
平成２９年度第１回福岡県食品安全・安心委員会 議事要旨 

 

日時 平成２９年５月１日(月)１４:００～１５:４０  

場所 福岡県吉塚合同庁舎７階 特５会議室      

 

 

委員会委員 １５名 

出席委員  １４名（井出委員、井上委員、小野委員、掛川委員、小林委員、最所委員、武内委

員、近松委員、飛田委員、中村委員、永井委員、宮﨑委員、宮本委員、目

野委員） 

欠席委員   １名（峯岡委員） 

        

 

１ 開会 

 

 

２ 保健医療介護部長あいさつ 

 

 

３ 委員紹介 

 

 

４ 委嘱式 

 

 

５ 定足数確認 

 

 

６ 会長選出 

委員の互選により、九州大学大学院農学研究院の宮本委員が選出される。 

 

 

７ 会議運営に係る内規の決定 

事務局案のとおり決定 

 

 

８ 諮問 

「福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（案）」について 

 

 

９ 委員会資料説明 

（事務局）それでは、「福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（案）」についてご説明

いたします。本基本計画（案）の内容につきましては、去る２月２２日に開催いたしました 



 

食の安全懇話会ですでにご説明させていただいております。しかし、新しく就任いただいた

先生もございますので、改めてお時間いただきまして概要をご説明させていただきたいと思

います。 

まず資料１は概要版でございます。今後、様々な場面で本計画をご説明するときにはこう

いった資料を用意いたしますけれども、本日は、計画（案）の具体的内容について審議いた

だくことになりますので、案そのものである資料２を用いてご説明させていただきたいと思

っております。 

資料２「基本計画（案）」の表紙１枚をおめくりください。基本計画の章の編成についてご

説明いたします。章編成としましては、４章編成でございまして、第１章が総論、第２章が

食品の安全・安心を取り巻く現状と施策の方向性、第３章が施策の体系を取りまとめたもの、

そして第４章が施策といたしまして具体的な内容を記載しているところです。 

それでは１ページをお開きください。「計画策定の趣旨」でございます。冒頭の部長あいさ

つでもございましたとおり、本県では、食品の安全・安心をめぐる環境の変化に対応し、食

品の安全・安心確保対策の一層の推進を図るために、「福岡県食品の安全・安心の確保に関す

る条例」を昨年１０月１１日に公布し、本年４月１日から施行したところでございます。本

基本計画は、この条例第２０条第１項に基づき、食品の安全・安心の確保に関する基本的施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定するものでございます。 

２ページ目をお開きください。「計画の期間」ですが、平成２９年度から平成３３年度まで

の５年間といたしております。ただし、食品をめぐる社会情勢の変化や制度改正等に伴い、

必要がございました際にはその度に見直しを行うこととしており、この委員会に諮る予定で

ございます。計画期間につきまして、あらかじめお話しておきたいことがございます。前回 

の懇話会では、計画期間を３年としておりました。３年といいますのは、食品の安全に関す

る情勢の変化というのが近年めまぐるしく変わってきておりまして、短いスパンで設定した

方が社会情勢の変化に対応できるのではないかということが、担当課あるいは部の基本的な

考えであったところによります。その後、知事との政策的な協議の場がありまして、福岡県

総合計画や他の基本計画がもとより５年計画であり、それらと均衡を図る必要があること、

それから食品の安全・安心を考えるうえでも中期的な視野が最も大事だろうということで、

これを５年に見直すこととなったものでございます。懇話会の際に提示させていただいてお

りました数値目標なども、これに見合うよう５年に改めまして、提案させていただく予定で

す。 

それでは資料２ページの第４節でございますが、ここには、「計画の推進体制と進行管理」

について記載しております。庁内の５部１７課で構成する福岡県食品の安全・安心推進会議

を設置し、総合的な調整を図りながら計画を推進してまいります。そして、その実施状況に

つきましては、当委員会で、毎年度報告をさせていただき、進行管理を徹底していきたいと

考えております。また、進行状況につきましては、県ホームページ等により公表していくこ

ととしております。 

なお、懇話会と当委員会の関係性につきまして、一言申し添えます。これまで意見交換の

場としてご審議いただいていた食の安全懇話会につきましては、条例の施行に伴い、知事の

附属機関として位置付けされることとなり、新たに「食品の安全・安心委員会」として設置

されることとなったものでございます。 

３ページをお開きください。第２章は、「食品の安全・安心を取り巻く現状と施策の方向性」

でございますが、これ以降７ページまでは、近年の食品と取り巻く状況、食中毒の発生状況 



 

