
 

 

 

 

 

平成３０年度 

 

福岡県ふぐ処理師試験問題  

 

 

試 験 科 目  

 

衛生法規 ・ 食品衛生学 ・ ふぐに関する知識 

 

 

 

 受験上の注意 
 

１ 試験時間は、午前９時４０分から１０時４０分までの１時間です。 

 

２ 解答は解答用紙に記入してください。 

  試験開始後ただちに、解答用紙に受験番号と氏名を記入するとともに、試験問題の

ページ数を確認してください。 

  試験問題は３科目合計で６ページです。 

 

３ 退室は１０時１５分から認めます。 

  他の人の迷惑にならないよう静かに退室してください。 

 

４ 解答用紙は持ち帰ることはできませんが、試験問題は持ち帰ることができます。 

 

５ 不正行為があれば、受験そのものが無効となります。 

 

６ 解答用紙の解答欄には答えを１つずつ記入してください。２つ以上記入すると、 

その解答は無効になります。 

  

試験開始の合図があるまで開いてはいけません。  
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【１ 衛生法規 】 

 

問１ 食品衛生法に関する次の文の（  ）の中に、下記の語群から最も適当な語句を選び、

その番号を解答用紙のアからカの解答欄に記入しなさい。 

(1)  この法律で、食品とはすべての（ ア ）をいう。 

(2) （ イ ）は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につ

き規格を定めることができる。 

(3) この法律で営業者とは、営業を営む（ ウ ）又は法人をいう。 

(4) 販売の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列

及び授受は、清潔で（ エ ）に行わなければならない。 

(5) 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、（ オ ）に危害を及ぼすおそれがある

虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 

(6) 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、（ カ ）に、試験の用に供するのに

必要な限度において、食品を無償で収去させることができる。 

 

〔語 群〕 

①公衆衛生      ②食品衛生監視員   ③効率的   ④農水産物 

⑤環境衛生監視員   ⑥厚生労働大臣    ⑦団体    ⑧農林水産大臣  

⑨飲食物       ⑩衛生的       ⑪健康増進  ⑫人  

 

問２ 福岡県食品衛生法施行条例で定められている公衆衛生上講ずべき「管理運営の基準」に

関する次の文の（  ）の中から最も適当なものを選び、その番号を解答用紙の解答欄に

記入しなさい。  

(1) 施設及びその周辺において、（①野鳥 ②ペット ③ねずみ）、昆虫等の繁殖を防止す

るために必要な措置を講ずること。 

(2) 危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を実施する場合は、製品についての知識及

び（①一般的な ②専門的な ③最低限度の）技術を有する者により構成される班を編成

すること。 

(3) 水質検査等により、使用水が飲用に適しないことが判明したときは、（①直ちに ②必

要に応じて ③健康被害があれば）その使用を中止し、適切な措置を講ずること。 

 (4) 営業者は、施設及び食品等の取扱い等に係る（①衛生上の管理運営要領 ②人員の配置

計画 ③緊急時の連絡網）を作成し、食品取扱者に遵守させること。 

(5) 手洗い設備には、手洗いに適した洗浄剤、爪ブラシ、ペーパータオル、（①保湿クリー

ム ②消毒薬 ③救急絆創膏）等を備え、常に使用できる状態にしておくこと。 

(6) 営業者は、製造、加工又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害（医師の診断

を受け、その症状が製造、加工又は輸入した食品等に起因し、又は起因している疑いがあ
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ると診断されたもの）及び法に違反する食品等の情報について、（①警察 ②研究機関 

③保健所）等へ速やかに報告すること。 

(7) 営業者は、食品取扱施設ごとに、食品取扱者のうちから（①安全衛生委員 ②食品衛生

責任者 ③食品衛生管理者）を定めておくこと。 

 

問３ 福岡県ふぐ取扱条例及び同条例施行規則に関する次の文の（  ）の中に、下記の語群

から最も適当な語句を選び、その番号を解答用紙のアからキの解答欄に記入しなさい。 

(1) この条例は、食用に供するふぐの取扱いについて衛生上の必要な規制を行い、（ ア ） 

  による食中毒を防止することを目的とする。 

(2) この条例で「処理」とは、ふぐの卵巣、（ イ ）、胃、腸その他の毒性のある部分（有

毒部分）を除去することをいう。 

(3) ふぐは、（ ウ ）したものでなければ、これを販売してはならない。 

(4) ふぐ処理師でない者は、ふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理師の（ 

エ ）のもとに、その（ オ ）を受けて従事する場合は、この限りではない。 

(5) 免許証の再交付を申請しようとする者は、免許証再交付申請書に当該免許証（亡失又は

滅失したものを除く。）を添えて、事故の生じた日から（ カ ）以内に知事に届け出な

ければならない。 

 (6) 知事は、ふぐ処理師がその責めに帰すべき事由により、食中毒を発生させたときは、免

許を（ キ ）、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。   

  

