。どうもありがとうご

ざいます。 

私のところというと、どっちかというと生産部門というか、そういった形にな

っておりまして、生産者の立場というか、それで大きく響いているというか変わ

ったところなんですが、従来ですと、今、秋に入ると各種即売会なりお祭りとか

そういったものを開いていたんですけれども、そういったものが一切行われてい
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ないというところでございます。それで、生産したものに関しての売り先がなか

なかいつもよりも少なくなってきていると。しかしながら、巣ごもりの需要でイ

ンショップなり、あと市場関係はあまり伸びていないかと思うんですが、そうい

ったインショップ類は伸びているというところもございます。 

また、今年度に入ってから、食育活動、いつも学校さんですね、小学校と提携

しまして、いろんな、田植えだったり、あと野菜を植えたりとか、そういった部

分は携わっておったんですが、それがちょっと中止になっているというところで

す。ただ、今時分ですね、豆腐作りとか、そういったものでようやく学校さんの

ほうには入っていけるようになったかなという感じです。ただ、それにはもちろ

ん３密を避けながらとかいろんな気を使いながら取り組んでおるというところ

です。 

それで、生産物一般に、そういったちょっと減収につながっているというとこ

ろです。 

それで、来年度に向けてのちょっと不安というか、これは一番大きな不安です

が、やはりインバウンド需要もなくて、米価がどの辺まで、米価というか米余り

ですね、それがどのように今から進んでいくのかというところが不安視されてい

ます。それに伴う生産調整でまた米が作れないというところもございますから、

そういったので今、来年に向けての調整がかなり苦労しているというところで、

生産者も不安でいっぱいかなというところがございます。 

以上でございます。 

 

渡邊委員 

仙台市 PTA協議会の渡邊と申します。 

私のほうからは２点申し上げたいと思います。 

まず、PTAの活動からいいますと、やはり子供たちの楽しいイベント、行事が

前半ほぼ奪われてしまいまして、各学校で修学旅行が中止になったり、または行

ってみたり、各学校によって行けるところと行けないところも決めているようで

す。あと、毎年、PTAフェスティバルというのがこの時期にこちらの市民広場で

３万人の来場者を迎えて盛大に行われていたんですけれども、今年はウェブでの

開催になりました。それで、11月８日から今年度は 12月 13日までウェブで配信

することになりまして、私はステージ担当をしているんですけれども、そちらも

各学校なり団体が投稿していまして、もう今見れる状態になっていますので、お

琴の演奏でしたり鬼滅の刃の衣装で出ていたりするので、どうぞご覧いただけれ

ばと思います。 

もう１点は、個人的なことになりますけれども、うちで飲食店を経営しており

まして、やはり３月、４月は信じがたいこと続きというか、予約が全部消えると

いう今までなかった出来事がありました。その中でもお客様として来てくれてい

たお医者さんのほうから感染対策を指導してもらいまして、店では継続してその

辺もやっております。それで、今日は本当にテイクアウトですとかデリバリーと

か、私自身もしっかり学ばなきゃいけない内容がたくさんあるなと思いまして出

席しております。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

和田委員 

食肉市場の和田です。よろしくお願いします。 

食肉市場は、市場内は仙台市が中心となって場内の対策を行っているというと

ころです。基本的にはやっぱり市場機能の維持ということで、一番恐れていると

ころはそういうふうにして市場が停止するということが一番恐れているところ

なので、感染予防策を徹底しているというところです。 

一つには、会議とか、今、11月、12月、品評会が多いわけなんですけれども、
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その中の中止なり人数を制限してその表彰式なんかが行われているということ

です。 

あと、当然、市場に出入りしているお客様等に対してマスク着用、手洗い、こ

れは基本的なことでしょうけれども、消毒の徹底を周知して、発熱のある場合は

場内に入らないような形での通知をしておると。社員は当然、皆さんもそうなん

でしょうけれども、検温をしておりまして、37.5度以上ですと出勤停止という形

でやらせていただいてございます。 

食肉市場自体、今、豚熱がはやっていて、予防注射しているところなんですけ

れども、その関連で、場内の消毒等、今、大変な状況になっております。 

以上です。 

 

深澤委員 

青果卸の株式会社宮果の深澤と申します。お世話になっております。 

今年 11月までの市場の情勢でございますが、コロナ、日照不足、猛暑の影響

を受けて、野菜、果物の品不足で高値が続き、安定した供給というものができて

いませんでした。秋口は安定した気候により野菜等の出荷は順調で、安定した供

給ができています。 

市場として困っていることでございますが、新型コロナウイルス感染拡大を受

け、外出が減り、飲食店、イベント、ホテルなどの商材、特につまものなどの消

費が滞って、廃棄ロスが増えています。施設面ですが、老朽化した施設のため、

コールドチェーンになっていない施設での、夏は暑く冬は寒くで鮮度管理に大変

苦労しております。それが一層廃棄ロスを増やしている状況でございます。また、

大根やキャベツ、白菜の産地では、天候がよいため生育が順調で、消費を超える

入荷が今あって、それも市場のごみを増やす要因となっております。 

一方で、外出が減り、オンラインでの消費ニーズが激増しておりますが、実際

に手に取って鮮度を確認し購入したいと、食品スーパーを利用する消費者は増加

しております。今後は卸も仲卸もともに感染症対策を徹底して、常に適正な施設

管理や食品の衛生的な取扱いなどの品質管理を行いながら、ソーシャルメディ

ア、eコマース、イベントなどを通じて、生鮮食品、野菜、果物商品の消費を促

して、消費者の新たな消費習慣を作り上げることを主導していくということも必

要だと思っております。 

以上です。 

 

西川会長 

ありがとうございました。 

私のほうですけれども、先ほどの赤坂委員と同様に、大学のほうの講義が中心

なんですが、９月の後半から後期の授業を開始して、前期は全てリモートだった

んですが、後期は今対面で行っております。赤坂委員のところも同様ですけれど

も、実地実習という科目がかなり対面でないとできないということがありますの

で、リモートは本当に僅かで、対面で行っていると。何とか今のところは私がお

ります学部についてはコロナが出ておりませんので、今のところは大丈夫なんで

すが、ただ、いつ学生が罹患してくるかということを非常に心配しているところ

です。学生もアルバイトにはやはり生活がありますので行っているようですの

で、その中でコロナウイルスへの感染ということは本当に、注意はしていますけ

れどもなかなかどこまで日常のバイトの中で対応できているのかなというとこ

ろは心配しております。 

それと、あと入試ですね、先ほど赤坂委員からもお話がありましたが、入試に

ついても、今、我々も総合型選抜という AO入試を今やっているんですが、どう

しても人を見ないといけないので、対面でやって面接しています。その中で、教

員なんかも、やはり若い人とお話しすることで対面ですので、距離は取っていま
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すがやはり心配しているという方も多いようでして、なかなか従来の生活とは違

った形になっているなということを実感しているところです。 

そんな中で、この食品衛生に関する講義なんかでも、実は大学院なんかでは、

現場に行って衛生管理の仕組みを見るということをやっていたんですが、今年、

その食品工場で受入れがなかなかしていただけず苦労しておりまして、幸い、仙

台市のほうにお願いして、すみません、衛生研究所を今度見学させていただくこ

とになったこと、本当に感謝しております。本当になかなか苦労しているところ

はございます。 

ただ、これを乗り切らないといけないものですから、これからもウィズコロナ

でいかないといけないので、何とかワクチンができて昔の状態に戻るまで、かな

りかかると思いますけれども、皆さん頑張っていかないといけないということは

同じだと思います。 

すみません、以上となります。 

 