や関係法令の動き、また、外国人観光客の増加など社会情勢などについて記載されたもので

すから、後ほどお目通しいただければと思います。 

８ページでございますが、９ページ以降に具体的な施策を申し述べてまいりますが、ここ

には、基本的な施策である３つを掲げております。これがこの後の具体的施策の考え方とな

ってまいります。１つ目は「生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保」、２番目

といたしまして、「食品関連事業者の自主的な取組の促進」、３番目といたしまして、安全の

部分はともかく、安心というのは消費者との信頼関係に係るものでございますので、「食品の

安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立」を進めてまいります。これが

施策体系の基本となります。 

それでは、９ページの第３章「施策体系」のご説明をいたします。今申しました３つの柱、

それぞれに３項目から５項目の中項目を設けまして、それぞれの施策を掲げております。 

１１ページ以降が今申しました体系の一つ一つの項目について、詳細に説明したものでご

ざいます。それぞれの項目には、現状と課題、施策の内容、そして数値目標のあるものは数

値目標を掲げております。これを一つ一つご説明いたしますと時間が長くなりますので、こ

の先は２月２２日に開催しました懇話会からの見直し点を中心に、ご説明をしてまいりたい

と思います。 

 

資料３をお開きください。 

前回の懇話会でいただいたご意見により変更いたしましたことをまず申し上げます。 

１点目でございます。数値目標に、「農場ＨＡＣＣＰ取組み農場数」を新規に追加しており

ます。詳しくは基本計画（案）の１３ページにございます。これにつきましては、懇話会に

おきまして、農林水産部において普及推進している農場ＨＡＣＣＰについて、数値目標を掲

げるべきとのご意見がございましたので、今回、新たに設けたものです。 

２点目、指標「ＧＡＰに取り組む産地数」を「ＧＡＰ等の認証取得数」に変更しておりま

す。基本計画（案）では２５ページにございます。これにつきましては、先ほど申し述べま

した計画期間の延長に伴いまして、農林水産部の方で策定を進めております「福岡県農林水

産振興基本計画（案）」(計画期間 H29～H33)の数値目標に合わせることができましたので、こ

の指標に変更したものでございます。 

それから３点目は、先ほど申しました計画期間延長に伴いまして、５年という計画期間の

もとに、数値を見直したものでございます。お示ししております表は、その新旧対照表とな

っております。 

この数値目標について、いくつかご説明させていただきます。 

まず、農薬指導士認定者数でございます。農薬指導士制度は、都道府県知事が農薬の危被

害防止対策事業において研修を修了した一定水準の知識を有する者を農薬指導士として認定

する制度です。研修の対象は、本人が農薬を使用する者及び農薬販売や農薬使用にあたって

アドバイス等を行うものとして、農薬販売業者、防除業者、グリーンキーパー(ゴルフ場管理

者)、ＪＡ営農指導員、直売所責任者であります。数値でございますが、３年ごとに更新の必

要がありますが、毎年１００人程度、更新をされない方がおられる状況でございます。一方、

新規に認定している農薬指導士は毎年約１００人であるため、現状の農薬指導士数を維持す

ることを目標とし、「１３５０人」という設定にしております。 

上から３つ目、農場ＨＡＣＣＰ取組み農場数についてです。取組み農場数については、県

と農場ＨＡＣＣＰ指導員の指導のもと、農場ＨＡＣＣＰに取り組む農場を対象としたもので 



 

