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食品表示は
食品事業者と消費者を

つなぐ
信頼のきずな
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自己紹介
1953年11月19日東京生まれ。78年4月味の素㈱横
浜工場入社。
油脂研究所、東京支店、大阪支店、油脂部、味の
素製油㈱出向、味の素㈱健康ケア事業本部、品質
保証部を勤務。2018年11月嘱託満了により味の素
㈱退職。2019年3月より公益社団法人 日本輸入食
品安全推進協会に勤務。
味の素㈱品質保証部時代に国内味の素グループ
食品工場へのHACCP導入支援、食品表示のプロ
フェッショナルとして味の素グループメンバーへの
食品表示教育及び味の素㈱製品の食品表示の最
終チェック等を実施。
2011年に上級食品表示診断士（食品表示検定協
会認定）取得。
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本日お話しすること

１．（公社）日本輸入食品安全推進協会の紹介

２．輸入食品の監視体制

厚生労働省の取り組み
輸入者の取り組み

３．食品の産地表示

生鮮食品の原産地表示
加工食品の原産国表示
加工食品の原料原産地表示

４．アサリの原産地表示

５．しいたけの原産地表示
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公益社団法人日本輸入食品安全推進協会
● 所在地 東京都中央区日本橋久松町９－８

アーネストビル８F 
● 設立年月日 平成4年9月14日（旧主務官庁 厚生労働省）

● 公益認定移行 平成23年4月1日（内閣府）

● 代表者 会長 藤江太郎 (味の素（株）代表執行役社長)

● 会員（令和４年３月現在）正会員 ７０社 賛助会員 １社
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設立目的
貿易の円滑化に配慮しつつ、輸入食品等の安全性を確保する
ことの重要性に鑑み、輸入食品等の安全性に関し、自主的な
管理体制の確立、人材育成、情報収集及び提供に関する事業
並びに輸入手続の迅速化及び円滑化に資するための事業等を
行うことにより、輸入食品等の安全性確保を図り、もって、
輸入食品等に対する国民の信頼性の確保と公衆衛生の向上及
び増進に寄与することを目的とする。
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輸入食品衛生管理者制度について

平成4年11月厚生省生活衛生局長から「輸入食品衛生管理者
制度」を速やかに推進する旨の要請通知。厚生省、検疫所、
各都道府県等支援を得て、平成５年2月からスタート。

輸入食品衛生管理者の業務
🔹 食品等の輸入前の事前調査及び自主検査による安全確保活

動の推進
わが国の基準等に合致しているか否かを事前調査
（成分規格、製造・加工・調理基準、保存基準等）

🔹 食品等の安全確保に関する情報の収集と知識の習得、普及

🔹 輸入食品等に係る違反・事故等が発生した場合、検疫所と
協力して適切な処置

🔹 消費者に対する正しい食品衛生知識の啓発
その他輸入食品等の安全性に係る事項



輸入食品の安全確保 自主管理の推進

各検疫所との
連携・啓蒙

輸入食品
関連書籍の
編著

輸入食品
関連各種相談・
質問に対応

セミナー
情報交換会
勉強会の
開催

食品衛生
関連情報の
収集と発信

輸入食品衛生
管理者制度の

運営

協会の
主な活動
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輸入食品の監視体制
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廃棄・積戻し又は
食用外転用

検査命令

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報の収集

違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
流通食品等の収去検査（必要に応じて）

厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

審査① 届出内容の確認（全ての届出が対象）

食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか全ての届出を審査
審査② 検査での確認（必要に応じて）

