
 

八王子市食品衛生関係不利益処分取扱要綱 

 

決定日 平成１９年３月３０日 

変更日 平成２１年１０月１日 

変更日 平成２４年７月２５日 

変更日 平成２４年１０月１日 

変更日 平成２４年３月１９日 

変更日 平成２５年３月２５日 

変更日 平成２7年１０月１日 

最終改正 平成２８年３月３０日 

 

 

 

第 1章 総 則 

（目的） 

第 1条 この要綱は、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号。以下「法」という。）及び

食品製造業等取締条例（昭和 28年東京都条例第 111号。以下「取締条例」という。）

の規定に基づく営業許可の取消し又は営業等の禁止若しくは停止その他必要な処分

並びに東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61年東京都条例第 51号。以下「ふぐ条例」

という。）の規定に基づくふぐ加工製品の取扱い（ふぐ加工製品を販売し、若しくは

販売の用に供するために貯蔵し、加工し、若しくは調理することをいう。以下同じ。）

の禁止若しくは停止その他必要な処分（以下「不利益処分」という。）について必要

な事項を定めるものとする。 

 

（基本原則） 

第 2 条 保健所長は、法及び取締条例及びふぐ条例において規定された違反を確認し、

不利益処分を行う場合には、時機を失することなく的確かつ厳正に行われなければな

らない。 

 

第 2章 廃棄処分及び危害除去処置命令 

（廃棄処分） 

第 3条 法第 54条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用される法第 54

条の規定に基づく廃棄処分は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装又はおも

ちゃ（以下「違反食品等」という。）の食品衛生上の危害の発生を除去するために必

要な処置とし、再製、転用、返品等が不適当な場合に行うものとする。 

（危害除去処置命令） 

第 4条 法第 54条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用される法第 54

条の規定に基づく危害除去処置は、取扱改善命令、販売禁止命令、使用禁止命令、物

品の回収命令又は移動禁止命令により行うものとする。なお、当該違反食品等につい

て再製、転用、返品等が適当であると認められる場合は、次による不利益処分を行う



 

ものとする。 

一 当該違反食品等が販売の過程にある場合は、販売禁止命令を行うものとする。 

二 当該違反食品等が製造又は使用の過程にある場合は、使用禁止命令を行うものと 

する。 

第4条の2 取締条例第13条又は取締条例第13条の2の規定に基づく危害除去処置は、

取扱改善命令により行うものとする。 

 

第 3章 営業等の停止及び禁止、営業許可の取消し並びに施設又は設備の改善命令 

（営業等の停止） 

第 5条 法第 55条、法第 56条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用さ

れる法第 55条及び第 56 条並びに取締条例第 13 条の規定に基づく営業の停止並びに

取締条例第 13 条の２の規定に基づく食事の供給の停止は、別表に掲げるところによ

り、期間を定めて行うものとする。 

（営業等の禁止） 

第 6条 法第 55条、法第 56条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用さ

れる法第 55条及び第 56条の規定に基づく営業の禁止並びに取締条例第 13条の 2の

規定に基づく食事の供給の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測す

ることができない場合、又は営業許可を取り消すまでに至らないが違反行為が重大な

場合に営業の全部又は一部について行うものとする。 

（営業許可の取消し） 

第 7条 法第 55条、法第 56条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用さ

れる法第 55条及び第 56 条並びに取締条例第 13 条の規定に基づく営業許可の取消し

は、営業を継続することが食品衛生上きわめて危険であり、かつ、社会公共に及ぼす

影響が大きい場合に行うものとする。 

（施設又は設備の改善命令） 

第 8条 法第 56条並びに法第 62条第 1項及び第 3項の規定により準用される法第 56

条並びに取締条例第13条及び第13条の2の規定に基づく施設又は設備の改善命令は、

法第 51 条及び取締例第 6 条に基づく施設基準又は設備基準に合致させるため整備改

善を要する場合に、期間を定めて行うものとする。 

その期間の算定は、整備改善箇所の大小又は、食品衛生上の安全を確保するために

必要な期間を十分に考慮して行うものとする。 

 

第３章の２ ふぐ加工製品の取扱いの禁止、停止等 

（ふぐ加工製品の取扱いの禁止） 

第 8条の 2 ふぐ条例第 18条の２の規定に基づくふぐ加工製品の取扱いの禁止は、食

品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は違反行為

が重大な場合に、被処分者に対しふぐ加工製品取扱禁止命令により行うものとする。

なお、ふぐ加工製品の取扱いの禁止処分の継続中にその禁止事由が消滅したときは、

保健所長からの報告に基づき、解除命令を行うものとする。 

（ふぐ加工製品の取扱いの停止） 



 

第 8条の 3 ふぐ条例第 18条の２の規定に基づくふぐ加工製品の取扱いの停止は、別

表に掲げるところにより期間を定め、被処分者に対しふぐ加工製品取扱停止命令によ

り行うものとする。なお、停止日数は別表の範囲内において次に掲げる項目に必要な

日数をもって決定するものとする。 

(1) 試験検査等原因の究明及び原因の除去に要する日数 

(2) 従業員の教育及びふぐ加工製品に関する規定の遵守に要する日数 

(3) その他必要な措置に要する日数 

（必要な措置命令） 

第 8条の 4 ふぐ条例第 18条の２の規定に基づく必要な措置命令は、ふぐ条例第 17条

の３第２号から第５号までの規定又はふぐ条例第 18条の規定に合致させるために、

期間を定め、被処分者に対し改善命令により行うものとする。 

（違反に対する措置） 

第 8条の 5 ふぐ条例第 17条の３第２号から第５号までの規定又はふぐ条例第 18条の

規定に違反した場合の不利益処分は、次の措置を経た後に行うものとする。 

(1) 食品衛生監視員は、文書により衛生指導注意を行い、改善を指導する。 

(2) 前号により改善がなされない場合、保健所長は文書により改善を勧告する。 

 