ございます。主な取組内容としましては、農場経営者の衛生意識の向上、農場内の衛生対策、 

農場の生産流通や衛生管理に関する記録の作成と保存、としております。福岡県におきまし

ては、福岡のブランドである「はかた地どり」を筆頭に、生産から処理までの安全安心を確

保するため、生産農場における農場ＨＡＣＣＰの取組みを推進する方針でございます。 

次に上から６つ目「卸売市場等への監視指導件数」、「食品営業施設への監視指導件数」に

ついてでごさいます。この監視指導の件数につきましては、食品衛生法で別途「食品衛生監

視指導計画」というものを定める義務が知事にございまして、こちらで定めているものでご

ざいます。業種ごと、業態ごとに１年間の監視回数を定めておりまして、その計画監視回数

をもとに、１００％の監視率を目標とした場合の数値を挙げております。 

なお、食品営業施設への監視指導件数が１０００件増えておりますことに関してご説明い

たしますと、食品営業施設への監視指導につきましては、県の保健福祉環境事務所の他に、

食肉衛生検査所がと畜場や食鳥処理場に併設する食肉処理場につきまして通年で監視を行っ

ております。前回お示しした際に、この分の１０００件を計上しもれておりましたので、そ

の分を追加して、２８０００件と修正いたしております。 

次にＧＡＰ等の認証取得数についてでございますが、これにつきましては先ほどご説明し

ましたとおり、農林水産部の方で策定を進めております「福岡県農林水産振興基本計画（案）」

の数値に合わせたものとなっております。 

次にＨＡＣＣＰに取り組む施設数についてでございます。これにつきましては、前回の懇

親会において、現在国が検討している平成３０年度のＨＡＣＣＰ制度化、これを見据えた場

合に、県が目標数を３９０にしているのは少なすぎるのではないか、というご意見をいただ

いたところです。 

まず福岡県としましては、これまでに国の動きとは別に重点事業等を設けまして、「ＨＡＣ 

ＣＰ導入型基準」の設定や、平成２７年度には計８回の「ＨＡＣＣＰ基本講習会」の開催、

平成２８年度には「中小規模事業者を対象としたＨＡＣＣＰの導入実証」などの事業を実施

してまいりました。それから今後も、「アドバイザー派遣事業」などさまざまな事業を継続し

たいと思っております。 

一方で、昨年度１２月に「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」が発表した最終取

りまとめでは、フードチェーンを構成する食品の製造から販売を行う全ての食品営業者にＨ

ＡＣＣＰを導入する必要がある、こういった意見が示されまして、厚生労働省は、食品衛生

法等の改正により平成３０年度には制度化したい、こういった動きは確かにございます。た

だしこの考え方につきましては、義務化されるＨＡＣＣＰがどのようなレベルのものになる

のか、あるいは準備期間を設けるといった経過措置がとられることになっておりますが、こ

れがいつまでなのか、具体的なことがまだ見えておりません。そのため、この基本計画にお

きましては、県としては独自に５００施設という目標数を定めて進めてまいりたいと思いま

す。国が新たな動向などを示しまして、県としてもこの数値を見直す必要が出た場合には、

改めて皆様にお諮りしたいと思います。 

最後に、消費者との意見交換会の参加者数についてでございます。数値を伸ばしてはござ

いませんけれども、３か年計画で、リスクコミュニケーションをさらに進めてまいりたいと

思っておりますので、今後も、１０００名を目途にリスクコミュニケーションの促進を図っ

ていきたいと考えております。 

 

以上が、計画期間延長に伴う数値目標の修正と、主な数値目標の算定根拠でございます。 

※2 ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Control Point）とは 



 

こういった見直しを行いまして、４月３日から２週間、パブリックコメントを実施いたし

ました。結果、提出された意見はございませんでしたので、ここでご報告させていただきま

す。 

 

