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食品の安心・安全と「表示」 について

食品安全基本法における「食品関係事業者の責務」
<第8条>
→「安全」だけではなく「安心(信頼)」確保も規定

・食品の安全性確保について一義的な責任(「安全」
対策)<第8条第1項>

・正確かつ適切な情報の提供に努力
→表示等(「安心[信頼]対策)<第8条第2項>

・国等が実施する施策への協力<第8条第3項>
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食品表示制度の当面の課題

1 食品表示基準施行の経過措置期間
(猶予期間)後の監視体制

2 次期消費者基本計画における新たな
食品表示制度の動向(食品表示の全
体像と制度改正)
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1. 食品表示基準施行の経過措置
期間(猶予期間)後の監視体制
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主として2つの根拠により強化されるか?

① 経過措置期間が5年という長期に設定された
↓

事業者の対応の困難性を考慮
↓

事業者のかなりの努力により実現された新制度
の実効性を担保するため不適正表示に対する
監視を強化

② これまでの検討会等において監視の強化に
対する意見が多く出された。
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食品表示法の執行の流れ

指示
（第６条第１項、
第３項）

命令
（第６条第５項）

・内閣総理大臣…立入検査、報告徴収、物件提出、収去（第８条第１項）
・農林水産大臣（酒類以外の食品）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第２項） 等
・財務大臣（酒類）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第３項）

※権限の委任 内閣総理大臣→消費者庁長官、都道府県知事等、農林水産大臣→地方支分部局の長・都道府県知事、
財務大臣→国税庁長官・地方支分部局の長

回収等命令
（第６条第８項）

消費者庁
農林水産省
財務省
（都道府県等）

消費者庁
（都道府県等）

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を
及ぼす事項について、食品表示基準に従った
表示をしない場合

消費者庁
（都道府県等）

原産地（原材料の
原産地を含む。）
の虚偽の表示

１年以下の懲役又は100
万円以下の罰金
（第20条）

３年以下の懲役
若しくは300万円以下
の罰金又は併科
（第17条）

２年以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金又は
併科
（第18条）

２年以下の懲役
又は200万円以
下の罰金
（第19条）

表示事項を表示せず
又は遵守事項を遵守しなかった場合

立入検査
等を拒んだ
とき

50万円以下の
罰金
（第21条）

緊急の必要性
生命又は身体に対する危
害の発生又は拡大の防止

表示違反
命令違反 命令違反

立
入
検
査
等

指
示
・命
令

罰
則
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食品表示の監視は国レベルと地域レベ
ルで展開し、各々「連絡会議」や「協議
会」等を通じて連携や情報共有を実施
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現行の食品表示法の監視体制

第40回消費者委員会食品表示部会資料より
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食品表示の監視に関する最近の活動状況

第40回消費者委員会食品表示部会資料より
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2021年6月までにオンラインシステムを導入し義務化 11



「加工食品の原料原産地表示基準」諮問案に対
する消費者委員会答申(2017.8)より

●食品表示に関する監視について
「本制度の導入にあたっては、故意に実際と異
なる表示を行った事業者がいた場合に、そのよ
うな不正表示を的確に把握し、当該事業者を処
分できる監視体制と制度運用が整っていること
が必須条件である。食品表示に関する監視体制
をより一層強化するとともに、本制度の監視に
関する運用を更に具体的に検討し、国・地方自
治体が連携して不正表示を許さない制度運用を
速やかに確立すること」
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２．食品表示の全体像と制度改正
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◎令和元年度末(2020年3月末)まで
に策定される次期「消費者基本
計画」での位置づけに注目

◎消費者員会食品表示部会におい
ても検討されてきたが、要検討
事項の整理や想定スケジュール
はされたものの、具体的な検討
は今後に
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「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）

令和元年８月
消費者委員会事務局
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今後想定されるスケジュール

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
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「分かりやすい食品表示」に関して
は、これまでも検討がなされており、
これらを踏まえた検討が必要
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「食品表示一元化検討会(「検討会」)」について

◎ 趣旨
これまで、消費者庁においては、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に

関する法律、食品衛生法、健康増進法等の食品表示の関係法令の統一的な解
釈・運用を行うとともに、現行制度の運用改善を行いつつ課題の把握等を行っ
てきたところである。
今般、課題の把握等について一定の成果が得られたこと等から「食品表示一

