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食品表示法（平成25年法律第70号）の概要

消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目的を統一・拡大
【本法】

・ 食品を摂取する際の安全性

・ 一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保

○ 基本理念（３条）

・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費者政策の

一環として、消費者の権利（安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供）の

尊重と消費者の自立の支援を基本

・食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮

目的

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な
食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進
法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的
かつ一元的な制度を創設。（任意制度となっている栄養表示について
も、義務化が可能な枠組みとする）

【旧３法】

・食品衛生法･･･衛生上の危害発生防止

・Ｊ Ａ Ｓ法･･･品質に関する適正な表示

・健康増進法･･･国民の健康の増進

整合性の取れた表示基準の制定

消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示

消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与

効果的・効率的な法執行

○ 内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため、 食品表示基準を策定

① 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が表示

すべき事項

② 前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

○ 食品表示基準の策定・変更

～厚生労働大臣・農林水産大臣・財務大臣に協議／消費者委員会の意見聴取

食品表示基準 （４条）

食品表示基準の遵守

○ 食品関連事業者等は、食品表示準に従い、食品の表示をする義務
（５条）



食品表示基準の構成

食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）
第１章 総則（第１条、第２条）
第２章 加工食品
第１節 食品関連事業者に係る基準
第１款 一般用加工食品（第３条～第９条）
第２款 業務用加工食品（第10条～第14条）
第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第15条～第17条）
第３章 生鮮食品
第１節 食品関連事業者に係る基準
第１款 一般用生鮮食品（第18条～第23条）
第２款 業務用生鮮食品（第24条～第28条）
第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第29条～第31条）
第４章 添加物
第１節 食品関連事業者に係る基準（第32条～第36条）
第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第37条～第39条）
第５章 雑則（第40条、第41条）
附則

【別表一覧】
別表第１【食品表示基準の対象となる加工食品を定めるもの】
別表第２【食品表示基準の対象となる生鮮食品を定めるもの】
別表第３【食品表示基準の対象となる食品に係る定義を定めるもの】
別表第４【横断的義務表示事項に係る個別のルールを定めるもの】
別表第５【名称規制に係る食品及びその名称を定めるもの】
別表第６【添加物の用途を定めるもの】
別表第７【添加物の物質名の代替となる語（一括名）を定めるもの】
別表第８【食衛法施行規則別表第１に定める名称を用いない添加物の類を

定めるもの】
別表第９【栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと

表示できる場合の含有量を定めるもの】
別表第10【栄養素等表示基準値を定めるもの】
別表第11【機能を表示できる栄養成分について定めるもの】
別表第12【栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値を定めるもの】
別表第13【栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示の基準値を定

めるもの】

別表第14【特定原材料を定めるもの】
別表第15【原料原産地表示の対象食品を定めるもの】
別表第16【遺伝子組換え対象農産物を定めるもの】
別表第17【遺伝子組換え対象加工食品を定めるもの】
別表第18【特定遺伝子組換えに係る形質、対象加工食品、対象農産物を

定めるもの】
別表第19【一般用加工食品の個別的表示事項を定めるもの】
別表第20【様式、文字ポイント等表示の方式等の個別ルールを定めるも

の】
別表第21【牛乳の切り欠き表示の様式を定めるもの】
別表第22【個別の食品に係る表示禁止事項を定めるもの】
別表第23【業務用加工食品の容器包装に表示しなければならない事項を

定めるもの】
別表第24【一般用生鮮食品の個別的表示事項を定めるもの】
別表第25【業務用生鮮食品の容器包装に表示しなければならない事項を

定めるもの】
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※このほかに、個々の品目の特性により、表示されている事項もある。

