消 費 者 庁
告示第一号
厚生労働省

食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の一部を改正する件
○

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第四十六号。以下「改正法」という。）の施

行に伴い、及び食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第二十二条第一項の規定に基づき、

食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針（平成十五年厚生労働省告示第三百一号）の一部を次

消費者庁長官

加藤

伊藤

勝信

明子

の表のように改正し、改正法の施行の日（令和二年六月一日）から適用する。
令和二年三月五日

厚生労働大臣
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（傍線部分は改正部分）

目次
目次
第一 監視指導の実施に関する基本的な方向
第一 監視指導の実施に関する基本的な方向
第二 監視指導の実施体制等に関する事項
第二 監視指導の実施体制等に関する事項
第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実
第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実
施に関する事項
施に関する事項
第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する
第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する
事項
事項
第五 食品等事業者自らが実施する衛生管理に関する事項
第五 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事
項
第六 関係者相互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケー
ション）の実施に関する事項
第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項
第六 関係者相互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケー
ション）の実施に関する事項
第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項

第一 監視指導の実施に関する基本的な方向
第一 監視指導の実施に関する基本的な方向
一 行政、食品関連事業者及び消費者の役割分担
一 行政、食品関連事業者及び消費者の役割分担
食品の安全性の確保に関しては、国及び都道府県等が監視指
食品の安全性の確保に関しては、国及び都道府県等が監視指
導その他の様々な施策を総合的に策定し、実施する責務を有す
導その他の様々な施策を総合的に策定し、実施する責務を有す
るものの、食品の安全性はこうした行政の施策のみにより実現
るものの、食品の安全性はこうした行政の施策のみにより実現
されるものではなく、食品安全基本法（平成十五年法律第四十
されるものではなく、食品安全基本法（平成十五年法律第四十
八号。以下「基本法」という。）第八条第一項に規定されてい
八号。以下「基本法」という。）第八条第一項に規定されてい
るとおり、食品等の生産、輸入、販売等に携わる食品関連事業
るとおり、食品等の生産、製造、加工、輸入、販売等に携わる
者が、消費者に食品等を供給する者として、食品の安全性を確
食品関連事業者が、消費者に食品等を供給する者として、食品
保する第一義的責任を有している。
の安全性を確保する第一義的責任を有している。
加えて、食品等事業者（法第三条第一項に規定する食品等事
加えて、食品等事業者（法第三条第一項に規定する食品等事
業者をいう。以下同じ。）については、法第三条に規定されて
業者をいう。以下同じ。）については、法第三条に規定されて
いるとおり、知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自
いるとおり、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、記録の作成及び保存等の努力義務を有している
主検査の実施、記録の作成及び保存等の努力義務を有しており
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。さらに、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法
律第四十六号）により、法第五十条の二第二項、と畜場法第六
条第二項及び第九条第二項並びに食鳥処理法第十一条第二項の
規定に基づく公衆衛生上必要な措置（以下「ＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理」という。）が制度化された。ＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理の制度化により、食品等事業者のうち、法第五十条の
二第一項に規定する営業をする者（以下「営業者」という。）
、と畜場の設置者又は管理者及びと畜業者等並びに食鳥処理業
者は衛生管理計画及び手順書を作成し、当該衛生管理計画及び
手順書に沿った衛生管理の実施並びに衛生管理の実施状況に係
る記録の作成及び保存が求められることとされ、衛生管理の実
施に係る第一義的責任の内容が明確化された。
また、消費者も、家庭内での食中毒の発生を防止する等の観
点から、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深め、適切
に食品を選択し、均衡のとれた食生活を送ることのほか、食品
の安全性の確保に関する施策に意見を表明するよう努めるなど
、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすことが期待され
ている。
こうした役割分担を前提として、国及び都道府県等は、食品
等事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給しているか
否かを確認するため、監視指導を実施する。ただし、監視指導
の国際的な整合性及び全国的な平準化を図る観点から、国は国
際的な基準を踏まえて法第五十条の二第一項の規定に基づく基
準を定めるとともに、同基準の具体的な運用についても継続的
に検討する。また、特に同項第二号に規定する小規模な営業者
その他の政令で定める営業者（第二の一及び第三の一の１にお
いて「小規模営業者等」という。）が円滑にＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理を実施し、かつ、都道府県等が平準化した監視指導
を実施することを担保するため、国は手引書の整備を進める。
なお、平成十五年改正法により法第二条に明記されたとおり
、国及び都道府県等は、監視指導の実施以外に、知識の普及、

