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１ 食品取扱施設の監視指導実施結果（立入検査） 

（１） 区役所保健福祉センター（保健所） 

   各区の食品衛生監視員が食品衛生法や関係条例、その他衛生基準の適合状況等を検査し

、衛生的な取扱い状況等について監視指導を行いました。 

★ 保健所の年間立入検査計画 ⇒ P８参照 

（２） 市場食品衛生検査所 

   市場食品衛生検査所の食品衛生監視員は、早朝監視等を行い、有毒魚等の流通を未然に

防止し、流通拠点施設における不良食品の排除に努めました。 

★ 市場食品衛生検査所の年間立入検査回数 ⇒ P９参照 

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b） 

実施率 

（b/a） 

Ａ(年３回) １，７２１ ４，４２４ ２，３９９ ５４.２％ 

Ｂ(年１回) ２２，６８５ ２２，３４５ １８，６０３ ８３.３％ 

Ｃ(実情に応じて) ４，１６８ ８４６ １，４７３ １７４.１％ 

合 計 ２８，５７４ ２７，６１５ ２２，４７５ ８１.４％ 

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b） 

実施率 

（b/a） 

日１回業種 １８０ ４７，５２０ ４８，６１３ １０２.３％ 

週２回業種 ４ ３８０ ３７２ ９７.９％ 

月１回業種 ２７ ３２４ ５９４ １８３.３％ 

年４回業種 １ ４ ４ １００.０％ 

合 計 ２１２ ４８，２２８ ４９，５８３ １０２.３％ 
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（３）食品専門監視担当（保健所職員の同行を含む。） 

   広域流通食品取扱施設や大規模食品製造施設、南部市場内施設に立ち入り、食品の衛生

的な取扱い等について指導しました。 

★ 食品専門監視担当の年間立入検査回数 ⇒ P１０～１１参照 

（４）官能検査 

  ア 食品衛生法 

    合計検査数は野菜類果物及びその加工品（２２．９７０件）、魚介類（２１．８１４

件）、魚介類加工品（１６．０１１件）の順に多かった。 

区役所保健福祉 

センター（保健所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検査数 ８０，０１７件 ４５，３０１件 ６，０２４件 １３１，３４２件 

違反数 ０件 ０件 ０件 ０件 

違反率 ０.００％ ０.００％ ０.００% ０.００％ 

イ 食品表示法 

  平成28年度から、食品安全課（食品専門監視担当及び食品表示担当）では品質事項

に関する検査等も実施しました。衛生事項の検査数は、水産物（１７，７４８件）が最

も多く、品質事項の検査数も水産物（１，０４５件）が最も多かった。 

区役所保健福祉 

センター（保健所）

市場食品衛生 

検査所 
食品安全課 計 

検査数 
衛生事項 ４３，１６１件 ４４，３２５件 ５，１０３件 ９２，５８９件 

品質事項   ５，９２１件 ５，９２１件 

指導数 
衛生事項 ５２件 ７０件 １３件 １３５件 

品質事項   ６件 ６件 

指導率 
衛生事項 0.12% 0.16% 0.25% 0.15% 

品質事項   0.10% 0.10% 

 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b） 

実施率 

（b/a） 

大規模食品製造施設等 １５１ ２０５ ３２７ １５９.５％ 

食肉流通センター内施設 ７９ １００ ２１１ ２１１.０％ 

臨海部冷凍冷蔵倉庫 １６４ ８２ １２８ １５６.１％ 

地方卸売市場南部市場 ５９ ２，３５９ ２，９１３ １２３.５％ 

合 計 ４５３ ２，７４６ ３，５７９ １３０.３％ 
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２ 食品等の検査結果 