〔語 群〕 

①立会い    ②助言   ③２年   ④肝臓   ⑤２０日  ⑥取り消し 

⑦食中毒細菌  ⑧指示   ⑨了承   ⑩加熱   ⑪精巣   ⑫ふぐ毒 

⑬処理     ⑭停止し 
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【２   食品衛生学 】 

 

問１ 次の文の（  ）の中に、下記の語群から最も適当な語句を選び、その番号を解答用紙

のアからコの解答欄に記入しなさい。 

(1) 食中毒の原因となる細菌を「つけない」・「（ ア ）」・「やっつける」という３つ

の言葉を「細菌性食中毒予防の三原則」というのに対し、ウイルスを「（ イ ）」・「ひ

ろげない」・「つけない」・「やっつける」という４つの言葉を「ウイルス性食中毒予防

の４原則」という。 

(2) カンピロバクターは、種々の動物の腸管に分布し、食肉、特に（ ウ ）が汚染される

ことが多い。また、少ない菌量でも感染が成立し、潜伏時間は通常（ エ ）である。 

(3) 黄色ブドウ球菌は、食品中で増殖するときに（ オ ）という毒素を作る。この毒素は

熱に（ カ ）く、潜伏時間は通常（ キ ）である。 

(4) 貝毒による食中毒のうち、我が国ではこれまでに（ ク ）貝毒と下痢性貝毒による食

中毒が発生している 

(5) 食中毒等の事故が発生した場合の原因と疑われる食品の追跡調査を実施するため、営業

者は、原材料の仕入れ先、製造加工の状態、販売先等必要な事項について（ ケ ）に努

めることが必要である。特にふぐについては、入荷量、処理量、販売量、（ コ ）につ

いても必要である。 

  

  〔語 群〕 

①マイコトキシン   ②0.5～６時間    ③馬肉       ④１～７日 

⑤鶏肉        ⑥持ち出さない   ⑦記憶喪失性    ⑧24～48時間   

⑨強         ⑩弱          ⑪出血性      ⑫廃棄量 

⑬ベロ毒素      ⑭エンテロトキシン  ⑮持ち込まない   ⑯記憶 

⑰麻痺性        ⑱売上高      ⑲記録・保存    ⑳増やさない 

 

問２ 次の文の（  ）の中から正しいものを選び、その番号を解答用紙の解答欄に記入しな

さい。 

(1) ばれいしょの新芽及び緑色の部分に （①ソラニン ②アフラトキシン ③アミダグリ

ン）と呼ばれる有毒成分が含まれており、この物質を多量に含むばれいしょを摂取すると

数時間で腹痛、虚脱、めまいなどの中毒症状が現れる。 

(2) 細菌性食中毒には、感染型と毒素型があり、感染型の食中毒を起こす細菌としては、カ

ンピロバクター、腸炎ビブリオ、（①ボツリヌス菌 ②腸管出血性大腸菌 ③シガテラ）

等がある。 

(3) ウエルシュ菌は、（①耐熱性の ②増殖性の ③運動性の）芽胞を作る食中毒細菌であ

り、大量調理された給食などで食中毒の原因となることが多い。 
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(4) 温水による洗浄は、脂肪分が溶けやすくなり、タンパク質や炭水化物も軟化するため、

洗浄しやすくなるが、温度が高すぎると（①脂肪 ②タンパク質 ③炭水化物）の変性が

起きるなど逆効果を生じるので注意が必要である。 

(5) 冷蔵庫は、（①冷気が当たるよう食品はむき出しにする ②冷気が逃げないようぎっし

り詰め込む ③扉の開閉時間を短くする）ことに気をつけて使用する。 

 

