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第十章
罰則

厚生 労働大臣は、特定の国 若しくは地域において 採取され、製造さ れ、加工され、調理さ れ、若しくは貯蔵され 、又は特定の者に

第十一章
附則
第八条

より採取され、製造 され、加工され、調 理され、若しくは貯蔵 される特定の食品 又は添加物について、 第二十六条第一項から 第三項まで

又は 第二十八条第一項の 規定による検査の結 果次に掲げる食品又は 添加物に該当する ものが相当数発見された こと、生産地における 食品

衛生上の管 理の状況その他の厚 生労働省令で定める 事由からみて次に掲げ る食品又は添加物 に該当するものが相当 程度含まれるおそれが

あると認められ る場合において、人 の健康を損なうおそ れの程度その他の厚生労 働省令で定める 事項を勘案して、当該特 定の食品又は添

加物に起因する食品衛 生上の危害の発生を 防止するため特に必 要があると認めるとき は、薬事・食品衛 生審議会の意見を聴い て、当該特

定の 食品又は添加物を販売 し、又は販売の用に 供するために、採取 し、製造し、輸入し、加 工し、使用し、若 しくは調理することを 禁止
一

第十条に規定する 食品

（略）

することが できる。
二
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四

三
第十一条第 三項に規定する食品

第十一 条第一項の規定により 定められた基準に 合わない方法により添 加物を使用した食品

第十一条第一項の規定 により定められた 規格に合わない食品又 は添加物

（略）

五
②～④
（略 ）

獣畜及び家き んの肉及び臓器並びに厚 生労働省令で定めるこ れらの製品（以下 この項において「獣畜 の肉等」という。 ）は、輸出国の

第九条
②

政府 機関によつて発行 され、かつ、前項各号 に掲げる疾病にかかり 、若しくはその疑 いがあり、同項各号に掲 げる異常があり、 又はへい

死した獣畜 又は家きんの肉 若しくは臓器又はこれら の製品でない旨その他 厚生労働省令で定 める事項（以下この項 において「衛生事 項」

という。）を記 載した証明書又は その写しを添付したも のでなければ、これを食 品として販売の 用に供するために輸入し てはならない。

ただし、厚生労働省令 で定める国から輸 入する獣畜の肉等であ つて、当該獣畜の肉等 に係る衛生事項が 当該国の政府機関から 電気通信回

線を 通じて、厚生労働省の 使用に係る電子計 算機（入出力装置を含 む。）に送信され、当該 電子計算機に備え られたファイルに記録 され

人の健康を損な うおそれのない場合と して厚生労働大臣 が薬事・食品衛生審議 会の意見を聴いて定め る場合を除いては 、添加物（

たものにつ いては、この限りでな い。
第 十条

天然香料 及び一般に食品と して飲食に供されている 物であつて添加 物として使用されるもの を除く。）並びにこれ を含む製剤及び食 品は

厚生労働大臣 は、公衆衛生の見地か ら、薬事・食品衛生審 議会の意見を聴い て、販売の用に供する食 品若しくは添加物の 製造、

、これを販売 し、又は販売の用に 供するために、製造し 、輸入し、加工し 、使用し、貯蔵し、若 しくは陳列してはならな い。

（略）

若しくは添 加物を製造し、輸入し 、加工し、使用し、 調理し、保存し、若 しくは販売してはなら ない。

調理 し、若しくは保存し、 その基準に合わない 方法による食品若し くは添加物を販売し、若 しくは輸入し、又 はその規格に合わない 食品

前項の規定により基 準又は規格が定め られたときは、その基 準に合わない方法によ り食品若しくは添 加物を製造し、加工し 、使用し、

きる。

加工、使用 、調理若しくは保存 の方法につき基準を 定め、又は販売の用に 供する食品若しく は添加物の成分につき 規格を定めることがで

第十一 条

②

③
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第十二 条

厚生労働大臣は、 前条第一項の食品 の成分に係る規格とし て、食品に残留す る農薬、飼料の安全性の 確保及び品質の改善に 関す

る法律第二 条第三項に規定する飼 料添加物又は医薬 品、医療機器等の品質 、有効性及び安全性 の確保等に関する法 律第二条第一項に規定

する医薬品であ つて専ら動物のために使 用されることが 目的とされているもの（ 以下この条におい て「農薬等」という。 ）の成分である

物質（その物質が化学 的に変化して生成した 物質を含む。）の 量の限度を定めるとき 、同法第二条第九項 に規定する再生医療 等製品であ

つて 専ら動物のために使用 されることが目的とされ ているもの（以 下この条において「動物 用再生医療等製品 」という。）が使用さ れた

対象動物（ 同法第八十三条第一項 の規定により読み替え られた同法第十四 条第二項第三号ロに規 定する対象動物をい う。）の肉、乳その

他の生産物につ いて食用に供することが できる範囲を定めると きその他必要があ ると認めるときは、農 林水産大臣に対し 、農薬等の成分

又は 動物用再生医療等 製品の構成細胞、導入 遺伝子その他厚生労働 省令で定めるもの に関する資料の提供その 他必要な協力を求 めること
ができる。

厚生労働大臣 は、第十一条第一 項の規定により製造又 は加工の方法の基準が 定められた食品で あつて政令で定めるも のにつき、

厚生労働大臣は、次 の各号のいずれか に該当する場合におい ては、承認取得者が受 けた第一項の承認 の全部又は一部を取り 消すことが

るときは、その 変更についての承認 を求めることができ る。この場合においては 、前二項の規定 を準用する。

第一項の 承認を受けた者（ 次項において「承認取 得者」という。）は、 当該承認に係る総 合衛生管理製造過程の 一部を変更しようと す

工し た食品の試験の成績 に関する資料その他 の資料を添付して申請 しなければならな い。

第一項の承認を 受けようとする者は、 厚生労働省令で定める ところにより、申 請書に当該総合衛生管 理製造過程を経て製 造し、又は加

準に適合しな いときは、同項の承 認を与えない。

厚生 労働大臣は、前項の 申請に係る総合衛生管理 製造過程の製造 又は加工の方法及びその 衛生管理の方法が、 厚生労働省令で定め る基

生 管理製造過程を経て 製造し、又は加工する ことについての承 認を与えることができ る。

うとする者を含 む。）から申請があつた ときは、製造し 、又は加工しようとする 食品の種類及び製造又 は加工の施設ごと に、その総合衛

じられた製 造又は加工の過程をい う。以下同じ。） を経てこれを製造し、 又は加工しようとする 者（外国において 製造し、又は加工しよ

総合 衛生管理製造過程（製 造又は加工の方法 及びその衛生管理の方 法につき食品衛生上の危 害の発生を防止す るための措置が総合的 に講

第十三条

②
③
④
⑤

承認取得者が、当 該承認に係る総合衛生 管理製造過程の一部 を前項の承認を受け ずに変更したとき。

しなくなつた とき。

当該承 認に係る総合衛生管理 製造過程の製造又は 加工の方法及びその 衛生管理の方法が、第 二項の厚生労働省 令で定める基準に適合

でき る。
一
二
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⑥
⑦

三

四

厚生労働大臣が、必要 があると認めて、 外国において当該承認 に係る総合衛生管理 製造過程を経て食品の 製造又は加工を行う承 認取

得者（次 号において「外国製造 承認取得者」とい う。）に対し、必要な 報告を求めた場合にお いて、その報告が されず、又は虚偽の報
告がされたと き。

厚生労働大臣が、 必要があると認めて、 その職員に、外国 製造承認取得者の製造 又は加工の施設、事 務所、倉庫その他の 場所におい

て食 品、帳簿書類その他 の物件についての検査を させようとした 場合において、その検査 が拒まれ、妨げられ 、又は忌避されたと き。

第一項の 承認に係る総合衛生管 理製造過程を経た食品 の製造又は加工に ついては、第十一条第 一項の基準に適合 した方法による食品の
製造又は加工と みなして、この法律又は この法律に基づく命令 の規定を適用する 。

