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◎食品表示は、食品の提供サイドと消費者を
結ぶ信頼の絆（きずな）。

◎食品表示のルールを活用するのは「消費者
（お客様）」。

⇒事業者は、消費者以上にルールを理解して
おくことが必要。

◎事業者は、食品表示に関して法令の方向で
はなく、消費者の方向を注視すべき。
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新食品表示制度の施行に向けたタイムスケジュール

◎生鮮食品：1年6ヶ月

◎加工食品・添加物：5年



新食品表示制度における主な要検討
事項

◎ 機能性表示食品制度における
機能性関与成分の取り扱い

◎ インターネット販売の表示
〇 遺伝子組換え・添加物表示
□ 情報の重要性の整序
□ 「異種混合」の定義
● 中食・外食のアレルギー表示
⇒ガイドライン等による対応

▽ 実効ある栄養表示制度 等



「異種混合」の定義に関する課題

「生鮮食品」には原産地表示、「加工食品」に
は期限表示が義務づけされている。

①キャベツ丸ごと→生鮮食品
②キャベツの千切り→生鮮食品
③キャベツの千切り＋赤キャベツの千切り→生鮮食品
④キャベツ千切り＋カットレタス➡加工食品
⑤メバチマグロ赤身→生鮮食品
⑥メバチマグロ赤身＋メバチマグロ中トロ→生鮮食品
⑦メバチマグロ赤身＋みずだこ(生)➡加工食品
⑧牛ロース＋牛カルビ→生鮮食品
⑨牛ロース＋豚ロース➡加工食品
⑩牛ロース＋牛塩タン➡加工食品



異種混合の定義

異種混合の
種別

考え方 区分

組み合わせ・
盛り合わせ

各々の生鮮食品を単に組み合わせ
たり盛り合わせただけで、ばらばら
に飲食、調理等されることが想定
されるもの

生鮮食品

混合
各々の生鮮食品が混合されて、
１つの商品としてそのまま飲食、
調理等されることが想定されるもの

加工食品

食品を摂取する際の安全性の観点及び事業者の実行可能性を
踏まえ、さらなる商品実態や消費者が選択する際の食品表示に
関する意識も調査した上で、検討が必要
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消費者委員
会資料より

販売者が対象



栄養表示基準の改正イメージ（合理的な方法に基づく表示値の設定)

表現例

合理的な方法により得られた値の表示を行う場合は、下記の
いずれかの表現を記載すること。
『この表示値は、目安です。』
『推定値』





第 1回(H28 .1.29)～
第10回(H28.11. 2)



消費者庁「食品表示一元化検討会」資料



新制度の目的
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(法１)食品を摂取する際の安全性の確保＋自主的かつ
合理的な食品の選択の機会の確保

→基準の策定その他必要な事項を定め、適正を
確保することにより、
①一般消費者の利益増進

②３法による措置と相まって国民の健康保護・
増進＋食品の生産・流通の円滑化に寄与



過去の検討における論点･課題





「食品表示一元化検討会報告書(平成24年8月9日)」よ
り
ＪＡＳ法に基づく加工食品の原料原産地表示は、次
の品目横断的な２要件に照らして対象品目を選定す
るという方法により、現行では22食品群及び個別の４
食品が義務付けの対象とされている。
① 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食
品として品質に大きく反映されると一般的に認識され
ている品目のうち、
② 製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量
の割合が 50%以上である商品
本検討会では、これまでの「品質の差異」の観点にと
どまらず、新たな観点から原料原産地表示の義務付
けの根拠とすることについて議論を進めたが、合意に
は至らなかった。当該事項については、食品表示の一
元化の機会に検討すべき項目とは別の事項として位
置付けることが適当である。



自民党骨太ＰＴ[第3回]の方針
(平成28年3月31日)

「全ての加工食品について、実行
可能な方法で原料原産地を表示し、
国民の日々の生活が、日本の「食
と農」を支える社会をつくる。」



◎ 今回の施策は、HACCPの
義務化や新JAS制度の導入と
同様「産業振興」の一環として
の位置づけ



日本再興戦略2016、経済財政運営と改革の基本方針2016



◎ 対象製品に占める義務表示対象商品、自主的表示商品の割合

第10回検討会資料より



消費者に対する調査について
Webアンケート、 日本在住の20歳以上男女3,000人、平成28年３月４日～３月11日

◎ 加工食品を購入する際、参考としている表示項目

第10回検討会資料より



◎ 原料原産地表示を参考にするか

第3回検討会資料より



◎ 原料原産地表示を参考にする理由

第10回検討会資料より



◎ 政府ベースにおける加工食品
の原料原産地表示制度の目的は、
国産品の需要拡大ではなく、あくま
でも消費者基本法における基本理
念のうち、「消費者にとって食品選
択に資する情報が得やすい環境
を整備」するため