問３ 次のＡ群の語句と関係の深いものをＢ群から選び、その番号を解答用紙のアからオの解

答欄に記入しなさい。 

    〔Ａ群〕                                 〔Ｂ群〕 

 (1) 化学的消毒法     （ ア ）        ①脂質が分解変化した状態 

                         ②イタイイタイ病 

 (2) メチル化水銀    （ イ ）        ③－１０℃以下 

④紫外線 

 (3) 変敗        （ ウ ）        ⑤次亜塩素酸ナトリウム 

⑥特定職種への就業制限 

 (4) 適切な冷凍庫内温度 （ エ ）        ⑦タンパク質が分解変化した状態 

⑧水俣病 

 (5) 三類感染症     （ オ ）        ⑨原則入院 

                         ⑩－１５℃以下 
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【３ ふぐに関する知識 】 

 

問１ 次の文のうち、正しいものには○印を、誤りが含まれるものには×印を、解答用紙の

解答欄に記入しなさい。 

 (1)  有毒な卵巣（まこ）と無毒な精巣（しらこ）をあわせもつふぐ（両性ふぐ）がいる。

この場合、卵巣部分は決して食用にしてはならないが、精巣部分は無毒なので食用に

できる。 

 (2) ふぐの口ばしは、ほとんど皮で筋肉は少ないため、その取り扱いは、ひれと同様の

取り扱いとする。 

(3)  ふぐは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これ

らのふぐについては、両種のどちらも可食とされている部位のみが可食部位となる。 

 (4)  ふぐの皮下組織は「とうとうみ」と呼ばれ、毒性は筋肉と概ね同程度である。 

 (5)  ふぐの腎臓は「かくしぎも」と呼ばれ、他の臓器と異なり内臓除去後も一部が脊椎

骨に残るため、処理には注意が必要である。 

 

問２ 次の表のふぐの各部位について、可食部位である場合は○を、可食部位以外である

場合は×を、解答用紙の解答欄に記入しなさい。 

 

種類        部位 精 巣 皮 筋 肉 肝 臓 ひ れ 

ヨリトフグ      

サンサイフグ        

ショウサイフグ      

イシガキフグ      

ハコフグ      

 

問３ 次の文の（   ）の中から最も適当なものを選び、その番号を解答用紙の解答欄

に記入しなさい。 

(1) 長期間塩蔵処理することにより人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐ

の部位は、その毒力がおおむね（①１MU/g以下 ②５MU/g以下 ③１０MU/g以下）と

なった卵巣及び皮である。  

(2)  ふぐの呼び名が原因で部位別の毒性判断を誤ることがないように（①学名   

②標準和名 ③地方名）を用いることが重要である。  

(3) ふぐ中毒の食後発症までの時間（潜伏時間）は（①０～４時間半 ②８～１２時間

 ③２４～４８時間）である。   

(4) 岩手県越喜来
お き ら い

湾及び釜石
かまいし

湾並びに宮城県雄勝
お が つ

湾で漁獲された（①ゴマフグ ②コモ

ンフグ ③メフグ）及びヒガンフグは食用に供してはならない。   

解答は、解答用紙に記入してください。 
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(5) ナシフグの精巣は、有明海及び橘湾で漁獲され（①佐賀県 ②長崎県 ③熊本県）

が定める要領に基づいて処理されたもののみ食用とすることができる。  

 

問４ 次の表はふぐの特徴を示したものです。下記の語群から左欄に該当するふぐの種類

を選び、その番号を解答用紙のアからオの解答欄に記入しなさい。 

 

  

ふぐの 

種類 
背皮の色 

小棘(トゲ)

の有無 
斑紋とひれの特徴 

ア 
明るい茶

色 
なし 

胸びれの後方に黒紋がある。黒紋の周

囲は白く縁どられた菊の花模様となっ

ている。 

イ 緑黄色 
背・腹面に

小棘密生 

尾びれの上下端は白色で、体側は銀光 

色となる。 

背面の小棘は背びれに達しない。 

尾びれ中央はいくらかへこむ。 

ウ 暗緑色 
背・腹面に

小棘密生 

尾びれの上下端は白色で、体側は銀又

は、金光色となる。 

尾びれの中央は、やや突出している。 

エ 青黒色 
背・腹面に

小棘密生 

体側紋及び黒斑が明瞭で臀びれは白 

い。 

オ 暗緑褐色 なし 

背面に白い小斑点が散在し、雲状模様 

をなす。 

体側に黄線がある。 

臀ひれは白く、尾びれの下方も白い。 

 

〔語 群〕 

①クロサバフグ  ②トラフグ  ③コモンフグ  ④カラス 

⑤ナシフグ  ⑥ヒガンフグ  ⑦アカメフグ  ⑧ショウサイフグ 

⑨シロサバフグ  ⑩カナフグ 

 

学科試験問題は以上で終了です。 

 