第 一項の承認又は第 四項の変更の承認を受 けようとする者は、審 査に要する実費の 額を考慮して政令で定め る額の手数料を 納めなけれ

前条第一項の 承認は、三年を下 らない政令で定める期 間（以下この条におい て「有効期間」と いう。）ごとにその更 新を受けな

ばならない 。
第十四条

前条第二 項及び第三項の規定は 、前項の更新につ いて準用する。

けれ ば、その期間の経過に よつて、その効力 を失う。
②

第一項の更新 の申請があつた場合にお いて、有効期間 の満了の日までにその申 請に対する処分がさ れないときは、従前 の承認は、有効

有 毒な、若しくは有 害な物質が含まれ、若 しくは付着して人の健 康を損なうおそれ がある器具若しくは容 器包装又は食品若し く

第一項の承認の 更新を受けようとする 者は、審査に要する実 費の額を考慮して 政令で定める額の手数 料を納めなければな らない。

とする。

前項 の場合において、承 認の更新がされたときは 、その承認の有 効期間は、従前の承認の 有効期間の満了の日 の翌日から起算する もの

期 間の満了後もその処 分がされるまでの間は 、なおその効力を 有する。

③
④
⑤
第十六条

は添加物に接触 してこれらに有害な 影響を与えることに より人の健康を損なうお それがある器具 若しくは容器包装は、こ れを販売し、販

厚 生労働大臣は、特定の 国若しくは地域に おいて製造され、又は 特定の者により製造さ れる特定の器具又 は容器包装について、

売の用に供するために 製造し、若しくは輸 入し、又は営業上使 用してはならない。
第十七条

第二十六条第一 項から第三項まで又は第 二十八条第一項の 規定による検査の結果 次に掲げる器具又は容 器包装に該当する ものが相当数発

見さ れたこと、製造地 における食品衛生上の 管理の状況その他の 厚生労働省令で定め る事由からみて次に掲げ る器具又は容器 包装に該当
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する ものが相当程度含まれ るおそれがあると 認められる場合におい て、人の健康を損な うおそれの程度その他 の厚生労働省令で定め る事

項を勘案し て、当該特定の器具又 は容器包装に起因 する食品衛生上の危害 の発生を防止するた め特に必要があると 認めるときは、薬事・

食品衛生審議会 の意見を聴いて、当該特 定の器具又は容 器包装を販売し、販売の 用に供するために 製造し、若しくは輸入 し、又は営業上
使用することを禁止す ることができる。
（略）

（略）

②

第八条第三項 及び第四項の規定は、第 一項の規定による禁止 が行われた場合に ついて準用する。この 場合において、同 条第三項中「食

一・ 二
③

品又 は添加物」とある のは、「器具又は容器 包装」と読み替えるも のとする。

厚生労 働大臣は、公衆衛 生の見地から、薬事・ 食品衛生審議会の意見 を聴いて、販売の 用に供し、若しくは営業 上使用する器具

前 項の規定により規格又 は基準が定められ たときは、その規格に 合わない器具若しくは 容器包装を販売し、 販売の用に供するため に製

若しくは容器包装若し くはこれらの原材 料につき規格を定め、 又はこれらの製造方法 につき基準を定め ることができる。

第十八条
②

造し、若し くは輸入し、若しくは 営業上使用し、そ の規格に合わない原材 料を使用し、又はその 基準に合わない方 法により器具若しくは

厚生労働大臣及 び内閣総理大臣は、食品 添加物公定書を 作成し、第十一条第一項 の規定により基準又 は規格が定められた 添加

容器包装を製造 してはならない。
第二十一 条

第六章

厚生 労働大臣及び内閣 総理大臣は、国及び都 道府県等が行う食品衛生 に関する監視又 は指導（以下「監視指導 」という。）の

監視指導指針及 び計画

物及び食品表 示法第四条第一項の 規定により基準が定め られた添加物につ き当該基準及び規格を 収載するものとする。

四

（ 略）

厚 生労働大臣及び内 閣総理大臣は、指針を 定め、又はこれを 変更したときは、遅滞 なく、これを公表すると ともに、都道府 県知事、保

その他監視 指導の実施に関する重要 事項

一～三

指 針は、次に掲げる事項 について定めるも のとする。

実施に関する指針（以 下「指針」という。 ）を定めるものとす る。

第二十二条
②

③
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健所 を設置する市の市長又 は特別区の区長（ 以下「都道府県知事等 」という。）に通知 しなければならない。
（略 ）

