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行政の動き 
  

日本生協連の動き 

 1947年 食品衛生法制定 
 1948年 食品衛生法施行規則制定 
             一部の食品について、名称、製造所の所在地及び製造者の氏名、製造 
       年月日、添加物（一部の添加物）を義務化 

1940年代   

 1950年 JAS法制定、ＪＡＳ規格制度の創設 
 1952年 栄養改善法制定 

1950年代  1951年 日本生協連設立 

 1961年 表示を規定した「畜肉味付かん詰の日本農林規格」及び「畜肉野菜煮          
       かん詰の日本農林規格」を制定。 
 1969年 容器包装に入れられた加工食品について名称、製造所所在地、製造者氏名 
       及び一定の添加物を含む旨の表示の義務化（食品衛生法） 

1960年代   

 1970年 ＪＡＳ法改正により品質表示基準制度を創設 1970年代   

 1988年 全ての化学的合成品の添加物について、栄養強化目的、加工助剤、 
       キャリーオーバーを除き表示を義務化（食品衛生法） 
 1989年 化学的合成品以外の添加物についても表示を義務化（食品衛生法）                                                          

1980年代 

 1980年頃 加工食品を対象に栄養表示を実施 
 （生協運動でバランスのとれた食生活と安心できる食品で健康を守る運動を提唱） 
 1982年 表示の考え方策定 
 1984年 食品の表示手引き作成 
 （CO・OP商品の栄養表示や賞味期間、保存方法などの表示方法を掲載）  

 1995年 日付表示（JAS法又は食品衛生法） 
       「製造年月日」から「消費期限」又は「賞味期限（品質保持期限）」に改正 
 1995年 栄養改善法の改正により栄養表示基準を創設（任意表示） 
 1999年 ＪＡＳ法改正により品質表示制度を改正 
       （個別品目の品質表示から全ての飲食料品を表示対象に拡充） 

1990年代 

 1990年 食品添加物表示自主基準 
 （用途名併記の原則など、当時の制度を補完する目的で策定） 
 1993年 食品の表示手引き（改定） 消費期限・賞味期間を定義、表示開始 
 （国際規格との調和、保存技術の進歩から期限表示へ） 
 1996年 栄養表示基準改定 
 1997年 遺伝子組換え食品の表示 
 1999年 食品の表示手引き（改定） 

 2000年 全ての生鮮食品に原産地等の表示を義務化（JAS法） 
 2001年 すべての加工食品に賞味期限、保存方法等の表示を義務化（JAS法）                
 2001年 遺伝子組換え食品に係る表示を義務化（JAS法・食品衛生法） 
 2001年 アレルギー物質を含む食品に係る表示を義務化（食品衛生法） 
 2001年 農産物漬物の原料原産地表示を義務化（JAS法） 
 2002年  健康増進法制定（栄養改善法は廃止） 
 2003年 品質保持期限を賞味期限に統一（JAS法・食品衛生法） 
 2008年 業務用食品への表示義務化（JAS法） 
        （外食・インストア加工向けの食品を除く） 
 2015年 食品表示法施行に伴い、加工食品を対象に栄養成分表示を義務化 
        （食品衛生法、JAS法、健康増進法に基づく表示規定を一元化） 
 2016年 新たな製造所固有記号制度開始 
 2017年 全ての加工食品に原料原産地表示を義務付け 

2000年代 

  
  
  
 
 
 2008年 餃子事件を踏まえ、一括表示枠外に製造者あるいは製造地の表示 
 2008年 「製造日と期限日の併記」から、「期限表示を原則とする」に変更 
 
 2015年 食品表示基準見直しに関する作業部会 
 （食品表示法を踏まえ、インストア加工品を含めての表示自主基準を検討、 
  上乗せ基準と設定するというよりは、統一感のある合理的な表示を追求） 

日本生協連での食品表示に関する取り組み（歴史） 
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ＣＯ･ＯＰ商品 食品の表示の3原則 