それでは、資料４をご覧ください。これからご審議いただく基本計画（案）なんですけれ

ども、今後の策定スケジュールにつきまして、当方が考えております案をお示ししておりま

す。 

基本計画（案）策定に当たりまして、まず、昨年１０月１７日、１２月２１日の２回、庁

内の食の安全対策推進会議作業部会を開催し、作業を進めてまいりました。平成２９年２月

７日、食の安全対策推進会議において調整・協議を行い、基本計画（素案）として、２月２

２日食の安全懇話会にお諮りしたところでございます。そして現在のところ、パブリックコ

メントを終え、本日の委員会の開催となっております。  

今後のスケジュールでございますが、本日の審議をふまえまして、本委員会から知事あて、

答申をしていただくことになります。 

県といたしましては、４月から条例も施行しておりますことですし、早々にこの基本計画

の実施に移ってまいりたいと考えております。そのため、基本計画（案）を６月の定例県議

会に提案し、議決をいただきましたら、この基本計画を決定して、施策を進めてまいりたい

と思っております。 

説明は以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

１０ 審議 

○（委員）資料２の２６ページ、中ほどの「施策の内容」二つ目の○「食品衛生協会の食品衛

生推進員」という言葉がありますけれど、食品衛生推進員というのは、福岡県にはある

のでしょうか。 

（生活衛生課）制度としては食品衛生推進員がございますけれども、現在のところ、県内で

は具体的に委嘱というのはしておりません。現在は指導員の皆様にご活躍していただい

ているところです。今後の５年間に、その必要性も含めまして、推進員の制度も利用さ

せていただく場面もあろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○（委員）前回の懇話会の時に、「ＨＡＣＣＰに取り組む施設数」のところで、意見を言わせて

いただきました。県内に製造事業者だけでも１６００ぐらいあるということで、懇話会

の際の目標値が３９０、この数字が少なすぎるのではないかと言わせていただきました。

ご説明のありましたこの５００の根拠はわかりました。国の動きがどうなるかというの

はまだはっきりしていないというのもあるし、おそらく猶予期間がおかれるだろうとい

うこともあって、２０２０年、国が目途にしているみたいですけれども、なかなか全て

の事業者に取り組むというのは難しいというのが現実だとは思っております。２６ペー

ジの一番下の施策の内容の中で、「普及を図る」ということと、「導入支援を行う専門家

の派遣」、「食品衛生監視員による助言指導」と書いてくれていますけれども、おそらく

この辺を具体的に何をやるということを示さないと、この５００というのも達成が難し

いのではと思っております。お願いですけれども、具体化をぜひやっていただきたいと

思っております。 

 



 

（生活衛生課）ありがとうございます。わたくしの方も説明を省いたところがございますが、

本年度から３年間で、アドバイザーを派遣する制度なども充実させまして、具体的に業

者のみなさまに届くような情報を差し上げる、又は一緒にやっていく事業を組んでおり

ますので、これについてはこの１年間の進捗について、来年度ご報告できるといいと思

っております。 

 

○（委員）資料２の１１ページ「農林水産物の生産段階における安全・安心の確保」のところ

ですが、「県は、生産者に対し、農薬、肥料、飼料などの適正使用を指導する」と書いて

ありますが、「生産者」というのはどの程度のレベルの方なのでしょうか。例えば、市場

に卸されている方だとか、直売所に卸されている方だとか、それとも家庭内消費で済ま

されている方だとか、どの程度の方を指しているのでしょうか。 

（食の安全・地産地消課）「生産者」は「全ての生産者」となります。作物を作っている方、

ということです。 

（委員）そうしたときに、この農薬指導士認定者数の１３５０人というのは、整合性がとれ

ていくのでしょうか。団塊の世代の方が定年退職してそのまま農薬指導士としてやって

もらっているのですが、そのあたりがちょっと見えてこないんですけれども。 

（食の安全・地産地消課）県では農薬の適正使用ということで、当然ながら、生産者が所属

しておられる生産部会というものがございます。これは大体、ＪＡの下にあるところで

ございますし、ＪＡに出荷されない方でも、直売所とかに出荷されている方があります。

そういう直売所での農薬の適正使用についても、講習会とか研修会、農協の指導員とか

に対しましても同じように行っておりますので、広く物を出荷するという生産者に対し

ましては、指導なりというのはきちっと行っているということでございます。 

 