都道府県等食品衛生 監視指導計画は、次に 掲げる事項につい て定めるものとする。

第二十四条
②
（略）

当該都 道府県等と隣接する都 道府県等その他関係行 政機関との連携の 確保に関する事項

一・ 二
三
（略）

第十 一条第一項の規定 により規格が定められ た食品若しくは添加物 又は第十八条第一 項の規定により規格が定 められた器具若

（略）

四
③～⑤
第二十五条

しくは容器包装であつ て政令で定めるも のは、政令で定める区 分に従い厚生労働大臣 若しくは都道府県 知事又は登録検査機関 の行う検査

を受 け、これに合格したも のとして厚生労働 省令で定める表示が付 されたものでなければ、 販売し、販売の用 に供するために陳列し 、又
（略）

は営業上使 用してはならない。
②～⑤

都道府県知事は 、次の各号に掲げる食品 、添加物、器具 又は容器包装を発見した 場合において、これ らを製造し、又は加 工し

三

二

一

第十一 条第三項に規定する食 品

第十一条第一項の規定 により定められた基 準に合わない方法に より添加物を使用した食 品

第十一条第一項の 規定により定められ た規格に合わない食 品又は添加物

（略）

（略）

厚 生労働大臣は、食 品衛生上の危害の発生 を防止するため必 要があると認めるとき は、前項各号に掲げる食 品、添加物、器 具若しくは

五・六

四

を受けるべ きことを命ずること ができる。

る要 件及び手続に従い、 その者に対し、当該 食品、添加物、器具又 は容器包装につい て、当該都道府県知事又 は登録検査機関の行う 検査

、添加物、器具又は 容器包装に該当する おそれがあり、食品衛 生上の危害の発生 を防止するため必要が あると認めるときは、 政令で定め

た者の検査の 能力等からみて、そ の者が製造し、又は加 工する食品、添加 物、器具又は容器包装 がその後引き続き当該各 号に掲げる食品

第二十六 条

②
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③

容器 包装又は第十条に規定 する食品を製造し 、又は加工した者が製 造し、又は加工した 同種の食品、添加物、 器具又は容器包装を輸 入す

る者に対し 、当該食品、添加物、 器具又は容器包装 について、厚生労働大 臣又は登録検査機関 の行う検査を受ける べきことを命ずること
ができる。

厚生労働大臣は、食 品衛生上の危害の発生 を防止するため必 要があると認めるとき は、生産地の事情 その他の事情からみて 第一項各号

に掲 げる食品、添加物、器 具若しくは容器包装又は 第十条に規定す る食品に該当するおそれ があると認められ る食品、添加物、器具 又は

容器包装を 輸入する者に対し、当 該食品、添加物、器具 又は容器包装につ いて、厚生労働大臣又 は登録検査機関の行 う検査を受けるべき
（略）

登録検査機関は 、毎事業年度経過 後三月以内に、その事 業年度の財産目録、貸 借対照表及び損益計 算書又は収支計算書並 びに

登録検査 機関

ことを命ずるこ とができる。
④～⑦
第八章

（略 ）

乳製品 、第十条の規定により 厚生労働大臣が定めた 添加物その他製造 又は加工の過程におい て特に衛生上の考慮 を必要とする

当 該電磁的記録を含む 。次項及び第七十九条 において「財務諸 表等」という。）を作 成し、五年間事業所に備 えて置かなけれ ばならない。

る記録であつて 、電子計算機による情報 処理の用に供さ れるものをいう。以下こ の条において同じ。） の作成がされてい る場合における

事業報告書 （その作成に代えて電 磁的記録（電子的 方式、磁気的方式その 他の人の知覚によつて は認識することが できない方式で作られ

第三十 九条

②
第四十八条

食品 又は添加物であつて 政令で定めるものの 製造又は加工を行う営 業者は、その製造 又は加工を衛生的に管理 させるため、その施設 ごと

に、専任の 食品衛生管理者を置 かなければならない 。ただし、営業者が自 ら食品衛生管理者 となつて管理する施設 については、この限り
（略）

でない。
②～⑧

厚 生労働大臣は、食品又 は添加物の製造又 は加工の過程において 有毒な又は有害な物質 が当該食品又は添 加物に混入することを

都 道府県は、営業（ 食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関 する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事 業を除く。）の 施設の内外

防止するための 措置に関し必要な基準を 定めることができ る。

第五十条
②

- 7 -

③

の清 潔保持、ねずみ、昆虫 等の駆除その他公 衆衛生上講ずべき措置 に関し、条例で、必 要な基準を定めること ができる。

営業者（ 食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関 する法律第六条第一項 に規定する食鳥処 理業者を除く。）は、 前二項の基準が定めら

都道府県は、飲 食店営業その他公衆衛生 に与える影響が 著しい営業（食鳥処理の 事業の規制及び食 鳥検査に関する法律第 二条

れたときは、こ れを遵守しなければなら ない。
第五十 一条

第五号に規 定する食鳥処理の事業 を除く。）であつて、 政令で定めるもの の施設につき、条例で 、業種別に、公衆衛 生の見地から必要な
基準を定めなけ ればならない。

前条に規定する 営業を営もうとする者は 、厚生労働省令で定め るところにより、 都道府県知事の許可を 受けなければなら ない。

二

一
（略）

第五十 四条から第五十六条ま での規定により許 可を取り消され、その 取消しの日から起算し て二年を経過しな い者

（略）

（略）

前条第一項の許可を受 けた者（以下この条に おいて「許可営業 者」という。）につい て相続、合併又は分割 （当該営業を承継

三

ただし、同条に規定す る営業を営もうと する者が次の各号のい ずれかに該当するとき は、同項の許可を 与えないことができる 。

前項の場合に おいて、都道府県 知事は、その営業の施 設が前条の規定による 基準に合うと認め るときは、許可をしなけ ればならない。

第五十二条
②

③

（略）

厚生労働大臣又 は都道府県知事は 、営業者が第六条、第 九条、第十条、第十一条 第二項若しくは第 三項、第十六条若しく は第

可営業者の 地位を承継する。

人を 選定したときは、そ の者）、合併後存続 する法人若しくは合併 により設立された 法人又は分割により当該 営業を承継した法人は 、許

させるものに限る。 ）があつたときは、 相続人（相続人が二人 以上ある場合にお いて、その全員の同意 により当該営業を承継 すべき相続

第五十三条

②
第五十 四条

十八条第二 項の規定に違反した場 合又は第八条第一項 若しくは第十七条第 一項の規定による禁止 に違反した場合に おいては、営業者若し

くは当該職員に その食品、添加物、器具 若しくは容器包装 を廃棄させ、又はその 他営業者に対し食品衛 生上の危害を除去 するために必要
な処 置をとることを命 ずることができる。
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②

内 閣総理大臣又は都道府 県知事は、営業者 が第二十条の規定に違 反した場合におい ては、営業者若しくは当 該職員にその食品、添 加物

、器具若し くは容器包装を廃棄さ せ、又はその他営 業者に対し虚偽の若し くは誇大な表示若し くは広告による食品 衛生上の危害を除去す
るために必要な 処置をとることを命ずる ことができる。