• 1982年6月 第32回通常総会（第4号議案） 

CO･OP商品の表示は、「消費者の立場」にたって「わかり
やすいもの」とし、表示の「原則」を明確にした。 

① 商品の「内容」と「特性」を正しく伝える表示 

② 組合員が商品を「選ぶときに役立つ」表示 

③ 組合員が「利用しやすい」表示 
※2015年に一部表現を修正 
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食品表示にかかわる行政機関での検討状況 

検討の場 とりまとめ 施行 移行期間 備考 

食品表示法 2011/9-2012/8 
＜消費者庁＞ 
食品表示一元化検討会 

2012/8/9 
食品表示一元化検討会報告書 

2015/4/1 ～
2020/3/31 

これまでの3つの法律にわたる食品表示に関する規定を統合 
（2013/6国会成立） 

検討の場 とりまとめ 施行 移行期間 備考 

①食品表示基準 2013/12-2014/6 
＜第3次消費者委員会食品表示部会＞ 
加工食品の表示に関する調査会 
生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会 
栄養表示に関する調査会 

2014/6/25 
消費者委員会食品表示部会 
調査会報告書とりまとめ 

2015/4/1 ～
2020/3/31 

栄養表示の義務化、アレルゲンの表記方法の変更、原材料と添加
物の区分 

②製造所固有記号 2013/12-2014/6 
＜第3次消費者委員会食品表示部会＞ 
加工食品の表示に関する調査会 

2016/1 
新たな製造所固有記号制度の概
要 

2016/4/1 ～
2020/3/31 

固有記号のデータベース化、新記号 

③機能性表示食品 2013/12-2014/7 
＜消費者庁＞ 
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会 

2014/7/30 
食品の新たな機能性表示制度に関
する検討会報告書 

2015/4/1 なし 企業等の責任において保健の機能の表示（事前届出） 
栄養成分の取り扱い、機能性関与成分が明確でないものの取り扱
いを見直し 

④中食･外食の 
 アレルゲン情報 

2014/4-2014/12 
＜消費者庁＞ 
外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り
方に関する検討会 

2014/12/3 
外食等におけるアレルゲン情報の
提供の在り方検討会中間報告 

－ － 規模･業態等に応じた自主的なアレルゲン情報提供の促進に向け
た基本的留意点 

⑤インターネット 
 販売の情報提供 

2015/12-2016/11 
＜消費者庁＞ 
食品のインターネット販売における情報提供の
在り方懇談会 

2016/12/13 
食品のインターネット販売における
情報提供の在り方懇談会報告書 
 

－ － 段階的情報提供の取り組み促進、 
義務表示事項に係わる情報提供拡大を推奨 

⑥原料原産地 2016/1-2016/11 
＜消費者庁＞ 
加工食品の原料原産地表示制度に関する検討
会 

2016/11/29 
加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会中間取りまとめ 
 

2017/9/1 ～ 
2022/3/31 

全ての加工食品に重量割合上位１位の原材料に義務付け 
原則による表示が困難で、一定の条件を満たす場合には、例外表
示を認める 
 

⑦遺伝子組換え 2017/4-2018/3 
消費者庁 遺伝子組換え表示制度 
に関する検討会 

2018/3 
遺伝子組換え表示制度に関する検
討会報告書 

2019/4/25 ～ 
2023/3/31 

義務対象品目・義務対象範囲は現状維持 
「不分別」表示をより分かりやすく変更 
「遺伝子組換えでない」表示の要件を厳格化する 
 

⑧食品添加物 2019/4/10-(現在進行中） 
消費者庁 食品添加物表示制度に関する検討
会 

論点:1.一括名･簡略名表示等、2.用途名表示、3.「無添加」、「不使
用」表示、4.栄養強化目的の添加物の表示、5.普及･啓発･消費者
教育 

食品表示基準（内閣府令） 
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【2012年11月29日：新食品表示制度への意見】 