名称 その内容を表す一般的な名称を表示

原材料名 使用された原材料を重量順に全て表示

添加物
使用された添加物は重量順に全て表示
※原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる。

内容量 内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等を表示

消費期限又は賞味期限 消費（賞味）期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。

保存方法 期限表示の保存条件を具体的に表示

食品関連事業者の氏名
又は名称及び住所

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示

製造所等の所在地及び製
造者等の氏名又は名称

※

国内製造品又は国内加工品にあっては製造所又は加工所、輸入品にあっては輸入

者について住所（所在地）・氏名（法人の場合は法人名）を表示

※原則として同一製品を２以上の工場で製造する場合に限り製造所固有記号で代替可

アレルギー表示
小麦、卵等７品目の原材料及び添加物について表示を義務付け。
大豆、豚肉等21品目の原材料及び添加物について表示を推奨（任意）。

原産国名
（輸入品）

栄養成分表示
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（「食塩相当量」で表示）の５項目のほ
か、表示しようとする栄養成分について表示

原料原産地名 国内で製造・加工された全ての加工食品

遺伝子組換え
対象加工食品33品目について、遺伝子組換え又は遺伝子組換え不分別である対象
農産物が含まれる場合はその旨を表示。遺伝子組換えでない場合は表示は任意

○○プリン

＜表示例＞
＜加工食品の表示事項＞

名称 洋生菓子

原材料名 卵（国産）、砂糖、生乳、植物油脂、ク
リーム、カラメルソース、ゼラチン

添加物 香料、乳化剤、pH調整剤、増粘多糖
類

内容量 130ｇ

賞味期限 令和２年１月３１日

保存方法 要冷蔵（10℃以下）

販売者 株式会社○○
東京都□□市××町1-2

製造所 株式会社△△ さいたま工場
埼玉県○○市△△町

加工食品の表示

上記に加え、栄養
成分表示が必要



制度の主な変更点

１ 加工食品と生鮮食品の区分の統一（第２条第１項第１・２号、別表第１・２参照）

ＪＡＳ法と食品衛生法において異なる食品の区分について、ＪＡＳ法の考え方に基づく区分に統一・整理

【新たに加工食品に区分されるもの】
従前の食品衛生法では表示対象とはされていなかった、軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料等により、
簡単な加工等を施したもの（例：ドライマンゴー）についても、「加工食品」として整理。その結果、新たに、
アレルゲン、製造所等の所在地等の表示義務が課される。

２ 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
（第３条第１項の表の製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の項、第10条第１項第７号、同条第２項

第32条第１項の表の製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の項、同条第３項第６号、同条第４項関係）

・原則として、２以上の工場で製造する商品のみに利用可能
・製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示
①製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
②製造所所在地等を表示したＨＰアドレス等
③当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等
・ただし、ルールの改善の対象については、業務用食品を除くこととする。

名称 パン
原材料名 小麦粉、糖類、卵、ショー

トニング、脱脂粉乳、イー
ト、食塩（一部に小麦・卵
・大豆・乳成分を含む）

内容量 ６枚
賞味期限 令和２年３月２０日
保存方法 直射日光、高温多湿を避け

て保存してください。
販売者 ○○食品（株） ＋ ＫＳ

東京都千代田区永田町
２－１１－１

製造所固有記号製造所固有記号

(例)



新たな製造所固有記号制度の見直しポイント

○新たな製造所固有記号制度において見直したポイントは以下

１ 製造所固有記号を使用できる要件の見直し
⇒「原則として、同一製品を二以上の製造所で製造する場合」に使用可能と見直し。

２ 事業者の応答義務の新設
⇒製造所固有記号が示す製造所等に係る消費者からの問合せに対する、事業者の応
答について新たに規定。

３ 製造所固有記号の届出・表示方法等の見直し
⇒データベースの新設、更新制導入等を措置。

４ 表示の方法
⇒商品に表示をするときは、届出した記号に「＋」の文字を付して表示する。



３ アレルギー表示に係るルールの改善
（第３条第２項の表の別表第14に掲げる食品を原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品の項、