都道府県知事は、営業 者が第六条、第九条、 第十条、第十一条 第二項若しくは第三項 、第十六条、第十 八条第二項、第十九条

厚生労働大臣は、営 業者（食品、添加 物、器具若しくは容器 包装を輸入することを 営む人又は法人に 限る。）が第六条、第 九条第二項

しくは一部を禁 止し、若しくは期 間を定めて停止するこ とができる。

に該当する に至つた場合又 は同条第三項の規定によ る条件に違反した場合 においては、同条 第一項の許可を取り消 し、又は営業の全 部若

一項 から第三項まで、 第八条第一項若しくは 第十七条第一項の規定 による禁止に違反 した場合、第五十二条第 二項第一号若しく は第三号

第二項、第二十 条、第二十五条第一項、 第二十六条第四項、第 四十八条第一項若 しくは第五十条第三項 の規定に違反した 場合、第七条第

第五十五条

②

、第 十条、第十一条第二項 若しくは第三項、 第十六条、第十八条第 二項、第二十六条第四項 若しくは第五十条 第三項の規定に違反し た場

合又は第七 条第一項から第三項ま で、第八条第一項 若しくは第十七条第一 項の規定による禁止に 違反した場合にお いては、営業の全部若

都道府県知事は 、営業者がその営業の施 設につき第五十 一条の規定による基準に 違反した場合におい ては、その施設の整 備改

しくは一部を禁 止し、又は期間を定めて 停止することが できる。
第五十六 条

雑則

善を命じ、又 は第五十二条第一項 の許可を取り消し、若 しくはその営業の 全部若しくは一部を禁 止し、若しくは期間を定 めて停止するこ
とができる。
第十章

二

一

第五十二条 第一項（第六十二条第一 項において準用す る場合を含む。）の規 定による営業の許可に 要する費用

第三十 条第一項（第六十二条 第一項及び第三項に おいて準用する場合 を含む。）の規定によ る食品衛生監視員 の設置に要する費用

第二十八条第一項（第 六十二条第一項及び 第三項において準用 する場合を含む。）の規 定による収去に要 する費用

国庫は、政 令で定めるところ により、次に掲げる都 道府県又は保健所を設 置する市の費用に 対して、その二分の一 を負担する。

三

第五十四条（第六 十二条第一項及び第三 項において準用する 場合を含む。）の規 定による廃棄に要する費 用

第五十七条

四
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六

五
この法 律の施行に関する訴訟 事件に要する費用 及びその結果支払う賠 償の費用

第五十九条第一項又は 第二項（第六十二 条第一項において準用 する場合を含む。） の規定による死体の解 剖に要する費用

食品、添加 物、器具若しくは容器 包装に起因して中 毒した患者若しくはそ の疑いのある者（ 以下「食中毒患者等」 という。）

保健所長 は、前項の届出を受け たときその他食中毒患 者等が発生してい ると認めるときは、速 やかに都道府県知 事等に報告するととも

を診 断し、又はその死体を 検案した医師は、直ちに 最寄りの保健所 長にその旨を届け出なけ ればならない。

第五十八条
②
に、政令で定め るところにより、調査し なければならない。

都 道府県知事等は、 前項の規定により保健 所長より報告を受けた 場合であつて、食 中毒患者等が厚生労働省 令で定める数以 上発生し、

保健所長は、 第二項の規定によ る調査を行つたときは 、政令で定めるところ により、都道府県 知事等に報告しなければ ならない。

③
④

都道府県知事等は、 前項の規定による 報告を受けたときは、 政令で定めるところに より、厚生労働大 臣に報告しなければな らない。

又は発生す るおそれがある と認めるときその他厚生 労働省令で定めるとき は、直ちに、厚生 労働大臣に報告しなけ ればならない。
⑤

都道府県知事等は、原 因調査上必要があ ると認めるときは、食 品、添加物、器具又は 容器包装に起因し 、又は起因すると疑わ

前項の場合において 、その死体を解剖しな ければ原因が判明 せず、その結果公衆衛 生に重大な危害を及ぼ すおそれがあると 認めるとき

れる疾病で死亡 した者の死体を遺族の同 意を得て解剖に 付することができる。

第五十九条
②

前二項の 規定は、刑事訴訟に関 する規定による強制の 処分を妨げない。

は、遺族 の同意を得ないで も、これに通知した上で 、その死体を解 剖に付することができる 。
③

第一項又は第二 項の規定により死体を 解剖する場合において は、礼意を失わな いように注意しなけれ ばならない。

厚 生労働大臣は、食 中毒患者等が厚生労働 省令で定める数以上発 生し、若しくは発 生するおそれがある場 合又は食中毒患者等 が

④
第六十条

広域にわたり発 生し、若しくは発生 するおそれがある場 合であつて、食品衛生上 の危害の発生を 防止するため緊急を要す るときは、都道

府県知事等に対し、期 限を定めて、食中毒 の原因を調査し、調 査の結果を報告するよ うに求めることが できる。

都道府県等は、食中毒 の発生を防止する とともに、地域におけ る食品衛生の向上を図 るため、食品等事 業者に対し、必要な助

都 道府県等は、食品 等事業者の食品衛生の 向上に関する自主 的な活動を促進するた め、社会的信望があり、 かつ、食品衛生 の向上に熱

言、指導その他 の援助を行うように努め るものとする。

第六十一条
②
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③

意と 識見を有する者のうち から、食品衛生推 進員を委嘱することが できる。

食品衛生 推進員は、飲食店営業 の施設の衛生管理 の方法その他の食品衛 生に関する事項に つき、都道府県等の施 策に協力して、食品等
事業者からの相 談に応じ、及びこれらの 者に対する助言 その他の活動を行う。

第六条、第八条 、第十条、第十一条第一 項及び第二項、 第十六条から第二十条ま で、第二十五条か ら第五十六条まで並び に第

第 十五条から第十八条ま で、第二十五条第 一項、第二十八条から 第三十条まで、第五十 一条及び第五十四条 から第五十六条までの 規定

用する。

第六条並びに 第十一条第一項及 び第二項の規定は、洗 浄剤であつて野菜若し くは果実又は飲食 器の洗浄の用に供される ものについて準

により元素 又は化合物に分 解反応以外の化学的反応 を起こさせて得られた 物質をいう。）」 と読み替えるものとす る。

て添 加物として使用さ れるものを除く。）」 とあるのは、「おもち やの添加物として 用いることを目的とする 化学的合成品（化 学的手段

もちやについて 、これを準用する。この 場合において、第十条 中「添加物（天然 香料及び一般に食品と して飲食に供され ている物であつ

五十八条か ら第六十条までの規定 は、乳幼児が接触する ことによりその健 康を損なうおそれがあ るものとして厚生労 働大臣の指定するお

第六十 二条

②
③

厚生労働大 臣、内閣総理大臣及び 都道府県知事は、 食品衛生上の危害の発 生を防止するため、こ の法律又はこの法 律に基づく

は、営業以 外の場合で学校、病院 その他の施設にお いて継続的に不特定又 は多数の者に食品を供 与する場合に、こ れを準用する。
第 六十三条

厚生労 働大臣は、第六条第二 号ただし書（第六十二 条第一項及び第二 項において準用する場 合を含む。）に規定 する人の健康

処分に違 反した者の名称等 を公表し、食品衛生上の 危害の状況を明 らかにするよう努めるも のとする。
第六十四条

を損 なうおそれがない場 合を定めようとする とき、第七条第一項か ら第三項までの規 定による販売の禁止をし ようとし、若しくは同 条第

四項の規定 による禁止の全部若 しくは一部の解除を しようとするとき、第 九条第一項の厚生 労働省令を制定し、若 しくは改廃しようとす

るとき、第十条 に規定する人の健康 を損なうおそれのな い場合を定めようとする とき、第十一条 第一項（第六十二条第一 項及び第二項に

おいて準用する場合を 含む。）に規定する 基準若しくは規格を 定めようとするとき、 第十一条第三項に 規定する人の健康を損 なうおそれ

のな いことが明らかである 物質若しくは人の健 康を損なうおそれの ない量を定めようとする とき、第十八条第 一項（第六十二条第一 項及

び第三項に おいて準用する場合を 含む。）に規定する 基準若しくは規格を 定めようとするとき、 第二十三条第一項 に規定する輸入食品監

視指導計画を定 め、若しくは変更しよう とするとき、又は 第五十条第一項に規定 する基準を定めようと するときは、その 趣旨、内容その

他の 必要な事項を公表 し、広く国民の意見を 求めるものとする。 ただし、食品衛生上 の危害の発生を防止する ため緊急を要す る場合で、
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あら かじめ広く国民の意見 を求めるいとまが ないときは、この限り でない。
（略 ）