 

１．新しい食品表示制度は、安全性に係る情報を消費者に確実に 
  提供することを最優先し、このことが法に反映されることを望みます。 

２．加工食品の栄養表示を原則義務化とすることに賛成します。 
  消費者の学習環境の整備に力が注がれることを望みます。 

３. 栄養表示以外の義務的表示事項の拡充・拡大は慎重に行う 
  べきです。 

４．法案検討作業に関しては国民へわかりやすく説明を行う必要が 
  あると思われます。 

５．是正・執行・申し出制度に関しては熟考し、より良いものとなる 
  ことを期待します。 

食品表示に関する意見提出① 
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【2014年8月9日：食品表示基準（案）への意見】 
 

１．食品表示基準（案）に基づく食品表示は国民に活用される表示（見やすく、わか 

  りやすく、正しい表示）でなくてはならないと考えます。つまり消費者にとってはわかりやす 
  く利用しやすいもの、事業者にとっては実行可能で理解しやすいもの、行政にとっては判 
  断・指導しやすいものでなくてはなりません。 

２．特に、栄養表示は、今回の食品表示法によって新たに義務表示となるものであり、 
  国の栄養政策として消費者が、健康増進、栄養改善のため、活用できるようにする必 
  要があります。 

３. 今回の食品表示基準（案）策定に伴って新たに義務化される表示事項（栄養表 
  示以外）やそれに準ずる表示事項に関しては、事業者の実行可能性が担保されるよ 
  う制度を組み立てる必要があることから、すでに流通している商品実態や事業者の活 
  用実態を調査した上で慎重に移行させなくてはならないと考えます。事業者が実行でき 
  るよう配慮することが、適正な食品表示の推進に役立ち、結果として消費者の利益に 
  なると考えます。 

４．今後、食品の輸出入は益々拡大することが予想されます。この点から、わが国の食 
  品表示基準は、用語や定義なども含め、国際的調和を考慮すべきであると考えます。 

食品表示に関する意見提出② 
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【2013年6月12日：栄養表示基準改定についての意見１】 
１．栄養表示基準全体に関する意見 

 

1-1．栄養表示基準全体については消費者、事業者などから広く意見を聴取されたこと 
  がなく、栄養表示基準全体に関して広く意見を求めるべきです。 

1-2．米国など既に栄養表示を実施している国々では、日本で現在議論されている今回 
  の公差の点やこれから議論されるであろう点に関してはすでに議論されており、それらに 
  ついて参考にすべきであると考えます。 

1-3．制度の目的を再確認し、その上で、規定したルールに合わない場合の例外的措置 
  や事業者が円滑に栄養表示を行えるようにするためのデータベースなどの技術的支援 
  について議論すべきであると考えます。 

1-4．その上で、消費者にとって分かりやすい栄養表示を目指すべきです。今回の改正案 
  は消費者をミスリードすると考えます。 

 

 

 

 

食品表示に関する意見提出③ 
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【2013年6月12日：栄養表示基準改定についての意見２】 
２．今回の改定案に関する意見 

 

2-1．栄養表示においても可能性表示は認めるべきではありません。今回の改正案「合 
  理的な推定によって得られた値と断り書き」は再検討すべきです。 

2-2．日本も非感染性疾患予防の観点から、正確な表示値を確保する努力をすべき 
  であると考えます。断り書きをつけることで済ますことは適当ではありません。 

2-3．「誤差」は分析上の差の問題、「公差」は表示と実際の差の問題であるため、 
  「誤差」の許容範囲の用語を見直してください。 

2-4．表示値の公差（現行の表示基準では誤差といわれている）の概念は、コーデック 
  スの栄養表示に関するガイドラインに基づくべきです。 

2-5． 栄養表示基準第3 条第1項第6号の条文は表示の方法に言及しているのか、 
  それとも表示値のコンプライアンスに言及しているのか、消費者・事業者に正しく理解 
  できるよう改めてください。 

