
町田市保健所 生活衛生課

食品衛生係

２０２１年度
食品衛生実務講習会
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講 習 内 容

1. 食中毒の発生状況

2. 食品衛生法等の改正について

（１）HACCPに沿った衛生管理、取組めていますか

（２）営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

（３）食品等の自主回収届出制度の創設
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１．食中毒の発生状況
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２０２０年 東京都
食中毒発生状況【病因物質別】

病因物質 事件数 患者数

アニサキス ５６件
（前年５０件）

５８人
（前年 ５２人）

カンピロバクター ２１件
（前年３６件）

１７７人
（前年１８７人）

ノロウイルス １４件
（前年１４件）

１３１人
（前年２６６人）

ウエルシュ菌 ４件
（前年 ３件）

３３６人
（前年１９６人）

毒素原性大腸菌 １件
（前年 ０件）

２,５４８人
（前年 ０人）4



２０２１年１月～８月 東京都
食中毒発生状況【病因物質別】（速報値）

病因物質 事件数 患者数

アニサキス ２１件
（前年３６件）

２１人
（前年３６人）

カンピロバクター ９件
（前年 ８件）

２８人
（前年３０人）

ノロウイルス ５件
（前年１３件）

４６人
（前年１２４人）

ウエルシュ菌 ４件
（前年 ２件）

２５０人
（前年２５５人）
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年度 事件数 患者数

2017年 ３ 件 ２３ 名

2018年 ３ 件 １１ 名

2019年 ２ 件 ８ 名

2020年 ３ 件 １１６名

2021年
（８月まで）

０ 件 ０ 名

町田市保健所管内
食中毒発生状況
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町田市保健所管内
食中毒発生状況

２０２０年度発生の事件について

 「カンピロバクター、サルモネラ」食中毒
飲食店営業（一般飲食店）・患者３名

 「アニサキス」食中毒
魚介類販売業・患者１名

 「ウエルシュ菌」食中毒
飲食店営業（集団給食）・患者１１２名
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2020年都内食中毒事例
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（１）仕出し弁当屋大規模食中毒事例

発生年月日 ２０２０年８月２８日

探知
８月３１日、事業所Ａから、社員３名が８月２９日から下痢、
発熱などの症状を呈しており、３名とも平日の昼食は仕出し
弁当を喫食している旨、連絡があった。

原因食品 ８月２８日に当該施設が調製した仕出し弁当のおかず

主な
メニュー

生野菜添えジンジャンロウス、スケソウダラのソテーナッツ
ソース、海鮮真丈の竜田揚、野菜炒め、辛子キクラゲ、ド
レッシング添え千切キャベツ、付け合わせ（割干大根漬）、
クラゲ酢とカットトマト、みそ汁、米飯
※カットトマト、クラゲ酢及びみそ汁は一部の弁当のみで提
供

患者数 ８４６グループ２，５４８名

病因物質 毒素原性大腸菌Ｏ２５（ＬＴ産生）

措置
９月７日から９月９日までの営業停止等処分
（９月３日から営業自粛）

国立感染症研究所「病原微生物検出情報（ＩＡＳＲ Ｖｏｌ．４２,Ｎｏ．５（Ｎｏ．４９５）Ｍａｙ ２０２１）」
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 非加熱提供の野菜の消毒に次亜塩素酸水を使用していたが、消毒前
に次亜塩素酸水の塩素濃度を測定していなかったこと、野菜や器具の
洗浄消毒に不備があったことから、非加熱野菜の洗浄消毒が不十分だ
った可能性

 手指の消毒が適切に行われなかった可能性

 一部の器具を床に近い位置に保管していたことから、床からのはね水
により食品を汚染した可能性

 加熱調理品について、中心温度の記録方法に不備があったことから、
加熱不足の可能性

仕出し弁当調製施設においてＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理を確実に
実施するには、大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠した適切な内容の衛生
管理マニュアルを整備、従事者がその内容を遵守することが重要

（１）仕出し弁当屋大規模食中毒事例

汚染経路の考察（特定には至らず）

国立感染症研究所「病原微生物検出情報（ＩＡＳＲ Ｖｏｌ．４２,Ｎｏ．５（Ｎｏ．４９５）Ｍａｙ ２０２１）」
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（２）白菜キムチを原因とするＯ１５７食中毒事例

発生年月日 ２０２０年７月６日

探知

２０２０年７月１０日、腸管出血性大腸菌感染症発生届出が
あった。患者調査の結果、７月６日から下痢、腹痛等の症状
を呈し、発症前の７月２日から４日にかけてキムチを喫食し
ていることが判明した