第一項及び前 項の規定は、内閣総理大 臣が第十九条第 一項（第六十二条第一項 において準用す る場合を含む。）に規定 する表示につい

②・③
④

厚生労働大臣、内閣総 理大臣及び都道府県知 事等は、食品衛生 に関する施策に国民又 は住民の意見を反 映し、関係者相互間の

ての基準を定めようと するとき、並びに厚生 労働大臣及び内閣 総理大臣が指針を定め 、又は変更しようと するときについて準 用する。
第六十五条

情報及び意見の 交換の促進を図るため、 当該施策の実施状況を 公表するとともに 、当該施策について広 く国民又は住民の 意見を求めなけ
れば ならない。

第六十四条第一項 本文に規定する場合に は、厚生労働大臣は、 あらかじめ、内閣 総理大臣に協議しなけれ ばならない。

厚生労働 大臣は、第十八条第一 項（第六十二条第 一項及び第三項におい て準用する場合を含む 。）又は第六十二 条第一項若しくは第二

ると きは、あらかじめ、厚 生労働大臣に協議 しなければならない。

内閣総理大臣は、第 十九条第一項（第 六十二条第一項におい て準用する場合を含む 。）に規定する表 示についての基準を定 めようとす

第六十五条の二
②
③

項において準用 する第十一条第一項に規 定する基準又は 規格を定めたときその他 必要があると認めると きは、内閣総理大 臣に対し、第十

厚生労働大臣及び 内閣総理大臣は、飲食 に起因する衛生上 の危害の発生を防止す るため、必要な情報交 換を行うことその

九 条第一項（第六十二 条第一項において準用 する場合を含む。 ）に規定する表示につ いての基準を定めること を求めることが できる。
第六十五条の 三

第四十八条第八項 、第五十二条、第五十 三条第二項、第五十四 条、第五十五条第 一項、第五十六条及び 第六十三条中「都道 府

他相互の密接な連携 の確保に努めるもの とする。
第六十六条

県知事」とある のは、保健所を設置 する市又は特別区に あつては、「市長」又は 「区長」とする 。ただし、政令で定める 営業に関する政

前条本文に規定するも ののほか、この法 律中都道府県が処理す ることとされている事 務で政令で定める ものは、地方自治法（

令で定める処分につい ては、この限りでな い。
第六十七条

昭和二十二年法 律第六十七号）第二百五 十二条の十九第一 項の指定都市（以下「 指定都市」という。） 及び同法第二百五 十二条の二十二

第一 項の中核市（以下 「中核市」という。） においては、政令の 定めるところにより 、指定都市又は中核市（ 以下「指定都市 等」という。

- 12 -

）が 処理するものとする。 この場合において は、この法律中都道府 県に関する規定は、 指定都市等に関する規 定として指定都市等に 適用

この法律の 規定により地方公共団 体（都道府県を除 く。次項において同じ 。）の長が行う処 分（地方自治法第二条 第九項第一

があるもの とする。

（ 略）

る処分に係るも のにあつては、内閣総理 大臣。次項において同 じ。）に対して再 審査請求をすることが できる。

の裁決に不 服がある者は、厚生労 働大臣（第五十四条第 二項（第六十二条 第一項及び第三項にお いて準用する場合を 含む。）の規定によ

号に 規定する第一号法定受 託事務（次項及び次条に おいて「第一号 法定受託事務」という。 ）に係るものに限 る。）についての審査 請求

第六十八条

②

第二 十五条第一項（第 六十二条第一項及び第 三項において準用する 場合を含む。）、 第二十六条第一項（第六 十二条第一項に

第二 十八条第一項（第六 十二条第一項及び第三項 において準用す る場合を含む。）、第三 十条第二項（第五十 一条に規定する営業 （飲

い て準用する場合を含 む。）の規定により都 道府県が処理する こととされている事務 は、第一号法定受託事務 とする。

用する場合を含 む。）、第五十八条（第 六十二条第一項 において準用する場合を 含む。）及び第五十九 条第一項（第六十 二条第一項にお

を除くもの とし、第六十二条第一 項及び第三項にお いて準用する場合を含 む。）、第五十四条（ 第六十二条第一項 及び第三項において準

第五 十一条に規定する営業 （飲食店営業その 他販売の営業であつて 、政令で定めるものに限 る。）の許可に付 随する監視指導に係る 部分

おいて準用する場合を 含む。）、第二十 八条第一項（第六十二 条第一項及び第三項に おいて準用する場 合を含む。）、第三十 条第二項（

第六十九条

②

食店営業その 他販売の営業であつ て、政令で定めるもの に限る。）の許可 に付随する監視指導に 係る部分を除くものとし 、第六十二条第

一項及び第三項にお いて準用する場合を 含む。）、第五十四条 （第六十二条第一 項及び第三項において 準用する場合を含む。 ）、第五十

八条 （第六十二条第一項 において準用する場 合を含む。）及び第五 十九条第一項（第 六十二条第一項において 準用する場合を含む。 ）の

規定により 保健所を設置する市 又は特別区が処理す ることとされている事 務は、第一号法定 受託事務とする。

この法律に規 定する厚生労働大 臣の権限は、厚生労働 省令で定めるところに より、地方厚生局 長に委任することがで きる。

前 項の規定により地方厚 生局長に委任され た権限は、厚生労働省 令で定めるところにより 、地方厚生支局長 に委任することができ る。

第七十条
②

内閣総理 大臣は、この法律によ る権限（政令で定 めるものを除く。）を 消費者庁長官に委任す る。

次の各号の いずれかに該当する者 は、これを三年以 下の懲役又は三百万円 以下の罰金に処する。

③
第七十 一条

- 13 -

②

第六条（第六十二条第 一項及び第二項に おいて準用する場合を 含む。）、第九条第 一項又は第十条（第六 十二条第一項において 準用
第七条第一 項から第三項までの規定 による禁止に違 反した者

一
二

第五十四条第一項 （第六十二条第一項及 び第三項において 準用する場合を含む。 ）の規定による厚生 労働大臣若しくは都 道府県知事

する場合 を含む。）の規定に違 反した者
三

（第 六十六条の規定によ り読み替えられる場合は 、市長又は区長 。以下この号において同 じ。）の命令若しく は第五十四条第二項 （第

六十二条 第一項及び第三項にお いて準用する場合を含 む。）の規定によ る内閣総理大臣若しく は都道府県知事の命令 に従わない営業者

（第六十二条第 三項に規定する食品を 供与する者を含む。） 又は第五十五条（ 第六十二条第一項及び 第三項において準用 する場合を含

第十一条第 二項（第六十二条 第一項及び第二項にお いて準用する場合を含 む。）若しくは第 三項、第十六条（第六 十二条第一

む 。）の規定による 処分に違反して営業を 行つた者
（略）

（略）

した者は、二年 以下の懲役又は二百万円 以下の罰金に処 する。

十二条第一 項において準用する場 合を含む。）又は 第五十二条第一項（第 六十二条第一項におい て準用する場合を 含む。）の規定に違反

項及 び第三項において準用 する場合を含む。 ）、第十九条第二項（ 第六十二条第一項におい て準用する場合を 含む。）、第二十条（ 第六

第七十二条

②

次の各号のいずれかに 該当する者は、これを 一年以下の懲役又 は百万円以下の罰金に 処する。

第八条第一 項（第六十二条第一 項において準用する 場合を含む。）又は第十 七条第一項（第 六十二条第一項及び第三 項において準用

八条第一 項（第六十二条第一項 において準用する 場合を含む。）の規定 に違反した者

一 項及び第三項において 準用する場合を含 む。）、第二十六条第 四項（第六十二条 第一項において準用する 場合を含む。）又は第 五十

第九条第二項、 第十八条第二項（第 六十二条第一項及び第 三項において準用 する場合を含む。）、 第二十五条第一項（第 六十二条第

第七十三条
一

二

第四十条第一項の規定 に違反して、その職 務に関して知り得た 秘密を漏らした者

する場合を含む。） の規定による禁止に違 反した者
三

第五十 一条（第六十二条第一 項及び第三項におい て準用する場合を含 む。）の規定による基 準又は第五十二条 第三項（第六十二条第

第五十六条（第六 十二条第一項及び第三 項において準用する 場合を含む。）の規 定による都道府県知事（ 第六十六条の規 定により読

一項において 準用する場合を含む。） の規定による条件に 違反した者

四
五

- 14 -

み 替えられる場合は、市 長又は区長）の命 令に従わない営業者（ 同項に規定する食品を 供与する者を含む。 ）又は第五十六条（第 六十

第四十三条 の規定による業務の停 止の命令に違反し た場合には、その違反 行為をした登録検 査機関の役員又は職員 は、一年以

二条第一 項及び第三項において 準用する場合を含 む。）の規定による処 分に違反して営業を行 つた者
第七十四条

次の 各号のいずれかに該当す る者は、これを五十万 円以下の罰金に処 する。

下の 懲役又は百万円以下の 罰金に処する。

者

次の各号のいず れかに掲げる違反があつ た場合には、そ の違反行為をした登録検 査機関の役員又は職 員は、五十万円以下 の罰

第四十六条 第二項の規定による命令 に違反した者

の届出を した者

第二十七条又は第四十 八条第八項（それ ぞれ第六十二条第一項 において準用する場合を 含む。）の規定に よる届出をせず、又は 虚偽

第二十八条 第一項（第六十二 条第一項及び第三項に おいて準用する場合を含 む。）の規定に よる報告をせず、又は虚 偽の報告をした

、妨げ、 又は忌避した者

第二十八条第一項 （第六十二条第一項及 び第三項において準用 する場合を含む。 ）の規定による当該職員 の臨検検査又は収 去を拒み

第七十五条
一
二
三
四
第七十六 条

三

二

一

第四十七条 第一項の規定による 検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同 項の規定による 質問に対して答弁をせず 、若しくは虚偽