自民党の方針



◎ 消費者の産地情報入手手段
第10回検討会資料より



消費者が食品表示項目を見る理由(n=1,083)
[消費者庁Ｈ２３.１２月調査]



加工食品の原料原産地表示基準案
◎ 義務表示の対象となる加工食品及び原材料

⇓
全ての加工食品について、重量割合上位１位の原料の原産地
を義務表示の対象とする。

◎ 義務表示の方法（国別重量順表示）
⇓

国別重量順表示を原則とする。ただし、国別重量順表示
が難しい場合には、消費者の誤認を防止するための方法
を明確にした上で、例外の表示を認める。

◎ 冠表示は、定義が不明確等により、対象外とする
→ガイドラインで対応



◎ 国別重量順表示の例

「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」より



◎ 例外の表示1:可能性表示

国別重量順表示を行った場合に容器包装の変更が生じると
見込まれる場合には、過去の実績等を踏まえた表示を行うこと
ができる。
○ 使用可能性のある複数国を、使用が見込まれる重量
割合の高いものから順に「又は」でつないで表示できる。
※原則として、過去の取扱い実績等に基づき表示する。
○ 現行基準同様、原産国が３か国以上ある場合は、３か国
目以降を 「その他」 と表示することができる。

消費者庁・農林水産省検討会資料より第10回検討会資料より



過去一定期間における産地別使用実績
製造年から遡って３年以内の中で１年以上の実績。

ただし、実績の根拠を１年とする場合、製造年から３年前は不可。

「第39回消費者委員会食品表示部会」資料より



変更案

「第40回消費者委員会食品表示部会資料」より



今後一定期間における産地別使用計画
当該計画に基づく製造の開始日から１年以内の予定



◎ 例外の表示2:大括り表示
国別重量順表示を行った場合に、３以上の外国の産地表

示に関して容器包装の変更が生じると見込まれる場合には、
「大括り表示」を行うことができる。
○ ３以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示
○ 輸入品と国産を混合して使用する場合、輸入品（合計)
と国産との間で、重量の割合の高いものから順に表示。

第10回検討会資料より



◎ 例外の表示3:大括り表示＋可能性表示
「大括り表示」を用いても容器包装の変更が生じると見込まれる

場合のみ、 「大括り表示＋可能性表示」を行うことができる。
○ ３以上の外国を「輸入」と括って表示。
○ その上で、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の
高いものから順に「又は」でつないで表示。

※原則として、過去の取扱い実績に基づき表示する。

第10回検討会資料より



◎ 「大括り表示＋可能性表示」が認められる条件例
第10回検討会資料より



◎ 例外の表示4:
中間加工原材料の製造地表示
対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該
原材料の製造地を「○○製造」と表示する。
○対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該
原材料の製造地を「○○（国名）製造」と表示する。
○ただし、中間加工原材料である対象原材料の原料
の産地が判明している場合に、「○○製造」の表示
に代えて、当該原料名とともにその産地を表示する
ことができる。
○複数の製造国の中間加工原材料を混合して使用
する場合には、「可能性表示」などの表示を認める
条件や誤認防止についての考えを準用する。



◎ 中間加工原材料の製造地表示例

第10回検討会資料より



第10回検討会資料より



◎ 共通事項
○誤認防止

使用割合が極めて少ない産地については、消費者の誤認
が生じないよう、例えば、割合を表示する、又は、○○産と
表示しないなどの表示方法を講じる→「5％未満」案。

○現行の表示方法

既に原料原産地表示が義務付けられている22食品群と４
品目は、原則による「国別重量順表示」で実施されており、
消費者に対する情報提供のレベルを下げないようにする観
点から、現行の表示方法を維持する。

○その他

おにぎりののりについて、原料原産地表示の対象とする。



○表示媒体
容器包装への表示を義務化、インターネットは
自主的に(約93%の消費者が表示で確認)