元化検討会」を開催し、消費者、事業者の御意見も伺いつつ、食品表示の一元
化に向けた検討を開始する。

◎ 検討項目

（１）食品表示の一元化に向けた法体系のあり方
（２）消費者にとってわかりやすい表示方法のあり方
（３）一元化された法体系下での表示事項のあり方 等

◎ 検討経緯
平成23年9月30日(第1回)～平成24年8月3日(第12回)
検討時間延べ34時間19分
この間、消費者に対する意向調査、中間論点に対するパブコメ・意見交換会等を実施
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わかりにくい理由(複数回答) 現行「原則として８ポイント以上」

[消費者庁Ｈ２３年１２月消費者意向調査] 19



食品表示一元化検討会報告書より整理
◆情報の重要性の整序

◎ 情報の重要性は消費者や食品によって異な
る→表示されている事項の全てを見ている消費
者は必ずしも多くはない。

◎ 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)

情報の重要性に違いがあることを前提とした制
度設計
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◆表示の見やすさ(見付けやすさと視認性）
◎ Webアンケート結果において、栄養表示の
強調表示を除く全ての表示事項で「文字が小さ
いため分かりにくい」との回答が最も多い。
◎ 文字の大きさと情報量について、「小さい
文字でも多くの情報を載せる」が27.4％、「表
示項目を絞り、文字を大きくする」が72.6％。

高齢化が進展する中で、高齢者の方々がきち
んと読み取れる文字のサイズにすることが特に
必要であり、文字を大きくすることの必要性は
高い。一括表示による記載方法の緩和など、食
品表示の文字を大きくするために、どのような
取組が可能か検討していく必要。 21



◆義務表示の範囲

(基本的考え方)

◎ 安全性確保を優先した検討が必要、消費者
にとって真に必要な情報の検証が必要

◎ 表示を義務付ける以上、基本的に、規模の
大小を問わず全ての事業者が実行可能なもので
あるか否か、また、表示内容が正しいか事後的
に検証可能なものであるか否かの検討が必要

◎ 商品の容器包装への表示が良いのか、むし
ろ、代替的な手段によって商品に関する情報提
供を充実させた方が良いのか、実行可能性と供
給コスト等消費者のメリット・デメリットのバ
ランス検討
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文字の大きさと情報量について

容器包装とそれ以外の媒体利用について

食品表示の文字の大きさと情報量に関する消費者の意向
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Web以外の情報伝達媒体も検討
すべき
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「第2回食品表示一元化検討会資料」より
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「第2回食品表示一元化検討会資料」より
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文字の大きさと情報量に関する検討

「第3回食品表示一元化検討会資料」より
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「第3回食品表示一元化検討会資料」より
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「第3回食品表示一元化検討会資料」より
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Web活用制度への移行は、現段階
ではスマホやPCの活用が難しい世
代があることから容易ではないが、
将来の世代交代やツールの普及の
進展等を見据えた対応が必要
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◎ 消費者の産地情報入手手段
消費者庁・農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料より
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◎「中間論点」の整理
論点１ 新たな食品表示制度の「目的」をどのような内容

とするべきか。
論点２ 新たな食品表示制度における表示事項はどうある

べきか。
論点３ 食品表示に関する適用対象となっていない販売形

態についてどう取り扱うべきか。
論点４ 加工食品の原料原産地表示について、どのように

考えるべきか。
論点５ 栄養表示を義務化すべきか。

仮に義務を課すとした場合、対象となる栄養成
分等はどのように考えるべきか。

◎パブリックコメントの実施
・意見募集期間 平成24年3月5日～4月4日
・意見総件数 1,084件

「第6回食品表示一元化検討会資料」より
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「中間論点に対するパブリックコメント」の概要

「第7回食品表示一元化検討会資料」より 34



「第7回食品表示一元化検討会資料」より 35



消費者委員会食品表示部会「第４回加工食品の表示に関する調査会」資料より

(「食品表示一元化検討会」後の検討)
文字の大きさに関する消費者委員会食品表示部会「第４回加工食品の表示
に関する調査会」における議論(H２６年３月２０日 )
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文字の大きさを５．５ポイントから６．５ポイントに拡
大すると表示に必要となる面積が拡大する。
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省略を可能とする面積（案）
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「全体像」の方向性

◎ 文字を大きくすることは必須
◎ 現行ルールの範囲での工夫と代替・補足

情報伝達媒体の検討を分けて議論
◎ Web媒体については、消費者や小規模事業者

のツールに関した環境整備が必要
◎ 「安全性」のみならず「自主的合理的選択」

の表示事項についても、これまでの義務化の
根拠や経緯を十分に認識した上で慎重に検討
すべき

◎ 仮に優先順位の考え方を導入するとすれば
「安全性事項」を最優先にすべき

◎ マークの活用も普及啓発とセットで検討価値
あり
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