、その的確な実施が求められる。

また、消費者も、家庭内での食中毒の発生を防止する等の観
点から、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深め、適切
に食品を選択し、均衡のとれた食生活を送ることのほか、食品
の安全性の確保に関する施策に意見を表明するよう努めるなど
、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすことが期待され
ている。
こうした役割分担を前提として、国及び都道府県等は、食品
等事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給しているか
否かを確認するため、監視指導を実施する。

なお、平成十五年改正法により法第二条に明記されたとおり
、国及び都道府県等は、監視指導の実施以外に、知識の普及、
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情報収集、検査能力の向上、人材育成等を実施する責務を有す
るとともに、食品衛生に関する施策についての情報及び意見の
交換（リスクコミュニケーション）の促進を図ることとされて
おり、これらの着実な実施を図る。
二 監視指導に係る厚生労働省、消費者庁及び都道府県等の役割
分担の基本的な考え方
国内に流通する食品等の監視指導及び国内の食品等事業者に
対する監視指導並びにと畜場法及び食鳥処理法に基づく監視指
導は基本的に都道府県等が実施する。
一方、厚生労働省は、輸入食品等に対する輸入時における監
視指導及び食品等の輸入者に対する監視指導を実施する等、輸
入食品等の安全性を確保する役割を担うとともに、と畜場法第
十四条第五項の規定により牛海綿状脳症に係る確認検査等のと
畜検査の一部を実施する。なお、厚生労働省は登録検査機関（
法第四条第九項に規定する登録検査機関をいう。以下同じ。）
に対する監督を実施し、当該機関の製品検査に係る信頼性を確
保する。
また、消費者庁は、法第十九条第一項の規定により定められ
た表示の基準及び食品表示法第四条第一項の規定により定めら
れた食品表示基準（平成二十七年内閣府令第十号）の遵守並び
に法第二十条に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止
（以下これらを「食品表示関係規制」という。）に関する監視
指導について、食品表示関係規制に関する事務を所掌する立場
から、都道府県等との連携に努める。
三・四 （略）

情報収集、検査能力の向上、人材育成等を実施する責務を有す
るとともに、食品衛生に関する施策についての情報及び意見の
交換（リスクコミュニケーション）の促進を図ることとされて
おり、これらの着実な実施を図る。
二 監視指導に係る厚生労働省、消費者庁及び都道府県等の役割
分担の基本的な考え方
国内に流通する食品等の監視指導及び国内の食品等事業者に
対する監視指導並びにと畜場法及び食鳥処理法に基づく監視指
導は基本的に都道府県等が実施する。
一方、厚生労働省は、輸入食品等に対する輸入時における監
視指導及び食品等の輸入者に対する監視指導を実施する等、輸
入食品等の安全性を確保する役割を担うとともに、と畜場法第
十四条第五項の規定により牛海綿状脳症に係る確認検査等のと
畜検査の一部を実施する。また、法第十三条第一項の総合衛生
管理製造過程に係る承認及び承認に付随する監視指導を実施す
る。なお、厚生労働省は登録検査機関（法第四条第九項に規定
する登録検査機関をいう。以下同じ。）に対する監督を実施し
、当該機関の製品検査に係る信頼性を確保する。
また、消費者庁は、法第十九条第一項の規定により定められ
た表示の基準及び食品表示法第四条第一項の規定により定めら
れた表示の基準（以下「食品表示基準」という。）の遵守並び
に法第二十条に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止
（以下これらを「食品表示関係規制」という。）に関する監視
指導について、食品表示関係規制に関する事務を所掌する立場
から、都道府県等との連携に努める。
三・四 （略）