○（委員）基本計画が６月議会に提案され、可決されて以降、基本計画が対象としている食品

関連事業者への周知徹底のために、説明会の機会などどのようなご予定なのでしょうか。 

（事務局）基本計画自体の周知でございますね。まずはホームページでは早速掲載して参り

ますけれども、それぞれの関係の事業分野がございます。例えば生活衛生課でいえば、

流通の方に強うございます。それから農政サイドでは生産団体、あるいは事業者団体を

持っておりますので、それぞれに周知してまいることになります。できる限り広い対象

の団体、組織、関係者のところに周知をしてまいりたいと思っております。 

（委員）説明会とか広報とかは。 

（事務局）広報については、積極的にマスコミ等に流してまいりますが、説明会については

今のところ計画しておりませんけれども。 

（委員）通知だけではなかなかですね。できたらいろいろな機会で事業者対象の説明会など

していただけたらという気はしています。 

（事務局）わかりました。食中毒予防講習会やそういった周知の場面といったものをもとよ

りもっておりますので、そういったところで機会をとらえて周知してまいりたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

○（委員）輸入食品の安全性というのも消費者にとって非常に気になるところですが、これに

対する安全性の確保というのは１９ページの「流通食品等の検査の実施」の中で行われ

ていくのでしょうか。 



 

（生活衛生課）輸入食品の安全といいますのはもとより役割分担がございまして、基本的に

は国が検疫なりの中でしていくものですから、県がストーリーを積極的に考えてやると

いうものではございませんが、やはり県民の安心のためには一般に流通している多数の

ものの中から収去検査を行って確認していくということはやっております。ただ数がど

うしても微々たる、収去は基本的に県内生産品を中心にやるものですから、微々たるも

のにはなっておりますが、検査は進めております。そういったもので違反がありました

時にはすぐに公表、あるいは回収命令など、輸入食品であろうが国内食品であろうが行

うことになっております。現在輸入食品を何件やっているかという数値が出せないとこ

ろではございますが、基本的に国が主導で、県は補っていくということでございます。 

 

○（委員）各部門によって講習会、研修会等の実施がなされているということですし、それも

また継続してやられるということですけれども、だいたい年間あたりそれぞれの部門で

何回くらい実施されているのかということが一つ、それともう一つは実際の事業者の方

たち末端までにこういう事柄を周知徹底させるために、修了証のようなものを交付する

といったようなお考えがあるのかということをお聞かせ願いたいと思います。 

（事務局）施策といたしましては、資料３２ページの一番下の方に「意見交換会の開催」と

いうことがございまして、その中にシンポジウムですとか出前講座とかがございます。

研修ではありませんが、県政出前講座ということでご依頼を受けまして食中毒の予防等

の講習会を実施しております。参加者数としましては現在９００名弱というところでご

ざいます。この他にも食品衛生協会と一緒に食品衛生責任者養成講習会ですとか、夏場

の食中毒多発時期には食中毒予防講習会を実施いたしておりまして、こういったところ

で研修をしている状況でございます。食中毒予防講習会につきましては、受講者に対し

食品衛生協会の方から修了証のシールを発行するといったことをいたしております。 

（事務局長）毎年シールをお渡しして、それをお店に貼っていただいて参加の度合いがわか

るというようなことで、食品衛生協会の方にご尽力いただいております。 

（委員）講習会、研修会等に受講された人数というのももちろん大事かと思いますが、繰り

返し何回もやるというのが重要かと、例えばテーマをいくつか設けてそういうのを何回

かやられているのかということをお尋ねします。 

（漁業管理課）わたくしどものところで、貝毒関係で指導を行っておりますけれども、ここ

までカキ養殖業者さんに対しまして、カキ養殖業者さんがつくっている研究会などがご

ざいますので、そういう集まりがございますと、主に漁期前になりますが、毎年１回は

指導するようにいたしております。特に修了証等の発行はしておりませんが、漁期初め

にこういった指導を行っております。 

（食の安全・地産地消課）先ほど農薬指導士の関係の話が出ましたので、その分でお話させ

ていただきますと、更新期間が３年となっておりますので、その際の研修があります。

毎年３００人前後の方が更新の受講をされているというような状況でございます。それ

から６月から８月が農薬の適正使用月間となっておりますので、その間は集中的に講習

会等をやっております。回数や受講者数は今持ちあわせておりませんが、そういった状

況でございます。 

 

○（委員）福岡県の基本計画ということで、対象の地域というのは福岡県全体なのか、政令市、

中核市等はどういう関係になっているのか、もし別々であればどのようにして調整され 



 

