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＜指導の品目区分別の状況＞

　生鮮食品計 　加工食品計

農産物 米 畜産物 水産物
農産

加工品
畜産

加工品
水産

加工品
その他の
加工食品

218  102  28    9      27    38    135  42    18          45 30      

83    31    9      3      12    7      59    18    8            18 15      

86    44    14    3      11    16    44    12    5            10 17      

＜指導の主な違反区分別の状況＞
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＜指導の対象となった事業者による情報提供の方法＞
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食品表示法の食品表示基準に係る指導の件数等

令 和 ２ 年 ６ 月
消 費 者 庁
国 税 庁
農 林 水 産 省

　 食品表示法の食品表示基準に係る国（消費者庁、国税庁及び農林水産省）による令和元年度
下半期（令和元年10月～令和２年３月）の指導の件数等は、以下のとおりです。

平成３０年度 87 131 218

令和元年度 83 86 169

（単位：件数）

指導
上半期 下半期

合計
（参考）

（４月～９月） （10月～３月）

平成３０年度

令和元年度上半期

令和元年度下半期

注：一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースがあり、品目区分数の合計は指導件数と一致しない。

指導 ： 「食品表示法に基づく指示及び指導並びに公表の指針」に照らし、食品表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであり、違反事業者が
         直ちに表示の是正を行い、事実と異なる表示があった旨を速やかに情報提供している場合に行う行政指導

指示 ： 「食品表示法に基づく指示及び指導並びに公表の指針」に照らし、指導に該当しない場合に行う行政指導（食品表示法第６条第１項及び第３項）

命令 ： 食品表示法第６条第１項又は第３項の指示に係る措置を、正当な理由なく履行しない事業者に対する行政処分（食品表示法第６条第５項）、「食品表
　　　　 示法に基づく命令等の指針」に照らし、食品の回収等又は営業停止を命ずる行政処分（食品表示法第６条第８項）

注 ： 食品表示法は、食品衛生法、健康増進法、ＪＡＳ法に規定されていた食品表示に関する規定を統合したもので、平成27年４月に施行。

指導
件数

品目区分数

指導
件数

計

主な違反区分

名称の
誤表示・欠落

原材料名の
誤表示・欠落

原産地の
誤表示・欠落

その他

平成３０年度 237            22              78              113 24                 

令和元年度下半期 88              8                23              46 11                 

令和元年度上半期 90              10              36              41 3                   

注：一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースでは、品目区分ごとに主な違反区分を整理しており、その合計は指導件数と一致しない。

注：原産地の誤表示・欠落には、加工食品の原料原産地及び原産国の誤表示・欠落を含む。

注：その他は、原料玄米の誤表示・欠落等である。

指導
件数

計
情報提供の方法

社告 ウェブサイト 店頭告知 手紙等

令和元年度上半期 90              0 26 51 13

平成３０年度 237            0 58 146 33

（資料）　　令和元年度下半期における指導の状況：資料１

　　　　　   令和元年度下半期における指導の分類：資料２

注：一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースでは、品目区分ごとに情報提供の方法を整理しており、その合計は指導件数と一致しない。

令和元年度下半期 88              0 22 49 17



品目
区分

品目

宮城 農 もも 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「山梨県産」と表示 手紙等

宮城 農
かぼちゃ、プラム、たま
ねぎ　ほか

原産地の誤表示・欠落 かぼちゃについて、「メキシコ産」の不表示 店頭告知

茨城 加(農) 農産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 手紙等

東京 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 水域名「十三湖産」の不表示 店頭告知

東京 加(農) 茶製品 原産国の誤表示・欠落
「アメリカ、ポーランド、ブルガリア」を「アメリカ、ポーランド、その
他」と表示

ウェブサイト

東京 加(農) 農産加工品 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 店頭告知

東京 加(水) 水産加工品 原産国の誤表示・欠落 「中国」、「国産」と二重に表示 店頭告知

神奈川 農 とうもろこし 原産地の誤表示・欠落 「埼玉県産」を「群馬県産」と表示 手紙等

新潟 加(他) 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「国産」を「アメリカ産」と表示 店頭告知

愛知 加(他) 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

鳥取 加(農) ゆでた枝豆 原材料名の誤表示・欠落 原材料及び原産国「中国」の不表示 店頭告知

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「福岡県」を「大分県」と表示 店頭告知

鹿児島 加(水) うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

令和元年度下半期における指導の状況（１）

（令和元年10月）

品目
違反事実の

主な告知方法
主な違反内容主な違反区分

事業者
所在地

資料１



品目
区分

品目

埼玉 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落
容器包装に「メキシコ産」、プライスラベルに「北海道」と二重に表
示

店頭告知

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「山口県産」を「岩手県産」と表示 店頭告知

千葉 加(他) 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

東京 農 バナナ 原産地の誤表示・欠落 「エクアドル」の不表示 手紙等

東京 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 「オーストラリア産」を「アメリカ合衆国」と表示 手紙等