第二 監視指導の実施体制等に関する事項
第二 監視指導の実施体制等に関する事項
一 監視指導の実施体制に関する基本的な事項
一 監視指導の実施体制に関する基本的な事項
第一の二の役割分担により、厚生労働省及び都道府県等が監
第一の二の役割分担により、厚生労働省及び都道府県等が監
視指導を実施する。
視指導を実施する。
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厚生労働省は、輸入食品監視指導計画等に基づき必要な監視
指導が実施できるよう、厚生労働省の検疫所及び地方厚生局の
体制を整備するとともに食品衛生監視員等の人員の確保を図る
。
都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必
要な監視指導が実施できるよう、保健所及び保健所の衛生検査
施設、地方衛生研究所、食肉衛生検査所、市場衛生検査所等の
試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員
、と畜検査員等の人員の確保を図る。食品衛生監視員にあって
は、小規模営業者等がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に円滑に取
り組むことができるようきめ細かい指導を行う。と畜検査員に
あっては、と畜場の設置者又は管理者及びと畜業者等がＨＡＣ
ＣＰに沿った衛生管理に円滑に取り組むことができるよう、と
畜場の設置者又は管理者及びと畜業者等が行う公衆衛生上必要
な措置について検査又は試験を行う。食鳥検査員にあっては、
食鳥処理業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に円滑に取り組む
ことができるよう食鳥処理業者（食鳥処理法第十六条第一項の
認定を受けた食鳥処理業者を除く。）が行う公衆衛生上必要な
措置について検査又は試験を行う。
なお、食品衛生監視員にあっては、食品衛生法施行令（昭和
二十八年政令第二百二十九号。第五の三において「令」という
。）第一条に規定する材質の原材料に法第十八条第一項の規定
に基づく規格に定められていない物質が含まれ、又は含まれる
おそれのある器具又は容器包装を発見した場合は、当該物質に
関する情報を厚生労働省に提供する。
二～五 （略）
（略）

厚生労働省は、輸入食品監視指導計画等に基づき必要な監視
指導が実施できるよう、厚生労働省の検疫所及び地方厚生局の
体制を整備するとともに食品衛生監視員等の人員の確保を図る
。
都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必
要な監視指導が実施できるよう、保健所及び保健所の衛生検査
施設、地方衛生研究所、食肉衛生検査所、市場衛生検査所等の
試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員
、と畜検査員等の人員の確保を図る。

二～五

第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実施 第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実施
に関する事項
に関する事項
（略）
（略）
重点的に監視指導を実施すべき項目
一 重点的に監視指導を実施すべき項目
一
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次に掲げる事項を参考として重点的に監視指導を実施すべき
項目を定め、監視指導計画に記載する。
１ 一般的な共通事項
法第六条各号、法第十条及び法第十三条第三項に該当する
食品等でないこと及び法第十二条の規定に基づき定められた
添加物であることの確認を行うとともに、法第十三条第一項
及び法第十八条第一項の規定に基づき定められた食品等の規
格又は基準、法第十九条第一項の規定に基づき定められた器
具又は容器包装に関する表示の基準、法第五十条第一項の規
定に基づき定められた基準、第五十条の二の規定に基づき定
められた衛生管理の措置等並びに法第五十一条の規定に基づ
き定められた施設基準についての適合を確認し、その遵守を
徹底する。
加えて、食品表示基準（食品表示法第六条第八項に規定す
るアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱
を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に
重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令（平成二十七年
内閣府令第十一号）第五条第一項に定める事項に係るものに
限る。）についての適合を確認し、その遵守を徹底する。
また、と畜場法第五条の規定に基づくと畜場の構造設備の
基準、同法第六条の規定に基づき定められたと畜場の衛生管
理の措置等及び同法第九条の規定に基づくと畜業者等の講ず
べき衛生措置の措置等についての適合を確認し、その遵守を
徹底するとともに、同法第十四条の規定に基づき適切にと畜
検査を実施する。
さらに、食鳥処理法第五条第二項の規定に基づく食鳥処理
場の構造又は設備の基準並びに食鳥処理法第十一条の規定に
基づく衛生管理等の措置等についての適合を確認し、その遵
守を徹底するとともに、食鳥処理法第十五条の規定に基づき
適切に食鳥検査を実施する。
食品の製造段階、加工段階及び調理段階における監視指導