検査実施機関：健康安全研究所・市場食品衛生検査所

（１） 収去検査 

    前年度とほぼ同程度の検体数、検査項目数の検査を行いました。違反の１検体は果実

の防かび剤の使用基準違反で、輸入者を管轄する自治体へ通報しました。 

（２）収去以外の検査  

  ア 買上げ等の検査 

    前年に引き続き、あゆの水銀等や、食品中の放射性物質について基準値を超えたもの

はありませんでした。 

 検体 検査項目 検体数 検査項目数 違反数 

提供 多摩川生息あゆ 水銀等 ２検体 ２４項目 ０検体 

買上げ 

輸入食品 

放射性 

物質 

３検体 ３項目 ０検体

国産食品（飲料水、

穀類、乳製品） 
６０検体 ６０項目 ０検体

提供 

（卸売市場） 

国産食品（農産物、

水産物） 
１５９検体 １５９項目 ０検体 

採取（環境局、 

港湾局） 
川崎港生息魚介類 ５９検体 ５９項目 ０検体

イ ふきとり検査 

  手指や器具等についてふきとり検査を行い、必要に応じて指導を実施しました。 

区役所保健福祉 

センター（保健所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
合 計 指導数 

３６６検体 ８７検体 ４２検体 ４９５検体 ６４件 

区役所保健福祉 

センター（保健所） 

市場食品 

衛生検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検体数 １，３７１検体 ４０４検体 １３２検体 １，９０７検体 

検査項目総数 １０，４９７項目 ４，０４１項目 １，２０７項目 １５，７４５項目 

微生物学検査 ８，１１１項目 ２，３５７項目 ７７９項目 １１，２４７項目 

理化学検査 ２，３８６項目 １，６８４項目 ４２８項目 ４，４９８項目 

違反数 ０検体 １検体 ０検体 １検体 
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 ウ 放射性物質検査（国産食品の再掲） 

３ 監視指導計画に基づく一斉監視結果 

（１） 夏期食品一斉監視

・実施期間 平成２８年７月１日から８月３１日まで 

・立入検査施設数 １３，３２６施設 

★ 夏期食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

（２）年末（冬期）食品一斉監視 

・実施期間 平成２８年１２月１日から１２月３１日まで 

・立入検査施設数 ８，１３８施設 

★ 年末（冬期）食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

４ その他 

（１） 苦情届出件数 

食品の区分ごとに苦情を分類すると「肉・卵類及びその加工品」に関する苦情が最も

多く（４２件）、内容ごとに苦情を分類すると「異物」に関する苦情（９２件）が最も

多かった。 

 検体数 違反数 

飲料水 ４検体 ０検体 

牛乳 ３検体 ０検体 

乳児用食品 ４検体 ０検体 

一般食品 ２０８検体 ０検体 

合 計 ２１９検体 ０検体 

区役所保健福祉 

センター（保健所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

食品に関するもの ２８２件 ０件 ０件 ２８２件 

施設に関するもの ８７件 ０件 ０件 ８７件 

合計 ３６９件 ０件 ０件 ３６９件 
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（２）食中毒発生状況（事件数：１３件、患者数：２０２人、死亡者数：０人） 

 病因物質はアニサキス５件、カンピロバクター３件、サルモネラ２件等でした。 

発生月 
原因 
施設 

患者数 
原因食品 
（推定含む） 

病因物質 措置 

１ 4 月 飲食店 4人 
４月１日に提供され

た食事 

カンピロバクター 

・ジェジュニ 

営業停止 

2日間 

２ 4 月 その他 6人 

４月１９日に採取、

２０日に調理した有

毒植物 

植物性自然毒（タ

マスダレ） 
なし 

３ 5 月 給食施設 72人 
５月１２日に提供さ

れた玉子とじ 
ウエルシュ菌 改善勧告 

４ 5 月 不明 1人 
５月２１日（土）の

夕食 
アニサキス なし 

５ 5 月 飲食店 2人 
５月２３日に提供さ

れた水 
高濃度の残留塩素 

営業停止 

1日間 

６ 5 月 飲食店 6人 
５月２６日に提供さ

れた食事 

カンピロバクタ

ー・ジェジュニ 

営業停止 

2日間 

７ 6 月 飲食店 1人 
６月５日に提供され

た食事 
アニサキス 

営業停止 

1日間 

８ 7 月 飲食店 39人 

７月１２日、７月１

３日、７月１５日に

調理された弁当 

サルモネラ 
営業停止 

3日間 

９ 8 月 飲食店 1人 

８月１２日に提供さ

れたいわしの酢締め

のたたき 

アニサキス 
営業停止 

1日間 

１０ 8月 飲食店 62人 

８月２５日、８月２

６日に調理された仕

出し弁当 

サルモネラ 営業禁止 

１１ ２月 飲食店 ６人 
２月１５日に提供さ

れた食事 

カンピロバクタ

ー・ジェジュニ 

営業停止 

３日間 

１２ ２月 飲食店 1人 
２月１７日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止 

1日間 

１３ ３月 不明 １人 不明 アニサキス なし 
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（２） 食中毒等調査 

