News Release
令和元年６月２５日

食品表示の適正化に向けた取組について
消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、食品の
表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示
法及び健康増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとしましたの
で、お知らせいたします。
１

基本方針

不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地
方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財
務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に
基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。
このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期におい
ては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしま
した。
２

夏期一斉取締りの実施について
国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏
期において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛
生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、
食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係
る取締りの強化を全国一斉に実施します（別紙）。

（１）実施時期：令和元年７月１日から同月 31 日まで
（２）主な監視指導事項
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
エ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
３

表示の適正化等に向けた重点的な取組について
国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品

表示法や景品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を
実施してきたところです。
近年、日本で発生している細菌性食中毒の中で、カンピロバクター食中毒の
発生件数が最も多いこと、痩身効果を標ぼうするいわゆるダイエット健康食品
（以下「ダイエット健康食品」という。）による健康被害が多く報告されてい
ること、食品表示基準の新基準への移行に係る猶予期限が迫っていることなど
を踏まえ、夏期一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓
発活動を実施します。
（１）カンピロバクター食中毒対策の推進について
近年、日本で発生している細菌性食中毒の中で、カンピロバクター食中
毒の発生件数が最も多いこと、及び平成 30 年５月８日に、内閣府食品安
全委員会が公表した「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル ～
鶏肉等における Campylobacter jejuni/coli～」において、
「加熱用」等の
表示に係る情報伝達の重要性等が示されていることなどに鑑み、カンピロ
バクター食中毒の予防対策について、引き続き、加熱が必要な旨の確実な
情報伝達等により、加熱用の鶏肉等が生食又は加熱不十分で提供されるこ
とのないよう、別添１の啓発パンフレット等を活用し、食品衛生部局と連
携しつつ、食品関連事業者等への周知啓発を図る。
（２）食中毒等の健康被害発生時の連携について
食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に
係る遡及確認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速
やかに関係部署及び関係機関が連携して調査等を実施する。
（３）ダイエット健康食品の注意喚起について
ダイエット健康食品については、近年においてもインターネット等の各
種広告媒体において多く見受けられること、及び国立健康・栄養研究所が、
平成 22 年から平成 30 年までに「健康食品の安全性・有効性情報（ＨＦＮ
ｅｔ）」に掲載された公的機関が公表した健康被害情報を集計・解析した
結果において、ダイエット健康食品を摂取することによる健康被害の情報
が最も多いとする報告 ※がなされていることに鑑み、一般消費者がダイエ
ット健康食品を安易に使用することのないよう、別添２の啓発パンフレッ
ト等を活用し、一般消費者への注意喚起を促す。
※国内外で注意喚起された健康食品による健康被害の特徴
https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail3970.html
（４）新基準への移行について
食品表示基準附則第４条に規定する経過措置により旧基準に基づく表
示が認められる猶予期間が、令和２年３月 31 日までであることに鑑み、

食品関連事業者等に対し、適宜新基準への移行を積極的に促すとともに、
新たに義務化された栄養成分表示については、別添３のチラシを活用し、
食品関連事業者等への周知啓発を図る。
（５）食品リコール（自主回収）の届出制度の創設について
平成 30 年 12 月に公布された食品表示法の一部を改正する法律におい
て、食品関連事業者等は、食品表示法第６条第８項の内閣府令で定める食
品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品表示基
準に従った表示がされていない食品を販売した場合において、当該食品を
回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理
大臣に届け出なければならないものとする食品リコール（自主回収）の届
出制度が新たに創設され、令和３年６月までに当該届出制度が施行される
ことを踏まえ、別添４の啓発パンフレット等を活用し、事業者及び一般消
費者の双方に対して当該制度の普及啓発を図る。
本件に関する問合せ先
消費者庁表示対策課食品表示対策室
田中、川島
TEL : 03(3507)8800（代表）
H P : https://www.caa.go.jp/
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令和元年度食品衛生法等の規定に基づく食品等の表示に
係る夏期一斉取締りの実施について
食品等の表示に係る監視指導については、日頃から格別の御尽力をいただき、ありが
とうございます。
さて、例年のとおり、
「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」
（平成 15 年厚
生労働省告示第 301 号）に基づき食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、
食品等の表示の適正を確保する観点から、全国一斉に標記取締りを実施していただくこ
ととしていますので、下記に御留意の上、別添１の実施要領に基づき御協力をお願いし
ます。
また、実施計画の策定に当たっては、平成 30 年度夏期一斉取締り及び平成 30 年度年
末一斉取締りの結果を参考にするとともに、食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号
）に定める表示事項（食品表示法第６条第８項に規定するアレルゲン、消費期限、食品
を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性
に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令（平成 27 年内閣府令第 11 号）第５条第
１項に定める事項に係るものに限る。）が遵守されるよう監視指導をお願いします。
なお、別添１の実施要領は、夏期一斉取締りに係る基本事項であることから、監視指
導に当たっては、各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づい
て適宜事項を追加するとともに、景品表示法等の他法令に違反しているおそれのある表
示を確認した際には、担当部署に情報提供するなど、引き続き適切な連携対応をお願い
します。
追って、取りまとめ結果については、公表することとしていますので、御了知くださ
い。