2-6．最新の栄養成分に係る分析法を提示すべきであると考えます。 

2-7．「根拠資料の保管」に係わる説明が必要です。 

 

 

 

食品表示に関する意見提出④ 
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【2017年4月18日：原料原産地表示制度への意見】 
１．今回の改正そのものが、消費者が期待するものとはほど遠い、きわめてわかりにくい制度であり、 
   制度の再検討を求めます。 

２．一括表示は消費者が商品間で比較しやすい表示とすべきであり、現在の統一的な表示制度  
   を維持すべきです。 

３．例外表示によって複数の表示方法を認めることは、表示をきわめてわかりづらくさせるものであ 
   り 、例外表示の導入に反対します 。 

４．「製造地表示」「可能性表示」「大括り表示」「可能性＋大括り表示」 については、消費者の 
   誤認や混乱を招くものであり、また、事業者による適正な表示の管理が困難であると考えられ 
   ることから、導入すべきではないと考えます。 

５．加工食品の容器包装に表示を義務付けることにこだわらず、インターネットでの情報公開や電 
   話での問い合わせ対応に応じることを義務付ける（応答義務）などの方法もあわせて制度 
   設計すべきと考えます。 

６．原料原産地表示の規定が国際機関で合意されていない理由や背景について、十分に検討 
   が行われているとは言えません。原料原産地表示の規定をめぐる国際的な動向を踏まえた制 
   度設計とすべきです。 

７．監視体制が不十分な状態での複雑な制度導入はマイナス面が大きいと考えます。表示の裏 
   付けとなる環境の整備を優先すべきです。 

 

 

 

食品表示に関する意見提出⑤ 
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新たな原料原産地表示制度の問題点 

名称：炭酸飲料 
原材料名：果糖ぶどう
糖液糖（国内製造）、
ポリデキストロース、はち
みつ、ハーブエキス、りんご
酢／炭酸、酸味料、ビタ
ミンC、甘味料（スクラ
ロース、アセスルファムK）、
クエン酸鉄Na、ビタミンE、
ビタミンB1、香料、ビタミ
ンB6、ビタミンB2、ヒアル
ロン酸、葉酸 

名称：チューイングガム 
原材料名：マルチトール
（外国又は国内製造）、
還元パラチノース、還元水
あめ／甘味料（キシリ
トール、スクラロース）ガム
ベース、香料、増粘剤
（アラビアガム）、光沢剤 

名称：おでん用調味料 
原材料名：食塩（国内製
造）、砂糖、粉末しょうゆ
（大豆・小麦を含む）、かつ
おぶしエキスパウダー（さばを
含む）、たん白加水分解物、
動物油脂、こんぶエキスパウ
ダー／調味料（アミノ酸、有
機酸、核酸）、着色料（カ
ラメル） 

名称：アイスミルク 
原材料名：糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、
果糖（外国、国内製造））、植物油脂（やし油、パーム油）、
モナカ皮（小麦粉、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、砂
糖、植物油脂、食塩）、脱脂粉乳  、デキストリン／加工でん
粉、安定剤（ローカストビーンガム、グァーガム、タマリンドシードガ
ム、キサンタンガム）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、香
料、膨張剤（炭酸Ｎａ等）、着色料（アナトー色素）、甘味
料（アセスルファムＫ） 10 



【基本的な対応】 
 

①例外表示（又は、大括り）となる場合は、枠外に「原料原産地については、組合
員サービスセンターまでお問合せください。」等と付記する 
 ⇒組合員が詳細を知りたくなった際に、お問い合わせいただきやすくするため 
 

