議事（３）

食品表示法施行後の状況について
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新しい食品表示制度の主な変更点
１ 加工食品と生鮮食品の区分の統一
・ＪＡＳ法と食品衛生法で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
・新たに加工食品に区分されるもの：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→アレルゲン、
製造所所在地等の表示義務が課される

２ アレルギー表示に係るルールの改善
・特定加工食品及びその拡大表記を廃止
（例：
「マヨネーズ（卵を含む）」
、「ロールパン（小麦を含む）
」と表示が必要）
・個別表示を原則とする
・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）
・
「（原材料の一部に○○・○〇を含む）
」→「
（一部に○○・○○を含む）」

３ 栄養成分表示の義務化
・原則として、全ての消費者向けの加工食品と添加物への栄養成分表示が義務化
・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
・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
・省略可能な場合：
①表示可能面積が小さいもの（おおむね 30 ㎠以下）
②酒類
③栄養供給源としての寄与の程度が小さいもの
④極めて短期間で原材料が変更されるもの
⑤小規模模事業者（消費税法第９条第１項で消費税を納める義務が免除される事業者、中小
企業基本法第２条第５項で定める小規模企業者）が販売するもの

４ 製造所固有記号の使用に係るルールの改善

※28.4.1 施行

・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（業務用食品を除く）
・製造所固有記号を使用する場合は、次のいずれかの事項を表示(業務用食品を除く)(応答義務)
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
・製造所固有記号届出データベースを導入し、届出（新規・更新・変更・廃止）は食品関連事業
者がオンライン手続きにより行う
・製造所固有記号の有効期間を５年とし、継続して使用する場合は、届出情報の更新が必要
・新たな製造所固有記号制度では「＋」を冠して製造所固有記号を表示

５ 表示レイアウトの改善
・表示可能面積がおおむね 30 ㎠以下の場合であっても、
・安全性に関する表示事項（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、Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む旨）は省略不可
・表示責任者を表示しなくてもよい場合には、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も省略不可
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・原材料と添加物の区分を明確に表示
①原材料と添加物を記号「／」で区分する
②原材料と添加物を改行する
③原材料と添加物を別欄に表示する

６ 原材料名表示等に係るルールの変更
・パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料は、他の加
工食品同様、原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量割合の高いものから順に表示
・複合原材料表示について、それを構成する原材料を分割して表示したほうが分かりやすい場合
は、分割して表示可能
・プレスハム、混合プレスハムは、ソーセージや混合ソーセージと同様、「でん粉含有率」の表
示事項の項目を立てて表示

７ 栄養強調表示に係るルールの改善
・低減された旨の表示をする場合（熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウ
ム）や強化された旨の表示をする場合(たんぱく質、食物繊維)は、絶対差に加え、新たに 25％
以上の相対差が必要
・強化された旨の表示をする場合(ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類)は、「含む旨」
の基準値以上の絶対差に代えて、栄養素等表示基準値の 10％以上の絶対差が必要
・無添加強調表示(糖類、ナトリウム塩)は、一定の条件が満たされた場合にのみ可能（新規）

８ 栄養機能食品に係るルールの変更
・栄養成分の機能が表示できるものとして、n-３系脂肪酸、ビタミンＫ、カリウムを追加
・鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対象とする
・その他表示事項の追加・変更

９ 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
・一般消費者向け：新たに「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示
・業務用：新たに「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示

10 通知等に規定されていた表示ルールの一部を基準に規定
11 新たな機能性表示制度の創設

※経過措置期間なし

・事業者の責任において、疾病に罹患していない者（未成年、妊産婦及び授乳婦を除く）に対し
機能性関与成分によって健康の維持・増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的
根拠に基づいて容器包装に表示をする食品
・表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び
機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体
制その他必要な事項を販売日の 60 日前までに消費者庁に届け出る（特定保健用食品とは異な
り、消費者庁の個別の許可を受けたものではない）

経過措置期間
・一般用加工食品及び一般用添加物：平成 32 年３月 31 日までに製造・加工・輸入されるもの
・業務用加工食品及び業務用添加物：平成 32 年３月 31 日までに販売されるもの
・生鮮食品：平成 28 年９月 30 日までに販売されるもの
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食品表示法に基づく執行体制