第四十 七条第一項の規定に よる報告をせず、又 は虚偽の報告をしたと き。

第四十四条の規定に 違反して同条に規定 する事項の記載をせず 、虚偽の記載をし 、又は帳簿を保存しなか つたとき。

第三十八条の許 可を受けないで製品 検査の業務の全部を廃 止したとき。

金に処する。

四

食品衛生管理者が第四 十八条第三項に規 定する職務を怠つたと きは、当該施設におい てその管理に係る 食品又は添加物に関し

の答弁をしたとき。
第七十七条

第七十一条から 第七十三条までの違反に 該当する行為があ つた場合において、そ の行為の態様に応じ各 本条の罰金刑を科 する。ただし、
その 食品衛生管理者が その行為を行つた者で あるときは、この限 りでない。
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第七十八条

法人の代表者又は法人 若しくは人の代理 人、使用人その他の従 業者が、その法人 又は人の業務に関し、 次の各号に掲げる規定

の違反行為をし たときは、行為者を罰す るほか、その法 人に対して当該各号に定 める罰金刑を、そ の人に対して各本条の 罰金刑を科する。

一億円以 下の罰金刑

第七十二条（第十 一条第二項（第六十二 条第一項及び第二項に おいて準用する場 合を含む。）若しくは第 三項、第十九条第 二項（第

規定に係る部分 に限る。）

九条第二 項（第六十二条第一項 において準用する場合 を含む。）及び第 二十条（第六十二条第 一項において準用する 場合を含む。）の

第七十一条又は第七十 二条（第十一条第二項（ 第六十二条第一 項及び第二項において準 用する場合を含む 。）若しくは第三項、 第十

ただし、その人が食品 衛生管理者として、前 条の規定により罰 金刑を科せられるべき ときは、その人につ いては、この限りで ない。
一

二
各本条の罰 金刑

六十二条 第一項において準 用する場合を含む。） 及び第二十条（第六十 二条第一項におい て準用する場合を含む 。）の規定に係る部 分
を除く。）、 第七十三条又は第 七十五条

第三十九条第一 項の規定に違反し て財務諸表等を備えて 置かず、財務諸表等に 記載すべき事項を記 載せず、若しくは虚偽 の記

と畜 場法（昭和二十八年 法律第百十四号）（抄）

載をし、又 は正当な理由がないの に同条第二項各号 の規定による請求を拒 んだ者は、二十万円以 下の過料に処する 。

第七十 九条

○

と畜場の設置者 又は管理者は、と畜場 の内外を常に清潔にし 、汚物処理を十分 に行い、ねずみ、昆虫等 の発生の防止及び駆 除に努

（と畜場の衛生管理 ）
第六条

め、厚生労 働省令で定める基準 に従い、と畜場を衛 生的に管理し、その他 公衆衛生上必要な 措置を講じなければな らない。

と畜業者その他獣畜 のとさつ又は解体 を行う者（以下「と畜 業者等」という。）は、 と畜場内において 獣畜のとさつ又は解体 を行

（と畜業者等の講ずべ き衛生措置）
第九条

う場合には 、厚生労働省令で定め る基準に従い、獣畜 のとさつ又は解体を 衛生的に管理し、その 他公衆衛生上必要 な措置を講じなければ
ならない。
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（と 畜場の設置の許可の取 消し等）

都 道府県知事は、次に掲 げる場合には、第 四条第一項の規定によ る許可を取り消し 、又はと畜場の設置者 若しくは管理者に対し

当該と畜場の設置者又 は管理者が、第六条又は 第七条第一項若 しくは第六項の規定に違 反したとき。

（略）

四
（略）

都道府県知事 は、次に掲げる場合には 、と畜業者等に対し、 期間を定めて、と さつ若しくは解体の業 務の停止を命じ、 又はとさつ若し

五

一～三

、期間を定めて 、当該と畜場の施設の使 用の制限若しく は停止を命ずることがで きる。

第十八条

２
一
（略）

当該と 畜業者等が、第 九条又は第十条第一項若 しくは第二項において 準用する第七条第 六項の規定に違反した とき。

くは 解体を行うことを 禁止することができる 。
二

厚 生労働大臣は、食品衛 生法第六十条の規 定に基づき報告を求め た場合その他食品衛生 上の危害の発生の 防止のため特に必要が

（厚 生労働大臣の調査の要 請等）
第二十条

あると認めると きは、都道府県知事に対 し、期限を定め て、第十四条第一項から 第四項までの規定によ り行う検査及び第 十七条第一項の
規 定による措置を実施 し、食中毒の原因を調 査し、調査の結果 を報告するように求め ることができる。

