
指示 命令

5           0

5           0

＜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

144  61    26    7      11    17    95    31    8            38 18      

164  82    38    7      16    21    90    22    19          31 18      

135  65    26    7      17    15    77    22    4            35 16      

＜指導の主な違反区分別の状況＞

144  

164  

135  

＜指導の対象となった事業者による情報提供の方法＞

144  

164  

135  

101 27

指導
件数

27年度上半期

（資料）　　平成２８年度上半期における指導の状況：資料１

　　　　　   平成２８年度上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。

２７年度 144 164 308

27年度下半期

135

25                 

27年度下半期 172            0 31 117 24

指導
件数

156            0 28

27年度下半期 172            11              44              

計 名称の
誤表示・欠落

原材料名の
誤表示・欠落

43              

その他

主な違反区分

食品表示法の食品表示基準に係る指導の件数等

28年度上半期 142            1 23 93 25

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：その他は、加工食品の内容量の誤表示・欠落、原料玄米の誤表示・欠落、水産物の養殖表示の誤表示・欠落等である。

社告 ウェブサイト

10              41              

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。

品目区分数

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）

27年度上半期

注 ： 28年度の指示、命令は、上半期の実績である。

原産地の
誤表示・欠落

（単位：件数）

指導
上半期 下半期

合計
（４月～９月） （10月～３月）

（参考）

28年度上半期

２８年度 135

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

平 成 ２ ８ 年 １ ２ 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）による平成28年度上
半期（平成28年４月～平成28年９月）の指導の件数等は、以下のとおりです。

76

店頭告知 手紙等

28年度上半期 142            73 18                 

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。

23                 27年度上半期 156            14              

情報提供の方法
計

92



資料１

品目
区分

品目

埼玉 加（他） 食用油脂 その他 一括表示の不表示 手紙等

北海道 加（他） 冷凍コロッケ その他
マカロニの含有率が８％未満であるにもかかわらず、含有率を表示せずに商品名に
併せて「マカロニ入」と表示

ウェブサイト

岩手 水 マグロ 原産地の誤表示・欠落 「メキシコ産」を「長崎県産」と表示 店頭告知

群馬 水 えび 原産地の誤表示・欠落 「インド産」の不表示 店頭告知

千葉 加（水） うなぎ加工品 原産国の誤表示・欠落 原産国「中華人民共和国」を「愛知県産」と誤認させる表示 店頭告知

東京 農 チアシード 原産地の誤表示・欠落 「ボリビア」の不表示 ウェブサイト

東京 加（他） スープ その他 一括表示の不表示 手紙等

東京 加（水） ゆでかに 原産国の誤表示・欠落 「ベトナム」の不表示 ウェブサイト

神奈川 加（農） カットフルーツミックス 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「オーストラリア産」と表示 店頭告知

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「青森県産」と表示 店頭告知

三重 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「愛知県産」を「青森県産」と表示 店頭告知

大阪 水 かつお 名称の誤表示・欠落
「かつお」を「きはだまぐろ」と表示、原産地について「静岡県焼津、太平洋」を「台湾
産（インド洋）」と表示

店頭告知

京都 畜 牛肉 名称の誤表示・欠落 名称、原産地「長野県産」の不表示 手紙等

京都 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「熊本産」と表示 店頭告知

山口 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾　太平洋」を「太平洋海域」と表示 店頭告知

福岡 加（農） 炒り大豆 原料原産地名の誤表示・欠落 「国内産」の不表示 手紙等

長崎 加（農） こんにゃく 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

鹿児島 水 えび 養殖表示の誤表示・欠落 養殖の不表示 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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（1）
（平成28年4月）

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

事業者
所在地



品目
区分

品目

宮城 加（農） 農産物漬物 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原材料の不表示 店頭告知

静岡 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「チュニジア、スペイン産」を「チュニジア産」と表示 手紙等

富山 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「富山県産」と表示 店頭告知

愛知 農 だいこん、にんじん 原産地の誤表示・欠落 「熊本県産」を「国産」と表示 店頭告知

愛知 畜 合鴨肉 原産地の誤表示・欠落 「マレーシア産」又は「タイ産」を「ハンガリー産」と表示 手紙等

大阪 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「大分県産」を「メキシコ産」と表示、「解凍」でないものに「解凍」と表示 店頭告知