第10条第１項第８号、第32条第２項の表の特定原材料に由来する添加物の項、同条第３項第７号関係）

・特定加工食品（注１）及びその拡大表記（注２）を廃止することにより、より
広範囲の原材料について アレルゲンを含む旨の表示を義務付け
・消費者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的
に一括表示を可能とする。
・一括表示する場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる全
てのアレルゲンを把握できるよう、一括表示欄に全て表示 （現行は、
例えば、「卵」や「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たま
ご」や「コムギ」が代替表記（注３）で表示されている場合は、改めて一
括表示欄に表示しなくともよいが、今後は、「卵」、「小麦」も一括表示
欄に改めて表示が必要）

等

【個別表示の方法について】
（Ｅ‐７）一括表示の具体的な表示方法を教えてくださ
い。

（食品表示基準Q&A
「別添アレルゲンを含む食品に関する表示」より）

（答）
（解説：略）

【表示例】

※下線は特定原材料等を含む食品
※二重下線は代替表記及び代替表記の拡大表記であるが、
一括表示にも表示
※実際の表示には下線も文字囲も必要ありません。

○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油、マヨネーズ、
たん白加水分解物、卵黄、食塩、◇◇◇、酵母エキス、

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、
◎◎◎◎、（一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む）

（注１）特定加工食品
表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲン
を含むことが予測できると考えられてきた食品
（例：オムレツ⇐卵を含む、うどん⇐小麦を含む）

（注２）特定加工食品の拡大表記
表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲン
を含むことが予測できると考えられてきた表記
（例：からしマヨネーズ⇐卵を含む、ロールパン⇐小麦を含
む）

（注３）代替表記
表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一
であるということが理解できる表記
（例：たまご⇐卵と同一、コムギ⇐小麦と同一）



表示例

特定原材料等の名称 理 由 表示の義務

特定原材料
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、

落花生（ピーナッツ）

特に発症数、重篤度から勘案して表
示する必要性の高いもの

表示義務

特定原材料に

準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレン
ジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バ
ナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、り
んご、ゼラチン

症例数や重篤な症状を呈する者の
数が継続して相当数みられるが、特
定原材料に比べると少ないもの

表示を奨励

（任意表示）

原材料名：じゃがいも、にんじん、ハム（卵・豚肉を含む）、マヨネーズ（卵・大豆を含む）、たんぱく加水分解物（牛肉・さけ・

さば・ゼラチンを含む）／調味料（アミノ酸等）

特定原材料等

原材料名： じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、たんぱく加水分解物／調味料（アミノ酸等）、（一部に卵・豚肉・大豆・

牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む）

【個別に表示する場合】

【一括して表示する場合】

○ 特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を

防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、

加工食品等へ特定原材料を含む旨の表示を規定。

【主な食物アレルギーの症状】

軽い症状：かゆみ、じんましん、唇や瞼の腫れ、嘔吐、喘鳴
重篤な症状：意識障害、血圧低下などのアナフィラキシーショック

食品のアレルゲン表示

（アレルゲンの表示は、原則、個別表示。例外として、一括表示も可。）

令和元年９月19日 アーモンドを追加



４ 栄養成分表示の義務化
（第３条第１項の表の栄養成分の量及び熱量の項、第32条第１項の表の栄養成分の量及び熱量の項関係）

食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示
を義務付け
【義務】 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（「食塩相当量」で表示）
【任意（推奨）】 飽和脂肪酸、食物繊維 （第６条関係）

【任意（その他）】 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類 （第７条の表の栄養成分の量の項関係）

※①消費税法第９条に規定する小規模事業者（課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者（当分の
間は、課税売上高が1000万円以下の事業者又は中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者（おおむね常時使用する
従業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）以下の事業者））（第３条第３項
の表の栄養成分の量及び熱量の項の五、第32条第４項の表の栄養成分の量及び熱量の項の三関係）、②業務用食品を販売する
事業者（第10条第１項、第32条第３項参照）及び③食品関連事業者以外の販売者（第15条、第37条参照）は、栄養成分を表示しな
くともよい。