次に掲げる事項を参考として重点的に監視指導を実施すべき
項目を定め、監視指導計画に記載する。
１ 一般的な共通事項
法第六条各号、法第九条及び法第十一条第三項に該当する
食品等でないこと及び法第十条の規定に基づき定められた添
加物であることの確認を行うとともに、法第十一条第一項及
び法第十八条第一項の規定に基づく食品等の規格又は基準、
法第十九条第一項の規定に基づき定められた器具又は容器包
装に関する表示の基準、法第五十条第一項及び第二項の規定
に基づき定められる基準並びに法第五十一条の規定に基づき
定められる施設基準についての適合を確認し、その遵守を徹
底する。

加えて、食品表示基準（食品表示法第六条第八項に規定す
るアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱
を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に
重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令（平成二十七年
内閣府令第十一号）第五条第一項に定める事項に係るものに
限る。）についての適合を確認し、その遵守を徹底する。
また、と畜場法第五条の規定に基づくと畜場の構造設備の
基準並びに同法第六条及び第九条の規定に基づく基準につい
ての適合を確認し、その遵守を徹底するとともに、同法第十
四条の規定に基づき適切にと畜検査を実施する。

さらに、食鳥処理法第五条第二項の規定に基づく食鳥処理
場の構造又は設備の基準並びに同法第十一条の規定に基づく
基準についての適合を確認し、その遵守を徹底するとともに
、同法第十五条の規定に基づき適切に食鳥検査を実施する。

製造段階、加工段階及び調理段階における監視指導に当た
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に当たっては、一般的衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生
管理を実施するための衛生管理計画及び手順書並びに衛生管
理の実施状況の記録について、営業者が適切に作成できるよ
う指導するとともに、営業者が作成した衛生管理計画及び手
順書の内容を確認する。特に、小規模営業者等については、
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することができるよう、
厚生労働省が内容を確認した手引書を用いて指導を行う。
なお、と畜検査員にあってはと畜場の設置者又は管理者及
びと畜業者等、食鳥検査員にあっては食鳥処理業者が作成し
た衛生管理計画及び手順書の内容が科学的に妥当か検証を行
う。特に、食鳥検査員にあっては、食鳥処理法第十六条第一
項の認定を受けた食鳥処理業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管
理を実施することができるよう、厚生労働省が内容を確認し
た手引書を用いて指導を行う。また、食中毒予防の観点から
、大規模調理施設（概ね同一メニューを一回三百食以上又は
一日七百五十食以上調理する食品等事業者の施設をいう。以
下この１において同じ。）のほか、大規模調理施設に該当し
ないものであっても、病者、高齢者、児童等が主に利用する
施設である病院、社会福祉施設、学校給食施設等に関しては
、重点を置いて監視指導を実施する。
２ （略）
二 （略）
三 施設への立入検査に関する事項
１ （略）
２ 違反を発見した場合の対応
立入検査により法第五十一条の規定による施設基準の違反
、法第十三条第一項の規定による製造基準の違反等の法の規
定に違反している状況を発見した場合は、極力その場におい
て改善指導を行うとともに、違反が軽微な場合であって直ち
に改善が図られるもの以外の法違反については書面にて改善
指導を行う。

っては、一般的衛生管理の実施状況を確認し、その遵守を徹
底するとともに、必要に応じ、危害分析とその発生防止措置
の実施状況を確認する。また、食中毒予防の観点から、大規
模調理施設（概ね同一メニューを一回三百食以上又は一日七
百五十食以上調理する食品等事業者の施設をいう。以下同じ
。）のほか、大規模調理施設に該当しないものであっても、
病者、高齢者、児童等が主に利用する施設である病院、社会
福祉施設、学校給食施設等に関しては、重点を置いて監視指
導を実施する。