西川会長 

＜Ⅲ．議題＞ 

【議題（１）「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」に基づく令和２年度

実施状況について】 

【①令和２年度アクションプラン実施状況（中間報告）】 

【②令和２年度食品衛生監視指導計画実施状況（中間報告）】 

それでは、少し皆様方もリラックスできたんじゃないかと思いますので、議題

に入っていきたいと思います。 

まず、最初に議題の（１）になりますが、「仙台市食品の安全性確保に関する

基本方針」に基づく令和２年度の実施状況についてということになりますけれど

も、①の令和２年度アクションプラン実施状況について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

生活衛生課長 

事務局、生活衛生課の戸井田と申します。本来いつもですとこの協議会、会議

室で開催という形で行っているところでございますが、先ほど来お話が出ていま

すとおり、コロナ対応ということで、密を避けるということでかなり参加人数に

比べまして広すぎるぐらいの面積を取っております。この会場でふだんと勝手が

違うところではございますけれども、ご理解のほうをいただければと思います。 

それでは、着座にて説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、令和２年度のアクションプランの実施状況（中間報告）でございま

す。 

お手元の資料１を基にご説明差し上げたいと思います。 

まず初めに、令和元年度、昨年度のアクションプランの実施結果につきまして

は、既に委員の皆様には今年の６月にお手元のほうに配付させていただいており

ます。今回、改めまして参考資料２としてお配りしております。後ほどご覧いた

だければと思います。 

それでは、資料の１をご覧いただきたいと思います。 

こちらの資料の中で網掛けになっているところにつきましては、いわゆる食品

衛生分野の実施の内容になります。こちらは後ほど、次の食品衛生監視指導計画

の実施状況の中でご説明する形になりますので、そこは割愛するような形で、そ

れ以外、食品衛生分野以外の主なものについてご説明をいたします。 

まず、おめくりいただきまして、３ページをご覧いただきたいと思います。 

項目の番号でいきますと、一番上、１－１－１、農薬の使用履歴の記録の促進

ということでございます。こちらは、生産者、農家の方に市が主催する農業生産

工程管理、いわゆる GAPのセミナーを行っているところでございます。今年度は
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コロナ等の対応もありまして、来月予定されているということでございます。 

続きまして、１－３－１及び２、市場の整備状況でございます。こちらは資料

の記載のとおり、計画的に必要な修繕、改修等を行っているという状況でござい

ます。 

続きまして、その下のほうで１－３－４、と畜場、食肉市場内の衛生管理でご

ざいます。こちらは、既にご紹介、前回もしているとおり、と畜場につきまして

もと畜場法で HACCPが義務化されております。仙台市のと畜場は既に HACCP導入

しておりますので、その定期的な検証、見直しということで、関係課が集まって

情報交換を共有しながら進めているという実施状況でございます。 

続きまして、ページをおめくりいただきまして４ページ、１－４－１と１－４

－２でございます。こちらは学校や保育所施設、そういった給食施設の安全確保

ということで、定期的に計画的に記載のとおり食材あるいは給食の検査を行って

いるという実施状況でございます。 

続きまして、ちょっとページ飛びますが、７ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

７ページの上段のほう、上のほうになります。２－４－１、食品表示法に基づ

く表示の指導でございます。網掛けの部分は衛生分野になります。それ以外の部

分でいきますと、消費生活センターにおきましては、食品表示の品質表示の部分

を担当してございます。あわせて、区の家庭健康課等につきましては栄養成分表

示等を所管しております。それぞれ担当所管で記載のとおり表示の調査、指導あ

るいは相談、指導に対応しているという状況でございます。 

続きまして、９ページをご覧いただきたいと思います。 

こちらは３－３－３、いわゆる福島原発事故に伴う食品の放射性物質の検査状

況でございます。学校給食あるいは保育所給食の安全確認ということで、食材の

放射性物質の検査を行っているということで、今年度の９月末現在の実施状況に

なります。学校給食におきましても、例年、大体 1,000件ほどやっておりますけ

れども、コロナの関係で学校の給食、学校そのものがスタートがちょっと遅くな

ったということもあり、件数が若干、計画よりは少なくなっているということで

す。保育所につきましても、例年６月にこの放射性物質の食材の原材料の検査を

実施しているところでございますが、今般のコロナの関係で９月からスタートし

ているということで、例年に比べ、若干件数が少なくなっているという状況でご

ざいます。 

続きまして、飛びまして 11ページをご覧いただきたいと思います。 

４－３－２になります。こちらは消費者への情報提供ということで、主に消費

生活センターでは定期的に情報誌として「ゆたかなくらし」など、様々な情報発

信を記載のとおり実施しているということでございます。 

主なアクションプランの実施状況、中間報告ということで９月末現在になりま

すが、それ以外の部分、紹介しなかったところにつきましても、特に先ほど来委

員の皆様からお話がありましたとおり、人を集める事業、講習会とかセミナー、

研修会等につきましてはなかなか、特に前半、上半期につきましては実施が難し

く、軒並み中止をせざるを得ないという状況が今年度のアクションプランの実施

状況の中でも言えるかなと思います。 

それ以外の実施状況につきましては、後ほど資料のほうでご確認いただければ

と思います。 

私からの説明は以上になります。 

 

西川会長 
ありがとうございます。 

それでは、②のほうも、では少し説明して、その後、皆様の意見をいただきた
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いと思います。 