表示事項

広域

食品全般（酒類含む）
【衛生事項】
・名称
・保存方法
・消費期限又は賞味期限
・添加物
・製造所等
・アレルゲン
・遺伝子組換え
など
【保健事項】
・栄養成分
など

食品全般（酒類除く）
【品質事項】
・名称
・原材料名
・内容量
・食品関連事業者
・遺伝子組換え
・原料原産地名 など

酒類
【品質事項】
・名称
・内容量
・食品関連事業者
・遺伝子組換え
など

消費者庁

消費者庁

消費者庁

都道府県等が対応することが

消費者庁所管の他法令

消費者庁所管の他法令

困難で国の関与が必要な案件

違反が疑われる案件

違反が疑われる案件

都道府県
保健所設置市
特別区
県域

農林水産省(地方農政局)

財務省（国税庁）

都道府県
指定都市（28.4.1～）

県の執行体制
衛生事項
権限

保健事項

・指示
・指示に係る措置命令
・回収等命令
・業務停止命令
・公表
・報告の徴収、物件の提出
要求、立入検査、質問、
収去
・申出の受付、調査

品質事項
・指示
・指示に係る措置命令

・公表
・報告の徴収、物件の提出
要求、立入検査、質問
・申出の受付、調査

本庁

保健福祉部薬務衛生課

保健福祉部健康増進課

農林水産部農産園芸課

出先

各保健所生活衛生課
（四国中央保健所は衛生環境課）
食肉衛生検査センター※

各保健所健康増進課
（四国中央保健所は保健課）

各地方局産業振興課
各支局地域農業室

松山市保健所

(中予地方局産業振興課)

※と畜場、食鳥処理場関係

(参考)
松山市

松山市保健所
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食品表示に関する相談等窓口
食の安全・安心総合相談窓口（各保健所）
保健所名
連絡先
0896-23-3360（代）
四国中央保健所
四国中央市三島宮川 4-6-53
0897-56-1300（代）
西条保健所
西条市喜多川 796-1
0898-23-2500（代）
今治保健所
今治市旭町 1-4-9
089-941-1111（代）
中予保健所
松山市北持田町 132
0894-22-4111（代）
八幡浜保健所
八幡浜市北浜 1-3-37
0895-22-5211（代）
宇和島保健所
宇和島市天神町 7-1
089-911-1808
松山市保健所
松山市萱町 6-30-5

管内市町
四国中央市
新居浜市、西条市
今治市、越智郡（上島町）
伊予市、東温市、上浮穴郡（久万高原町）、伊予郡
（松前町、砥部町）
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡（内子町）、西宇
和郡（伊方町）
宇和島市、北宇和郡（松野町、鬼北町）、南宇和郡
（愛南町）
松山市

個別相談窓口
食品表示に関する事について
受付内容：表示に関する相談、違反情報
対象とする食品：酒類を除く食品全般
対象とする表示：名称、原材料、原産地、内容量等の品質
に関する事項
受付内容：表示に関する相談、違反情報
対象とする食品：酒類を含む食品全般
対象とする表示：添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生
に関する事項
受付内容：表示に関する相談、違反情報
対象とする食品：酒類を含む食品全般
対象とする表示：栄養成分表示等の栄養に関する事項

県庁農産園芸課 089-912-2551
東予地方局産業振興課 0898-68-7322
中予地方局産業振興課 089-909-8761
南予地方局産業振興課 0895-22-1881
今治支局地域農業室 0898-23-2570
八幡浜支局地域農業室 0894-23-0163
各保健所
県庁薬務衛生課 089-912-2395
各保健所
県庁健康増進課 089-912-2401
各保健所
県庁薬務衛生課(食品衛生法由来)089-912-2395
県庁農産園芸課(JAS 法由来) 089-912-2551
地方局産業振興課(JAS 法由来）
支局地域農業室(JAS 法由来）

遺伝子組換え食品に関する事

健康食品に関する事（食品として販売に供するもの）について
健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告に関する事

各保健所
県庁健康増進課 089-912-2401

薬効標ぼうに関する事
医薬品成分が検出された製品に関する事

各保健所
県庁薬務衛生課 089-912-2391

過大な景品類や不当な表示に関する事

東予地方局総務県民課 0897-56-1300(代)
中予地方局総務県民課 089-941-1111(代)
南予地方局総務県民課 0895-22-5211(代)
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