東京 加(水) うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

神奈川 農 しいたけ 菌床表示の誤表示･欠落 「菌床」の不表示 店頭告知

神奈川 加(畜)
ロースハム、ベーコン、
ポークウィンナー

名称の誤表示・欠落 名称及び原材料の不表示 店頭告知

神奈川 加(他) 冷凍しゅうまい 名称の誤表示・欠落 名称及び原材料の不表示 店頭告知

岐阜 加(他) 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

愛知 農 アボカド 原産地の誤表示・欠落 「メキシコ産」を「ペルー産」と表示 手紙等

愛知 水 ほたてがい 原産地の誤表示・欠落 水域名「北海道沖」の不表示 店頭告知

大阪 米 玄米 その他 実際と異なる商品名を表示 ウェブサイト

大阪 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾（太平洋）」を「台湾産大西洋」と表示 店頭告知

兵庫 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

兵庫 加(畜) 牛肉加工品 原材料名の誤表示・欠落
ホルスタイン種の牛肉を使用したにもかかわらず、黒毛和種と表
示

手紙等

兵庫 加(水) ちくわ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

兵庫 加(他) レトルトパウチ食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 手紙等

兵庫 加(他) 焼き菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

広島 加(農) 乾燥ねぎ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示 ウェブサイト

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

令和元年度下半期における指導の状況（２）

（令和元年11月）

事業者
所在地

品目

主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法



品目
区分

品目

千葉 加(他) しょうゆ 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「アメリカ、カナダ」と表示 ウェブサイト

千葉 加(他) しょうゆ 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「アメリカ、カナダ」と表示 ウェブサイト

東京 農 バナナ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 ウェブサイト

東京 水 生鮮水産物 名称の誤表示・欠落
シールに「アルゼンチンアカエビ」、プライスラベルに「バナメイえ
び」と二重に表示、原産地「アルゼンチン」を「インド」と表示

店頭告知

東京 加(農) 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

東京 加(水) ゆでだこ、ゆでえび 原料原産地名の誤表示・欠落 ゆでだこについて、「岩手県」の不表示 店頭告知

神奈川 水 まさば 原産地の誤表示・欠落 「北海道・青森県沖太平洋」を「三陸南部沖」と表示 店頭告知

新潟 農 りんご、みかん 名称の誤表示・欠落 りんごについて、名称及び原産地の不表示 店頭告知

新潟 加(他) 弁当 その他
新潟県産うるち米と北海道産もち米の原料米穀に「新潟県産米使
用」と表示

ウェブサイト

大阪 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「セーシェル（インド洋）」を「台湾産」と表示 店頭告知

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県」を「熊本県」と表示 手紙等

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

令和元年度下半期における指導の状況（３）

（令和元年12月）

事業者
所在地

品目

主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法



品目
区分

品目

福島 水 まぐろ 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」の不表示 店頭告知

千葉 加(農) パン類 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

千葉 加(他) おにぎり その他
「つや姫」以外の品種が混入していたものに、「つや姫100％」と表
示

手紙等

神奈川 農 さといも 原産地の誤表示・欠落 「伊勢原」を「静岡県産」と表示 店頭告知

神奈川 加(他) 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

山梨 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「山形県産」を「山梨県産」と表示 店頭告知

愛知 加(他) 総菜 原料原産地名の誤表示・欠落
鹿児島県産以外の国産豚肉が混入しているものに「豚肉（鹿児島
県産）」と表示、特色のある原材料の使用割合の不表示

手紙等

京都 加(畜) ゆでた牛すじ 原料原産地名の誤表示・欠落 「国産」を「米国産」と表示 店頭告知

兵庫 農
たまねぎ、りんご、みか
ん　ほか

原産地の誤表示・欠落 たまねぎについて、「中国」の不表示 店頭告知

兵庫 加(農) メープルシロップ 原材料名の誤表示・欠落 有機原材料でないものに「有機」と表示 ウェブサイト

兵庫 加(水) 塩干魚介類 原産国の誤表示・欠落 国内加工品であるものに「原産国　中国」と表示 店頭告知

岡山 加(農) 農産加工品 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示 ウェブサイト

山口 加(他) ぞうすい 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 手紙等

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

令和元年度下半期における指導の状況（４）

（令和２年１月）

事業者
所在地

品目

主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法



品目
区分

品目

宮城 加(畜) 畜産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「米国産」を「メキシコ産」と表示 店頭告知

千葉 水 かじか 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」の不表示 店頭告知

千葉 加(水)
子持ちししゃも、あみ佃
煮、わかさぎ佃煮　ほか

原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示、原料原産地名の事項名の不表示 店頭告知

東京 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落
新潟県弥彦村産コシヒカリとそれ以外の原料をブレンドしていたも
のを「単一原料米」、「新潟県弥彦村」、「コシヒカリ」と表示