兵庫 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「岐阜県産」を「岩手県」と表示 手紙等

広島 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 「チリ産」を「アメリカ産」と表示 店頭告知

広島 水
たちうお、アトランティックサーモン、びん
ちょうまぐろ

原産地の誤表示・欠落 たちうおについて、「イラン産」を「パキスタン」と表示 店頭告知

広島 加（水）
調味したかずのこ、ゆでほたて、ゆでいか
ほか

原材料名の誤表示・欠落 調味したかずのこについて、原材料名の不表示、誤表示 店頭告知

広島 加（農） 菓子パン 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

福岡 加（水） ゆでたこ 原料原産地名の誤表示・欠落
「モロッコ産、モーリタニア産、中国産又はセネガル産」を「モロッコ、モーリタニア、そ
の他」と表示

手紙等

長崎 加（農） トマト加工品 その他 一括表示の不表示 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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（2）
（平成28年5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

北海道 加（農） 生めん 原材料名の誤表示・欠落 添付スープの原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

北海道 加（畜） 調味した羊肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

秋田 農 アスパラガス、キャベツ、ねぎ　ほか 原産地の誤表示・欠落 アスパラガスについて、結束テープに「福岡県産」、ポップに「熊本産」と二重に表示 店頭告知

福島 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」を「福島県産」と表示 店頭告知

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「青森県産」と表示 手紙等

千葉 加（他） 惣菜 原料原産地名の誤表示・欠落 「ブラジル産」を「国産」と表示 手紙等

東京 加（水） ゆでほたるいか 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

東京 加（他） 果実飲料 その他 表示禁止事項である「自然」の用語を表示 ウェブサイト

東京 加（水） ゆでほたるいか 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

静岡 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「アメリカ産」と表示 店頭告知

静岡 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「アメリカ産」と表示 店頭告知

静岡 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「アメリカ産」と表示 店頭告知

静岡 加（農） 乾燥山くらげ その他 一括表示の不表示 ウェブサイト

岐阜 農 ミニトマト、トマト、きゅうり　ほか 名称の誤表示・欠落 名称の不表示 店頭告知

三重 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

大阪 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落
原料玄米に「ヒノヒカリ」と異なる品種が混入していたものに、単一原料米「ヒノヒカ
リ」と表示

手紙等

大阪 農 おくら 原産地の誤表示・欠落 包装に「高知県産」、プライスラベルに「熊本県産」と二重に表示 店頭告知

兵庫 加（農） 米菓 原料原産地名の誤表示・欠落 「国内産、米国産」を「米国産、国内産」と表示 手紙等

兵庫 農 パインアップル、ばれいしょ 原産地の誤表示・欠落 パインアップルについて、「フィリピン産」の不表示 店頭告知

兵庫 農 ばれいしょ 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県」を「長崎県産」と表示 店頭告知

和歌山 加（水） しらす加工品 原料原産地名の誤表示・欠落
「和歌山産」と「大阪産」を混合したものに「和歌山産」と表示、「兵庫産」と「大阪産」
を混合したものに「兵庫産」と表示

手紙等

岡山 米 袋詰玄米、袋詰精米 その他 一括表示の不表示 店頭告知

福岡 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

鹿児島 加（農） 加工黒糖 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原料原産地について「沖縄県、鹿児島県」を「鹿児島県産」と表示 手紙等

鹿児島 加（水） 塩まだら 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「宮城産」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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（3）
（平成28年6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

青森 加（農） ゆでたけのこ 原材料名の誤表示・欠落 「塩蔵細竹」を「たけのこ」と表示 ウェブサイト

秋田 加（水） 塩さば その他 国内製造したものに、原産国「中国」と表示 店頭告知

福島 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「宮城県産」と表示 店頭告知

茨城 加（他） 惣菜 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

東京 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 包装に「アメリカ産」、ポップに「メキシコ産」と二重に表示 店頭告知

東京 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「２７年産」を「２６年産」と表示 手紙等

愛知 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

三重 農 ズッキーニ 原産地の誤表示・欠落 包装に「鹿児島県産」、ポップに「宮崎県産」と二重に表示 店頭告知

愛知 農 きぬさや 原産地の誤表示・欠落 包装に「岩手県産」、ポップに「和歌山県産」と二重に表示 店頭告知

京都 加（農） ゆで枝豆 原産国の誤表示・欠落 原産国名の事項名の不表示 店頭告知

京都 農 にんにく、ほうれんそう、にら　ほか 原産地の誤表示・欠落 にんにくについて、「高知」を「三重、徳島産他」と表示 店頭告知

大阪 加（畜） 焼き肉セット、調味した牛肉 原料原産地名の誤表示・欠落
焼き肉セットについて、商品裏面に「牛バラ肉（アメリカ産）、豚バラ肉（スペイン産）
及び豚ネック（スペイン産）」、プライスラベルに「豪州産」と二重に表示

店頭告知

大阪 加（農） ゆで枝豆 原産国の誤表示・欠落 「台湾」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） しらす加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