生活衛生課長 

では、続きまして、②令和２年度の食品衛生監視指導計画の実施状況（中間報

告）、こちらも令和２年９月末現在ということで、資料２に基づきましてご説明

させていただきたいと思います。 

まず、１ページ目の１番、重点事業でございます。 

重点事業として本市で今年度特に力を入れて取り組んでいる部分としまして

は、この（１）HACCPに沿った衛生管理の推進でございます。 

まず、HACCPの普及推進につきましては、施設の監視指導等を行っております。

こちらにつきましては、昨年同期と比較しまして、やはり今年度、法律の施行が

あり、今１年間の経過期間中ではございますけれども、かなり重点的に監視をし

て指導しているということもあり、昨年同期よりもかなり増えている状況でござ

います。 

一方、講習会でございますけれども、先ほど来説明していますが、なかなか事

業者の方を集めて講習会をするというのは難しい状況にございまして、回数並び

に参加受講者数も大幅に減っているという状況でございます。ただ、講習会に代

わる代替の対応ということで、事業者の方には HACCPの法改正の制度等につきま

して周知をする必要がございますので、パンフレットあるいは文書での通知等を

対応しておりまして、記載のとおりかなり多くそちらのほうで対応させていただ

いているという状況でございます。 

続きまして、飛びますが１ページ目の一番下、（３）リスクコミュニケーショ

ンの推進でございます。 

この中で仙台市として特に力を入れて取り組んでいる、今回も委員の方に１人

いらっしゃいますけれども、せんだい食の安全サポーター並びにせんだい食の安

全情報アドバイザーの事業でございます。こちらにつきましては、やはりコロナ

感染症の影響等もございまして、また、かなりメンバーの方も年齢的にも年齢層

の高い方も多いということもありまして、今年度はそれぞれ事業を中止せざるを

得ないということで今年度は対応してございます。 

ページをおめくりいただきまして、２ページ目になります。 

２番につきましては、今後の具体的な取組状況を取りまとめたものになりま

す。 

（１）食品等事業者の自主管理推進になります。 

こちらも中心は HACCPの導入支援ということになりますけれども、衛生講習会、

先ほど来、なかなか十分な対応が厳しい状況ではありますけれども、衛生講習会

の中で食品衛生責任者講習会、こちらは仙台市食品衛生協会に委託をして行って

いるものでございます。回数につきましては例年並みの回数を行っておりますけ

れども、やはり参加者につきましては、ある程度、会場の定員から制限をしなが

ら対応しているということで、どうしても人数的には少し例年より少なくなって

いるという状況でございます。 

次、（２）の施設の監視指導状況になります。 

こちらも、全体的に前年度に比べますと今年度、延べ監視回数をご覧いただき

たいんですけれども、３万 5,000件ほど監視をしております。なかなか年度当初

につきましては営業自粛をしている施設等もあり、あるいは、特に、委員のお話

にもありましたけれども、各種イベントが中止されることによって、そのイベン

トの露店等の監視というものが今年度実施していないという状況もありまして、

例年より若干監視件数が少なくなっているということが結果に出ているかと思

います。 

続きまして、ページ変わりまして３ページになります。 



 11 

こちらは、食品中の放射性物質、残留農薬、動物用医薬品の検査状況でござい

ます。主に特に市場流通品を中心とした放射性物質や残留農薬等の検査をしてお

ります。今年度の実施状況については資料のとおりでございます。残留農薬につ

きましては、１件、違反が出ております。こちらは後ほど報告事項の中で詳しく

説明させていただきたいと思います。 

あわせて、そのページの一番下、と畜検査の状況でございます。こちらも記載

のとおりのと畜検査を行っております。BSE検査につきましては、※印で書いて

いますが、生体検査で神経症状等を示す 24か月齢以上の牛ということで、具体

的に生体検査で起立不能という症状を示した牛について BSE検査を実施してござ

います。結果につきましては、BSEは陰性ということで確認が取れております。 

ページをおめくりいただきまして、４ページでございます。 

こちら、上の表につきましては、食品の検査状況になります。今年度９月末現

在で全体で 649件の検査をしてございます。前年度同期に比べてかなり件数が減

っているということでございますが、特に４月から６月上旬にかけましては、コ

ロナの第１波の影響もあり、衛生部局においても感染症部門への応援対応であり

ますとか、あるいは検査を行っている仙台市の衛生研究所におきましても、コロ

ナウイルスの検査が非常に集中したということもあり、４月から６月上旬につき

ましてはなかなか検査ができない状況でしたので、このように例年よりはかなり

前半、上半期においては減っているという状況でございます。 

その下、（３）食中毒の対応でございます。 

食中毒の発生状況につきましては、後ほど報告事項の中で詳しく説明させてい

ただきたいと思います。 

ページ変わりまして５ページになります。 

こちらは、（４）リスクコミュニケーションの推進に係る事業でございます。 

先ほど来、意見交換、講演会等の実施につきましては、せんだい食の安全サポ

ーターあるいは食の安全情報アドバイザー等につきましては事業を中止してご

ざいますが、食の信頼性確保トップセミナーということで、食品事業者の方を対

象としたセミナーにつきましては、９月に入り、ある程度会場規模の定員の中で

入場者を制限しながら、何とか実施をしてございます。今年度は９月 30日に、

テーマとしましては「今さら聞けない食品表示法対策」ということで、食品表示

法の施行、いろいろ改正内容の施行が今年度４月に施行されているということも

ありまして、そういった食品表示の対応についてのタイムリーなテーマでお話を

いただくということと、あわせまして、この時期、コロナの事業者別のガイドラ

イン、国のほうで取りまとめたものがございますけれども、そういった食品事業

者向けのガイドラインについて解説をするという内容で実施しております。参加

者は 53名で対応したというところでございます。 

最後のページ、ページをおめくりいただきまして６ページになります。 

こちらは、関係機関との連携等についての実施状況でございますが、特に国や

他自治体との連携で様々な協議会や会議等があるんですけれども、やはりなかな

かこのコロナの影響がございまして、集まっての開催は中止ということで実施で

きておりません。それに代わる部分として、書面での開催ということで、関係自

治体あるいは国との情報共有あるいは連携を図っているという状況でございま

す。 

ちょっと駆け足になりましたけれども、今年度の食品衛生監視指導計画の実施

状況（中間報告）につきましては以上でございます。 

 

西川会長 
ありがとうございます。 

今説明がございましたが、資料１と２ということで、①はアクションプランの
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実施状況（中間報告）、それから②が食品衛生監視指導計画の実施状況（中間報

告）ということでありますが、委員の皆様からぜひご質問をお受けしたいと思い

ますが、いかがでしょう。コロナの影響でかなり実施状況が変わってきていると

いうことは皆さんもご理解いただけるところではないかなと思います。はい、ど

うぞ。赤坂委員、どうぞ。 

 

赤坂委員 

すみません、赤坂です。 

HACCPについてちょっとお伺いしたいんですけれども、来年の５月 31日まで完

全に導入ということですけれども、飲食店等も含むということで、なかなか今の

状況の中で HACCPについて考えるところまで至っていない方も多いような気がす

るんですけれども、現時点の中でどのぐらいの飲食店の方が大体対応されている

のかということと、それから、法律の中で罰則の規定というのはどのようになっ

ているか、そういうものがあるのか、あるいは条例で決めなければいけないとい

うことであれば、その辺についてどういうふうに対応されているのかについてお

聞かせいただければと思います。 

 

生活衛生課長 

まず、HACCPの市内の事業者の対応状況という点でございますけれども、なか

なか仙台市の全部の事業者の状況について把握し切れている部分ではございま

せんが、通常の監視の中である程度取組について支援をしながら、順次、法律に

沿った形で対応できるような指導を今しているというところでございます。です

から、例えば何割ぐらいとかという部分につきましては、今のところ、詳細なデ

ータとして持ち合わせている部分はないということですけれども、ただ、感触と

しましては、かなり飲食店の方をはじめ、かなり HACCPが制度化されるというこ

とで意識を高くお持ちいただいているということですので、その辺、そういう意

識を高く持っていただくことで、速やかにこちらも指導しやすい状況にはありま

すので、来年６月１日が完全施行ではございますけれども、それに向けて順次徹

底していきたいなと考えているところでございます。 

あと、もう一つ、来年６月１日以降のその法律が完全施行となったときにそう

いった罰則等の話でございますけれども、基本、法律で義務づけられていますの

で、事業者の方はやらなければならないという状況ではありますけれども、法律

の枠組みとしては違反ということで罰則の対象とすることはできるんですけれ

ども、実際のところにつきましては、直ちに罰則を適用するのではなく、その法

律に適用するように順次指導を継続していくということで対応するような形。例

えば食中毒を起こしたということであればまた別の話でございますけれども、通

常の部分につきましては、まずは法律に適用するような形で取り組んでいただく

ように、継続して指導をしていくというような形が現実的な対応なのかなと思っ

ているところでございます。 

 

西川会長 

そのほかいかがでしょう。 

それでは、ご意見ないようですので、まずはこの（１）の部分ですね。議題の

「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」に基づく令和２年度実施状況につ

いて、①、②、ご説明いただきましたが、本件についてお認めいただくことでよ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

西川会長 

【議題（２）「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」に基づく令和３年度

計画について】 

【①令和３年度食品衛生監視指導計画（中間案）について】 

それでは、続きまして議題（２）になりますが、令和３年度食品衛生監視指導
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計画（中間案）ということで、説明をお願いいたします。 

 