ていくのでしょうか、質問です。よろしくお願いします。 

（事務局）この基本計画は基本的に政令市等も含めた全県の計画です。一部件数の算定に当

たりまして、例えば食品衛生行政でいきますと政令市等とその他の県域の地域は対等に

権限が分かれておりまして、数値などは一概に同じ目標数を並べることはできませんで、

一部県域の数値にはなっておりますが、考え方としては、全県、そして同じ目標をたて

られない部分に当たりましても、政令市等とは協議の場を設けて認識を同じくしている

ところではございます。 

 

○（議長）今回の生産段階における安全・安心の確保というところでは、基本的に農薬のこと

を中心に施策が行われる感じの話だと思うのですが、ＧＡＰを実施していくということ

になると食中毒菌の汚染等への対策も必要となってくると思います。それが今回の基本

計画にはないのですが、将来的にはそういったことも追加される予定はあるのでしょう

か。 

（事務局）生産段階における食中毒菌コントロールということでしょうか。 

（食の安全・地産地消課）ＧＡＰの話がございましたので、おそらく一番近いところだろう

ということで、お答えしたいと思います。先生方もご承知のとおりだと思いますが、Ｇ

ＡＰ、農業生産工程管理というものでございますが、目的は、農薬の誤使用とか異物混

入とかそういうものを未然に防ぐために、生産者が自ら点検・評価を行っていくという

取組でございます。今回の計画でも挙げさせてもらっていますが、認証の取得数を増や

していこうということで目標を掲げております。これまで生産者自らの取組ということ

で、「取り組む産地数」ということで挙げておりましたけれども、それを第三者認証のと

ころまで引き上げようということで、農林水産振興基本計画の中に挙げまして、今回の

こちらの計画にも同じ目標年度ということで入れるといったものでございます。ＧＡＰ

と一言で言っても非常にランクが、国際認証のグローバルＧＡＰ、国内でのＪ－ＧＡＰ、

それから国がガイドラインで示している都道府県におけるＧＡＰ、色々なランクがあり

ます。それによって、レベルに非常に違いがあるというところは認識しております。 

（議長）どのＧＡＰの話をされているのかを明確にしていただきたい。 

（食の安全・地産地消課）認証取得ということなので、今のところはグローバルとＪ－ＧＡ

Ｐ、とにかく第三者認証を受けたＧＡＰを考えております。 

（議長）それの取り組みをしている施設の数を増やすというのではなく、実際に取得をされ

る数というのは難しいような気がするのですが。 

（食の安全・地産地消課）２７年度で１１件となっております。第三者認証を受けた数はま

だ１１件しかないというのが現状です。 

（議長）認証を取得していく取組を促進したいという趣旨ですね。 

（食の安全・地産地消課）はい。そして認証を取得する数を増やしていきたいというふうに

考えております。 

（議長）具体的にどこの段階までが取り組んでいるとされるのでしょうか。取り組みますと

言えば取り組んだことになるのか、具体的にどこまでやれば取組として認めるのかとい

う、具体的なところがよくわからないのですが。 

（食の安全・地産地消課）目標として掲げているのは「認証取得」ですので、認証取得をも

って初めて数として挙げられます。 

（議長）農場ＨＡＣＣＰ取組み農場数というのがあったと思うのですが。 



 

（畜産課）農場ＨＡＣＣＰにつきましては、推進農場を選定いたしまして、その数を挙げさ

せていただいております。先ほど事務局長からご説明いただきましたけれども、今年か

らはかた地どりの方を、農場から処理場まで一つのＨＡＣＣＰの連携で繋いでいきたい

と考えております。 

（議長）こちらの方は「取組み農場」の数ということで目標が挙がっているということです

ね。わかりました。 

 

○（議長）「流通食品等の安全・安心の確保」というところで、２０ページの数値目標に「健康

食品等の医薬品成分検査件数」というのが目標３０件ということで挙がっているのです

が、これについても、１年間に３０件検査すればいわゆる健康食品の安全性は確保され

ると理解してよろしいのでしょうか。 

（薬務課）健康食品の中で医薬品成分が含まれている物はあまりないため、この件数で十分

だと認識しております。 

 