記
１．カンピロバクター食中毒対策の推進について
カンピロバクター食中毒は、日本で発生している細菌性食中毒の中で、近年、発生
件数が最も多く、平成 30 年においても事件数 319 件、患者数 1,995 人（厚生労働省公
表食中毒統計）で推移していること、及び「食品健康影響評価のためのリスクプロフ
ァイル

～鶏肉等における Campylobacter jejuni/coli～」（平成 30 年５月８日、内

閣府食品安全委員会公表）において、「健康被害解析及び鶏肉・鶏内臓（以下、「鶏肉
等」という。）の汚染実態調査結果から、厚生労働省及び消費者庁より発出された『カ
ンピロバクター食中毒対策の推進について』
（平成 29 年３月 31 日付け生食監発第 0331
第３号、消食表第 193 号）の通知内容を事業者が遵守することにより、生食又は加熱
不十分の鶏肉等の喫食割合が減少し、食中毒が減少すると考えられる。」と示されてい
ることに鑑み、カンピロバクター食中毒の予防対策について、引き続き、加熱が必要
な旨の確実な情報伝達等により、加熱用の鶏肉等が生食又は加熱不十分で提供される
ことのないよう、別添４の啓発パンフレット等を活用し、食品衛生部局と連携しつつ、
食品関連事業者等への周知啓発を図ること。
２．食中毒等の健康被害発生時の連携について
食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に係る遡及確
認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速やかに関係部署及び関
係機関が連携して調査等を実施すること。
３．痩身効果を標ぼうするいわゆるダイエット健康食品の注意喚起について
痩身効果を標ぼうするいわゆるダイエット健康食品（以下「ダイエット健康食品」
という。）については、近年においてもインターネット等の各種広告媒体において多く
見受けられること、及び国立健康・栄養研究所が、平成 22 年から平成 30 年までに「健
康食品の安全性・有効性情報（ＨＦＮｅｔ）」に掲載された公的機関が公表した健康被
害情報を集計・解析した結果において、ダイエット健康食品を摂取することによる健
康被害の情報が最も多いとする報告（https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detai
l3970.html）がなされていることに鑑み、一般消費者がダイエット健康食品を安易に
使用することのないよう、別添５の啓発パンフレット等を活用し、一般消費者への注
意喚起に協力願いたいこと。
なお、ダイエット健康食品の中には、医薬品成分を含むもの、医薬品と紛らわしい
もの、虚偽誇大な広告表示を伴うものが多く、国民の健康保護及び商品選択上の問題
を引き起こす場合もあるため、引き続き、関係部署及び関係機関が連携し、関係法令
に基づき厳正に対処されたいこと。

４．新基準への移行について
食品表示基準附則第４条に規定する経過措置により旧基準に基づく表示が認めら
れる猶予期間が、令和２年３月 31 日までであることに鑑み、食品関連事業者等に対
し、適宜新基準への移行を積極的に促すこと。
また、新たに義務化された栄養成分表示の周知啓発に当たっては、引き続き、別添
６の啓発パンフレット等を活用願いたいこと。
なお、食品表示基準については、不断の見直しの検討が進められていることに鑑み、
新基準への移行後においても、食品表示の適正化に向けた食品関連事業者等に対して
継続的な普及啓発を行えるよう体制の整備を図られたいこと。
５．「食品表示法の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 97 号。以下「改正法」と
いう。）第 10 条の２の規定に基づく届出制度の周知・普及について
平成 30 年 12 月に公布された改正法において、食品関連事業者等は、食品表示法第
６条第８項の内閣府令で定める食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事
項について食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売した場合において、
当該食品を回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理
大臣に届け出なければならないものとする食品リコール（自主回収）の届出制度が新
たに創設され、令和３年６月までに当該届出制度が施行されることを踏まえ、別添７
の啓発パンフレット等を活用し、事業者及び一般消費者の双方に対して当該制度の普
及啓発を図られたいこと。
（※

本通知の別添については、添付省略）
以上
消費者庁表示対策課食品表示対策室
担 当：田中、川島
電 話：03-3507-8800（代表）
ＦＡＸ：03-3507-9293
e-mail：g.shokuhyotai@caa.go.jp

鶏肉によるカンピロバクター食中毒を
発生させないために
〜
「加熱用」表示をしっかり確認〜

別添１

!!