第 4章 減算 

（減算） 

第 9条 次の各号のいずれかに該当するときは、停止日数を減算することができる。 

一 営業等の停止処分が行われる以前に営業者等において自主的に休業し、事件拡大防

止等の措置を行った場合（この場合、減算日数は、営業停止処分日に連続した休業日

数とし、かつ、停止日数の 3分の 2を超えてはならないものとする。） 

二 前号に掲げるもののほか、別に要領で定める場合 

 

第 5章 その他 

（報告） 

第 10 条 保健所長は、不利益処分を行ったときは、市長に速やかに報告するものとす

る。 

（聴聞及び弁明の機会の付与） 

第 11 条 保健所長は、不利益処分を行おうとする場合には、次の各号のいずれかの区

分に従い、意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益

処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。 

一 聴聞 

イ 営業許可の取消しをしようとするとき。 

ロ その他保健所長が必要と認めるとき。 

二 弁明の機会の付与 

前号に該当しないとき。 

 

 

https://www3.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml808263741.0.Mokuji.0.0.DATA.html#JUMP_SEQ_94
https://www3.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml808263741.0.Mokuji.0.0.DATA.html#JUMP_SEQ_94
https://www3.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml808263741.0.Mokuji.0.0.DATA.html#JUMP_SEQ_94


 

    附  則 

 この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 21年 10月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 24年 7月 25日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 24年 10月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 25年 3月 19日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 27年 10月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 



別表

処分条
項

違反条項 違反条項の規定事項

事故発生の場合 ７日以上３０日未満

上記以外の場合 １日以上１０日未満

第９条 病肉等の販売等の禁止

第１０条 指定外添加物等の販売等の禁止

指定食品以外に
使用した場合

５日以上２０日未満

上記以外の場合 ３日以上１５日未満

第１１条第３項 農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止

第１６条 有毒有害な器具等の販売等の禁止

第１８条第２項 基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止
第１９条第２項 表示の基準に合わない食品等の販売等の禁止

第２０条 虚偽表示等の禁止

第２５条第１項 製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止

第２６条第４項 検査命令未対応食品等の販売等の禁止

第４８条第１項 食品衛生管理者の設置

第５０条第３項 衛生基準の遵守

第７条第１項か
ら第３項

新開発食品等の販売禁止

第８条第１項 特定の食品又は添加物の販売等の禁止

第１７条第１項 特定の器具等の販売等の禁止

第５２条第２項
第１号又は第３

営業許可申請者の欠格条項

第５２条第３項 許可の条件

第５６
条

第５１条 営業施設の業種別基準

第６２条第１項 おもちゃへの準用

第６２条第３項 学校・病院等への準用

処分条
項

違反条項 違反条項の規定事項

第３条第２項 行商人届出事項の変更の届出

第５条第３項 弁当等人力販売業者の申請事項の変更の届出

第５条の２第２
項

許可済証の申請事項の変更の届出

第５条の３第３
項

製造業者等の申請事項の変更の届出

第６条 衛生基準等の遵守

第１０条 鑑札等の携行

第１０条の２ 許可済証の携行

第１３
条の２

第６条第１項 給食供給者の衛生基準の遵守

３　ふぐの取扱い規制条例

処分条
項

違反条項
違反条項の規定事項

第17条の3第2号 容器包装に入れられ、表示がされたものの使用義務

第17条の3第3号 仕入等に関する記録の作成、保管義務

第17条の3第4号 届出済票の他人への譲渡又は貸与の禁止

第17条の3第5号
ふぐの毒に起因する食中毒を防止するために必要な東京都
規則で定める事項の遵守義務

第18条 表示の基準に合わないものの販売の禁止

１日以上10日未満

１日以上10日未満

１日以上10日未満

１日以上10日未満

ふぐ加工製品の取扱い停止日数

第18条
の2

１日以上10日未満

第１１条第２項 基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止

５日以上　　　　　　２０日未満

３日以上　　　　　　１５日未満
１日以上　　　　　　１０日未満

１日以上　　　　　　１０日未満

１　食品衛生法

営業等の停止日数

第６条 不衛生な食品等の販売等の禁止

第５５
条

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

１０日以上　　　　　３０日未満

７日以上　　　　　　３０日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

１日以上　　　　　　１０日未満

第５５
条第５
６条

３日以上　　　　　　１５日未満

業務停止　７日以上 　　３０日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

１日以上　　　　　　１０日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

２　食品製造業等取締条例

営業等の停止日数

第１３条

１日以上　　　　　　１０日未満

１日以上　　　　　　１０日未満

３日以上　　　　　　１５日未満

１日以上　　  　　　１０日未満

１日以上　　　　　　１０日未満