○（委員）１８ページの食品の表示に関してですが、一昨年の４月１日に新しく食品表示法が

できまして、今猶予期間に入っていますが、昨年末に全ての加工食品に原料原産地表示

を義務づける、こういう動きと、それから最近また遺伝子組み換えの関連で表示を拡大

していくというようなことも消費者庁が示しまして、事業者側にとっては非常に負担に

なる、でも消費者側にとっては当然だというようなことかもしれませんが、こういった

動きがありますので、県の方で新たな動きに対して、事業者さんに説明会とかをぜひや

ってもらいたいと思っております。 

（事務局）食品表示に関しましては、毎年度業者向けに講習会を実施いたしておりまして、

直売所ですとか事業者向けにも実施しております。そういった場で基準の改正とか国の

動きなど適宜トピックスも併せて周知していきたいと考えています。 

 

○（議長）他にご質問等ございませんでしょうか。これまで委員の先生方から出していただい

たご意見としては、実際にこの基本計画を実施するに当たって、具体的な助言指導を現

場に対してしてもらいたいというご意見をいただきました。それと、食の安全・安心つ

いては、国の方針等がこれから具体的に出てくるということで、それに対応するために、

基本計画の数値目標等についても随時変更していく必要もあるだろうというようなご意

見もあったと思います。最後に表示等でもありましたけれども、現場の方に対する具体

的な説明というのを十分にしていただいて、実効性のある基本計画、あるいは基本計画

の進行管理というのをしていただきたいというのが今まで出たご意見だと思うのですが。 

それと、今回ご提示していただいた基本計画の数値目標等については、一応説明をし

ていただいて、委員の先生方、納得いただいたものと私の方では理解しておりますが、

そういった理解でよろしいでしょうか。 

 

○（委員）健康食品の件についてですが、健康食品市場というのはものすごい数になっており

まして、それに関する相談が絶えないという状況ですけれども、「痩せる」と書いたら売

れるんですよね。そう考えると、やはり３０件で十分だろうかと考えます。 

（薬務課）健康食品の中には、最近の広告を見ていただくと、例えば「～に効く。」と標ぼう

している物があります。また、医薬品成分が含まれている物もあります。そのような場 



 

合には、違反となります。今おっしゃられたケースについては、医薬品医療機器等法（医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）を含め、健康増進

法や消費者関係の法律などたくさん法律があり、その中で広告違反として規制されてい

ます。健康食品の買上げ検査は、薬務課として医薬品成分が含まれている物を明らかに

するため、無承認無許可医薬品対策として挙げているもので、広告違反対策として挙げ

ているわけではありません。 

（議長）実際、いわゆる健康食品というのは輸入されてくるものもたくさんありますし、そ

の中で国立健康・栄養研究所のホームページなんかを見ますと、複合摂取によってすご

い毒性が出て、さまざまな障害が出るといったことが報告されていますので、そういう

ことを含めた形のものでは今回はないということですね。それはそれなりに国がちゃん

とやらないといけないところであり、やっていただきたいところですけれどもね。 

 

○（議長）他にご意見等ございませんでしょうか。無いようでしたら、先ほど私がお話させて

いただきましたけれども、具体的な事業者への指導、あるいは基本計画の現場への説明

会の実施、内容の見直しについて今後適宜やっていただいて、実効性のある基本計画を

実施していただきたいというような答申ということで、まとめさせていただきたいと思

うのですが、そういう内容でよろしいでしょうか。 

 

〈各委員より異議なしの声〉 

 

それではただ今申し上げたような趣旨で私の方で事務局と相談しながら答申案を作成

したいと思います。なお、福岡県の審議会の答申は、知事に答申する前に意見書提出制

度により県民の意見を聞くこととされております。ただし、「審議会の答申に係る福岡県

意見書提出制度要綱」により、「議会に付議される事項については、この限りでない」と

されております。今回の答申については、６月議会に提案されるということですので、

この意見制度の対象外となっているということになります。 

それでは、本日の委員会で予定された議事は、これで終了いたします。 

皆さんご協力ありがとうございました。 

 

 

１１ 閉会 