原因食品
調査対象施設が製造し令和２年７月１日から７月３日にかけ
て販売した白菜キムチ

・７月１７日以降、インターネットでの販売を自粛し、７月
２９日から８月１４日まで白菜キムチの取扱いを自粛した
・６月２４日から７月２９日にかけて販売した白菜キムチを
自主回収した
・当該施設では同一施設で他に飲食店営業（そうざい店）、
食肉販売業、調味料等製造業を取得していた

患者数 １０名

病因物質 腸管出血性大腸菌Ｏ１５７（ＶＴ１、ＶＴ２産生）

措置
２０２０年７月３１日から８月５日の６日間の営業停止
（７月３０日の１日間営業自粛）

国立感染症研究所「病原微生物検出情報（ＩＡＳＲ Ｖｏｌ．４２,Ｎｏ．５（Ｎｏ．４９５）Ｍａｙ ２０２１）」
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 施設では、原材料の白菜の流水洗浄及び塩素漂白剤による殺菌を行って
いなかった

 常温で塩漬け（２６℃に設定したエアコン使用）しており、原材料が汚染され
ていた場合、増殖してしまう可能性があった

 白菜キムチを製造する時間帯や製造場所を区分して調味料、そうざい、食
肉等を扱っており、食肉からの汚染の可能性も否定することはできなかった

 漬物の衛生規範や過去の食中毒事例を用いて、日常衛生管理の徹底、原
材料の洗浄消毒、塩漬け時の冷蔵保存を指導

 事業者は、漬物製造におけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の手
引書を使用し、衛生管理計画と記録の様式を自ら作成することができた

汚染経路の考察（特定には至らず）

営業者への指導等

国立感染症研究所「病原微生物検出情報（ＩＡＳＲ Ｖｏｌ．４２,Ｎｏ．５（Ｎｏ．４９５）Ｍａｙ ２０２１）」

（２）白菜キムチを原因とするＯ１５７食中毒事例
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腸管出血性大腸菌食中毒対策

 用便後、調理前等、適切な手洗いの徹底

 非加熱のまま提供する野菜は、十分な洗浄、必要に応じて消毒を

 食肉は、中心部まで十分な加熱を（７５℃１分以上）

 食肉と調理済み食品の作業台をわける

 調理器具の十分な洗浄、必要に応じて消毒を

 従事者の定期的な検便等、無症状保菌者の確認も望ましい

 肉の生食や加熱不十分による事例

 食肉や無症状保菌者の従事者等からの二次汚染による
さまざまな食材による事例

原因食品

対 策
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２．（１）

HACCPに沿った衛生管理、取組めていますか
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２０２１年６月１日から、

HACCPに沿った衛生管理、取組めていますか

ＨＡＣＣＰに基づく
衛 生 管 理

ＨＡＣＣＰの考え方を
取り入れた衛生管理または

※規模や業種等によって、以下のどちらかを行います

営業者は、法令の基準に従い、公衆衛生上必要な
措置（衛生管理計画）を定め、それを遵守（実施）し
なければなりません

食品衛生法の改正に伴い、原則として、すべての
食品等事業者は、一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰ
に沿った衛生管理を行うことが制度化！
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 一般衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
の基準に基づき「衛生管理計画」を作成し、従
事者に周知、徹底をはかる

 必要に応じて、清掃、洗浄、消毒、食品の取扱
い等について具体的な方法を定めた「手順書」
を作成する

 衛生管理の実施状況を記録し、保存する

 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に検証
し（振り返り）、必要に応じて見直す

事業者が取組むこと（概要）

規模や業種等を考慮し、各事業者団体が作成し、厚生労働省が
確認した手引書を用いて実施する等の区分があります
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コーデックスのＨＡＣＣＰ７原則に基づき、事業者自らが､衛生
管理計画を作成し管理を行う

