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○福島県食品衛生法施行細則 

昭和三十三年三月六日 

福島県規則第十三号 

改正 昭和三三年六月一六日規則第四七号 

昭和三五年一二月二〇日規則第一〇五号 

昭和三六年一一月二八日規則第一〇七号 

昭和四三年一月三〇日規則第一一号 

昭和四四年一月二一日規則第一三号 

昭和四四年一二月二六日規則第一一二号 

昭和四八年三月三一日規則第二二号 

昭和五一年四月二三日規則第四二号 

昭和六一年一月一〇日規則第一号 

平成三年三月三〇日規則第三二号 

平成七年一一月二四日規則第八一号 

平成九年三月三一日規則第五二号 

平成一一年三月三一日規則第四九号 

平成一二年四月一日規則第九七号 

平成一三年五月二二日規則第六二号 

平成一六年三月二六日規則第二六号 

平成一七年三月四日規則第一七号 

平成二〇年九月一二日規則第八三号 

令和三年三月三〇日規則第三九号 

福島県食品衛生法施行細則をここに公布する。 

福島県食品衛生法施行細則 

（当該職員） 

第一条 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。）第十条第一

項ただし書の当該職員は、獣畜にあつてはと畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）第十

九条第一項のと畜検査員とし、家きんにあつては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関

する法律施行規則（平成二年厚生省令第四十号）第四十九条の食鳥検査員とする。 

（昭四八規則二二・平七規則八一・平一六規則二六・平二〇規則八三・令三規則三

九・一部改正） 
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（検査命令書） 

第二条 食品衛生法施行令（昭和二十八年政令第二百二十九号。第十四条において「政令」

という。）第五条第一項の規定による命令書は、検査命令書（第一号様式）とする。 

（平九規則五二・一部改正、平一六規則二六・旧第七条繰上・一部改正、令三規則

三九・一部改正） 

（製品検査命令による検査申請書） 

第三条 食品衛生法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「施行規則」という。）

第二十八条第一項の申請書は、製品検査命令による検査申請書（第二号様式）とする。 

（昭四八規則二二・追加、平三規則三二・平九規則五二・一部改正、平一六規則二

六・旧第八条繰上・一部改正） 

（食品衛生監視員の緊急処分） 

第四条 食品衛生監視員は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があり、かつ、当

該処分をしなければ危害の発生を防止することができないと認めるときに限り、法第五十

九条の規定に該当する営業者に対し、当該食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄さ

せ、又はその販売を禁止し、若しくはその営業上の使用を禁止することができる。 

２ 食品衛生監視員は、前項の処分をしたときは、遅滞なくその旨を所属保健所長に報告し

なければならない。 

（昭四四規則一一一・一部改正、昭四八規則二二・旧第七条繰下、平一六規則二六・

旧第九条繰上・一部改正、令三規則三九・一部改正） 

（知事が定める基準） 

第五条 施行規則別表第十七の一ロ(3)の都道府県知事等が適正と認める講習会は、次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

一 保健所長が行う食品衛生責任者を養成するための講習会 

二 他都道府県知事等が適正と認める講習会 

２ 知事は、前項第一号の講習会を指定する機関に実施させることができる。 

３ 施行規則別表第十七の四イの飲用に適する水は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

一 福島県給水施設等条例（昭和五十四年福島県条例第三十九号）第二条に規定する施設

から供給される水 

二 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）の適用を受ける水道から供給される水のみ

を水源とする施設（前号の施設を除く。）から供給される水 
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三 他の法令により水質検査を義務付けられている施設であつて知事が指定するものか

ら供給される水 

四 前各号のほか、これらと同等と知事が認める水質検査の項目に適合した水 

（令三規則三九・追加） 

（特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出） 

第六条 施行規則第二条の二第一項の届出書は、健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票

（第三号様式）とする。 

（令三規則三九・追加） 

（食品衛生管理者の届出） 

第七条 施行規則第四十九条の届書は、食品衛生管理者選任（変更）届（第四号様式）とす

る。 

（平三規則三二・全改、平一六規則二六・旧第十二条繰上・一部改正、令三規則三

九・旧第五条繰下・一部改正） 

（営業許可申請書・営業届出書） 

第八条 施行規則第六十七条の申請書及び施行規則第七十条の二の届出書は、営業許可申請

書・営業届（新規、継続）（第五号様式）とする。 

（令三規則三九・追加） 

（許可営業者の地位の承継届） 

第九条 施行規則第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第七十条第一項の届出書は、地

位承継届（第六号様式）とする。 

２ 前項の規定は、法第五十七条に規定する営業を行う場合について準用する。 

（平七規則八一・追加、平一三規則六二・一部改正、平一六規則二六・旧第十四条

繰上・一部改正、令三規則三九・旧第七条繰下・一部改正） 

（営業許可を受けた旨の書面の掲示） 

第十条 法第五十五条第一項の規定により営業の許可を受けた者は、利用者の見やすい箇所

に同項の規定による営業許可を受けた旨の令達文（福島県公文例規程（昭和三十五年福島

県訓令第十五号）別表第三に規定する例式第五）を掲示しなければならない。ただし、営

業者の住所については省略することができる。 

２ 前項の規定は、福島県証明事務手数料条例（平成二十三年福島県条例第三号）第二条第

一項第五号の規定に基づき交付を受けた証明書をもつて代えることができる。 

３ 前二項に規定する令達文及び証明書は、その写しをもつて本書に代えることができる。 
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（令三規則三九・追加） 