大阪 農 ミニトマト 原産地の誤表示・欠落 「愛知」を「熊本県産」と表示 店頭告知

大阪 農 とうもろこし 原産地の誤表示・欠落 「徳島」を「宮崎県産」と表示 店頭告知

広島 加（農） 煮豆 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

香川 加（農） 焼き菓子 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

愛媛 加（農） 果実加工品、野菜加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

佐賀 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 手紙等

佐賀 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「オーストラリア産」を「佐賀産、国産」と表示 店頭告知

鹿児島 加（他） にんにく含有食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、食品関連事業者の不表示 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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（4）
（平成28年7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 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 「涸沼産」を「青森産」と表示 店頭告知

東京 加（他） 野菜粉末含有食品 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 加（水） 西京漬 原料原産地名の誤表示・欠落 「ドイツ産」を「ドイツ産、アイスランド産、デンマーク産、ロシア産」と表示 ウェブサイト

東京 加（水） あじ開き 名称の誤表示・欠落 「あじ開き」を「真あじ開き干」と表示 店頭告知

東京 加（水） 西京漬 原料原産地名の誤表示・欠落 「ドイツ産」を「ドイツ、ロシア、その他」と表示 手紙等

神奈川 加（農） ゆで枝豆 原産国の誤表示・欠落 「タイ」の不表示 ウェブサイト

神奈川 加（水） スモークサーモン 原産国の誤表示・欠落 原産国名の事項名の不表示 ウェブサイト

山梨 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「北海道・青森県沖　太平洋産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

岐阜 米 容器入り精米 原料玄米の誤表示・欠落 品種の不表示 手紙等

愛知 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落
「茨城県産」、「長野県産」、「宮城県産」及び「群馬県産」を「福島県産」又は「宮城
県・茨城県産」と表示

店頭告知

愛知 加（農） カット野菜ミックス 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示 店頭告知

滋賀 農 なす、きゅうり、こまつな　ほか 名称の誤表示・欠落 なすについて、名称の不表示 店頭告知

滋賀 農 ズッキーニ 原産地の誤表示・欠落 「長野県産」の不表示 店頭告知

京都 加（水） ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

京都 農 青ねぎ、白ねぎ 原産地の誤表示・欠落 青ねぎについて、「香川県産」の不表示 店頭告知

大阪 加（他） ねぎま串 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原料原産地の不表示 店頭告知

大阪 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

大阪 農 かぼちゃ 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「長野県産」と表示 店頭告知

兵庫 加（水） ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

兵庫 加（水） 塩さけ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

兵庫 農 トマト、オレンジ 原産地の誤表示・欠落 トマトについて、「福岡県産」、「熊本県産」及び「兵庫県産」の不表示 店頭告知

兵庫 農 とうもろこし 原産地の誤表示・欠落 「埼玉」を「愛知県産他国内産」と表示 店頭告知

兵庫 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

和歌山 加（農） ゆで枝豆 原産国の誤表示・欠落 「タイ」の不表示 店頭告知

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

岡山 加（他） 焼き鳥 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

岡山 加（農） さつまいも加工品、ゆで枝豆 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

広島 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

広島 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

香川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岡山県産」を「徳島県産」と表示 手紙等

福岡 加（水） うなぎ加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「インドネシア」を「国産」と表示 店頭告知

福岡 加（水） 魚肉練り製品 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

福岡 加（水） うなぎ加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「熊本県産」を「愛知県産」と表示 店頭告知

沖縄 水 さば 原産地の誤表示・欠落 「福岡県産」を「長崎県産」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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（5）
（平成28年8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

北海道 加（水） たこ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 社告

北海道 加（農） 果実加工品 名称の誤表示・欠落 名称、原産国の不表示 手紙等

青森 加（水） うなぎ加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「インドネシア産」を「愛知県産」と表示、原材料の誤表示 手紙等

千葉 農 アスパラガス 原産地の誤表示・欠落 商品ラベルに「福島県産」、プライスラベルに「茨城県産」と二重に表示 店頭告知

東京 米 袋詰精米 その他 一括表示の不表示 店頭告知

東京 農 もも 原産地の誤表示・欠落 「山梨県産」を「埼玉県産」と表示 店頭告知

東京 畜 合鴨肉 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 手紙等

神奈川 水
アトランティックサーモン、銀鮭、サーモン
トラウト

名称の誤表示・欠落
アトランティックサーモンについて、プライスラベルに「アトランティックサーモン」、
「鮭」と二重に表示

ウェブサイト

静岡 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

静岡 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

静岡 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

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

富山 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、原材料の不表示、原産国の事項名の欠落 ウェブサイト

岐阜 加（水） うなぎ加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の不表示、原産国名「中国」の不表示 店頭告知