審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導（検査命令・指導検査等）

不合格

輸
入
時
対
策

国
内
対
策

事前相談・指導

輸
出
国
対
策

モニタリング検査の実施（年間計画に基づいて）

合 格

◆日本の規制に合った生産、製造、加工等の管理

◆輸出国政府による証明書の発給

◆輸出前検査等

◆在京大使館を通じた、日本の法規制等の
英語での周知

◆輸出国との二国間協議や担当官を派遣し、
現地調査や現地での説明会の実施

◆輸出国での検査に関する技術協力

輸入届出

輸入者

輸出国政府 厚生労働省

都道府県等

厚生労働省 検疫所

厚生労働省 検疫所

リスクコミュ二ケーション

監視体制の概要

消費者
厚生労働省資料 11



輸出国における衛生管理対策の推進

❖ 我が国の食品衛生規制の周知

• 輸入食品監視指導計画及びその結果に関する英語版情報の提供

• 食品衛生規制に関する英語版情報の提供

• 在京大使館、輸入者等への情報提供

• 輸出国の政府担当者及び食品事業者を対象とした説明会の開催

❖ 二国間協議、現地調査等

• 輸入時に検査命令が実施されている食品等、法違反の可能性が高い食品等に
ついて、二国間協議等を通じた違反原因の究明及びその結果に基づく再発防
止対策の確立の要請

• 主要な輸出国における衛生管理対策に関する計画的な情報収集及び現地調査
の実施

• HACCPに基づく衛生管理や衛生証明書の添付が求められる食品の輸出国にお
ける生産等の段階での衛生管理対策の確認等

❖ 輸出国への技術協力

• 残留農薬、カビ毒等の試験検査技術の向上など、輸出国における監視体
制の強化に資する技術協力の実施

厚生労働省資料 12



輸入時の検査体制の概要

20万件
235万件

令和2年度

検査件数/届出件数
（届出ベース）

（重複除く）

68,941件

86,507件

48,048件
※

違
反
の
可
能
性

高

低

検

査

率

包括輸入禁止

検査命令

モニタリング検査強化

モニタリング検査

※モニタリング検査の延べ件数は102,070件
（検査項目別の重複あり）

○初めて輸入される食品や継続的に輸入され
る食品等に対しては、全量を留め置いて輸
入者が行う指導検査を実施。 厚生労働省資料 13



輸入時における検査制度

❖ 指導検査等

 農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考とし

て、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対し

て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等

❖ モニタリング検査

 多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く

監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ

とを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査

 国が費用負担、検査結果の判明を待たずに輸入可能

❖ 検査命令

 自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違

反が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等に

ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査

 輸入者が費用負担、検査結果判明まで輸入不可
厚生労働省資料 14
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国内流通時における輸入食品の監視体制

❖ 都道府県等監視指導計画

• 都道府県等が各地域の特性等を踏まえて、国が行う輸入時検査の実施

状況を勘案し、毎年度、監視指導の基本的な方向、重点的に実施する

項目等を計画

• 店舗等からの抜き取り検査、輸入事業者への自主管理の指導等を実施

❖ 厚生労働省と都道府県等の連携

• 厚生労働省は、輸入時検査で違反が確認された場合や、海外における

食品安全情報から違反食品等が国内に流通している場合には、必要に

応じて、都道府県等と連携し、回収等の措置を講じる

• 都道府県等による輸入食品検査で違反が確認された場合は、都道府県

等が回収等の措置を講じるとともに、厚生労働省へ速やかに報告し、

厚生労働省は公表及び輸入時監視の強化を実施

厚生労働省資料 16



輸入者による自主的な衛生管理の推進

大前提：食品安全基本法
１）輸入者を含む食品等事業者は、自らが食品の安全性の確保につ
いて第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確
保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講
ずる責務を有する。
２）自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、知識
及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等の必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

輸入者がやるべきこと
１）法に基づく輸入手続、検査制度、規格基準、添付が義務付けられている
衛生証明書等の食品衛生上の規制、輸入者の責務等について理解する。

２）輸入食品等の違反及び衛生問題の情報、新たに制定された規格基準並び
に輸出国段階の食品衛生管理に関する規制について情報を収集する。

３）加工食品においては「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドラ
イン）」に基づき、輸出国の食品衛生管理関連規制の整備及び施行の状況、
製造者の衛生管理の水準等を勘案して、輸出国での生産等の段階において
必要な確認を行う。
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４）輸入する食品等が輸出国において違法に生産等されたものではないこと
を確認するとともに、加工食品ガイドラインに基づくチェックリスト等を
用いて原材料、添加物、製造方法、検査データ等が法に適合していること
についての確認を徹底する。