厚生労 働大臣は、第六条、第 九条、第十三条第一項 第三号若しくは第 十四条第六項第二号若 しくは第三号の厚生 労働省令を制

（国民の意見 の聴取）
第二十一条

定し 、若しくは改廃しよ うとするとき、又は 同条第七項の政令の制 定若しくは改廃の 立案をしようとするとき は、その趣旨、内容そ の他

の必要な事 項を公表し、広く国 民の意見を求めるも のとする。ただし、食 品衛生上の危害の 発生を防止するため緊 急を要する場合で、あ
２

食鳥処理の事 業の規制及び食鳥検査に 関する法律（平 成二年法律第七十号）（ 抄）

（略）

らかじめ広く国 民の意見を求めるい とまがないときは、 この限りでない。

○
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（定 義）
一
食鳥中抜とたい

食鳥とたい

食鳥

この 法律において、次の各 号に掲げる用語の 意義は、当該各号に定 めるところによる 。

二
その内臓を摘出し た後の食鳥の肉、内臓 、骨及び皮をいう 。

第二条

三
食鳥肉 等
次に掲げる行為をいう。

鶏、 あひる、七面鳥その他一 般に食用に供す る家きんであって政令で 定めるものをいう 。

四
食鳥処理
イ

食鳥をとさつし 、及びその羽毛を除去 すること。
食鳥処理を行う ために設けられた施設 をいう。

食鳥 とたいの内臓を摘 出すること。

食鳥処理場

ロ

食鳥 とたいからその内臓を摘 出したものをい う。

とさ つし、及び羽毛を除去 した食鳥であって 、その内臓を摘出する 前のものをいう。

五

六

第三 条の許可を受けた者（ 以下「食鳥処理業 者」という。）は、同 条の許可に係る食鳥処 理場（以下単に「 食鳥処理場」という。

（変 更の許可等）
第六条

）の構造又は設 備を変更しようとすると きは、都道府県 知事の許可を受けなけれ ばならない。ただし、 厚生労働省令で定 める軽微な変更
（略）

を しようとするときは 、この限りでない。
２・３

食鳥処理業者 は、厚生労働省令で定 める基準に従い、食鳥 処理場を衛生的に 管理し、食鳥、食鳥とた い、食鳥中抜とたい 及び食

（衛生管理等の基準 ）
第十一 条

鳥肉等を衛 生的に取り扱い、そ の他公衆衛生上必要 な措置を講じなければ ならない。

一の食鳥処理場に おいて食鳥処理を しようとする食鳥の羽 数が政令で定める数以下 である食鳥処理業 者は、当該食鳥に係る 第五

（認定小規模食鳥処理 業者に係る食鳥検査 の特例）
第十六 条

項の確認に 関し、その確認の方法 その他厚生労働省令 で定める事項を記載 した確認規程を作成し 、これを都道府県 知事に提出して、その
（略）

確認規程が厚生 労働省令で定める基準に 適合する旨の認定 を受けることができる 。
２～９
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（持出し等 の禁止）

何人も 、食鳥検査に合格した後 又は前条第五項 の厚生労働省令で定める 基準に適合する 旨の同項の確認がされた 後でなければ、

（ 略）

食鳥処理業 者が、食肉の販売の事業 を営む者（食品衛生法 （昭和二十二年法 律第二百三十三号）第 五十二条第一項の 許可を受けた者

に 限る。）であって 、あらかじめ、厚生労 働省令で定めるところ により、その事務 所を管轄する都道府県知 事に届け出た者（以 下「届
（略）

出食肉販 売業者」という。 ）に脱羽後検査に合格 した食鳥とたいを譲り 渡すとき。
（略）

五～七

四

一～三

この 限りでない。

食鳥とたい、食鳥中抜 とたい又は食鳥肉等を 食鳥処理場の外に 持ち出してはならない 。ただし、次の各号 のいずれかに該当す るときは、

第十七条

２
（食鳥検査 等を実施する職員）
（略 ）

都道府県知事は、食 品衛生法第二十四条第 一項に規定する都 道府県等食品衛生監視 指導計画の定めるとこ ろにより、前項の 都道府県知

第三十九条
２

事が指定 する者に同項に規 定する事務又は職務を行 わせなければな らない。

厚生労働大臣 は、食品衛生法第六十 条の規定に基づき報告 を求めた場合その 他食鳥肉等に起因する衛 生上の危害の発生の 防止の

（厚生労働大臣の調 査の要請等）
第四十 条

ため特に必 要があると認めると きは、都道府県知事 に対し、期限を定めて 、第十五条第一項 から第三項までの規定 により行う検査並びに

第三十七条第一 項及び第三十八条第 一項の規定による措 置を実施し、食中毒の原 因を調査し、調 査の結果を報告するよう に求めることが
できる。

厚 生労働大臣は、第十一条 、第十五条第四 項第二号若しくは第三号 、同条第六項又は第十 九条の厚生労働省 令を制定し、又

（国民の意 見の聴取）
第四十条の二

は改 廃しようとすると きは、その趣旨、内容 その他の必要な事項 を公表し、広く国民 の意見を求めるものとす る。ただし、食 鳥肉等に起
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因す る衛生上の危害の発生 を防止するため緊 急を要する場合で、あ らかじめ広く国民の 意見を求めるいとまが ないときは、この限り でな
２

地域保健 法（昭和二十二年法律 第百一号）（抄）

（略）

い。

○

保健所は、都道 府県、地方自治法（昭 和二十二年法律第六十 七号）第二百五十 二条の十九第一項の指定 都市、同法第二 百五十二条

第 一号法定受託事務（第 二条関係）

地方自治法（昭和二 十二年法律第六十七号 ）（抄）

）第 百十八条第二項に規定 する区域を参酌し て、保健所の所管区域 を設定しなければならな い。

ため、医療法（昭和二 十三年法律第二百 五号）第三十条の四第 二項第十二号に規定す る区域及び介護保 険法（平成九年法律第 百二十三号

都道府県は、 前項の規定により 保健所を設置する場合 においては、保健医療 に係る施策と社会 福祉に係る施策との有機 的な連携を図る

の二十二第 一項の中核市そ の他の政令で定める市又 は特別区が、これを設 置する。

第五条
②

○
別表第一

事務

この表の下欄 の用語の意義及び字句 の意味は、上欄に掲げ る法律における用 語の意義及び字句の意 味によるものとする 。

法律

（略）

備考

（略）

一項（第六十二条第一項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項（第六十二条第一項及

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十 一 第二十五条第一項（第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。）、第二十六条第
三号）

び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第三十条第二項（第五十一条に規定する営業
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○

とする営業をい う。
（略）

（飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。）の許可に付随する監視指導に

係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）

、第五十四条（第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第五十八

条（第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第五十九条第一項（第六十二

条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務

二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により
保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
（略）

飲食店営業（設備を設 けて客に飲食をさせ る営業で食品衛生法 （昭和二十二年法律第二 百三十三号）第五 十二条第一項の許可を 受け

一～三
四

て営むも のをいい、前三号に掲 げる営業に該当するも のを除く。以下同 じ。）のうち、バー、 酒場その他客に酒 類を提供して営む営業

（営業の常態 として、通常主食と認め られる食事を提供し て営むものを除く。 以下「酒類提供飲食店 営業」という。） で、午前六時か
ら 午後十時までの時 間においてのみ営むも の以外のもの
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（略）