   市内、市外の食品取扱施設を原因施設とする食中毒（疑いを含む）等が 

  発生し、市民が利用している場合は、健康状態や喫食状態や喫食内容等の 

  調査を実施しました。 

 件数 人数 

市外から依頼があったもの １２６件 ４２０人 

市内で探知したもの ３２件 ８１人 

合 計 １５８件 ５０１人 

（３） 衛生教育 

   営業者を含む食品取扱従事者のほか、市民グループなどを対象に、食品 

衛生についての講習会や体験学習等を実施しました。 

対 象 件数 人数 

食品取扱従事者 ７８件 ４，１０６人 

市民グループ等 ５５件 １，７９２人 

合 計 １３３件 ５，８９８人 

（５）啓発

・ 食品衛生月間における啓発（区役所庁舎への懸垂幕掲示等） 

期間 平成２８年８月１日から平成２８年８月３１日まで 

・ 地下街アゼリア広報コーナーにおける展示（食品衛生月間について） 

期間 平成２８年８月５日から平成２８年８月１９日まで 

・ 河川情報表示板への掲載 

期間 平成２８年８月中旬から平成２８年９月９日まで 

（お肉はしっかり加熱しましょう） 

・ Ｊリーグ試合会場（等々力競技場）での啓発資材配布 

期間 平成２８年７月１３日 

・ 川崎市営バスでのポスター掲示（食肉の加熱に関する注意喚起） 

期間 平成２８年７月２９日から平成２８年８月２９日まで 

  ・ ラジオ番組「ＦＭかわさき わが家の危機管理 今週のワンポイント」 

    期間 平成２８年７月１４日放送 

（食中毒に気を付けましょう） 

    期間 平成２８年１１月２１日放送 

（ノロウイルスの食中毒に気を付けましょう） 



主な食品群ごとの重点監視指導項目 

食肉、食鳥肉 

及び食肉加工品 

食肉製品製造施設における製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指導 

食肉処理施設における衛生的な処理及び成型(結着)、テンダライズ処理、タンブリング処理等の加

工方法に関する指導 

枝肉及びカット肉の販売施設における保存温度、衛生的な取扱いに関する指導 

食中毒の原因となる菌が付着している可能性がある食肉等の調理施設に対する加熱調理の徹底など

衛生的な取扱いに関する指導 

市内流通品の検査（微生物、動物用医薬品、残留農薬、放射性物質等） 

生食用食肉(内臓を除く牛肉)の規格基準に基づく加工及び調理に関する指導 

生食用牛肝臓の提供禁止及び牛の肝臓の十分な加熱調理に関する情報提供等の調理基準等の遵守に

関する指導 

乳及び乳製品 

乳製品製造施設における製造基準の遵守及び衛生的な取扱いに関する指導 

乳製品製造施設における製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指導 

調理及び販売施設における保存温度、衛生的な取扱いに関する指導 

食鳥卵 

製造及び加工施設における洗卵時及び割卵時の汚染防止に関する指導 

製造又は加工に係る記録の作成及び保存に関する指導 

製造及び加工施設における汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底に関する指導 

調理及び販売施設における保存温度、衛生的取扱いに関する指導 

調理及び販売施設における破卵等の検卵の徹底に関する指導 

水産食品 

(魚介類及び水産 

加工品） 

調理及び販売施設に対する生食用鮮魚介類等の保存温度、衛生的取扱いに関する指導 

水産加工品の保存温度、衛生的な取扱い等流通管理に関する指導 

ふぐ認証店等に対するふぐの適正な取扱い及び販売に関する指導 

市内流通品の検査（細菌、ノロウイルス、動物用医薬品、微量汚染物質、貝毒、ふぐ毒、放射性物

質等） 

卸売市場からの有毒魚介類等の排除 

野菜、果実、穀類、 

豆類、種実類、茶

等及びこれらの

加工品 

遺伝子組換え表示対象原料及びその加工品等を使用する製造施設等に対する分別生産流通管理証明

書の確認指導 

市内流通品の検査（残留農薬、防かび剤、遺伝子組換え食品、放射性物質、微生物等） 

卸売市場からの有毒植物等の排除 

いわゆる野菜浅漬製造施設・カット野菜及び果物加工施設における衛生的取扱い及び自主検査に関

する指導 

上記以外の  

一般食品 

製造者及び加工者による異物混入防止対策に関する指導 

製造者及び加工者による製造段階及び加工段階における低温保管等の温度管理に関する指導 

添加物（製剤を含む）の製造者及び加工者並びにこれを使用する食品の製造者及び加工者による使

用添加物の確認に関する指導 

添加物（製剤を含む）を使用して製造又は加工した食品についての市内流通品の検査(添加物検査） 

アレルゲンを含む食品に関する表示の徹底のための製造者及び加工者による使用原材料の点検及び

確認に関する指導 

別表１
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前年度食中毒発生施設 飲食店営業 〔レベルＡ及びＣ施設を除く。〕