生活衛生課長 

それでは、来年度、令和３年度の食品衛生監視指導計画の中間案についてご説

明いたします。 

お手元の資料の３－１、こちらは見直ししたポイントを１枚でまとめたもので

ございます。あわせまして、お手元に、令和２年度の監視指導計画と今回令和３

年度の監視指導計画で見直した点を新旧対照表の形で取りまとめたものを用意

してございます。そちらのほうをご覧いただくのと併せまして、来年度の中間案

の全体をまとめたものが資料３－２になります。こちらを並べながらご覧いただ

くということで、説明のほうをさせていただければと思います。 

まず、令和３年度の監視指導計画、見直したポイントにつきましてですが、先

ほど来ご説明の中で出てきております食品衛生法の改正への対応、特に来年の令

和３年６月に施行される内容について、主に反映させたということでございま

す。 

大きく分けて、ポイントとしては３つになります。まず１点、HACCPに沿った

衛生管理の制度化に対する対応ということ。２点目、営業許可業種の見直しと営

業届出制度の創設に関すること。３点目が、指定成分含有食品に関する健康被害

の届出義務化について対応する見直しをしたものということでございます。 

①と②につきましては、前回、昨年度もかなり説明をしていて、ご存じ、ご理

解いただいている内容かとは思うんですけれども、③の指定成分含有食品に関す

る健康被害の届出義務化についてですが、こちらのほうは別紙でＡ４横に書いた

ものをお手元にお配りしております。こちらのほうをご覧いただきたいと思いま

す。 

こちらは「特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収

集」ということになっておりますが、いわゆる特別の注意を必要とする成分の例

示としましては、その下の＊に書いてありますとおり、例えば女性ホルモン様作

用を持つ成分として、２行目の後ろのほうに書いていますけれども、プエラリ

ア・ミリフィカというタイのマメ科の植物の成分なんですけれども、そういった

成分を含む健康食品で過去に多くの健康被害が報告されているということでご

ざいます。国としましても、そういったある特定の成分を含む健康食品等で健康

被害が発生した場合に、速やかに国民、市民に注意を喚起する、あるいは販売中

止等の措置をするという必要性から、情報の段階でそういう健康被害が発生した

ときに事業者に報告を義務づけると、求めるというものでございます。 

今、法律の中で、指定成分として指定されている成分が４成分ございまして、

プエラリア・ミリフィカのほか、よく聞くものとしてはフォルスコリー、ダイエ

ット効果をうたっている健康食品で結構フォルスコリーが含まれる食品が多く

流通しているかと思いますけれども、そういったフォルスコリーを含む４成分に

ついて指定されております。 

今回、法改正によってこういった特定成分、指定成分を含む食品については、

健康被害を発生したときには報告を義務づけるということになっております。そ

ういった内容を監視指導計画の中で表現として見直しをして追記しているとい

うことでございます。 

それでは、主な変更点として資料３－１、表形式にまとめていますので、そち

らと、あと、その具体的な内容につきましては、右側にページ数を振ってござい

ますので、資料３－２の中間案の全体まとめたものをご覧いただきながら、併せ

まして、大変恐縮でございます、先ほどの新旧対照表と並べてご覧いただきたい

と思います。 

まず、第１点目でございます。こちらは、令和３年度の重点事業の１番目に
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HACCPに沿った衛生管理を掲げております。こちらについては、先ほど来説明の

中で話にも出ておりますけれども、HACCPの制度化については経過措置が来年５

月 31日に終了し、６月１日から完全施行になるということに伴いまして、今年

度の令和２年度の監視指導計画の中では、まずは移行期間中に制度の周知と

HACCPの導入支援という部分をかなり力点を置いた形で監視指導計画として掲げ

てございます。そちらについては、経過措置が終了するということで、来年度に

ついては HACCPに沿った衛生管理の実施状況の確認や指導という部分にシフトし

ていくという内容で見直しをしてございます。 

次に、２点目でございます。こちらは、監視指導計画（中間案）の資料３－２

でいきますと３ページになります。３ページの上半分ですね。あと、あわせまし

て新旧対照表でいきましたら３ページになります。 

こちらのほうの見直しの理由も、先ほどの重点事業と同じ理由になりますけれ

ども、HACCPの制度化の周知及び導入支援ということで今年度の取組の中では記

載をしておりましたが、来年度につきましては、経過措置を終了するということ

で、監視指導並びに衛生講習会、特に衛生講習会におきましては、HACCPの実務

に関する内容を重点的に解説するなどして、実効性の確保をするという方向性に

内容を修正しているというところでございます。 

続きまして、３点目でございます。給食施設の監視指導になります。資料の３

－２でいきますと５ページ、一番上の段ですね。新旧対照表でいきますと６ペー

ジになります。 

こちらにつきましては、給食施設につきましては営業には当たらないんですけ

れども、いわゆる営業届出の対象となります。それに従いまして、当然 HACCPに

沿った衛生管理が義務化されるということでございますので、今年度の監視指導

計画と違う点としましては、HACCPに沿った衛生管理を指導するという旨を追記

しているというところでございます。 

なお、この給食施設の監視指導につきましては、今年度の監視指導計画でいき

ますと、実は新旧対照表をちょっとご覧いただいて、８ページをご覧いただきた

いんですけれども、今年度は監視指導計画の製造・流通・販売等における監視指

導という項目の中に、ここに②として給食施設の監視指導が入っておりました。

今回、ここから、要は施設の監視ということで、前のほうに、この案のとおりの

場所に記載場所を変更してございます。 

最後になります。４点目でございます。健康食品による健康被害発生時の原因

究明、拡大防止でございます。資料３－２でいきますと８ページになります。８

ページの一番下の欄、（４）でございます。新旧対照表でいきますと 11ページに

なります。 

先ほどご説明申し上げたとおり、法改正に基づき健康被害情報の届出が義務づ

けられましたので、その内容を追記したということで見直してございます。 

それ以外で、資料３－１には記載がないんですけれども、この新旧対照表でい

きますと、13ページをご覧いただきたいと思います。 

13ページの真ん中辺、食品衛生に関する情報提供の項目の記載になりますけれ

ども、実はお手元にお配りした資料３－２のところの食品衛生に関する情報提

供、資料３－２でいきますと、すみません、11ページになります。11ページの

一番上の段ですね。こちらの中に、今年度記載があったパンフレット等で様々な

情報発信や啓発を行っているんですが、その部分、資料３－２の中ではちょっと

記載漏れがございましたので、修正案としまして、今回の新旧対照表で囲みで書

いてある部分ですね、「各区保健福祉センターにおいては、衛生課窓口や区内の

量販店等でパンフレットの配布を行うほか、食品衛生月間等には区役所ロビーで

食中毒予防に関するパネルの展示等」云々という部分について追記して修正した
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中で、中間案とさせていただきたいと思います。 

それ以外の修正点については網掛けで示しておりますが、基本的な内容は変わ

らず、より分かりやすく表現をするということで若干の文言の修正をしていると

いう状況でございます。 

駆け足になりましたが、以上で私のほうからの来年度監視指導計画の中間案に

ついての説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 

西川会長 

ありがとうございました。 

資料の３－１、３－２、それからＡ４の横の別紙、それから新旧対照表という

ことが今のお話の資料となりますが、皆さんのほうで少しながめていただいて、

今、変更点のあった部分以外のところも含めてご質問とかご意見があればお受け

したいと思います。少し見ていただいてでも結構かと思いますが、いかがでしょ

う、もしご質問、ご意見あれば。いかがでしょうか。 

これ、来年度ですので、HACCPは導入支援から実施状況に変わると、確認に変

わるということで、理解はもちろんしているんですけれども、コロナ禍で少し遅

れぎみになっている中で、どの辺までといいますか、５月 31日まではもちろん

なんですが、そのあたり、どの辺まで実施状況が進んでいるとよろしいというよ

うなことを思うとか、何かその辺はあるんでしょうか。もちろん全て 31日まで

ということはあるんですけれども、こういう状況下ですので、どうでしょう、そ

のあたりは。もし腹づもりといいますか、あれば。 

 