各業界団体が作成した手引書を参考に衛生管理計画を

作成し実施する
HACCPの
考え方を
取り入れた
衛生管理

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理

取り扱う食品の
特性等に応じ
た取組

規模や業種等を考慮した区分

【対象事業者】

大規模事業者

と畜場［と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者］

食鳥処理場［食鳥処理業者（認定小規模食鳥処理業者を除く。）］

【対象事業者（小規模な営業者等）】

製造加工事業者で、小売販売するもの（食肉販売、豆腐の
製造販売等 ）

飲食店営業者、パン（概ね５日程度の消費期限のもの）製造
業者、そうざい製造業者等

容器包装された食品を貯蔵・運搬・販売する事業者

食品を分割して容器包装し、小売する事業者（青果販売等）

食品の製造、加工等に従事する者が５０人未満の事業場営
業者

HACCPに
基づく
衛生管理
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手引書とは

食品等事業者団体が、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理への対応のため
に策定し、厚生労働省に策定過程で助言や作成支援を受け、厚生労
働省が確認を行ったものです

各手引書では、それぞれの食品を製造・加工・調理等するうえで、ど
のような危害要因が存在し、それら危害要因をどのような方法でコン
トロールしていけばよいかが、わかりやすく解説されています

【手引書に記載されている内容】
• 作成した業界団体がまとめた危害要因分析の内容
• 衛生管理計画の様式と記載例
• 記録の様式と記載例
• 手順書 など
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各食品等事業者団体が作成した手引書

厚生労働省のホームページに各手引書が掲載されています
また、「町田市保健所（食品衛生）」のホームページから、厚生労
働省のホームページをごらんいただけます
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 自身の施設の営業形態等にあった手引書を選択しましょう

 手引書をもとに衛生管理計画を作成しましょう

 衛生管理計画の内容を、従事者へ周知、教育しましょう
（必要に応じて手順書（マニュアル）を作成しましょう）

まだ、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を取組めていない事業者へ

自らの業種に該当するものがない場合でも、原材料や製造工程等が類似し
ており、危害要因が共通する業種の手引書を参考にしましょう
わからないときは、保健所職員まで相談してください

難しいときは、手引書の例をそのまま実施してみましょう

２０２１年６月１日から制度化されています。速やかに取組むよう、
よろしくお願いします
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２．（２）

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
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営業許可制度の見直し

食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発
生状況等を踏まえ、許可業種を再編、新設

原材料や製造工程が共通する業種を統合

１つの営業許可業種で扱える食品の範囲を拡大

• 漬物製造業、食品の小分け業等の許可業種が新設
• 食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種は営業届出制度へ
（乳類販売業、氷雪販売業、包装品のみ扱う食肉販売業及び魚介類販売業）

（例）みそ製造業としょうゆ製造業を統合し、「みそ又はしょうゆ製造業」に
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この許可業種の考え方は、改正後の食品衛生法（２０２１年６月１日以降）
の許可を取得したときの考え方です。２０２１年５月３１日までに取得
した許可では、改正前の考え方に基づきます。

厚生労働省
「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するＱ＆Ａ」から抜粋

１つの営業許可業種で扱える食品の範囲を拡大

許可業種の考え方

23



１つの営業許可業種で扱える食品の範囲を拡大

（例）飲食店営業許可取得施設で取り扱える食品

２０２１年５月３１日までに取得した飲食店営業許可では

・設備（客席等）を設けて飲食させる
・コロッケ、天ぷら等のそうざいを調理し、店頭販売する
・調理パン、サンドイッチ、弁当等主食、副食を組み合わせたものの製造、販売する

２０２１年６月１日以降に取得した飲食店営業許可では

上のことに加えて、短期間のうちに消費されることを前提として、食品の調理した者か
ら直接消費者に販売又は、食品表示義務が免除される対面販売をすることが可能に

（例）

パン、ケーキの店頭販売 ソフトクリームマシンによる
ソフトクリームの販売

どのようなこと
かというと・・・
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１つの営業許可業種で扱える食品の範囲を拡大

（例）菓子製造業許可取得施設で取り扱える食品

２０２１年５月３１日までに取得した菓子製造業（パン製造）許可では

食パン、菓子パンの製造が可能でしたが、
調理パン、サンドイッチの調製には、別途、飲食店営業の許可取得を要しました

２０２１年６月１日以降に取得した菓子製造業許可では

• 菓子製造業の許可施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業又は飲食店
営業の許可は不要

• 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施
設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要（★注意）

（★注意）

湯を沸かしコーヒーや茶をいれる、既製品のジュースを注ぐ等
のものを想定しており、それ以上の調理行為を要する場合は
飲食店営業の許可を要します
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 ２０２１年５月３１日までに取得した営業許可では、改正後の扱う食
品範囲が拡大された営業はできません