２ （略）
二 （略）
三 施設への立入検査に関する事項
１ （略）
２ 違反を発見した場合の対応
立入検査により法第五十一条の規定による施設基準の違反
、法第十一条第一項の規定による製造基準の違反等の法の規
定に違反している状況を発見した場合は、極力その場におい
て改善指導を行うとともに、違反が軽微な場合であって直ち
に改善が図られるもの以外の法違反については書面にて改善
指導を行う。
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法違反に係る食品等が現存する場合には、当該食品等が販
売の用に供され、又は営業上使用されないよう、必要に応じ
て関係都道府県等と連携して廃棄、回収等の措置を速やかに
講ずるとともに、必要に応じ、法第五十四条、第五十五条又
は第五十六条の規定に基づく処分を行う。また、悪質な事例
については告発を行う。
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第六十三
条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した者（原
則として当該違反により書面による行政指導（行政手続法（
平成五年法律第八十八号）第二条第六号に規定する行政指導
をいう。以下同じ。）の対象となる者を含み、違反が軽微で
あって、かつ当該違反について直ちに改善が図られた者を除
く。）の名称、対象食品等、対象施設等を随時公表する。ま
た、関係法令の規定に基づき、関係行政機関に対し必要な通
知を行う。
なお、違反者の名称等の公表に際しては、都道府県等の講
じた措置の内容、違反原因及び改善状況についても、判明次
第、公表を行う。
四～六 （略）
七 食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項
１ 食中毒発生時の対応
食中毒発生時の対応については、法第五十八条から第六十
条までの規定並びにこれらの規定に基づく政令及び省令並び
に関係通知に基づき、適切に原因究明及び健康危機管理対策
を実施する。発生時の対策としては、必要に応じ、薬事監視
、医療監視、水道担当部局等関係部局への迅速な情報提供及
び当該関係部局との密接な連携を図るとともに、被害拡大防
止のため、迅速な原因究明調査の実施、必要な情報の迅速な
公表等が必要である。
また、広域的な食中毒事案が発生し、法第六十条の二の規
定に基づき、広域連携協議会が開催されたときは、当該協議

法違反に係る食品等が現存する場合には、当該食品等が販
売の用に供され、又は営業上使用されないよう、必要に応じ
て関係都道府県等と連携して廃棄、回収等の措置を速やかに
講ずるとともに、必要に応じ、法第五十四条、第五十五条又
は第五十六条の規定に基づく処分を行う。また、悪質な事例
については告発を行う。
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第六十三
条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した者（原
則として当該違反により書面による行政指導（行政手続法（
平成五年法律第八十八号）第二条第六号に規定する行政指導
をいう。以下同じ。）の対象となる者を含み、違反が軽微で
あって、かつ当該違反について直ちに改善が図られた者を除
く。）の名称、対象食品等、対象施設等を随時公表する。ま
た、関係法令の規定に基づき、関係行政機関に対し必要な通
知を行う。
なお、違反者の名称等の公表に際しては、都道府県等の講
じた措置の内容、違反原因及び改善状況についても、判明次
第、公表を行う。
四～六 （略）
七 食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項

食中毒発生時の対応については、法第五十八条から第六十条
までの規定並びにこれらの規定に基づく政令及び省令並びに関
係通知に基づき、適切に原因究明及び健康危機管理対策を実施
する。発生時の対策としては、必要に応じ、薬事監視、医療監
視、水道担当部局等関係部局への迅速な情報提供及び当該関係
部局との密接な連携を図るとともに、被害拡大防止のため、迅
速な原因究明調査の実施、必要な情報の迅速な公表等が必要で
ある。
また、広域的な食中毒事案が発生し、法第六十条の二の規定
に基づき、広域連携協議会が開催されたときは、当該協議会を
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会を活用し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な
情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、
食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するた
めに必要な対策について協議する。
さらに、事案の悪質性、組織性、緊急性、広域性等を総合
的に勘案し、繰り返し食中毒を発生させる等の事案には、告
発等の厳正な措置を講じる。
食中毒予防の観点から、食中毒発生状況に関する食品等事
業者及び住民への情報提供を図ることも重要である。

２ 指定成分等を含む食品等による健康被害発生時の対応
法第八条第一項の規定に基づき、指定成分等を含む食品等
を取り扱う営業者から当該食品等が人の健康に被害を生じ、
又は生じさせるおそれがある旨の情報の届出があった場合は
、必要に応じて医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者と連
携し、同条第二項の規定に基づく厚生労働大臣への報告を行
う。
なお、いわゆる健康食品（指定成分等を含む食品等を除く
。）による健康被害発生時においても、関係通知に基づき、
原因究明を迅速に行い、厚生労働省に対し、調査結果を遺漏
なく報告するとともに、必要に応じて公表を行うことが必要
である。
八・九 （略）