平成３０年、２６３件の飲食店がカンピロバクター食中毒で営業禁止等の処分を受けています。

食鳥処理業者、
卸売業者の皆さまへ

鶏肉を扱う飲食店
の皆さまへ

● 加熱用や用途不明の鶏肉・鶏
内臓を生食用として提供して

● 通 知 に 基 づ き、「加 熱 用」、
「中心部まで十分に加熱して
お召し上がりください」
、
「生

はいけません。
● 鶏肉・鶏内臓を調理する際は、
「加熱用」などの表示に従い、
十分に加熱。

食用にはしないでください」
の 表 示 等 で、情 報 伝 達 を 確
実に 実施。
●「新鮮だから大丈夫」は根拠
のない誤った発言ですので、
やめてください。

加熱用 等と
中心部を 75℃で 1 分間以上

しっかり表示

詳しい情報を知りたい方へ

カンピロバクターとは？

食中毒予防の詳しい情報は、以下のウェブサイトに掲載
されていますので、ご活用ください。
厚生労働省・消費者庁
連名通知へのリンク

内閣府食品安全委員会のリス
クプロファイルへのリンク

日食協の「知ろう ! 防ご
う ! 食中毒」へのリンク

提供：国立医薬品食品衛生研究所

鶏、牛、豚、ペットなど動物の腸管内に
生息します。少ない菌量（数百個程度）
でヒトに感染しますが、乾燥に弱く、十
分な加熱調理で死滅します。

公益社団法人日本食品衛生協会
【問合せ】消費者庁

電話 03-3507-8800（代）

表示対策課食品表示対策室・食品表示企画課

ウェブサイト

http://www.n-shokuei.jp

別添２

消費者の皆さま

ご注意ください！

簡単に痩せられると宣伝する
いわゆる「ダイエット健康食品」で
多くの健康被害 が報告されています。

注意！

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所ウェブサイト
記事：国内外で注意喚起された健康食品による健康被害の特徴

体調が優れない場合は、使用を中止し、
すぐに医療機関や保健所にご相談を！

「健康食品Q&A」
（消費者庁作成）より
内容を一部抜粋

Q3

簡単に痩せるために健康食品を利用したい
です。

A3

食事のコントロールも運動もせずに、健康食品だけで安全に、
楽に痩せることはありません。

Q5

宣伝・広告にある効果を信用しても良いで
すか？注意するポイントはどこですか？

A5

宣伝・広告は、一部の効果が強調されている場合があります。
その他、通信販売の場合、契約上の注意事項が目立たないよう
に記載されている可能性もありますので、注意が必要です。
キャッチコピーだけでなくパッケージの表示をしっかり確認し
ましょう。

※「健康食品Q&A」の配布希望の方は、消費者安全課までご連絡ください。

【問合せ先】 電話 03-3507-8800（代表）
消費者庁 消費者安全課・表示対策課食品表示対策室

別添３
平成27年4月1日から義務表示になっています
栄養成分表示を行っていますか？

食品関連事業者の皆様
新たな食品表示制度では、一般用加工食品に

栄養成分表示が義務付けられています。
まだ対応していない場合は、

令和２年（2020年）３月31日までに行ってください。
○ 令和２年（2020年）４月１日以降に製造（又は加工・輸
入）されるものには栄養成分表示が必要となりますの
で、速やかな表示の切替えに努めてください。
具体的な表示の例

クッキー
必ず「栄養成分表示」
と表示します。

熱量及び栄養成分
の項目の表示の
順番は決まって
います。

栄養成分表示
（１枚当たり）
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

25kcal
0.3g
1.1g
3.5g
0.04g

食品単位は、100ｇ、
100ｍｌ、１食分、１包装、
その他の１単位の
いずれかを表示します。

表示される値は
分析のほか、
計算等によって
求めた値を表示
することが可能
です。

栄養成分表示
消費者庁食品表示企画課保健表示室 ０３-３５０７-８８００（代表）
東京都千代田区霞が関３-１-１ 中央合同庁舎第４号館６Ｆ https://www.caa.go.jp/foods/
【令和元年６月】

平成27年4月1日から義務表示になっています
栄養成分表示を行っていますか？

食品関連事業者の皆様からよくある質問
表示する値を求める際、必ず分析する必要がありますか？
◎ 必ずしも分析する必要はありません。
日本食品標準成分表（文部科学省 科学技術・学術審議会資源調査分科会
報告）等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて、表示す
る値を求めることも可能です。
ただし、栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）をする場合や栄養機能
食品の場合は、食品表示基準で定められた方法により得られた値を表示し
なければなりません。