 許可期限を待たずに、改正後の許可に切り替えることが可能です

 申請手数料は、現在お持ちの許可業種及び営業形態等に応じて、更新
手続きの手数料で申請することが可能な場合があります

 なお、法改正後の営業施設の基準に適合する必要があります。事前に
許可書（図面添付のまま）を添えて相談をお願いします

改正後の許可へ切り替えたいとき

（例）
改正前飲食店営業
許可取得施設

改正後飲食店営業
許可の取得

改正前喫茶店営業
許可取得施設

改正後飲食店営業
許可の取得
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従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な
個数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる
構造であること。

自動水栓や、ひじで操作可能なレバー式、

足踏み式などの水栓にしてください

食品衛生法施行条例別表第２ 第１の３チ

握って閉める必要のある

水栓の場合

手洗い設備の水栓を改正後の基準に適合させる必要があります

石けん、ペーパータオル等及び消毒剤を備え、手指の洗浄及び乾燥
が適切に行えるようにしてください 食品衛生法施行規則別表第１７の３チ

手洗い設備は・・・

改正後の許可に切り替えるときの注意点
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営業届出制度の創設

（営業届出制度対象）

 営業許可業種及び公衆衛生に与える影響の少ない営業（次
ページ参照）以外の営業

※農家及び生産者団体が採取（農業）の一部とみなせる行為
（皮むきや洗浄、簡易な加工等）は、制度の対象外です

原則、全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管
理が義務付けされたことから、対象事業者把握のため、
営業許可業種以外の業種を営む事業者は届出が必要です

施設基準はありませんが、食品衛生責任者の設置、ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理の実施をしなければなりません
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営業届出制度対象業種

業 種 （例）

旧法許可業種
であった営業

乳類販売業・食肉販売業（包装済みのみの販売）・魚介類販売業
（包装済みのみの販売） ・氷雪販売業

販売業 弁当販売業・野菜果物販売業・米穀類販売業

製造・加工業
いわゆる健康食品の製造、加工業・コーヒー製造、加工業（飲料
製造除く）・農産保存食料品製造、加工業・調味料製造、加工
業・精穀、製粉業・製茶業

その他 行商・集団給食施設

【許可・届出不要の業種】

食品又は添加物の輸入をする営業

食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業（食品の冷凍又は冷蔵業を除く。）

容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法によ
り保存した場合において、腐敗、変敗等により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの
販売をする営業

合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業

器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

（参考）
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営業届出が必要な場合があります

（例）
 喫茶店でコーヒー豆を焙煎して包装販売
 一般飲食店で調味料（ドレッシング等）を製造・販売
 仕入れた包装済みの食品（一部除く）の販売

営業許可取得施設において、営業届出制度対象の食品事業
を行う場合も、営業届出が必要です

【お願い】
その事業が営業許可対象か、届出制度対象か判断を要する
ため、事業開始前に必ず保健所へ相談しましょう

【注意点】
 ２０２１年６月１日以前から営業届出対象の事業を実施して

いた場合、同年１１月３０日までに届出してください
 ２０２１年６月１日以降に、営業届出対象の事業を開始する

ときは、あらかじめ開始前に届出が必要です
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届出営業においても・・・

一般衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施しなければ
なりません

また、営業者の住所や屋号（施設名称）、食品衛生責任者等に変
更があったときや、廃業したときは、届出をする必要があります

改正により法許可業種から届出業種へ移行した事業者
（例） 乳類販売業・食肉販売業（包装のみ取扱い）・魚介類販売業（包装のみ取扱い）・氷雪販売業

これらの事業者は、お手元の各業種の許可書に記載された有効
期限関係なく、届出業種として営業が可能です
ただし、上記の衛生管理及び、変更や廃業の届出は必要です
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２．（３）

食品等の自主回収届出制度の創設
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【２０２１年５月３１日まで】東京都
食品安全条例に基づき

食品衛生法や食品表示基準に違反するもの、
健康影響の未然防止のため報告が必要な食
品等の自主回収に着手したときは、報告を行
いました

全国で自主回収届出制度統一化

事業者による食品等のリコール情報を
行政が確実に把握し、的確な監視指導
や消費者への情報提供につなげ、食品
による健康被害の発生を防止するため、
事業者がリコールを行う場合に行政へ
の届出を改正食品衛生法及び改正食品
表示法にて義務化

２０２１年６月１日から

食品等の自主回収届出制度創設
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食品衛生法に基づく自主回収届出の対象

食品衛生法に違反又はそのおそれがある食品等を自主回収
した場合
（例）

☆腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラル
チーズなど加熱せずに喫食する食品【ＣＬＡＳＳⅠ】