活用し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を
共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患
者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な
対策について協議する。

（略）

食中毒予防の観点から、食中毒発生状況に関する食品等事業
者及び住民への情報提供を図ることも重要である。
なお、いわゆる健康食品による健康被害発生時においても、
関係通知に基づき、原因究明を迅速に行い、厚生労働省に対し
、調査結果を遺漏なく報告するとともに、必要に応じて公表を
行うことが必要である。
（新設）

八・九

第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事 第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事
項
項
（略）
（略）
一・二 （略）
一・二 （略）
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三 命令検査の実施及び二国間協議等の実施に関する事項
同一の輸出国や同一の製造者及び加工者から輸入される同一
の食品等について残留農薬に係る基準違反等が二回以上発見さ
れる場合その他必要があると認めるときは、法第二十六条第三
項に基づき輸入者に対して命令検査を実施させる。
また、必要に応じて、第三の一の１及び２の項目について、
輸入者による輸入届出、輸出国政府の発行する証明書、輸入時
検査、輸入者からの報告徴収等により確認するとともに、違反
の可能性や輸入量等を勘案して我が国の国民への健康影響上必
要なものについては、積極的に、輸出国政府との二国間協議、
現地調査等により、輸出国の生産、製造、加工等の段階におけ
る食品衛生に係る取組の推進を求める。特に、法第九条第一項
又は法第十七条第一項の規定に基づき必要と認めるときは、薬
事・食品衛生審議会等の意見を聴いて、特定の食品等の輸入等
の禁止を行う。
四 計画の実施状況の公表に関する事項
モニタリング検査、命令検査等の輸入食品等に係る検査の実
施状況及びその結果の概要、輸入者に対する監視指導及びその
結果の概要等の監視指導の実施状況については、法第二十三条
第四項の規定に基づき公表することとされているが、監視指導
の実施状況の公表は、関係者相互間の情報及び意見の交換（リ
スクコミュニケーション）の促進のために重要なものであるこ
とから、年度ごとの実施状況について取りまとめ、翌年度に公
表する。また、年度途中の実施状況についても取りまとまり次
第公表する。
五・六
略
(）

三 命令検査の実施及び二国間協議等の実施に関する事項
同一の輸出国や同一の製造者及び加工者から輸入される同一
の食品等について残留農薬に係る基準違反等が二回以上発見さ
れる場合その他必要があると認めるときは、法第二十六条第三
項に基づき輸入者に対して命令検査を実施させる。
また、必要に応じて、第三の一の１及び２の項目について、
輸入者による輸入届出、輸出国政府の発行する証明書、輸入時
検査、輸入者からの報告徴収等により確認するとともに、違反
の可能性や輸入量等を勘案して我が国の国民への健康影響上必
要なものについては、積極的に、輸出国政府との二国間協議、
現地調査等により、輸出国の生産、製造、加工等の段階におけ
る食品衛生に係る取組の推進を求める。特に、法第八条第一項
又は法第十七条第一項の規定に基づき必要と認めるときは、薬
事・食品衛生審議会等の意見を聴いて、特定の食品等の輸入等
の禁止を行う。
四 計画の実施状況の公表に関する事項
モニタリング検査、命令検査等の輸入食品等に係る検査の実
施状況及びその結果の概要、輸入者に対する監視指導及びその
結果の概要等の監視指導の実施状況については、法第二十三条
第四項の規定に基づき公表することとされているが、監視指導
の実施状況の公表は、関係者相互間の情報及び意見の交換（リ
スクコミュニケーション）の促進のために重要なものであるこ
とから、年度ごとの実施状況の概要について翌年度の六月まで
に公表するほか、年度途中においても定期的に公表する。また
、年度ごとの実施状況についても取りまとまり次第公表する。
五・六 （略）