生活衛生課長 

そうですね、当然、法改正で義務化が施行されるということで、具体に施設で

どのくらいの実施状況かと把握する部分は非常に大切かと思っております。市内

の全事業者に対して、法施行日時点での状況というのは、なかなか状況把握は難

しいところではありますが、通常の監視指導や許可申請時の検査等におきまし

て、その立入りした施設に対しての実施状況をある程度把握するということで、

それを積み重ねていくことで全体的な実施状況を把握するような方向で、ある程

度つかみながら、またその状況を見ながら、対策のほうにつなげていくというこ

とで取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 

西川会長 

分かりました。 

あと、ちょっと懸念されるのは、コロナ禍のことがあって大規模なそういう食

品の工場、会社等においても、今回、ちょっと言いにくい話ですけれども、観光

客等が激減して、それによってそういうお土産とか贈答品とかを扱うような会社

さんなんかは特に苦労されているという話をお聞きします。その中で、食品衛生

あるいは品質保証に関わる社員の方々が少し削られるといいますか、そういう状

況にも陥っている会社もあるというようなことをお聞きするんですが、できれば

行政側としても密にそのあたり指導ですね、ぜひケアを含めてお願いしたいなと

思っています。かなり会社なんかでは当然収益を上げない部門ということになる

と、開発部門とか品質保証の部門というのが真っ先に削減の対象になる可能性が

高いので、そうなると食の安全・安心の確保も難しくなってきますので、そのあ

たり、ぜひ密にお願いしたいなと思っています。 

はい、どうぞ。 

 

岡崎委員 

食品衛生協会の岡崎です。 

この案についての意見というよりも私の HACCPに対しての印象なんですけれど

も、事業者の立場から言うと、HACCPというのが、仙台市の場合、許可施設に対

しての小規模飲食店の割合が非常に多くて、それの飲食店対策をどうするか、や
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っぱりどうやって HACCPに取り組んでもらうかというふうなことだと思うんで

す、課題はね。 

そういう中で、やっぱり小規模飲食店、今までやってこられた、その中でもほ

とんど食中毒を起こしたことがない、ほとんどというか起こしたことがない飲食

店の皆さん方にとっての HACCPというのは、ほとんど初めて聞く言葉だと思うん

ですよ。もしかして HACCPというのを聞いたことがある人がいらっしゃったとす

ると、例えば牛乳工場であるとかハム工場であるとか、非常に大手の工場、大き

な工場が取り組む非常に厳密な衛生管理というふうなことで、簡単に言えば非常

に敷居が高い。さらに、敷居が高いのに加えて、実際やってくださいよというの

が、例えば計画書を作ってくださいとか記録を毎日してくださいということで、

さらにハードルが上がるんですね。ただ、そいつはもう決まったことだし、明ら

かにこれは衛生管理としては有効な方法だと思うんですよ。現時点においては非

常に有効な方法だと。 

だから推進しなきゃいかんということになると思うんですが、これから先は仙

台市さんがいろんな事業者の方々への指導、講習会とかですね。非常にいいなと

思うのは、要は初めから難しいことをしなくていい、いいとは言いませんが、ま

ずはやってみましょうと。それで、やりながら PDCAで少し変えましょう、変え

ましょうと変えていきましょうみたいなことでご指導なさっているんですね。そ

れで、我々もそういう形で、聞かれたときは、行政の指導を受けながらこうやっ

てできるところからやったらどうですかというふうなところでアドバイスして

いるんですけれども、やっぱりこういう流れで地道にやっていって、例えば６月

１日にこうだったからこれはもう法律違反よという話ではなく、少しやっぱり長

い目で見て取り組むということが必要なのかなという気はしています。 

以上です。 

 

西川会長 

ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。まずは記録を残すと

いうか、そういう習慣も含めてやらないことには始まらないので、まず岡崎委員

おっしゃるとおりだと思いますので、それは仙台市からいろんな委託を受けてさ

れている中でお感じになっている部分も多いのかなと思いますので、ぜひ引き続

きご協力をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

そのほか皆さんのほうから、何でも結構ですよ、気づいた点でいいので、本当

にあまり遠慮せず言っていただいたほうがいいと思います、正直。どうでしょう、

では深澤委員、どうぞ。 

 

深澤委員 

宮果の深澤です。 

言っていいかどうかちょっと悩みながらも、ざっくばらんということだったの

で言わせていただきたいんですけれども、鳩の問題は前も言って、駆除とかもし

ていただいているんですけれども、最近ちょっと大きなネズミとかも出てきて、

昨日もちょろちょろと市場内を動き回っていて、本当に深刻な問題だと思ってい

ます。仙台市のほうには、やっぱり対策をして、本当に衛生管理一生懸命いろい

ろなことを言っても、もともとの施設のところでたくさんそういうのがあるとな

ると、１匹いたということは何匹もいるということだと思うので、そういうとこ

ろもちょっと考えていただきたいなというのは思っています。よろしくお願いし

ます。 

 

西川会長 

そういう害獣、鼠族、そのあたりどうでしょうか。もちろんされていると思う

んですけれども、施設そのものが老朽化している中での対応ということで、かな

りご苦労されている部分もあるかと思うんですが。 
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生活衛生課長 

一般事業者の方につきましては、そういったネズミや衛生害虫の駆除、そこに

ついても一般的な衛生管理の中でしっかり対応を取るということになろうかと

思うんですけれども、特に中央卸売市場の話ということになれば、市場は仙台市

が管理しているところだと思いますので、市場を管理している仙台市側とちょっ

と連携をしながら、まずそういったネズミがいるということはそれ以上の数が見

えないところでは多分ねずみ算で増えるということもありますので、そういう管

理している市側と、あとはそういう専門の業者の方との相談をしながら、生息状

況を調べ、どういう対策をするかというような取組を進めていくことで、少しず

つ改善に向かうような形で取り組んでいただくしかないのかなとは思っており

ます。 

 

西川会長 

引き続きよろしくお願いいたします。 

木村委員、どうぞ。 

 

木村委員 

せんだい・みやぎ消費者支援ネットの木村でございます。 

岡崎委員にちょっとお伺いしたいんですけれども、私ども消費者というのは、

前、仙台 HACCPがありまして、あと通常の HACCPがあって、それが表示されてい

るから、ああ、相当高いレベルの事業者さんだなと分かったんですけれども、今

度は全ての事業者となった場合、本当にこの HACCPに対して取り組んでおられる

のかどうかというのが逆に見えなくなってしまうわけですね。問題は、各事業者

ごとに基準書が必要になるんではないかなと思うのね、取り組むためには。その

基準書を作るためにはご指導をいただかないと実際は作れないんじゃないかな

と思うんですね。というのは、規模によって取組の内容が違っても構わないよう

な、そういう実際の内容になっていますよね。ですから、事業者の規模によって

ということになると、多少縛りが違ってきますので、やはり事業者ごとに基準書

というのが非常に大切になるなというふうに、外から見ていると思っているんで

すね。それで、実際その基準書づくりに対しての事業者別の取組というのは、実

際どのような動きがあるかというのをお分かりになる範囲で教えていただけれ

ばと思うんですが、お話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

西川会長 
岡崎委員のほうからよろしくお願いします。差し支えなければ。 

 

