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食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく
表示の基準に関する内閣府令等の施行について

下記１の内閣府令等が本日公布され、平成２３年９月１日より施行されるの
で、下記２～６の事項に留意の上、その運用に遺憾なきよう取り計らわれるよ
うお願いします。
また、当該改正の内容について、関係事業者等への周知方よろしくお願いし
ます。
記
１ 本日公布された内閣府令等
（１）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
（平成２３年内閣府令第４５号）
（２）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを
主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令（平成２３年内閣府令
第４６号）
（３）食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部
を改正する命令（平成２３年内閣府令・厚生労働省令第５号）
（４）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
の施行に伴う消費者庁関係告示の整備に関する告示（平成２３年消費者庁
告示第８号）
２ 内閣府令の制定の趣旨
（１）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）第１９条

に基づく表示基準について、加工食品等食品全般に関しては食品衛生法施
行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。以下「規則」という。）第２１条に、
乳及び乳製品に関しては乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和２
６年厚生省令第５２号。以下「乳等省令」という。）第７条にそれぞれ規定
されている。
（２）平成２１年９月の消費者庁設置に伴い、法に規定する表示基準に関する
権限が消費者庁に移管されたところである。食品衛生法に基づく表示基準
について、後述の個別案件に係る改正を行う必要があることから、当該改
正に際して、法に基づく表示基準を新たに内閣府令として制定することと
した。
３ 内閣府令等の内容
（１）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
（以下「表示基準府令」という。）は、表示基準府令制定前の規則第２１条
に以下の個別案件に係る改正を反映したもの。
①防かび剤フルジオキソニルの指定添加物への指定に係る対象食品の追加
（第１条第１項第１１号ハ関係）
指定添加物としてフルジオキソニルを新規指定するための規則の一部
改正命令（後述（３）の命令）が本日付けで公布され、平成２３年９月１
日より施行されることから、当該添加物の使用対象食品として、あんず、
おうとう、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マ
ルメロ、もも及びりんごを追加。
②パパイヤ及びパパイヤを主な原材料とするものの遺伝子組換え食品に係る
表示対象への追加（別表第１関係）
食品安全委員会において遺伝子組換えパパイヤ（パパイヤリングスポッ
トウイルス抵抗性パパイヤ 55-1 系統）の安全性が確認され、今後、我が
国に対する輸出が見込まれるという状況になっていることから、遺伝子組
換え食品に係る表示対象食品として、パパイヤ及びパパイヤを主な原材料
とするものを追加。
（２）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを
主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令（以下「乳等表示基準

府令」という。）は、乳等表示基準府令制定前の乳等省令第７条に相当する
もの。
（３）食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部
を改正する命令は、表示基準府令及び乳等表示基準府令の制定に伴い、規
則第２１条、乳等省令第７条等を削除するなど、所要の改正を行うもの。
（４）食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
の施行に伴う消費者庁関係告示の整備に関する告示は、表示基準府令及び
乳等表示基準府令の制定に伴い、消費者庁関係告示について所要の改正を
行うもの。
４ 運用上の注意
フルジオキソニル及びこれを含む製剤を使用したあんず、おうとう、かん
きつ類（みかんを除く。）、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリ
ン、びわ、マルメロ、もも及びりんごにあっては、表示基準府令第１条の規
定に基づき添加物表示を行うよう、関係業者に指導いただきたい。
なお、フルジオキソニル及びこれを含む製剤を使用したあんず、おうとう、
かんきつ類（みかんを除く。）、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタ
リン、びわ、マルメロ、もも及びりんごを、いわゆるばら売り等によって消費
者に販売する場合であっても、これを使用した旨の表示を行うよう販売業者に
指導いただきたい。
５ 施行期日
平成２３年９月１日に施行する。ただし、遺伝子組換え表示の対象食品に
パパイヤを追加することについては、同年１２月１日に施行する。
６ その他（既存通知の取扱いについて）
本日公布する内閣府令に関する既存の通知等については、別途の通知等が
発出されない限り、既存の通知等において、規則第２１条及び乳等省令第７
条の各条項が規定されているものは、それぞれ表示基準府令及び乳等表示基
準府令で該当する各条項に読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引
き続き適用される。これに該当する通知例を別添として添付するので、必要
に応じて参照いただきたい。

別添
通知名
1 食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について
2 標示を要する生菓子類の定義について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行及び食
3
品、添加物等の規格基準の制定について
4 食品衛生法の運用について
5 食品等の名称の標示及びかん詰の主要原材料名の標示につ
魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ等の規格証票の品名欄に記
6
載する品名の大きさについて
7 乳酸菌飲料の標示について
容器包装の面積が狭いため標示を省略することができる食
8
品について
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部
9
改正について
10 食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部
11
改正について
12 豆汁製品取扱いについて
13 サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品の表示に
コーンクリーム、スープ類の製造販売にかかる営業の取扱
14
いについて
15 洋生菓子の衛生規範について
16 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正につい
17 健康食品の表示等に関する指針について
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部
18
改正について
19 生めん類の衛生規範等について
20 食品添加物製剤の表示等について
21 放射線照射ばれいしょの表示について
22 乳及び乳製品のリステリアの汚染防止等について
23 液卵の製造等に係る衛生確保について
24 食品衛生法施行規則等の一部改正について
25 食品衛生法施行規則等の一部改正について
26 生食用食肉等の安全性確保について
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関す
27
る省令の一部を改正する省令等の施行について
28 アレルギー物質を含む食品に関する表示について
29 遺伝子組換え食品に関する表示について
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関す
30
る省令の一部を改正する省令の施行について
31 保健機能食品制度の創設について
32 保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部
33
改正について
34 加工食品の表示に関するＱ＆Ａについて
加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａについて（第３集：遺
35
伝子組換え食品に関する表示について）
「食品衛生法に基づく表示について」及び「乳及び乳製品
36
の成分規格等に関する省令に基づく表示について」の一部
食品衛生法施行規則に規定する「栄養機能食品」に係る適
37
正な表示の指導について
38 「健康食品」に係る制度の見直しについて
保健機能食品制度の見直しに伴う特定保健用食品の審査等
39
取扱い及び指導要領の改正について
40 市町村合併に伴う所在地又は住所の表示について
41 「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について
「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴う
42
食品衛生法施行規則の一部改正等について
「日本人の食事摂取基準（２００５年版）」の策定に伴う
43 「保健機能食品制度の創設等に伴う取扱い及び改正等につ
いて」等の改正について
44 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加
45
物等の規格基準の一部を改正する件について
46 特別用途食品の表示許可等について
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