栄養成分表示
1食（○ｇ）当たり

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

○kcal
○ｇ
○ｇ
○ｇ
○ｇ

100g当たり、100ml当たり、
１個当たり、１食当たりなど、
それぞれの単位ごとに栄
養成分の含有量が表示さ
れる。

【表示の単位】

ナトリウムの含有量は食塩
相当量として表示。

【推奨表示】
脂質のうち「飽和脂肪酸」、炭水
化物のうち「食物繊維」は、日本
人の摂取状況や生活習慣病予
防との関連から表示することが
推奨される成分である。

【任意表示】
ミネラル（カルシウム、鉄など）、
ビタミン（ビタミンA、ビタミンCなど）、
n-３系脂肪酸、n-６系脂肪酸、コレステロール、
糖質及び糖類は、任意で表示される。

食品表示法により、表示が
義務付けられた５つの項目
である。
これらは、生活習慣病予防
や健康の維持・増進に深く関
わる重要な成分である。

【義務表示】

※熱量はエネルギーと表示できる。



５ 表示レイアウトの改善

【表示可能面積がおおむね30cm２以下の場合】
・「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」、「アレルゲン」及び「L－フェニルアラニン化合物
を含む旨」については、省略不可
・表示責任者を表示しなくてもよい場合（食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合、不特定若しくは多数
の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売
する場合）には、製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地）及び製造者又は加
工者の氏名又は名称（輸入者にあっては、輸入業者の氏名又は名称）も省略不可 （第３条第３項、第４条ただし書参照）

【原材料と添加物】
区分を明確に表示

６ 経過措置期間

経過措置期間（食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間）
は、加工食品及び添加物の全ての表示について５年
➡ 令和２年３月31日まで

原材料名 いちご、砂糖 ／ ゲル化剤（ペクチン）、酸化防止剤（ビタミンＣ）

原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料
リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素

原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料

リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素



食品表示法及び食品表示基準の一部改正について



食品表示法の一部を改正する法律の概要食品表示法の一部を改正する法律の概要

○ 食品関連事業者等が食品の自主回収（リコール）を行う場合、食品表示法では、食品リコール情報を行政機関に届け出る仕組み
がない。
（※一部の地方公共団体は、条例等に基づき、食品リコール情報を届出させている。）

○ 食品衛生法では食品リコール情報の届出を制度として位置付け（平成30年６月13日改正法公布、公布後３年以内に施行予定）。
○ アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反による食品リコール届出について早急に検討することを国会で決議。
［平成30年４月 参・厚労委 附帯決議（食品衛生法等一部改正法案）］

○ 食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表
示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出を義務
付け。
※届出対象となる食品表示基準違反：アレルゲン、消費期限などの欠
落や誤表示
○ 当該届出に係る食品リコール情報については、行政機関において消費
者に情報提供（公表）。
○ 届出をしない又は虚偽の届出をした者は罰金。

※公布の日（平成30年12月14日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

都道府県等※

国（消費者庁）

消費者

公表

報告

届出

食品関連事業者等

流通食品の食品表示法違反を
探知し、自主回収に着手

＜届出から公表までのイメージ＞

○ 食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食
品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐ。
○ 行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品表示法違反の防止を
図る。
※食品衛生法及び食品表示法一体での食品リコール情報の届出制度
の円滑かつ齟齬のない運用を図る。

改正の概要

自主回収届出情報（例）

名称 ○○○

賞味期限 ○年○月○日

製造者 （株）消費商店

自主回収の理
由

「かに」のアレル
ゲン表示の欠落

健康への影響 「かに」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 表示枠内の写真等

・・・・ ・・・・・・・

食品リコール情報を届出
（システムに入力）

改正前の制度の課題

※届出から公表までをシステムで一体的に運用することにより、
事務手続の効率化が期待。

改正の効果

※政令で委任予定

（平成30年法律第97号）



新たな加工食品の原料原産地表示制度について

表示対象加工食品:国内で製造した全ての加工食品（ただし、輸入品、外食等を除く。）

表示対象原材料 :製品に占める重量割合上位１位の原材料

表示される原産地:対象原材料が生鮮食品の場合は、産地、加工食品の場合は、製造地

表示義務の開始日:平成29年９月１日。ただし、令和４年３月31日までの間は猶予期間
（表示する食品メーカー等が準備する猶予期間を設けており、準備できた商品から随時表示されます。）

