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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（保健所支所） 

   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。 

（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。 

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２回) ２４５ ４９０ ５７５ １１７.３％

Ｂ(年１回) １４，２２０ １４，２２０ １３，１９６ ９２.８％

Ｃ(実情に応じて) １３，２０１ ２，６４１ ５，６３２ ２１３.２％

合 計 ２７，６６６ １７，３５１ １９，４０３ １１１.８％

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 １９３ ５０，９５２ ４６，５２９ ９１.３％

週２回業種 ４ ３８８ ３８４ ９９.０％

月１回業種 ２７ ３４８ ５７１ １６４.０％

年４回業種 １ ４ ７ １７５.０％

合 計 ２２５ ５１，６９２ ４７，４９１ ９１.９％
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（３）食品専門監視担当（保健所支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。 

（４）官能検査 

  ア 食品衛生法 

    合計検査数は魚介類（２２，０５６件）、野菜類果物及びその加工品（１８，８８５

件）、魚介類加工品（１４，４１２件）の順に多い結果となりました。 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検査数 ４９，９１１件 ５５，３３２件 ４，８４４件 １１０，０８７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ています。衛生事項の検査数は、水産物（２１，０５４件）が

最も多く、品質事項の検査数も水産物（１，７０７件）が最も多い結果となりました。 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 
食品安全課 計 

検査数
衛生事項 ２４，１９４件 ５３，８８６件 ５，５０７件 ８３，５８７件

品質事項 ― ― ６，４４３件 ６，４４３件

指導数
衛生事項 ４２件 １１０件 ２件 １５４件

品質事項 ― ― ２件 2件

指導率
衛生事項 0.1７% 0.20% 0.03% 0.1８%

品質事項 ― ― 0.03% 0.03%

 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２回) １６１ ３２２ ３３５ １０４.０％

Ｂ(年１回) １０７ １０７ ７５ ７０.１％

Ｃ(実情に応じて) １４３ ３４ ７８ ２２９.４％

地方卸売市場南部市場 ６７ ２，９８５ ２，８６８ ９６.１％

合 計 ４７８ ３，４４８ ３，３５６ ９７.３％
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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検体は酒精

飲料の表示違反で、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 ３検体 ３６項目 ０検体

買上げ 
国産食品 

（魚介類加工品、酒精飲料等） 放射性 

物質 

２０検体 ２０項目 ０検体

提供 

（卸売市場） 
国産食品（農産物、水産物） １４０検体 １４０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 

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
合 計 指導数 

３８９検体 ５１検体 ３４検体 ４７４検体 ３５件

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品 

衛生検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検体数 １，３９１検体 ４１２検体 １２７検体 １，９３０検体

検査項目総数 １０，５５８項目 ３，６９８項目 １，０２８項目 １５，２８４項目

微生物学検査 ８，１０６項目 ２，１０６項目 ７１２項目 １０，９２４項目

理化学検査 ２，４１９項目 １，５８６項目 ３１４項目 ４，３１９項目

違反数 １検体 ０検体 ０検体 １検体
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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２９年７月１日から８月３１日まで 

・立入検査施設数 １４，６６６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２９年１２月１日から１２月３１日まで 

・立入検査施設数 １０，９１９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（３９件）、内容ごとに苦情を分類すると「管理取扱（不衛生）」に関する苦情（

９１件）が最も多かった。 

（２） 食中毒発生状況（事件数：５件、患者数：１４人、死亡者数：０人） 

 病因物質はアニサキス３件、カンピロバクター２件でした。 

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４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 5 月 飲食店 ３人 
刺身（サーモン、ま

ぐろ、しめさば） 
アニサキス 

営業停止

１日間 

３ ６月 飲食店 ５人 
６月２１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 

４ １２月 飲食店 1人 
１２月３日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止

1日間 

５ ３月 販売店 １人 刺身（しめさば） アニサキス 
営業停止

１日間 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

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 ２９６件 ２件 ２件 ３００件

施設に関するもの ８７件 ０件 ２件 ８９件

合計 ３８３件 ２件 ４件 ３８９件
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（３） 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 ９４件 ３３５人

市内で探知したもの ４４件 １０５人

合 計 １３８件 ４４０人

（４） 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 ８０件 ５，２８２人

市民グループ等 ６７件 ２，２１１人

合 計 １４７件 ７，４９３人

（５）啓発 

・ 食品衛生月間（期間 平成２９年８月１日から平成２９年８月３１日まで）、食中毒

警報（期間 平成２９年７月２７日から平成２９年１０月１９日まで）及びノロウイ

ルス食中毒警戒情報（期間 平成２９年１２月４日から平成３０年３月３１日まで）

について啓発（区役所庁舎及び中央卸売市場食品衛生検査所への懸垂幕掲示等） 

・ 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２９年８月４日から平成２９年８月１８日まで 

・ 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２９年７月１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２９年８月１日から平成２９年８月３１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２９年８月７日放送 

（夏場の食中毒予防について） 

    期間 平成２９年１１月２０日放送 

（ノロウイルス食中毒を予防しよう） 

・ 川崎市母子・父子福祉センター配信「川崎市ひとり親家庭応援メルマガ」 

配信日 平成２９年５月２７日 

    （食中毒予防） 

    平成２９年１２月２７日 

    （ノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました） 