５）輸入者が過去に輸入したことのない食品等や同種の食品等にて過去に法
違反事例又は衛生問題が確認されている食品等については、事前に検疫所
の輸入食品相談指導室等に相談する。

６）初回輸入時においては、輸入食品等の規格基準及び添加物等の使用状況
に基づき、当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な
検査項目について、適宜自主検査を行う。

７）輸入食品等の流通状況についての確認が常時行えるよう、食品等に関す
る輸入及び販売状況の記録等の適正な作成及び保存を行う。
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2.5

輸入前相談時点 輸入時点

違反率(令和2年度)

輸入前相談時点で判明する場合が
多い。

⇒輸入前相談により効果的に輸入
食品の法違反の防止が可能。

（％）

（資料出所）厚生労働省「令和2年度における輸入食品監視指導
計画に基づく監視指導結果」

①輸入届出件数：2,352,082件
輸入時に判明した違反件数：691件

②輸入相談実施件数：23,781件
相談時に判明した違反該当件数：523件

輸入者に対する輸入前相談

2.20%

0.03%

厚生労働省資料 19



食品表示
（特に産地表示）
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（質問）
輸入食品は、どの段階から食品表示基準に基
づく表示が義務付けられるのですか。

（答）

１ 輸入業者が国内で他の事業者へ販売する時点から
表示が必要となります。

２ また、酒類については、酒税の保全及び酒類業組合
等に関する法律（昭和28年法律第７号）に基づき、酒
類を保税地域から引き取るまでに表示することが義
務付けられています。

３ したがって、輸出国側の事業者には、食品表示基準
に基づく表示義務はありません。

４ なお、輸入手続の代行だけを行う事業者には、食品
表示基準に基づく表示義務はありません。
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生鮮食品の原産地表示
項目 説明

農産物 名称 その内容を表す一般的な名称で表示

原産地 国産品は都道府県名を表示
輸入品は原産国名を表示

畜産物 名称 食肉の種類名を表示

原産地 国産品は国産である旨を表示
輸入品は原産国名を表示

水産物 名称 魚介類の名称ガイドラインに基づいて表示

原産地 国産品は水域名や地域名（最も養殖期間が
長い主たる養殖場が属する都道府県名）を
表示
（水域名の表示が困難な場合は水揚げした港名又は
港が属する都道府県名を表示）

輸入品は原産国名を表示

養殖の有無 稚魚などを大きく成長させるためにえさを与
えて育てた場合に表示

解凍の有無 凍結したものを解凍した場合に表示 22
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畜産物及び養殖された水産物の原産地ルール
（いわゆる「長いところ」ルール）

消費者庁資料



１．加工食品にあっては、輸入品については原産国名を一括表示部分に表
示する。

２．原産国とは、食品について最後に実質的な変更をもたらす行為が行われ
た国をさす。

該当するもの

①加熱処理を行った場合

②塩蔵等を行った場合

③緑茶及び紅茶における荒茶の製造

④清涼飲料・果汁飲料を希釈した場合

⑤インスタントコーヒーにおけるコーヒー豆の粉砕抽出濃縮後の乾燥後
混合など

該当しないも
の

①商品にラベルを付け、その他表示を施すこと

②商品を容器に詰め、又は包装すること

③商品を単に詰め合わせ又は組み合わせること

④単なる切断

⑤輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水付けその他これに類する行
為

⑥単なる混合

実質的な変更をもたらす行為の例

加工食品の原産国表示
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原料原産地表示とは、一般用加工食品（輸入食品を除く）の原料

の原産地に関する表示である。３つのタイプの表示方法がある。

名称 さんまの開き

原材料名 さんま、食塩

原料原産地名 Ａ国

内容量 １尾

消費期限 枠外下部に記載

保存方法 １０℃以下で保存

製造者 ○○株式会社

東京都××区○町１

事例

名称 さんまの開き

原材料名 さんま(A国)、食塩

内容量 １尾

消費期限 枠外下部に記載

保存方法 １０℃以下で保存

製造者 ○○株式会社

東京都××区○町１

あるいは

加工食品の原料原産地表示

25



①22食品群

②５食品

一般用加工食品

輸入食品

原料原産地表示の概念図

③
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食品表示基準で原料原産地名表示が義務づけられている２２食品群