◎ 書類の備置き

事業者は、基本的に、自ら製造、販売等する
食品に係る情報を記載した書類等を整備し、
保存。

例外表示の際に表示内容が正しいことを確
認できるよう、過去の使用実績等の根拠となる
書類の備置き等が必要。

基準案では義務規定に



◎ パブリックコメント及び経過措置
今回の制度は、抜本的に改正が行われ
るため、今後着手する食品表示基準の改正
に当たっては、パブリックコメント等により広く
国民の声を聞くものとし、施行に当たっては、
事業者の包材の改版状況も勘案して、十分
な経過措置期間をおく。
◎ 経過措置の設定案
➀ 現行基準の期間である5年間(基準化時

には残り2年半)に合わせる。[基準案]
② 原料原産地表示基準のみ期間を独自設

定する。
③ 現行基準の期間を延長し、原料原産地

表示基準とを合わせて同期間とする。



◎ 消費者への啓発活動の推進

原則としては「国別重量順表示」であることを始め、認
められる例外の表示についても、今後、消費者への啓
発を行政及び関連する団体が相まって複層的に行うこ
とが必要。

「国別重量順表示」、「可能性表示」、「大括り表示」と
「製造地表示」により原料原産地表示された同一品目
の商品が、店頭に並ぶ可能性が想定。新しい制度であ
る以上、消費者への啓発活動が重要であり、政府は、
パンフレット作成や説明会を実施することなどにより、
積極的に啓発活動を行っていくことを、また、事業者に
おいても、原則である「国別重量順表示」での対応を期
待。



◎ 行政による監視

行政には、食品表示制度の適正な運用の
ため、引き続き、効果的かつ効率的な監視
に努めることを期待。

↑

故意による不適正表示は、直罰ではなく
「指示→命令→罰則」の事例が多い。



消費者委員会第4次食品表示部会の設置(H28.6.29第1回開催)

今後は、報告書→各省協議→基準の表示部会への諮問・審議→内閣府令改正



◎ 今後の課題

・ パブリックコメント
消費者及び事業者に対する丁寧、確実な取
りまとめ内容の説明(検討会の委員並みの理
解度に)を踏まえたパブリックコメント等十分な
意見収集。→4月25日締切→解析

・ 消費者の理解度と活用度の把握
現行の義務表示事項全般に関して、消費者
がどの程度理解し、活用しているかという理解
度及び活用度の客観的実態把握。









「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に
関する検討会報告書」概要





第１回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資料２より



懇談会の提言

（１）食品のインターネット販売における情報提供の在り方
○対応できる義務表示事項に係る情報や食品から取組
を進める。

○消費者に分かりやすい方法で提供することが重要。
○業者間の情報伝達の円滑化を図る。
（２）事業者の自主的な取組について
実情に沿った情報提供に取り組むための方針やガイド
ライン等の自主的検討・作成。

（３）消費者への普及・啓発
容器包装ラベルにおける表示制度全体のほか、インー
ネット販売における義務表示事項。



・ 情報の重要性の整序
表示事項の増加への対応と消費者にとって
の分かりやすさの検討。

※ 「食品表示一元化検討会報告書」より

できる限り多くの情報を表示させることを基本
に検討を行うことよりも、より重要な情報がより
確実に消費者に伝わるようにすることを基本に
検討を行うことが適切(表示義務として行政が

積極的に介入すべきは特に安全性確保に関す
る情報)→「安全性」以外の情報は優先順位の
考え方の導入



文字の大きさと情報量について

情報の表示以外の媒体利用について



今後食産業企業等に求められる対応

◎ 事業者における正確かつ適切なデータ

管理の推進

◆原材料等の購入元～社内(工場内)～製

品の納品先までの「食品＋その関連の

情報」の管理が必要

◆特に、原産地、原材料、アレルゲン等

→個別トレーサビリティの導入促進



◎トレーサビリティの定義

◆ Codex委員会総会(2004年6～7月)
での合意

「生産、加工及び流通の特定の一つ又
は複数の段階を通じて、食品の移動
を把握できること」

◎ 「移動を把握できる」；川下方向へ
追いかける追跡と、川上方向へ遡る
遡及の両方を意味

個別トレーサビリティ

チェーントレーサビリティ



ご清聴ありがとうございました。