仕出し屋〔一時に大量の食品を調理する工場
形態の営業に限る。〕

菓子製造業 〔レベルＡ施設を除く。〕

弁当屋〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で
陳列販売する営業を除く。〕

乳搾取業

給食施設〔工場形態の施設に限り、専ら当該事業所の
みで委託を受けて給食を行う営業を除く。〕

乳類販売業

焼肉を提供する施設 食肉販売業 〔レベルＡ施設を除く。〕

学校給食用炊飯 魚介類販売業 〔レベルＡ施設を除く。〕

食品の放射線照射業 食品の冷凍又は冷蔵業

菓子製造業
〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で陳列販
売する営業を除く。〕

氷雪販売業

あん類製造業　 魚介類行商

アイスクリーム類製造業　 魚介類加工業 〔レベルＡ施設を除く。〕

乳製品製造業　 発酵乳等販売業

食肉処理業　 食品製造業　 〔レベルＡ施設を除く。〕

食肉販売業
〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で陳列販
売する営業を除く。〕

野菜果物販売業

食肉製品製造業　 そうざい販売業　〔レベルＡ施設を除く。〕

魚介類販売業
〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で陳列販
売する営業を除く。〕

菓子(ﾊﾟﾝを含む)販売業　〔レベルＡ施設を除く。〕　

魚介類加工業
〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で陳列販
売する営業を除く。〕

食品販売業 〔レベルＡ施設を除く。〕

魚肉練り製品製造業　 添加物の販売業

清涼飲料水製造業　 氷雪採取業

乳酸菌飲料製造業　 給食施設 〔レベルＡ施設を除く。〕

氷雪製造業 法第４条第４項に規定する器具の製造業又は販売業

食用油脂製造業　 法第４条第５項に規定する容器包装の製造業又は販売業

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業　

みそ製造業　 飲食店営業 （キャバレー、バー、まあじゃん屋等）

醤油製造業　 喫茶店営業

ソース類製造業　 自動販売機による営業

酒類製造業 自動車による営業

豆腐製造業　 市場内営業施設

納豆製造業 給食施設 〔小規模社会福祉施設に限る〕

めん類製造業　

そうざい製造業　

缶詰又は瓶詰食品製造業

添加物製造業

食品製造業
〔工場形態の営業に限り、専ら店舗で陳列販売す
る営業を除く。〕

（社会福祉施設〔乳幼児・高齢者利用施設
（小規模施設を除く）〕、病院）

事業所〔工場形態の施設に限り、専ら当該事業所
のみで給食を実施する施設を除く。〕

そうざい販売業　〔大規模施設に限る〕

菓子(ﾊﾟﾝを含む)販売業　〔大規模施設に限る〕

食品販売業　〔大規模施設に限る〕

ﾚﾍﾞﾙ 業　種　等
立入
回数

法施行規則第７８条に規定するおもちゃの製造業又は販売業

C

営業許
可更新
時等実
情に
応じて

※レベルＡ、Ｂの業種は、自動販売機による営業及び自動車による営業を除く。

認定小規模食鳥処理業者
（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律）

飲食店営業

保健所の年間立入検査計画

ﾚﾍﾞﾙ 業　種　等
立入
回数

給食施設

Ａ 3

B 1

別表２
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業　種　等 立入回数

　魚介類販売業 日 １ 回

　食肉販売業 日 １ 回

　食肉処理業 日 １ 回

　乳類販売業(自動販売機を除く) 日 １ 回

　食品製造業 日 １ 回