岡崎委員 

今ご質問いただいたんですけれども、我々が会員の方というか事業者の方に

HACCPをどうしたらこうしたらというアドバイスを差し上げているというのは、

その時点で何を作っていますかとか、どういうふうな調理工程で作っていますか

と一応聞くんですね。それでもって、その食品の材料から、材料というか、もっ

と前から言えば材料を入荷するところから製品になるまでの一連の流れの中で、

一番大事なところはここでしょうねと。おたくの施設で食中毒を出さないための

一番大事なところはここでしょうねということをお互い了解した中で、計画書に

して、その計画書を基に記録をしていくという流れになっているんですが、その

辺のところについては、我々も行政の指導というか、行政とやり取りしながら、

要するに食品衛生協会がこれでいいと言っても、行政がこれでは足らんよという

ふうなことだってあるわけですから、そういうことがないように、打合せという

か、その辺のところはこれでいいよねというのを何度も何度も打合せしながらや

っているんですけれども、そういうのを行政のほうからちょっとご説明いただけ

ればと思うんですが。 
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生活衛生課長 

様々な業種・業態がある中で基準書となるものというお話がございましたけれ

ども、今、基準書という部分の参考になるベースのところにつきましては、国の

指導の下、各業界団体が業種別に、結構細かい業種でもう今何十というか、かな

りの数の手引書が出ています。その手引書をベースに取り組んでいただくという

ようなことで進めているということですので、その手引書に従ってやれば、HACCP

に沿った衛生管理ができているということで判断できるかなというのがまず１

点でございます。 

あと、もう１点お話があったのが、消費者目線から見たとき、その施設が HACCP

をやっているかどうかがなかなか見えないというお話も出たかと思うんですけ

れども、その辺につきましてはなかなかこの個別具体にどの施設がやっているか

というのは難しいというか、そういうのが見えないというのはご意見としてあろ

うかと思います。一方で、今、食品衛生協会さんのほうでは、HACCP型の五つ星

事業ということで取り組んでいただいているわけなんですけれども、そういった

飲食店なんかですと、そういう取組をすることによって五つ星事業のマークを店

頭に掲げるということは法律に基づく、要は法律に適合した、HACCPに沿った衛

生管理を実施しているということにつながると思いますので、そういった部分を

食品衛生協会さんと行政が連携しながら進めていくことで、市民の方でもそうい

う HACCPの取組が見えるような状況に少しでもつながっていくのかなとは思って

おります。 

 

西川会長 

ありがとうございます。木村委員、よろしいですか、そういう形で進めている

ということですが。 

そのほかいかがでしょう。赤坂委員、どうぞ。 

 

赤坂委員 

ご質問とかということではないんですけれども、西川先生のところもそうだと

思うんですけれども、大学でリモートで授業をやるようになったというところ

で、ズームとかチームスとかいろいろな媒体がありますけれども、リスクコミュ

ニケーションを図るときに、そういったツールを使いながらいろんな授業をつな

いだりとか専門の先生のところとつないだりすることによって、実はいろんなこ

とができるということが大学の中でも分かってきたということがございますの

で、そういったこともお考えいただければなと。工夫していただけると、これか

らの時代、何かさらにいい効果が出てくるような気がしますので、ご検討いただ

ければと思います。 

 

生活衛生課長 

ありがとうございます。 

今、関係自治体間とか国の会議、研修においても、そういうリモート、ウェブ

を使った内容でかなり取組が進んできているところです。それを今度、行政のほ

うから事業者展開ということになりますと、いろいろ環境整備という部分も考え

ていかなければいけないところもありますので、そういう部分も視野に入れなが

ら、今後、いろいろな対応できるところをやっていくということで考えていきた

いなと思っております。ありがとうございます。 

 

西川会長 

ありがとうございます。 

確かに、言いにくい話ですけれども、宮城県の人もいますけれども、宮城県庁

とかはやっぱり遅れていて、これまでもテレビ会議ができなかったんですよ、外

部と。ですので、外部とやるときは大学に来て、大学からテレビ会議やっている

ような状況で、県の人がですね。ようやく今回の首相が変わってやる形になって

動き始めていますが、まだまだやっぱり行政が遅れているのは確かにあるので、
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それは本当に進めていただかないと、恐らく民間のほうが進んでいて、よりやり

やすくなっているんだと思いますので、そこはぜひお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

そのほかいかがでしょう。 

私のほうから、ちょっと教えていただきたいんですが、この特別の注意を要す

る成分の健康被害の件なんですけれども、これは従来ですと国のほうで当然いわ

ゆる健康食品の監視はされていたと思うんですね。ホームページの監視とかを含

めて。それで、健康被害が出た際には摘発するような話になっていましたが、今

回、こういう形で、都道府県等にもこういう形での収集の依頼が来るという背景

みたいなことって、もちろん健康被害が増えているということがあるんだと思う

んですが、その仕組みをもう少し、収集しやすくするという意味合いのほうが強

いんでしょうか。そのあたり、もし背景があったら教えていただきたいんですが。 

 

生活衛生課長 

いわゆる健康食品、指定成分を含む健康食品で健康被害が発生したときに、な

かなか直接的に行政に報告、そういう事実があったという旨の報告が速やかに報

告が上がってくるというところが制度としてなかったということなので、そこを

法律の中で義務化をするというのが今回の趣旨、背景としてあるかと思います。 

あと、一方で、健康食品等の表示に関しての表示の規制の在り方等についても、

今、食品表示法に基づくいろんな検討会の中で検討されていますし、今ちょっと

お話に出たネット販売なんかでも、そういった部分の規制の在り方というものに

ついても国のほうで検討会の中でどういう在り方、規制とか表示の在り方という

ものが検討されているところでございますので、その辺の情報も注視しながら、

今後、そういう部分が整備されていくのかなと思っているところでございます。 

 

西川会長 

分かりました。ありがとうございます。 

皆さん、いかがでしょう。ほかにご意見あれば。よろしいですか。 

それでは、ご意見があとないようですので、議題の２になりますが、令和３年

度の食品衛生監視指導計画（中間案）について、こういう形で進めるという形で、

まずはよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。 

それでは、議事については以上となります。 

 

西川会長 

＜Ⅳ．報告事項＞ 

【（１）令和２年４月～10月に発生した食中毒事件等について】 

それでは、続いて報告事項に入りますが、まず１つ目ということで、仙台市内

で発生した食中毒事件について事務局から説明をお願いいたします。 

 

生活衛生課長 

それでは、お手元の報告資料１に基づきまして、今年度発生した食中毒事件の

概要等につきましてご説明差し上げます。 

今年度は、表に記載のとおり、現時点で市内で４件の食中毒が発生してござい

ます。それぞれ病因物質、ウェルシュ菌あるいはテトラミン、植物性自然毒、ア

ニサキスとありますけれども、その解説といたしまして裏面以降にそれぞれ載せ

てございますので、後ほどご覧いただければと思います。 

今年度の特徴の中で、まず、２番目に書いてあります５月 29日にヒメエゾボ

ラ、この辺では通称ツブ貝と称して流通販売、あるいは飲食店等で提供されてい

るものでございますが、こちらを買ってきてご自宅で調理し食べたんですが、テ

トラミンによる食中毒が発生してございます。このテトラミンの食中毒は毎年か

なり起こっているわけではなくて、市内におきましては、実は平成 21年以来 11

年ぶりに発生したというものでございます。 
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この部分についてちょっとご説明させていただきますと、おめくりいただきま