（１）乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実

（２）塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実

（３）ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん

（４）異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合した
もの

（５）緑茶・緑茶飲料 （６）もち

（７）いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類

（８）黒糖及び黒糖加工品 （９）こんにゃく （１０）調味した食肉

（１１）ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵 （１２）表面をあぶった食肉

（１３）フライ種として衣をつけた食肉 （１４）合挽肉その他異種混合した食肉

（１５）素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻 類

（１６）塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 （１７）調味した魚介類及び海藻類

（１８）こぶ巻 （１９）ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類

（２０）表面をあぶった魚介類 （２１）フライ種として衣をつけた魚介類

（２２）生鮮食品を異種混合したもの

＜対象食品＞原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると
一般に認識されている品目（食品表示基準第３条（別表第１５）で規定）
＜対象原料＞原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品で、かつ当該割合が50%以上のもの。
＜表示方法＞国別重量順

◇第１のタイプ①
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食品 表示方法

農産物漬物 農産物漬物の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産
物又は水産物の上位４位（内容重量が300ｇ以下のものにあっては、

上位３位）までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める
割合が5％以上の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い
原産地の順に表示します。

野菜冷凍食品 野菜冷凍食品の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野
菜の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占め
る割合が5％以上の原産地名は、原材料及び添加物に占める重量
の割合の高い原産地の順に表示します。

うなぎ加工品 うなぎの名称の次に括弧を付して、原産地を表示します。

かつお削りぶ
し

かつおのふしの文字の次に括弧を付して、ふしの製造地を表示しま
す。

おにぎりのの
り

のりの名称の次に括弧を付して、のりの原料となる原そうの原産地
を表示します。

食品表示基準で原料原産地名表示が義務づけられている５食品

◇第２のタイプ②
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●原則全ての加工食品（輸入食品を除く）が対象

＜対象食品＞「22食品群＋5品目」以外の加工食品（輸入食品を除く）

・22食品群で生鮮原料が50%以上でない場合も含む

＜対象原料＞食品原料中の重量1位の原料の原産地を表示

・重量1位の原料が生鮮食品⇒原産地、加工食品⇒加工食品の製造地を表示

＜表示方法＞原則、国別重量順で表示。産地の切替等で国別重量順の表示が

困難な場合に限り、例外的な表示を認める。

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ、カナダ）、豚脂、・・・

名称 干しそば
原材料名 そば粉（国内製造）、小麦粉、食塩

重量1位が生鮮食品

重量1位が加工食品

★原料原産地名の事項名
を設けて表示することも可
能

食品表示基準で原料原産地名表示が義務づけられている加工食品

◇第３のタイプ③ 2017年9月1日施行（2022年3月31日まで経過措置期間）
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産地の切替等で国別重量順の表示が困難な場合に限り、以下
の例外的な表示を認める

①又は表示

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（国産又はアメリカ）、豚脂、・・・

※豚肉の産地は、平成○年の使用実績順

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（国産、輸入）、豚脂、・・・

②大括り表示

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（国産又は輸入）、豚脂、・・・

③大括り表示＋又は表示

※豚肉の産地は、平成○年の使用実績順

・平成○年の実績では、
国産＞アメリカ産
・国産とアメリカ産以外
は使用せず

・3か国以上の外国産の
場合、「輸入」で括れる

・国産と外国産を混合し
て使用し、国産＞外国産

・②でも表示が困難な
場合のみ使用可
・平成○年の実績では、
国産＞外国産
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アサリの原産地表示
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消費者庁資料
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消費者庁資料
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消費者庁資料



しいたけの原産地表示
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林野庁資料
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林野庁資料
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林野庁資料



食品表示は
食品事業者と消費者を

つなぐ
信頼のきずな
hideten@s00.itscom.net
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ご清聴ありがとうございました
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