②「又は」表示で必要となる「使用実績」は『前々年』のデータ使用を基本とする 
 ⇒例外表示では、産地別使用実績を３年分保管し、その中の任意の１年分の実績をもとに表示を決  
  める必要があるが、前年では時間的にデータ反映が難しく、３年前のデータでは古く実態が変わっ 
  ている可能性があるため（翌年以降もデータに基づいて改版が必要になる） 

11 

新たな原料原産地表示制度への対応 

・日本生協連は、例外表示や製造地表示が、消費者に「難しく」、「誤認」 
 させる恐れがあるため、新制度の導入には反対してきた！ 
・社会状況を注視しながら、拙速な対応とならぬよう慎重に対応する！ 
（できるだけ組合員に分かりやすく）  

CO・OP商品での対応 
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【2019年4月19日：新しい遺伝子組換え表示制度への意見】 
 

１．新しい公定検査法や不検出の閾値が明らかにならないまま改正 
   を行うべきではありません。 

２．消費者の混乱を招かないよう、統一感のある表示制度を実現 
   してください。 
  （従来の「遺伝子組換えでない」の代替表現（5％～不検出） 
   については、今後消費者庁でQ&A にて示されるとされ、最終的 
   には事業者判断となりました。） 

３．事業者での実行可能性を考慮し、十分な準備期間を確保して 
   ください。 

食品表示に関する意見提出⑥ 
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消費者が食品を選択する時の基準は、おいしさや価格にかぎらず、「健康配慮」 
「国産志向」「環境配慮」など、「多様化」している。 
 

○「選択に資するために必要な表示」のひとつ 

○食品の安全のための表示ではない 

※食品安全委員会のリスク評価に基づき管理されており、安全性は担保されていると考えている。 

遺伝子組換え表示に関する自主基準 

【自主基準の内容】 
1)表示が免除されている醤油や植物油、コーンフレークについても、 
 主な原材料に限り表示する 
2）「遺伝子組換えでない」場合も省略せずに表示する 
  ※CO･OP商品では、即席スープ、即席みそ汁、農産加工品、しょうゆ、みそ、ドレッシング、つゆ、 
   スナック、うなぎ、豆腐、納豆、和風惣菜、蒲鉾・はんぺん、冷凍フライ、冷凍和風惣菜、 
   食事セット、豆類で、「遺伝子組換えでない」表示をしている。 
 

→法律の改定を踏まえて見直す予定 
13 



【生協での「添加物不使用・無添加」表示の経過】 
 ・1960年代から、組合員の声に応えて、一部の商品について 
  無着色、無塩せき、無漂白などの商品開発を進めてきた。 
 ・現在では、法令基準に齟齬がないこと、自主基準をクリア 
  することを条件として、「無着色」「無塩せき」「無漂白」など 
  の表示を行っている。 
 
【課題】 
 ・公正競争規約等業界ごとにルールが異なっている。   
 ・「不使用」表示が意味することが社会的に共有されているとは 
  言えない。 
 ⇒ 「不使用」表示が意味することとその価値について明らかに 
   することが必要ではないか。 

食品添加物表示検討会での意見表明① 
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【CO・OP商品での食品添加物表示自主基準】 
 
・添加物を使用していない旨の表示を行える場合 
 ・市販の同種食品には一般に食品添加物が使用されており、 
  かつ当該食品には特定の用途の食品添加物を、キャリー 
  オーバー、加工助剤を含めて全く使用していない場合 
 
  ⇒食塩や砂糖にも加工助剤等で食品添加物が使用されて  
    いることもあることを考慮し、加工食品全般について 
    「食品添加物無添加」や「食品添加物不使用」と表示 
   することは避ける 

食品添加物表示検討会での意見表明② 
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【検討に向けての要望】 
現行の表示制度は、消費者に定着しており、一定の役割を果た
している。まずは、現行制度の丁寧なレビューを行うべきではな
いか。 
 