　野菜果物販売業 日 １ 回

　そうざい販売業 日 １ 回

　菓子(ﾊﾟﾝを含む)販売業 日 １ 回

　食品販売業 日 １ 回

　法第４条第４項に規定する器具の製造業又は販売業 日 １ 回

　法第４条第５項に規定する容器包装の製造業又は販売業 日 １ 回

　魚介類せり売営業 早朝監視時（週２回）*

　飲食店営業 月 １ 回

　給食施設（事業所他） 月 １ 回

　食品の冷凍又は冷蔵業 月 １ 回

　氷雪製造業(自動販売機を除く) 年 4 回

市場食品衛生検査所の年間立入検査回数

＊　食品の流通量の多いときには随時

別表３
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食品専門監視担当の年間立入検査回数 

１ 大規模食品製造施設等（２８年２月末現在１５１施設） 

市内各区に所在する大規模食品製造施設等について、施設規模、業種、食品の取扱内容

等により立入検査回数を設定し、監視指導を実施する。 

２回／年 

飲食店営業（弁当屋・仕出し屋）、菓子製造業、乳製品製造業、

アイスクリーム類製造業、魚介類販売業、食肉処理業、食肉

販売業、食肉製品製造業、食用油脂製造業、マーガリン又は

ショートニング製造業、添加物製造業、醤油製造業、ソース

類製造業、めん類製造業、そうざい製造業、食品製造業、食

品添加物製造業 

８６施設 

随 時 

飲食店営業（弁当屋・仕出し屋を除く）、乳類販売業、食品の

冷凍又は冷蔵業、野菜果物販売業、そうざい販売業、菓子販

売業、食品販売業、添加物販売業、給食施設 

６５施設 

２ 食肉流通センター内施設（２８年２月末現在７９施設） 

食肉流通センター内に所在する営業施設について、施設規模、業種、食品の取扱内容等

により立入検査回数を設定し、監視指導を実施する。 

２回／年 食肉処理業、食肉製品製造業、そうざい製造業、食品製造業 ４０施設 

随 時 
飲食店営業、魚介類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業、乳類販

売業、食肉販売業、食品販売業 
３９施設 

３ 臨海部冷凍冷蔵倉庫（２８年２月末現在１６４施設） 

本市臨海部は川崎港や羽田空港に隣接し、大型冷凍冷蔵倉庫等の一大集積地・広域流通

拠点となっている。これらの施設については施設の規模、食品の流通状況等により、必要

に応じた立入検査を実施する。 

随時 

飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、魚肉練り製品製造

業、乳類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業、食肉処理業、食肉

販売業、食肉製品製造業、ソース類製造業、そうざい製造業、

氷雪販売業、食品製造業、野菜果物販売業、そうざい販売業、

菓子販売業、食品販売業、容器包装の製造業又は販売業、給

食施設 

１６４施設 

別表４
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４ 地方卸売市場南部市場（２７年１１月末現在５９施設） 

地方卸売市場南部市場内に所在する施設について、業種ごとに立入検査回数を設定し、

監視指導を実施する。 

１回／週 

魚介類販売業、食肉販売業、氷雪販売業、食品製造業、野

菜果物販売業、食品販売業、器具の製造業又は販売業、容

器包装の製造業又は販売業 

４５施設 

１回／月 魚介類せり売営業（早朝監視 １回／月） １施設 

随 時 
食品の冷凍又は冷蔵業、乳類販売業、発酵乳等販売業、飲

食店営業、喫茶店（自動販売機） 
１３施設 
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