三重 農 きゅうり 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示 店頭告知

三重 米 袋詰玄米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米に品種名及び産地を表示 店頭告知

三重 水 ごまさば 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」を「長崎県産」と表示 店頭告知

三重 加（水） 塩サーモントラウト 原材料名の誤表示・欠落 販売促進シールに「サーモントラウト」を「銀鮭」と表示 店頭告知

三重 加（水）
ほっけ開き干し、サメの味醂干し、スモー
クサーモン

原産国の誤表示・欠落 ほっけ開き干しについて、「中華人民共和国」の不表示 店頭告知

三重 加（畜） ベーコン 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

三重 農 すいか 原産地の誤表示・欠落 「静岡県産」を「長野県産」と表示 店頭告知

大阪 水 こしながまぐろ 名称の誤表示・欠落 「こしながまぐろ」、「よこわまぐろ」と二重に表示 店頭告知

大阪 加（農） ゆで枝豆、農産物漬物 原産国の誤表示・欠落 ゆで枝豆について、「インドネシア」の不表示 ウェブサイト

兵庫 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、原材料の不表示 店頭告知

兵庫 加（水） 塩さば 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示 店頭告知

兵庫 水 もんごういか 原産地の誤表示・欠落 「韓国」を「モロッコ産」と表示 店頭告知

兵庫 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「岡山県産」と表示 店頭告知

兵庫 加（畜） 乳製品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

和歌山 加（水） えび加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の誤表示 手紙等

福岡 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 「大分県」を「福岡産」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。（１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

平成28年度上半期における指導の状況（6）
（平成28年9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



違反区分 件数

142
合計 65
計 26

名称の誤表示・欠落 3
原産地の誤表示・欠落 23

計 23
名称の誤表示・欠落 3
原産地の誤表示・欠落 20

計 3
原産地の誤表示・欠落 3

計 7
原料玄米の誤表示・欠落 5
その他 2

計 17
名称の誤表示・欠落 1
原産地の誤表示・欠落 15
その他 1

計 11
名称の誤表示・欠落 1
原産地の誤表示・欠落 10

計 4
原産地の誤表示・欠落 4

計 2
原産地の誤表示・欠落 1
その他 1

計 15
名称の誤表示・欠落 3
原産地の誤表示・欠落 11
養殖表示の誤表示・欠落 1

計 11
名称の誤表示・欠落 3
原産地の誤表示・欠落 8

計 1
原産地の誤表示・欠落 1

計 2
原産地の誤表示・欠落 1
養殖表示の誤表示・欠落 1

計 1
原産地の誤表示・欠落 1

合計 77
計 22

名称の誤表示・欠落 2
原材料名の誤表示・欠落 9
原料原産地名の誤表示・欠落 4
原産国の誤表示・欠落 5
その他 2

計 12
名称の誤表示・欠落 1
原材料名の誤表示・欠落 3
原料原産地名の誤表示・欠落 1
原産国の誤表示・欠落 5
その他 2

平成２８年度上半期における指導の分類

加工食品

畜産物

牛肉

その他

水産物

魚類

貝類

その他

米

果実

品目区分

総計
生鮮食品

農産物

野菜

豚肉

甲殻類

農産加工

野菜
加工品

資料２



違反区分 件数品目区分

計 3
名称の誤表示・欠落 1
原材料名の誤表示・欠落 1
原料原産地名の誤表示・欠落 1

計 1
原料原産地名の誤表示・欠落 1

計 6
原材料名の誤表示・欠落 5
原料原産地名の誤表示・欠落 1

計 4
原材料名の誤表示・欠落 3
原料原産地名の誤表示・欠落 1

計 1
原材料名の誤表示・欠落 1

計 1
原料原産地名の誤表示・欠落 1

計 2
原材料名の誤表示・欠落 2

計 35
名称の誤表示・欠落 1
原材料名の誤表示・欠落 18
原料原産地名の誤表示・欠落 9
原産国の誤表示・欠落 4
その他 3

計 27
名称の誤表示・欠落 1
原材料名の誤表示・欠落 14
原料原産地名の誤表示・欠落 8
原産国の誤表示・欠落 3
その他 1

計 2
原材料名の誤表示・欠落 1
原産国の誤表示・欠落 1

計 6
原材料名の誤表示・欠落 3
原料原産地名の誤表示・欠落 1
その他 2

計 16
原材料名の誤表示・欠落 11
原料原産地名の誤表示・欠落 1
その他 4

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。

畜産加工

豚肉
加工品

その他
畜産加工品

その他の
加工食品

水産加工

魚類
加工品

甲殻類
加工品

その他
水産加工品

牛豚
加工品

果実
加工品

その他
農産

加工品

米
加工品