第五 食品等事業者自らが実施する衛生管理に関する事項
第五 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項
法に食品等事業者の責務が明記されたこと及びＨＡＣＣＰに沿
法に食品等事業者の責務が明記されたことも踏まえ、次に掲げ
った衛生管理が制度化されたことを踏まえ、次に掲げる事項等自
る事項等の自主的な衛生管理の向上のための取組を実施するよう
らが実施する衛生管理の向上のための取組を実施するよう、都道
、都道府県等は国内の製造者、加工者、販売者等の食品等事業者
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食品衛生管理者については、平成十五年改正法により責務が
追加されたことも踏まえ、適切にその職責が果たされるよう、
講習会や情報提供を実施するとともに、営業者については、食
品衛生管理者の意見を尊重する責務が追加されたことも踏まえ
て、その意識向上を図る。
また、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生
労働省関係省令の整備に関する省令（令和元年厚生労働省令第
六十八号）により、原則として全ての営業者は食品衛生責任者
を定めておくこととなったこと等を踏まえ、食品衛生責任者の
養成を行う。営業者に対しては、食品衛生責任者に公衆衛生上
必要な措置に関する基準に従い衛生管理に当たらせるとともに
、食品衛生責任者の意見を尊重し、施設の衛生管理の向上に努
めさせる。
なお、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去す
る技術等を有すると都道府県知事等が認める者 以
( 下「ふぐ処
理者」という。）の要件を条例等に定めるとともに、ふぐを処
理する営業者に対して、ふぐ処理者又はその者の立会いの下に
他の者にふぐを処理することを徹底させる。
食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進

府県等は国内の製造者、加工者、販売者等の食品等事業者に対し
て、また、厚生労働省は輸入者に対して、必要に応じて農林水産
部局とも連携を図りながら、指導を実施する。
実践する事項について、監視指導計画又は輸入食品監視指導計
画（第六及び第七において「監視指導計画等」という。）に記載
する。
一 食品衛生管理者等の設置

二

に対して、また、厚生労働省は輸入者に対して、必要に応じて農
林水産部局とも連携を図りながら、指導を実施する。

実践する事項について、監視指導計画又は輸入食品監視指導計
画（以下「監視指導計画等」という。）に記載する。

食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

一 食品衛生管理者等の設置
営業者に対しては、法第四十八条第一項の規定に基づき食品
衛生管理者を置かなければならない場合以外にあっても、その
製造、加工、調理等を自主的に管理する者として、食品衛生に
関して相当の知識を有する者をその食品衛生上の管理に責任を
有する者として置くよう努めさせる。
また、食品衛生管理者については、平成十五年改正法により
責務が追加されたことも踏まえ、適切にその職責が果たされる
よう、講習会や情報提供を実施するとともに、営業者について
は、食品衛生管理者の意見を尊重する責務が追加されたことも
踏まえて、その意識向上を図る。

二
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食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全性確認等
の実施を進めるとともに、記録の作成及び保存の推進を図る。
また、衛生管理に係る基準、食品等の適正表示の実施、食品
等に係る基準違反及び苦情の事例等についての講習会等を開催
するとともに、ホームページ等を活用した情報提供を図る。
これらの事項を含め、食品等事業者自らが実施する衛生管理
に関する取組を促進するため、食品衛生推進員その他の者によ
る食品等事業者に対する助言、指導その他の活動を推進する。
あわせて、衛生管理状況が一定水準以上である優良な施設を
公表する等の取組を実施する。
三 食品等事業者が講ずべき公衆衛生上の措置の普及啓発
営業者が自らの営業における食品衛生上の危害要因を正しく
認識し、一般的衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
を適切に実施できるよう、業種別の講習会を開催する等の方法
により支援する。
器具又は容器包装を製造する食品等事業者については、器具
又は容器包装を製造するための一般的衛生管理を、器具又は容
器包装を製造する営業者のうち、令第一条に規定する材質の原
材料が使用されたものを製造する営業者については、法第五十
条の三第一項第二号に規定する製造管理基準に沿った衛生管理
を適切に実施できるよう意識向上を図る。また、器具若しくは
容器包装又はこれらの原材料を販売し、又は販売の用に供する
ために製造し、若しくは輸入する者が法第五十条の四の規定に
基づく説明を円滑に実施できるよう意識向上を図る。
四 輸入者自らが実施する衛生管理の推進
輸入者に対しては、厚生労働省において、第四の一の重点的
に監視指導を実施すべき項目も踏まえて、自主検査を実施すべ
き事項、輸出国における生産、製造、加工等の食品供給行程（