風俗営業等の 規制及び業務の適正化等 に関する法律（ 昭和二十三年法律第百二 十二号）（抄）

（略）

（略 ）

（用語の 意義）
第二条
２～

こ の法律において「接客 業務受託営業」と は、専ら、次に掲げる 営業を営む者から 委託を受けて当該営業の 営業所において客に接 する

12

業務の一部 を行うこと（当該業 務の一部に従事する 者が委託を受けた者及 び当該営業を営む 者の指揮命令を受ける 場合を含む。）を内容

13

○

死体の解剖をしよう とする者は、あらかじめ 、解剖をしよう とする地の保健所長の許 可を受けなければ ならない。ただし、次 の各

死体解剖保存 法（昭和二十四年法律第 二百四号）（抄 ）

第二条
号のいずれ かに該当する場合は、 この限りでない。
（略）

食品衛生法（昭和 二十二年法律第二百三 十三号）第五十九条第 一項又は第二項の 規定により解剖する場合

一～四
五
（ 略）
（略）

六・七
２・３

死体の解剖をしよう とする者は、その 遺族の承諾を受けなけ ればならない。ただし 、次の各号のいずれ かに該当する場合にお いて

食品衛生法第五十 九条第二項の規定によ り解剖する場合

（略）

四
（略 ）

生 活衛生関係営業の 運営の適正化及び振興 に関する法律（昭和三 十二年法律第百六 十四号）（抄）

五

一～三

は、この限 りでない。

第七条

○

食品衛生法（昭和二十 二年法律第二百三十 三号）の規定により 許可を受けて営む同法第 五十一条に規定す る営業のうち、飲食店 営業

この法律は、次 に掲げる営業につ き適用する。

（適用営業及び 営業者の定義）
一

（略）

（ 略）

二～七

、喫茶店 営業、食肉販売業及び 氷雪販売業

第二条

２
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○

製菓衛生師法 （昭和四十一年法律第百 十五号）（抄）
（定 義）

この 法律において「製菓衛 生師」とは、都道府県 知事の免許を受け 、製菓衛生師の名称を 用いて菓子製造業 （食品衛生法（昭和二

消費生活用製 品安全法（昭和四 十八年法律第三十一号 ）（抄）

十二年法律第二 百三十三号）第五十一条 に規定する営業のうち 菓子製造業をいう 。以下同じ。）に従事 する者をいう。

第二条

○

一

食品衛生法 （昭和二十二年法律第二 百三十三号）第 四条第一項に規定する食 品及び同条第二項に規 定する添加物並び に同法第六十二

（略）

（略）

食品衛生法（昭和 二十二年法律第二百 三十三号）第四条第 一項に規定する食品、 同条第二項に規定 する添加物、同条第四 項に規定す

有 害物質を含有する 家庭用品の規制に関す る法律（昭和四十八年 法律第百十二号） （抄）

三～九

条 第二項に規定する 洗浄剤

二

別表（ 第二条関係）

○
別表
一
（ 略）

る 器具及び同条第五項に 規定する容器包装並び に同法第六十二条 第一項に規定するおもち や及び同条第二項 に規定する洗浄剤
二・三
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○

化 学物質の審査及び製造 等の規制に関する 法律（昭和四十八年法 律第百十七号）（ 抄）
（他の法令との 関係）

次の各号に 掲げる物である化学物 質については第三 条、第七条第一項、第 八条第一項（同条 第二項において準用す る場合を含

食品衛生法 （昭和二十二年法律第二 百三十三号）第 四条第一項に規定する食 品、同条第二項に規定 する添加物、同条 第五項に規定す
る 容器包装、同法第 六十二条第一項に規定 するおもちや及び 同条第二項に規定する 洗浄剤
（略）

厚 生労働省設置法（ 平成十一年法律第九十 七号）（抄）

二～五

一

各号に掲げ る法律の定めるところ による。

条第 一項、第三十四条第三 項、第三十六条第 一項、第三十七条第一 項、第三十八条、第三十 九条及び第四十二 条の規定を適用せず、 当該

料としての化学物質の 使用については第 八条の二、第十二条、 第十六条、第二十五条 、第二十六条第一 項、第二十八条第二項 、第二十九

については第三 十五条第一項、第 三十六条第一項、第三 十七条第一項、第三十九 条及び第四十二 条の規定を、次の各号に 掲げる物の原材

四条第一項 、第二十八条第 二項、第二十九条第一項 及び第三十四条の規定 を、第二種特定化 学物質が使用されてい る次の各号に掲げ る物

する 場合を含む。）及 び第三項並びに第四十 二条の規定を、第一種 特定化学物質が使 用されている次の各号に 掲げる物について は第二十

項、第三十五条 第一項、第三十六条第一 項、第三十七条第一項 、第三十八条、第 三十九条、第四十一条 第一項（同条第二 項において準用

項、第十八 条、第二十二条第一項 、第二十五条、第二十 六条第一項、第二 十八条第二項、第二十 九条第一項、第三十 四条第一項及び第三

む。 ）、第八条の二、第九 条第一項、第十条第一項 及び第二項、第 十二条、第十三条第一項 、第十四条第一項 、第十六条、第十七条 第一

第五十五条

○

厚生労働省は、 前条第一項及び第 二項の任務を達成する ため、次に掲げる事務 をつかさどる。

（所掌事務）
第四条

（略）

販 売の用に供する食品衛 生法（昭和二十二年 法律第二百三十三号 ）第四条第一項、第二 項、第四項若しく は第五項に規定する食

一～ 三十八
三十九

品、添加物、 器具若しくは容器包装又 は同法第六十二条第 一項に規定するおも ちゃ（第十六条第二項 において「食品等 」という。）の
取 締りに関すること （内閣府の所掌に属す るものを除く。）。
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四十 ～百十一
（略 ）

（略）

消 費者庁及び消費者委員 会設置法（平成二十一年 法律第四十八号 ）（抄）

２・３

○

消費者庁は、前 条第一項の任務を達成 するため、次に掲げる 事務（第六条第二 項に規定する事務を除く 。）をつかさど る。

（所掌事務）
第四条
（略）

食品衛生 法（昭和二十二年 法律第二百三十三号） 第十九条第一項（同法第 六十二条第一項 において準用する場合を 含む。）に規定

一～十四の 三
十五

食品衛生法第二十条 （同法第六十二条 第一項において準用す る場合を含む。）に規定 する虚偽の又は誇 大な表示又は広告のさ れた

する表示についての 基準に関すること 。
十六

同法第四 条第一項、第二項、第 四項若しくは第五 項に規定する食品、添 加物、器具若しくは容 器包装又は同法第 六十二条第一項に規定
（略）

するおもちゃ の取締りに関すること。
十 七～二十六
（略）

則

食 品衛生法及び栄養 改善法の一部を改正す る法律（平成十五年法 律第百一号）（抄 ）

２・３

○
附

既存添加物名簿 に記載されている 添加物並びにこれを含 む製剤及び食品につい ては、新食品衛生 法第十条の規定は、適 用しない。

食品安全基本 法（平成十五年法律第四 十八号）（抄）

第三条

○
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関係各大臣は、次に掲 げる場合には、委 員会の意見を聴かなけ ればならない。た だし、委員会が第十一 条第一項第一号に該当

（委 員会の意見の聴取）
第二十四条

食品衛生法第六条 第二号ただし書（同法 第六十二条第二項 において準用する場合 を含む。）に規定す る人の健康を損なう おそれがな

すると認める場 合又は関係各大臣が同項 第三号に該当す ると認める場合は、この 限りでない。
一

い場 合を定めようとする とき、同法第七条第一項 から第三項まで の規定による販売の禁止 をしようとし、若し くは同条第四項の規 定に

よる禁止 の全部若しくは一部の 解除をしようとすると き、同法第九条第 一項の厚生労働省令を 制定し、若しくは改廃 しようとするとき

、同法第十条に 規定する人の健康を損 なうおそれのない場合 を定めようとする とき、同法第十一条第 一項（同法第六十二 条第二項にお

い て準用する場合を 含む。）の規定により 基準若しくは規格を定 めようとするとき 、同法第十一条第三項に 規定する人の健康を 損なう

おそれの ないことが明らか である物質若しくは人 の健康を損なうおそれ のない量を定めよ うとするとき、同法第 十八条第一項（同法 第

六十二条第三 項において準用す る場合を含む。）の規 定により基準若しくは規 格を定めようと するとき、又は同法第五 十条第一項の規
定により基準を定め ようとするとき。
（略）

と畜場 法（昭和二十八年法律 第百十四号）第六 条、第九条、第十三条 第一項第三号若しくは 第十四条第六項第 二号若しくは第三号の

二～ 五
六

厚生労働省令 を制定し、若しくは改廃 しようとすると き、又は同法第十四条第 七項の政令の制定若し くは改廃の立案を しようとすると
き。
（略）

食鳥処理 の事業の規制及び食 鳥検査に関する法律（ 平成二年法律第七 十号）第十一条、第十 五条第四項第二号若しく は第三号、同条

七～九
十
（略）

第六項又は第十九条 の厚生労働省令を 制定し、又は改廃しよ うとするとき。
（略 ）

十一 ～十四
２・３
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