☆硬質異物が混入した食品（ガラス片、プラスチック等）
【ＣＬＡＳＳⅠ】

☆添加物の使用基準違反食品【ＣＬＡＳＳⅢ】

（注）

届出された情報をもとに、保健所で
程度の分類を行い、公表します
（ＣＬＡＳＳⅠ～Ⅲ）

34



【届出の対象外】
 食品衛生法の規定により命令を受けて回収するとき

 食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、
容易に回収できることが明らかな場合

 食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

食品衛生法に基づく自主回収届出の対象

（例）
地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収

が可能な場合
部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容

易に回収が可能な場合
通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別

に連絡することで容易に回収が可能な場合

（例）
食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている

場合
食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合
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食品表示法に基づく自主回収届出の対象

内閣府令※で規定する事項（消費期限、保存の方法、アレルゲン
等）について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の
販売をした場合において、自主回収した場合

（注）

☆消費期限及び賞味期限を超過した食品でも、自主回収した場
合、届出が必要です

☆アレルゲンのうち、特定原材料に準ずるもの（アーモンド、大豆
等２１品目）の表示不備により自主回収した場合は、届出対象と
なりませんが、届出されることが望ましいです

※食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するか
どうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
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【届出の対象外】
 食品表示法の規定により命令を受けて回収するとき

 食品の販売の相手方（消費者含む）が特定されている場合で
あって、直ちに連絡することにより食品が摂取されていない及び
摂取されるおそれがないことが確認されたとき

 内閣府令で規定する事項の違反に該当しないとき

食品表示法に基づく自主回収届出の対象

（例）
地域の食品製造者が同一地区の個人経営の小売店に連絡し、販売前に販売を

とりやめた
個人経営の小売店が連絡先のわかる消費者に販売し、直ちに連絡して返品する

などして摂取が想定されない

（例）
生食用と表示する予定の魚介類等の食品に加熱加工用と表示した
保存温度を本来表示する温度より低く表示した
期限表示を本来表示する期限より短く表示した
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自主回収届出の方法

原則として、食品衛生申請等システ
ムにてオンラインで届出してください

自主回収を終了したときも、終了届を
忘れずにお願いします
（こちらもオンラインで！）

自主回収届の届出先

【食品表示法】原則として、食品関連事業者（表示に責任を有する者）の主たる事
務所を所管する保健所等です

【食品衛生法】営業者（製造者、加工者、輸入者、販売者等）（※発生した食品等
の自主回収について、最も効率的に回収できる事業者の部門の所在地）を管轄す
る保健所等です

根拠法令により届出先が異なることがありますので注意してください
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その他

保健所ホームページも参考に
してください

 食品衛生申請等システムの
リンクがあります

 消費者庁が作成した食品表
示法に基づく届出の簡易マ
ニュアルが掲載されています

 食品衛生申請等システムでは、
現在公開されている自主回収
情報の確認ができます
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（最後に）テイクアウトやデリバリーを実施している事業者の方へ

食中毒予防の３原則、つけない・ふやさない・
やっつけるの徹底が重要です！！

※また、店舗で作ったものを、短期間で消費す
ることを目的としない、真空パック詰めや、冷凍
して、他施設へ卸したり、インターネットで販売し
たりしたいという相談を受けています

 これらには、新たに製造業の許可や営業届
出が必要です

 製品によっては、法令に基づく規格基準が
定められたものがあります

テイクアウトや宅配（出前・デリバリー）される食品は、調理してからお客様が食べるまでの
時間が長くなります。特に気温の高い時期は、食中毒リスクが高まります。今まで以上に
衛生管理に注意しましょう！

事前に必ず保健所へ相談してください！！
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 温度を与えない！
→適切な温度管理を

 時間を与えない！
→すぐに調理する

※ 少量発症菌
対策にはならない

 中心までよく加熱！

 調理器具の殺菌・
消毒も忘れずに！

※加熱できない食材
には対策とならない

 食材の十分な洗浄
、必要に応じて消毒

 手からつけない！
→衛生的な手洗い

 体調が悪い場合は
調理しない！

やっつける！

食 中 毒 予 防 の ３ 原 則

食中毒原因菌・ウイルスを…

ふやさない！つけない！
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食中毒対策も、感染症対策も、

基本は手洗いから

【問い合わせ先】
町田市保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話 ０４２（７２２）７２５４
FAX ０４２（７２２）３２４９

ご覧いただきありがとうございました
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