して、報告資料の１－３をご覧いただきたいと思います。 

こちら、ツブ貝による食中毒についてということで、このテトラミンという部

分につきましては、巻き貝の唾液腺という部分に含まれている成分でございま

す。これを通常ですと、下の予防方法にも書いてありますとおり、調理の段階で

唾液腺を除去して食べていただくというのが必要なんですけれども、そこの除去

をせずに今回調理して食べてしまったことで、ここの２番のテトラミンの説明に

も書いていますとおり、いわゆるめまいとか頭痛とか、そういった神経症状です

ね、酩酊感と呼んでいますけれども、食べてから 30分から１時間でそういう症

状を発症したというものでございます。 

今回、その食べた方につきましては、テトラミンが唾液腺に含まれているとい

う部分の知識が、当然知らなかったということもあって食中毒になってしまった

ということですので、行政といたしましても、特に魚屋さんをはじめ販売する段

階でそういうことをしっかり周知していただく、あるいは知っている方に販売を

するということで指導しているというようなところで対応してございます。 

あと、その今年度の食中毒の中でもう一つ、３番目にありますツキヨタケの食

中毒でございます。このツキヨタケは有毒キノコ、毒キノコになるんですけれど

も、毒キノコの中で、隣の山形県はじめ結構キノコの食中毒の中で一番多いキノ

コとなっております。今回の方につきましては、山でムキタケ等を取っている中

で、ツキヨタケをムキタケと間違えて取って、それを調理して食べたということ

です。 

実は、このツキヨタケの食中毒につきましては、昨年もこの場で報告させてい

ただきましたが、２件、市内で発生しております。特に、昨年もそうなんですけ

れども、いろんな気候の影響もあって、このツキヨタケ、報告資料１－４をご覧

いただきたいんですけれども、写真が白黒で非常に分かりづらくて恐縮なんです

が、ツキヨタケの特徴としましては割いたときに根本のところに黒いしみがあっ

て、ある程度見分けがつくんですが、最近の特徴としましては、気候の影響もあ

ってその辺が明確に出ないものもちょっとあるということで、その辺が注意を要

するということになっております。今回もそういうところが判別がなかなかちょ

っとしづらいもので、事故に至ってしまったということでございます。 

あわせまして、食中毒ではないんですけれども、報告資料１－１の２番のとこ

ろで、先ほど食品の検査の中で違反が１件あるということで、後ほど説明すると

いうことでお話しさせていただきましたが、今年度、食品の検査の中で１件違反

がございまして、輸入の冷凍枝豆、こちらから農薬が検出されたということでご

ざいます。こちらは、一律基準が 0.01ppmに対して検出された量が 0.04ppmとい

うことで、違反ということで、この輸入食品を輸入した業者を所轄する自治体の

ほうに通報し、回収等の措置を講じているというところでございます。 

１番目の食中毒発生事件等につきましては以上でございます。 

 

西川会長 

ありがとうございます。 

今ご説明ありましたが、まず食中毒事件についての報告でしたが、何かお聞き

になりたいことありますでしょうか。どうでしょう。 

ツブ貝については、多分皆さんもこうやって食べるんだなということをあまり

知らないと思いますので、なかなか難しいものがあるかと思います。料理店でも

そこまでやっているかどうかってなかなか判断が難しいのかなと思いますが、そ

のあたりどうでしょうか、石森さんから。 
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石森委員 

毎年、６月が一番多いんですけれども、食品監視センターの方々から何日間か

時間を取っていただいて、こういう食中毒に対する対策等の勉強会、説明会をし

ています。その中で、ツブ貝による食中毒についても詳しく指導はいただいて、

それを仲卸に勤務している全員ができるように指示しているんですけれども、彼

らも来ているお魚屋さんにその聞いた話を基に指導するというふうな形で、何と

か安全性を確保するための努力というのはやっています。毎年毎年、同じような

こと、そして実際の事例を用いてやっているので非常に分かりやすいんですね。

その中で、今回のツブ貝の問題もありましたし、昨年はヒスタミンの食中毒があ

って、その具体例を示しながら、サンマのすり身だとか古くしちゃったら駄目な

んですよみたいな話で詳しくやっているので、今後もこれは継続して勉強会を開

いていただければ、去年やったからいいというのではなくて、毎年必ずやるとい

うふうな、会社ではそういうふうな義務づけしていますので、ありがたい話なん

です。一応情報提供です。 

 

西川会長 

ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

そのほか何かご意見いかがでしょう。どうでしょうか。 

この枝豆のこの残留農薬については、これは輸入品ですけれども、これは仙台

港じゃなくて、東京のほうに入ってきたのが回ってきている話ですかね。 

 

生活衛生課長 
仙台港ではなくて、他自体のほうで輸入されているので、別な港です。 

 

西川会長 
港から入ってきているんですね。 

 

生活衛生課長 
はい。 

 

西川会長 
じゃあ、たまたま検査して分かったという形になったんですかね。 

 

生活衛生課長 
市内に流通している量販店等々から収去して検査したものでございます。 

 

西川会長 

ああ、そういうことですか。分かりました。 

そのほかいかがでしょう。 

それでは、ご意見ないですので、次に行きたいと思います。 

 

西川会長 

【（２）飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について】 

続きまして、報告事項の２番目になりますが、飲食店における持ち帰り・宅配

食品の衛生管理等について、事務局から説明お願いします。 

 

生活衛生課長 

では、お手元の報告資料２に基づきましてご説明申し上げます。 

飲食店における持ち帰り、テイクアウトの衛生管理でございますけれども、通

常、飲食店において客席を設けてその場で食べていただくスタイルの飲食店であ

っても、今般のコロナウイルスの感染症の拡大を受けて、なかなか客席で食べて

いただくことが非常に難しくなってきたということで、新たに持ち帰りというこ

とでテイクアウトあるいはデリバリー、宅配という形でサービスを開始する飲食

店がかなり増えてきたということでございます。 

この持ち帰り等の食品につきましては、その場で作ったものを食べていただく

ということに比べますと、どうしても作ってから持ち帰ってご自宅なりで食べる

ということで、時間的にも長くなってしまうということですので、特に微生物の

細菌性食中毒の観点からいうと、若干時間が長くなるということは食中毒のリス
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クが高まるということにつながります。 

そういったことで、特に夏場を迎える前にそういう飲食店が増えてきたという

ことも踏まえまして、この資料の２番に書いていますとおり、まずは事業者への

啓発ということで、市内の飲食店営業者に対してテイクアウトに関する注意喚起

の啓発文書を発送しております。約１万施設に対して発送を行っているというこ

とでございます。あわせまして、窓口や監視時におきましてもそういう取扱いに

関する指導を行っているということでございます。 

さらに、そういう指導をするに当たっては、お手元にお配りしておりますこの

「テイクアウトやデリバリーをはじめる営業者の皆さまへ」という、こういうチ

ラシを作成いたしまして、より分かりやすく注意喚起をするということで、こち

らのチラシ 2,000部を印刷しまして配布等で活用しているというところでござい

ます。 

そのほか、２の３）に書いていますとおり、今年度、そういうテイクアウトが

増えて、また飲食店の方をより支援をするという観点で、具体的には太白区長町

地区におきまして４月にテイクアウトを主とした業のイベントが開催されてお

ります。そういったイベント時にテイクアウトをする食品の温度の管理でありま

すとか食品の表示がきちんとなされているかどうか、そういった部分の監視指導

も行っているというところでございます。 

以上が事業者向けの対応となりますが、一方で、３番目に記載していますとお

り、テイクアウトする、今度利用する側の消費者、市民の方への啓発ということ

で、やはりテイクアウトで持ち帰ったものはなるべく長時間放置することなく早

く食べていただくということがやっぱり大切になりますので、市政だよりあるい

はホームページ等々、記載の内容で注意喚起を啓発をしているというところでご

ざいます。 

テイクアウトの衛生管理については以上でございます。 

 

西川会長 

ありがとうございます。 

皆さんのほうからご意見とかあるいはご質問があればお受けまします。いかが

でしょう。どうぞ。 

 

深澤委員 

宮果の深澤です。 

これから寒くなるのに、テイクアウト、持ち帰ってお家で食べるとなったとき

に、ちょっと温めたいなと思った場合、その容器ですよね。電子レンジを使って

いい容器なのかどうかというのは、やっぱりそのお店屋さんできちんとそういう

のを伝えてもらいたいなと。例えば蓋は取らないと駄目ですよとか、これは皿に

移してから使ってくださいとか、何かちょっと言っていただけたらいいなと思う

んですけれども、よろしくお願いします。 

 