食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全性確認等
の実施を進めるとともに、記録の作成及び保存の推進を図る。
また、衛生管理に係る基準、食品等の適正表示の実施、食品
等に係る基準違反及び苦情の事例等についての講習会等を開催
するとともに、ホームページ等を活用した情報提供を図る。
これらの事項を含め、食品等事業者による食品衛生の向上に
係る自主的な活動を促進するため、食品衛生推進員その他の者
による食品等事業者に対する助言、指導その他の活動を推進す
る。
あわせて、衛生管理状況が一定水準以上である優良な施設を
公表するなど、食品等事業者による自主的な衛生管理の向上を
図るような取組を工夫して実施する。
三 製造者及び加工者に対するＨＡＣＣＰ導入の推進
製造及び加工者に対して、総合衛生管理製造過程の承認の対
象となる食品の製造又は加工を行っていない者も含め、ＨＡＣ
Ｃ Ｐ （ Hazard Analysis and Critical Control Point
）の導入
の推進を図るよう、講習会の実施等を通じて、普及及び啓発を
図る。

四 輸入者への自主的な衛生管理の推進
輸入者に対しては、厚生労働省において、第四の一の重点的
に監視指導を実施すべき項目も踏まえて、自主検査を実施すべ
き事項、輸出国における生産、製造、加工等の食品供給行程（
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第六

フードチェーン）の各段階の措置について確認すべき事項等に
ついて、講習会、輸入前指導、輸入届出時等において指導する
。あわせて、食品衛生に関し相当の知識を有する者として食品
衛生上の管理に責任を有する者を置くよう努めさせる。
（略）

第六

フードチェーン）の各段階の措置について確認すべき事項等に
ついて、講習会又は輸入届出時において指導する。あわせて、
食品衛生に関し相当の知識を有する者を自主的に食品衛生上の
管理に責任を有する者として置くよう努めさせる。
（略）

第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項
第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項
（略）
（略）
一 （略）
一 （略）
二 食品衛生管理者等の食品等事業者自らが実施する衛生管理を
二 食品衛生管理者等の食品等事業者の自主的衛生管理を担う者
担う者の養成及び資質の向上
の養成及び資質の向上
法の食品衛生管理者、と畜場法の衛生管理責任者及び作業衛
法の食品衛生管理者、と畜場法の衛生管理責任者及び作業衛
生責任者並びに食鳥処理法の食鳥処理衛生責任者については、
生責任者並びに食鳥処理法の食鳥処理衛生責任者については、
各法令に基づき、厚生労働省、都道府県等又は登録養成施設若
各法令に基づき、厚生労働省、都道府県等又は登録養成施設若
しくは登録養成講習会を実施する者により、適切に講習会等を
しくは登録養成講習会を実施する者により、適切に講習会等を
実施するとともに、定期的にその再教育の実施を推進する。
実施するとともに、定期的にその再教育の実施を推進する。
法第五十一条の許可を要する営業が行われる施設の食品衛生
責任者については、都道府県等が定期的に実施する講習会等を
受講させ、食品衛生責任者に新たな知識の習得に努めさせる。
また、同条の許可を要さない営業が行われる施設において営業
を行う者についても、積極的に講習会等を受講させることを推
進する。なお、ふぐ処理者については、都道府県等がふぐの種
類の鑑別に関する知識、有毒部位を除去する技術等を確認する
ための試験を実施する。
また、法第三条第一項において、販売食品等の安全性の確保
また、法第三条第一項において、販売食品等の安全性の確保
に係る知識及び技術の習得が求められていることを踏まえ、食
に係る知識及び技術の習得が求められていることを踏まえ、食
品等事業者自らが行う食品安全に係る知識及び技術を有する者
品等事業者自らが行う食品安全に係る知識及び技術を有する者
の養成及び資質の向上を推進する。
の養成及び資質の向上を推進する。
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