データーベース等から計算して得た値を表示する場合に、「推定値」
又は「この表示値は、目安です。」の表示は必要ですか？
◎ 必ずしも表示をする必要はありません。
食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示値の許容差の範囲
内にあれば、「推定値」等の表示は必要ありません。
ただし、表示された一定の値について、許容差の範囲を超える可能性がある
場合は、「推定値」等を表示する必要があります。この場合、値を設定した根
拠資料を保管し、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの
文言を栄養成分表示に近接した場所に表示する必要があります。
なお、下限値及び上限値で表示する場合は、「推定値」等で表示することは
できません。

栄養成分表示の方法について詳しく分かる資料はありますか？
◎ 詳しくは、消費者庁ウェブサイトに掲げる次の資料を御覧ください。
リーフレット
「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示」
ガイドライン
「＜事業者向け＞食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第２版」
栄養成分表示
消費者庁食品表示企画課保健表示室 ０３-３５０７-８８００（代表）
東京都千代田区霞が関３-１-１ 中央合同庁舎第４号館６Ｆ https://www.caa.go.jp/foods/
【令和元年６月】

別添４

消費者の皆様へ
消費者の健康被害発生防止のため、
2021年６月までに、食品リコール
（自主回収）情報が一元的に確認で
きるようになります！
■ 改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品事業者が行う食品リ
コールに関する情報を一元的にシステムで見られるようになります。
■ 対象となる食品リコール情報は次のとおりです。
・ 大腸菌による汚染や異物の混入等（食品衛生法違反又は違反のおそれ）
・ アレルゲンや消費期限、保存の方法等の安全性に関する表示の欠落や
誤り （食品表示法違反）

●

どのような情報が確認できるようになりますか。

自主回収される食品について、その商品名、回収理由、想定される健康
被害等の情報が確認できるようになります。具体的な開示情報について
は、追って厚生労働省及び消費者庁が定めて公表します。

●

どこで見られるようになりますか。

オンライン上のシステムで確認できるようになります。
（それ以外の方法による情報発信については、現在検討中です。）

●

いつから見られるようになりますか。

システムについては、2021年６月までの完全稼働を目指しています。
厚生労働省

医薬・生活衛生局

食品監視安全課

〒100-8958 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第５号館 電話 03-5253-1111（代）

消費者庁

食品表示企画課

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館 電話 03-3507-8800（代）

消費者の健康被害防止のため、2021年６月
までに、食品リコール（自主回収）を行った
場合の届出が義務化されます！
改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品リコールを行った
場合、行政へ届出することが義務化されます。
届出された情報は国のシステムで一元的に管理され、公表されます。
行政への届出は、2021年６月までに義務化されます。
<届出から公表までの基本的な流れ>

自主回収届出（食品衛生法違反の場合のイメージ）例）

食品の製造者や販売者

名称

○○○

賞味期限

○年○月○日

製造者

（株）厚労商店

自主回収の理由

腸管出血性大腸菌O157の検出

クラス分類※１

CLASS Ⅰ

画像

自主回収対象食品の写真等

・・・・

・・・・・・・

自主回収情報を原則オンライン上で入力

届出
都道府県等※２

※１ クラス分類：重篤な健康被害発生の可能性に応じⅠ、Ⅱ、Ⅲの三段階で分類。

自主回収届出（食品表示法違反の場合のイメージ）例）

報告

名称

○○○

賞味期限

○年○月○日

製造者

（株）消費商店

自主回収の理由

「小麦」のアレルゲン表示の欠落

健康への影響
（クラス分類は検討中）

「小麦」にアレルギーを有する人が、じん
ましん、呼吸困難等のアレルギー症状を
発症することがある。

画像

自主回収対象食品の写真等

・・・・

・・・・・・・

●

厚生労働省・消費者庁
公表
消費者
※２食品表示法については、政令で委任予定

食品の自主回収をしたら必ず届出が必要ですか。
・大腸菌による汚染や異物の混入等（食品衛生法違反又は違反のおそれ）
・アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り（食品表示法違反）
による自主回収をする場合※３の届出が義務化されます。届出は原則オンライン上のシステムで
行うことになり、 システムについては2021年６月までの完全稼働を目指しています。

※３ 具体的な届出事項と届出手続については、追って厚生労働省令・内閣府令等で規定します。
政省令を策定する際にはパブリックコメントで意見募集を行います。
厚生労働省

医薬・生活衛生局

食品監視安全課

〒100-8958 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第５号館

電話 03-5253-1111（代）

消費者庁

食品表示企画課

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館

電話 03-3507-8800（代）