西川会長 
どうでしょうか。そういう指導はありますか。 

 

生活衛生課長 

これからの季節、本当に冷たくなってしまいますので、温めて食べるという需

要に応じて、物によっては温めを前提とした表示をして、蓋を取って温めてくだ

さいとか容器を移し替えてと丁寧に記載されている食品もあるかと思いますけ

れども、やはり消費者、市民側の目線からそういう情報も必要だということがあ

るかと思うので、そこは指導という形ではないんですけれども、そういう声も伝

えながら、努力していただくように対応していきたいなと思っております。 

 



 23 

西川会長 

よろしくお願いします。 

そのほかいかがでしょう。どうでしょうか。何でも結構ですけれども、どうで

しょう。よろしいでしょうか。 

 

西川会長 

【（３）食品衛生法改正に伴い創設された届出制度について】 

それでは、続きまして３番目になりますが、食品衛生法改正に伴い創設された

届出制度について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

生活衛生課長 

それでは、報告資料３をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、先ほども少し説明の中で出てきたかと思いますが、食品衛生法の改

正により、原則、基本全ての食品事業者が HACCPに沿った衛生管理が義務づけら

れたということに伴いまして、いわゆる許可業種は必ず保健所の許可が必要なの

で施設の状況を把握できるんですが、それ以外の事業者、許可の対象外について

はなかなか把握が難しいということもございまして、今後、この法改正により、

そういった事業者についても把握できるように新たにこの営業届出制度が創設

されたというものでございます。 

基本的には、２番に書いてありますとおり、いろんな業種・業態ごとに届出対

象となっております。実際その届出の対象とならない業種につきましては３番に

記載していますが、例えば３番の③をご覧いただきたいんですけれども、カップ

ラーメンやペットボトル飲料のように、容器包装に入れられた食品で、なおかつ

常温で日もちがするもの、こういったものは届出の対象ではないということで、

ここに記載されているもの以外は原則いずれかの届出を保健所のほうにしてい

ただくという制度でございます。 

この中で、２番の表の４つ目の 26番、網掛けしていますけれども、集団給食

施設がここに含まれてございます。給食施設につきましては、先ほどもお話しし

ましたが、営業ではございませんけれども、今回この法の枠組みの中では１回 20

食程度以上提供する給食施設につきましても、HACCPの制度化と義務化を進める

という観点から、届出の対象としているということでございます。 

詳しくは裏面をご覧いただきたいと思います。 

４番に、この集団給食施設の取扱いということで、病院、学校あるいは保育園

等々の継続的に不特定あるいは多数の者に食品を供与する施設、給食施設につい

ても、この法律の準用がされ、届出が必要になるということでございます。 

こういった給食施設の中におきましては、給食の部門を業者のほうに委託して

いる場合も多々あります。その場合ですと、委託を請け負う受託業者のほうで、

そちらは飲食店の営業許可の対象となりますので、そういう給食施設の場合は届

出の対象にならない。当然、受託業者で許可を取りますので、施設の把握ができ

ますので、そういうふうな形になっております。それ以外は 20食以上提供する

給食施設は原則、届出が必要になるということでございます。 

届出の経過措置につきましては、既存の営業者等につきましては６月１日の施

行後６か月以内には届出をしなければならないということになっているという

ことと、最後、６番に書いていますけれども、営業届出施設におきましても、し

っかり衛生管理を実施していただくということから、食品衛生責任者の設置につ

いても義務づけられるということでございます。 

営業届出制度の内容については以上になります。 

西川会長 

ありがとうございます。 

営業届出制度ということで、食品衛生法の改正に伴う部分ですが、ご説明をい

ただきました。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ご質問ございますでし

ょうか。どうでしょう。いかがでしょうか。はい、どうぞ。和田委員、どうぞ。 
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和田委員 

食肉市場の和田です。 

これは営業届出ですから、あくまで届けるだけで、市としては何も、例えば認

可するとか、そういうのは一切ないということでよろしいんですかね。 

 

生活衛生課長 

営業許可のように許可証を発行するということは全くなく、届出事務をしてい

ただければおしまいということになります。 

 

西川会長 

そのようなんですけれども、なかなか届出、書類の不備等でそこで受け付ける、

受け付けないはあるかと思うんですが、そのあたりぐらいでしょうか。 

そのほかいかがでしょう。 

それでは、ご質問ないようですので、３番目の報告につきましても以上となり

ます。 

それでは、以上で本日の議題、それから報告事項は全て終わりました。何かそ

の他で皆さんのほうからご意見とか、あるいは事務局にお願いしたいことがあり

ましたらと思います。いかがでしょう。どうぞ。 

 

渡邊委員 

渡邊です。 

最初にうちで飲食店を経営しているという話をしてしまったというか言って

しまったので、今日のお話全部が全て関わってくるなと。例えば食中毒ですとか、

金華さばもサンマも季節になれば扱っていますし、すごく勉強になったなと思う

んですけれども、まず、私としましては、食品の HACCPに沿った衛生管理が義務

づけられるということはすごく大切なことだと思うんですね。飲食業をやってい

る以上、そこはしっかりやっていますよというのを証明したいというか、コロナ

ウイルスも目に見えないものと闘ってというか、それでもみんなやっていても万

が一かかってしまったときは仕方がないということが言えるんですけれども、や

ってもいなくて、何もしていなくて食中毒を出してしまったといったら、ただの

営業する資格がなかったというだけになるので、ここのところはすごく私どもも

しっかりやっていきたいなと思いました。 

あと、テイクアウトですけれども、そちらもすごい勉強になりましたが、あま

り生ものというのはうちもテイクアウトは張り切ってやっていないんですけれ

ども、近所の中華料理店ですとかを見ていると、炎天下の中でも、こうやって売

るしかないんだと言って扇風機回しながら売っていたんですが、やはりそこのと

ころはどうしたらいいのかなと思ったり、ただ、これが売れるんだよねと、こう

やっていると売れるんだよねと言って一生懸命売っていたので、ただ危険だなと

思いながら見ておりました。 

すみません、以上です。 

 

西川会長 

おっしゃるとおりだと思います。非常に危ない場面とかもかなり見受けられる

ので、そのあたりは本当に行政からの指導だけではなく、皆さん、委員の方から

もいろいろやっぱりその場でもお話ししていただけるといいのかなと思います。 

これは本当に生活が変わってきていますので、市民の皆さんからもやはりそう

やって注意していただくというか見ていただく、あるいは市のほうに問合せいた

だくということとか、そのあたりもしていただくことが大事かなと思いますの

で、ぜひご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

そのほかいかがでしょう。ご意見あればと思いますが、どうでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

それでは、ないようですので、全て終了いたしましたので、進行を事務局にお

返しいたします。 
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司会 

西川会長、どうもありがとうございました。 

本日ご協議いただきました令和３年度仙台市食品衛生監視指導計画（中間案）

を 12月７日より仙台市ホームページや各区窓口等で公開しまして、市民等から

ご意見を募集したいと思っております。意見聴取の結果を踏まえまして、令和３

年２月 10日に２回目の協議会を開催する予定となってございます。その際、市

民からいただいたご意見を反映した監視指導計画の最終案のご討議と、あと令和

３年度のアクションプランにつきまして皆様にご討議いただくという運びにな

ってございます。その後、３月中にアクションプランと食品衛生監視指導計画に

ついて決定して公表という運びになる予定となっております。 

 

司会 

＜Ⅴ．閉会＞ 

それでは、これをもちまして、第 35回仙台市食品安全対策協議会を終了いた

します。 

本日は長時間にわたりご討議いただきましてありがとうございました。 

─了─ 

 