表示の意味が分からない場合の対応

まずは、商品に記載されている食品メーカーや販売者などのお客様相談
センター等にお問い合わせください。
また、表示方法に関する一般的な問合せは、消費者庁のほか、農林水産
省、地方農政局、農林水産消費安全技術センター（FAMIC）、都道府県
等がお答えします。



遺伝子組換え表示について





食品添加物の表示に関する検討会について



論点の整理

食品添加物表示制度の在り方の検討に当たり、「第２回検討会で実施した消費者団体ヒ

アリング」 、 「第３回検討会で実施した事業者団体ヒアリングにおける意見も踏まえ」 、現

状の制度の検証も兼ねて、次のとおり論点を整理した。

・論点１ 一括名表示、簡略名・類別名表示の在り方

・論点２ 用途名表示の在り方

・論点３ 「無添加」、「不使用」の表示の在り方

・論点４ 栄養強化目的で使用した食品添加物の表示

・論点５ 食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育について

令和元年８月29日開催
第４回食品添加物表示制度に関する検討会
資料２を修正



今後のスケジュール（案）

報告書の取りまとめ

第１回

• 食品添加物表示制度をめぐる事情
• 今後の進め方等について

第２回～第３回

• 関係者ヒアリング（消費者、事業者等）

第４回以降

• ヒアリング・調査結果を踏まえた論点整理
• 報告書取りまとめに向けた議論

2019年４月

2019年度末



「食品表示の全体像に関する報告書」の概要

○義務表示の内容増加に伴い、製品上に表示する
文字が多くなっている。
○今後、義務化される表示が増えれば、状況は更に
深刻化し、消費者が安全性に関わる表示を見落とす
可能性もある。

背景 目的

○食品表示を取り巻く現状等について整理しつつ、消費者のニーズにも
十分留意した上で、食品表示の全体像について以下の点を中心に検
討。
①表示事項間の優先順位
②インターネットを活用した表示の可能性を含む、ウェブ上における
情報提供と従来の容器包装上の表示との組合せ

○安全性、自主的・合理的な選択の機会の確保のための義務表示（一括表示）だが、「平成29年度食品表示に関する消費者意
向調査」（消費者庁）の結果によれば、一括表示を「確認していない」という人が一定数存在し、消費者に十分活用されていな
い項目も存在する。
〇同調査の結果によれば、一括表示に関しては、そのデザイン、フォント、文字サイズ等や情報量に起因する見づらさへの不満
を持つ人が35～75％の幅で存在する。
〇一方で、食品を選択するために更なる情報を求める等、食品表示のより一層の充実も求められている。

より良い食品表示に向けて（課題）

○一括表示部分の「分かりやすさ」について、科学的根拠に基づく客観的定義が定まっておらず、改善すべき要素も明確ではな
く、消費者の意向に関してもエビデンスが不十分である。
○表示事項は、状況や必要とする消費者の態様によって重要性がその都度変わること等から、全ての消費者にとっての重要性
は一致しない。優先順位により表示事項を容器と容器以外とに仕分けることには現時点では慎重であるべきである。
○ウェブによる食品表示に関しては、整理すべき課題が多く、引き続き検討を行うべきである。

活用される食品表示とするための考え方（結論）

○「分かりやすさ」の定義を明確にするために、また、消費者のより詳細な利活用の実態や問題点等を把握するために、表示可
能面積に対する一括表示面積の割合や、一括表示のデザイン、フォント、文字サイズ等の情報量の把握等の科学的アプロー
チに基づく調査が必要。
○ウェブによる食品表示を検討するために、優良事例等の現状を把握する調査が必要。

分かりやすく活用される食品表示とするために（提言）

2019年8月15日公表 内閣府消費者委員会食品表示部会 食品表示の全体像に関する報告書より