「不使用・無添加表示」については、制度変更以前に、「食品表示
基準Q&A」の周知徹底・運用強化を行うべきではないか。 
 
表示の目的、優先度について社会的な合意づくりが必要。本来
的には、食品表示全体の考え方の整理、表示項目・内容の優先
度についての整備を先に行うべきではないか。 

食品添加物表示検討会での意見表明③ 
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添加物表示自主基準の変更（2016年2月） 

17 

法律どおり：原則 「物質名」 

日本生協連：原則 「（用途名・物質名）併記」 
（用途：何につかったか 物質名：何を使ったか）  

一括名（物質名） 
酸味料（リンゴ酸） 
かんすい（炭酸K等） 

独自用途名（物質名） 
静菌剤（アルコール） 
膨軟剤（炭酸水素Ｎａ） 

一括名 
酸味料 
かんすい 

物質名 
アルコール 
炭酸水素Ｎａ 

知りたい 
情報は 

例） 

・「CO・OPは添加物を多く使っているのか？」などの誤解や心配の声 
・他の義務表示項目が増えてきた→表示全体のバランスの配慮 

17 



CO・OP商品での自主基準の概要 

・製造者等･･･原則として製造者・販売者（日本生協連）併記 
・遺伝子組換え･･･1)表示が免除されている醤油や植物油、コーンフレークに 
             ついて主な原材料に限り表示 
            2）「遺伝子組換えでない」場合も省略せずに表示 
・アレルゲン･･･表示対象となる特定原材料等を表示スペースが確保できる 
         場合、わかりやすい表示を追加 
・栄養成分表示･･･甘味を目的として摂取される食品について糖類の表示 
・食品添加物･･･無添加・不使用表示については一定の制限をかけている 

自主基準：行政の制度として足らないと思われる部分を自らが補完するが、 
        行政へは意見していくもの 

自主基準が以前と比べて減っているのは国の制度が充実してきたことの表れ 
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その他の取り組み（見やすさ・わかりやすさ） 
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その他の取り組み（見やすさ・わかりやすさ） 
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本当に世の中の文字は小さ
すぎて読めない！ 

食品表示基準は商品パッケージが基本 

一部（安全に関わらないもの）はWebでの 
情報提供を可能としてはどうか？ 

消費者委員会食品表示部会にて審議中 

コープはらぺこ男子飯 鈴木くん 

食品表示の全体像の見直しに関して① 
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★『ウェブ』での情報提供を「義務化」することには反対（=個人的見解） 
 ・事業者の負担が大きい（システム開発費用＆システム管理費用） 
 ・消費者のメリットは大きいといえず、むしろデメリットが予想される 
   ・「店内」で「初めてその商品を選択する」シーンで用いられる程度 
    ☞食べ慣れた食品では詳細情報を見なくなる 
   ・いつもスマホを携帯しているとは限らない（インターネット接続環境も必要） 
     ☞情報の格差が広がる可能性あり   
   ・情報提供負担分は商品代金に反映 
     ☞消費者負担が大きくなる 

事業者 負担大 

事業者にとっては 
負担増以外の 
何物でもない。 
 
コストが高くなるだけ 
 
商品価格に転嫁せざる 
をえない。 

消費者 負担大 

食品表示の全体像の見直しに関して② 
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★課題は「文字が小さく、表示がわかりにくく、商品選択しづらい」 
 
・仮にウェブで情報が見えるようになったとして、問題解決になるのだろうか？ 
 
 
 
 
 

・ウェブをみて商品選択することが、美しい姿だろうか？ 

・店内で撮影が常態化 
・店内での歩きスマホが増える 
・人気商品棚付近で行列発生 
 ⇒お店での商品購入が大変になる。 

・スマホで情報をみている間に、冷蔵品や冷凍品 
の品質劣化に繋がることも・・・？ 

 全員がスマホを持っているとは限らない。 
 明らかに今までより時間がかかる。  
 インターネット環境必要。 

食品表示の全体像の見直しに関して③ 
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むしろ、表示確認支援アプリを『国』で検討するほうが近道では？ 
 