店頭告知

京都 農 はくさい、トマト 原産地の誤表示・欠落 はくさいについて、原産地の不表示 店頭告知

愛媛 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」の不表示 店頭告知

愛媛 加(水) さばみそ漬け 原材料名の誤表示・欠落
原材料の不表示、誤表示、原料原産地名について「ノルウェー産」
を「長崎県産」と表示

店頭告知

福岡 加(水) 辛子めんたいこ 原料原産地名の誤表示・欠落
「又は表示」に必要な注意書きの不表示、原料原産地名「ロシア
又はアメリカ」を「ロシア、アメリカ」と表示

手紙等

佐賀 米 袋詰精米 精米年月日の誤表示・欠落 精米年月日の誤表示 ウェブサイト

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

違反事実の
主な告知方法

事業者
所在地

品目

主な違反区分 主な違反内容

令和元年度下半期における指導の状況（５）

（令和２年２月）



品目
区分

品目

北海道 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「中国産（大西洋）」を「台湾産（太平洋）」と表示 店頭告知

埼玉 加(他) 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

東京 加(農) パン類 その他 輸入小麦を原料とした小麦粉を「小麦粉（北海道産）」と表示 ウェブサイト

東京 加(農) 洋生菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

神奈川 加(畜) 食肉製品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示 手紙等

富山 加(水) 調味魚介類 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

長野 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 「広島県産」、「熊本県産」と二重に表示 店頭告知

静岡 農 カットフルーツ 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「長野県産」と表示 ウェブサイト

愛知 加(他) おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

滋賀 加(他) 洋菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の誤表示 ウェブサイト

大阪 農 メロン、りんご 名称の誤表示・欠落 メロンについて、「アンデスメロン」を「アールスメロン」と表示 店頭告知

大阪 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」を「高知県産」と表示 店頭告知

兵庫 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「宮崎県産」と表示 手紙等

山口 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「熊本県産」を「福岡県産」と表示 店頭告知

徳島 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 水域名「太平洋」の不表示 店頭告知

福岡 水 まぐろ 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 店頭告知

熊本 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「大分産」を「佐賀県産」と表示 店頭告知

熊本 加(農) 焼き菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の不表示 ウェブサイト

宮崎 水 まぐろ 養殖表示の誤表示・欠落 養殖の不表示 店頭告知

宮崎 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「バヌアツ産」を「韓国産」と表示 店頭告知

　・ 月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（一つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

　・ 品目区分は以下のとおり。

　　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

令和元年度下半期における指導の状況（６）

（令和２年３月）

事業者
所在地

品目

主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法



総計 86

生鮮食品 合計 44

農産物 計 14

野菜 計 4

原産地の誤表示・欠落 4

果実 計 8

名称の誤表示・欠落 2

原産地の誤表示・欠落 6

きのこ類 計 1

菌床表示の誤表示･欠落 1

その他 計 1

原産地の誤表示・欠落 1

米 計 3

原料玄米の誤表示・欠落 1

精米年月日の誤表示・欠落 1

その他 1

畜産物 計 11

牛肉 計 10

原産地の誤表示・欠落 10

豚肉 計 1

原産地の誤表示・欠落 1

水産物 計 16

魚類 計 12

名称の誤表示・欠落 1

原産地の誤表示・欠落 9

養殖表示の誤表示・欠落 2

貝類 計 2

原産地の誤表示・欠落 2

甲殻類 計 1

名称の誤表示・欠落 1

その他 計 1

原産地の誤表示・欠落 1

令和元年度下半期における指導の分類

品目区分 件数違反区分

資料２



品目区分 件数違反区分

加工食品 合計 44

農産加工品 計 12

野菜加工品 計 3

原材料名の誤表示・欠落 2

原料原産地名の誤表示・欠落 1

その他農産加工品 計 9

名称の誤表示・欠落 1

原材料名の誤表示・欠落 5

内容量の誤表示・欠落 1

原産国の誤表示・欠落 1

その他 1

畜産加工品 計 5

牛肉加工品 計 2

原材料名の誤表示・欠落 1

原料原産地名の誤表示・欠落 1

豚肉加工品 2

名称の誤表示・欠落 2

その他畜産加工品 1

原料原産地名の誤表示・欠落 1

水産加工品 計 10

魚類加工品 計 8

原材料名の誤表示・欠落 3

原料原産地名の誤表示・欠落 1

内容量の誤表示・欠落 1

原産国の誤表示・欠落 3

その他水産加工品 計 2

原材料名の誤表示・欠落 1

原料原産地名の誤表示・欠落 1

その他の加工食品 計 17

名称の誤表示・欠落 1

原材料名の誤表示・欠落 11

原料原産地名の誤表示・欠落 3

その他 2

注： 一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースでは、品目区分ごとに
主な違反区分を整理しており、その合計は指導件数と一致しない。
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