（営業許可事項の変更届） 

第十一条 施行規則第七十一条の規定による届出は、営業許可申請書・営業届（変更）（第

七号様式）による。 

（昭四八規則二二・旧第十二条繰下・一部改正、平三規則三二・一部改正、平一六

規則二六・旧第十六条繰上・一部改正、令三規則三九・旧第九条繰下・一部改正） 

（廃業の届出） 

第十二条 施行規則第七十一条の二の規定による届出は、営業許可申請書・営業届（廃業）

（第八号様式）による。 

（令三規則三九・追加） 

（食品等の自主回収情報に関する届出） 

第十三条 法第五十八条第一項及び食品表示法（平成二十五年法律第七十号）第十条の二の

規定による届出は、自主回収届（着手／変更／終了）（第九号様式）による。 

（令三規則三九・追加） 

（書類等の経由） 

第十四条 法、政令、施行規則、省令又はこの規則の定めるところにより知事に提出する書

類は、所轄の保健所長を経由して提出しなければならない。 

（昭四八規則二二・追加、平三規則三二・一部改正、平一六規則二六・旧第十八条

繰上、令三規則三九・旧第十一条繰下） 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 食品衛生法施行細則（昭和二十三年福島県規則第七十六号）は、廃止する。 
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附 則（昭和三三年規則第四七号）抄 

１ この規則は、昭和三十三年六月二十日から施行する。 

附 則（昭和三五年規則第一〇五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三六年規則第一〇七号） 

この規則は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。 

附 則（昭和四三年規則第一一号） 

この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。 

附 則（昭和四四年規則第一三号） 

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の

日から施行する。 

附 則（昭和四四年規則第一一二号） 

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。 

附 則（昭和四八年規則第二二号） 

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表の第二業種別基準の表飲

食店営業、食肉販売業、漁介類販売業及びそうざい製造業の項の改正規定のうちまな板に係

る部分は、この規則の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

附 則（昭和五一年規則第四二号） 

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、この規則の施行日において現

に法第二十一条の規定に基づく許可を受けている者にあつては、別表第二の一施設（共通）

基準の九の改正規定は、昭和五十一年十月一日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三年規則第三二号） 

１ この規則は、平成三年十月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県食品衛生法施行細則第四号様

式から第九号様式まで、第十一号様式及び第十二号様式による用紙は、当分の間、使用す

ることができる。 

附 則（平成七年規則第八一号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県食品衛生法施行細則（以下「改正前の規則」と
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いう。）の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の福島県食品衛生法施行細

則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則第九号様式及び第十二号様式に

よる用紙は、当分の間、所要の調整をしてこれを使用することができる。 

附 則（平成九年規則第五二号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出さ

れている申請書は、改正後の福島県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された申請

書とみなす。 

附 則（平成一一年規則第四九号） 

１ この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県食品衛生法施行細則に定める

様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一二年規則第九七号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県食品衛生法施行細則第十五条の規定に基づい

て掲示されている標識は、改正後の福島県食品衛生法施行細則第十五条の規定に基づいて

掲示された標識とみなす。 

附 則（平成一三年規則第六二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第二六号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県食品衛生法施行細則（以下「改正前の規則」と

いう。）の規定に基づいて提出されている製品検査命令による申請書及び営業許可申請書

は、改正後の福島県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された製品検査命令による

申請書及び営業許可申請書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則第十五条の規定に基づいて掲示されている標識

は、改正後の福島県食品衛生法施行細則第八条の規定に基づいて掲示された標識とみなす。 

４ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一七年規則第一七号） 
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１ この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 

２ 不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号。以下「新法」という。）附則第三条第四

項の規定によりなおその効力を有することとされている新法による改正前の不動産登記

法（明治三十二年法律第二十四号）第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄

本又は抄本は、新法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなす。 

３ 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十六年法律第百二十四

号。以下「整備法」という。）第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有すること

とされている整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法（昭和三十八年法律第百

二十五号）第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本又は抄本は、整備法第五

十二条の規定による改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項

証明書とみなす。 

４ この規則の施行の際現に作成されている改正前のそれぞれの規則に定める様式による

用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二〇年規則第八三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和三年規則第三九号） 

１ この規則は、令和三年六月一日から施行する。 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第四十六号）附則第九条の届出に

当たつては、この規則による改正後の福島県食品衛生法施行細則（以下「改正後の規則」

という。）第八条に規定する第五号様式については、施行の日前においても、使用するこ

とができる。 

３ この規則の施行の際現に改正前の福島県食品衛生法施行細則（以下「改正前の規則」と

いう。）第八条の規定に基づいて掲示されている標識は、改正後の規則第十条の規定に基

づいて掲示された令達文又は証明書若しくはその写しとみなす。 

４ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

５ この規則の施行の際現に福島県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（令和三年福

島県条例第三十三号）の施行の前の福島県食品衛生法施行条例（平成十二年福島県条例第

八十号）別表第一の一のクの(1)の（六）及び別表第二の一のキの(1)の（六）の食品衛生

責任者に該当する者についてはなお従前の例による。 
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第１号様式（第２条関係） 

（昭48規則22・追加、平３規則32・一部改正、平16規則26・旧第６号様式繰上・

一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

（昭48規則22・追加、平３規則32・平９規則52・平11規則49・一部改正、平16

規則26・旧第７号様式繰上・一部改正） 

第３号様式（第６条関係） 

（令３規則39・全改） 

第４号様式（第７条関係） 

（令３規則39・全改） 

第５号様式（第８条関係） 

（令３規則39・全改） 

第６号様式（第９条関係） 

（令３規則39・全改） 

第７号様式（第11条関係） 

（令３規則39・全改） 

第８号様式（第12条関係） 

（令３規則39・全改） 

第９号様式（第13条関係） 

（令３規則39・追加） 

 