【コンセプト】   
 ★スマホを通せば、消費者の関心が高い事項がポップアップされる 
   ※事業者は表示変更不要、システム開発不要 
   ※表示の見方の普及啓発ツールにもできる 
   ※外国語モード、音声変換にも対応できる 
    （日本と海外の違いも分かる） 

注意！ 
本商品には小麦が含まれます！ 事前登録したものに反応して注意喚起してくれる 

例：小麦にアレルギーあり、 
  原料原産地に関心あり 
            と登録した場合。 

原料原産地 国内製造 です 

食品表示の全体像の見直しに関して④ 
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ただし、アプリで毎回読み取るにも限界がある。 

最終的には、『商品を見て消費者自らが選択できる』ことが基本。 
 
そのためにも、できるだけシンプルで分かりやすい表示を目指すことは大事！ 
 
 

今やるべきことは、 

①食品表示基準の各表示事項の意味合いを振り返る 
 ☞食品表示基準として最低限必要な情報は何か？ 
 ☞消費者に分かりやすい表示は？（「不適切な表示」は？） 

②表示の見方を消費者に知ってもらうこと 
 

※食品表示全体像は、2023年頃を見据えての検討課題。 
※一歩ずつでも目標を絞った検討を進めて欲しい。 

食品表示の全体像の見直しに関して⑤ 
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【参考】 
 

2019.11.1第6回食品添加物表示検討会で 
日本生協連がウェブ情報開示に積極的とのお褒めの言葉があったが・・・、 
 

 ・日本生協連「CO・OP商品」は宅配販売も多い 
  ☞消費者の商品選択のためにパッケージだけでなく、ウェブ情報の充実が必要。 
 

 ・ウェブでもすべてを物質名で書いている訳ではない 
  ☞香料や調味料等はまず書けない。 
    ・『香料や調味料』等、製造工場で調合して使用しているわけではなく、 
     混合製剤として使用されていることがほとんど。 
    （調合会社にとっては極秘情報で提供いただけない） 
 

※ウェブを使えば「すべての添加物を物質名で表示できる」とは限らない 

食品表示の全体像の見直しに関して⑥ 
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消費者の認知度･意識の向上に関して① 

   

「食品表示に関する消費者意向調査」 
 ・消費者庁が毎年行っている調査 
 ・平成３０年度は、平成３１年２月２８日～３月５日まで、インターネットアンケートを実施 
 ・全国で満１５歳以上の一般消費者（日本国籍を有する） 
 ・有効回答１１,３８０件の中から１０,０００件を抽出 

調査結果： 
 食品表示制度が新しくなっていることを知っている人 ２０．３％ 

「保存方法」の説明で正しい選択肢を選んだ人 ５１．５％ 

「賞味期限」の説明で正しい選択肢を選んだ人  ５４．１％ 

「原材料表示」の説明で正しい選択肢を選んだ人  ６１．３％ 

「原料原産地表示」の説明で正しい選択肢を選んだ人 １３．８％ 

「添加物表示」の説明で正しい選択肢を選んだ人 ２１．３％ 

「表示が義務づけられている特定原材料」に関して正しい選択肢を選んだ人  ３２．１％ 

「表示が義務づけられている栄養成分」に関して正しい選択肢を選んだ人 ３８．１％ 

「栄養機能食品」の説明で正しい選択肢を選んだ人 １０．４％ 

「特定保健用食品」の説明で正しい選択肢を選んだ人 ３４．７％ 

「機能性表示食品」の説明で正しい選択肢を選んだ人 １６．９％ 

「遺伝子組換え表示」の説明で正しい選択肢を選んだ人（複数正解あり） 8.9, 12.0％ 
28 



消費者の認知度･意識の向上に関して② 
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これかは 
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ご清聴いただき 
ありがとうございました 
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