
平成２６年４月 

 食の安全と 

消費者の信頼確保に向けた取組    

資
料
９

 



○ 平成13年のＢＳＥの発生等の反省を踏まえ、食品安全行政を生産振興対策から分離。 

○ 平成15年7月、消費者利益の保護や増進のための施策と農林水産省の所掌に関する食品安

全行政を一体的に担う消費・安全局を設置。 

 
 
平成13年 9月 我が国で初めてのＢＳＥ感染牛を確

認 
 
平成15年 5月 食品安全基本法が成立 
          ・「国民の健康の保護が最も重要で

ある」旨を規定 
 
       7月 食品安全委員会を設置 
          農林水産省に消費・安全局を設置 
 
平成21年 9月 消費者委員会、消費者庁を設置 
 

経緯 

 

１． 農場から食卓までの安全管理の徹底を通じた食
品の安全性の向上 

 

２． 食品表示の適正化による消費者への的確な情報
の伝達・提供 

 

３． 家畜や農作物の病気や害虫のまん延防止による
食料の安定供給 

 

４． 消費者をはじめとした関係者との情報・意見の交
換と施策への反映 

 

５． 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進 

消費・安全局の業務 

消費・安全局の成り立ちと業務の概要 
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食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 3 

 ○ 我が国における食品の安全性向上の取組 ＜枠組＞ 
 ○ 農林水産省における食品の安全性向上の施策 ＜具体的取組①＞ 
 ○ 安全な生産資材の確保と適正使用の推進 ＜具体的取組②＞ 
 ○ 農林水産省における食品の安全性向上対策の推進方向 ＜今後の対応＞ 

食品の安全性向上に向けた取組 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 16 
 ○ 食料消費構造の変化 ＜現状＞ 
 ○ 食育基本法・食育推進基本計画 ＜制度概要＞ 
 ○ 農林漁業体験（教育ファーム）を通じた食育の推進 ＜具体的取組＞ 
 ○ 農林水産省における食育の推進方向 ＜今後の対応＞ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 7 

 ○ 動植物防疫の取組概要 ＜制度概要＞ 
 ○ 発生予防及びまん延防止対策（高病原性鳥インフルエンザの例） ＜具体的取組（動物衛生）＞ 
 ○ 国内での病害虫のまん延を防止（ウメ輪紋ウイルスの例） ＜具体的取組（植物防疫）＞ 
 ○ 海外から持ち込ませないための取組 ＜具体的取組（輸入）＞ 
 ○ 輸出円滑化のための取組と検疫協議の状況 ＜具体的取組（輸出）＞ 
 ○ 動植物検疫の充実 ＜今後の対応＞ 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 13 
 ○ 食品表示の適正化 ＜制度概要、今後の対応＞ 
 ○ 米穀等の適正流通の確保 ＜制度概要、今後の対応＞ 
 ○ 外食メニューの不正表示事案への対応 

家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 

消費者への的確な情報の伝達・提供 

食育の推進 
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○ 「後始末より未然防止」の考え方にたち、科学的根拠に基づいた判断ができるよう、リスクアナリシスを食品安全行政に導入。 
○ 一次生産から消費にわたって、食品の安全性向上に取り組むこと（フードチェーンアプローチ）が必要。 

○ 食品の安全性を確保する施策として、① 厚生労働省が食品衛生法に基づき、流通食品の監視や基準の策定を実施。② 農
林水産省が生産・製造過程における管理・指導による安全性向上の取組や生産資材の規制を実施。 

■ リスクコミュニケーション 

リスクアナリシスの全過程において、食品事業

者、消費者など関係者間でリスクについての情

報・意見を交換し、適宜措置や施策に反映する

こと 

■ リスク管理  
科学的データ・評価に基づいて、リスク低減
のための政策・措置を検討し、必要に応じて
実施すること 

■ リスク評価  

食品中の有害物質の摂取、どの程度の健康へ

の悪影響がどのくらいの確率で起きるかを科学

的に評価すること 

我が国における食品の安全性向上の取組＜枠組＞ 

１．食品の安全性向上に向けた取組 

（リスク管理機関） 

（リスク評価機関） 

我が国の食品安全行政の実施体制 食品安全に係るリスクアナリシスの三要素 

（リスク管理機関） 

（リスク管理機関） 
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○ 食品中の危害要因の含有実態を調査し、必要があれば、安全性向上のための取組を指針等として提示。 
○ 実態調査の結果は、リスク管理措置の検討に活用するほか、我が国の実態を国際規格策定等に反映するためにも活用。 

（実態調査が不可欠） 食品の安全性の向上 農林水産省における食品の安全性向上の施策＜具体的取組①＞ 

１．食品の安全性向上に向けた取組 

○生産者や食品事業者向けの指針等 

○ 有害化学物質の実態調査結果（H15-H22年度）をまとめたデータ集
を公表（平成24年10月） 

実態調査とリスク管理措置の具体例 有害化学物質/有害微生物のリスク
管理の流れ 

a. 分析点数：約34万4千点 

b. 調査品目数 ：農産物54、畜産物6、水産物30、加工食品38 

c. 有害化学物質 ：かび毒、重金属（鉛、水銀、カドミウム）、ヒ素、ダイオキシン類、アクリルア
ミド、クロロプロパノール類、PAHs、ヒスタミン、フラン、残留農薬266種類 

 わが国で生産された農畜水産物・食品のほとんどは安全性が高いことを確認。一部の品
目・有害化学物質については、現在も調査を継続し、低減対策を検討中。 
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○ 安全な農畜水産物を安定供給するためには、安全な農薬、肥料、飼料、動物医薬品の生産資材が必要。 
○ 生産資材は、農産物や家畜に対して安全であり、農畜水産物等を介して人の健康に悪影響を及ぼさないことが必要。 

○ このために、 
  ・ 事前に評価を行い、定められた使用量や休薬期間等に従って使用すれば安全であると確認された資材のみ登録・承認。 
  ・ さらに、現場での適正施用・管理も指導することによって安全を確保。 

 

安全な生産資材の確保と適正使用の推進＜具体的取組②＞ 

農薬   

・国産飼料に使われた農薬の畜産物中への残留を把握す 

 るための試験データを登録申請時に要求 

（平成26年4月ガイドライン導入予定）  

肥料  
・汚泥肥料中の重金属管理のための手引書の作成（平成22

年8月）             

安全な農産物 
（飼料作物を含む) 

 

飼料   

・各種ガイドラインの策定と周知・徹底 

 （食品残さ等利用飼料（平成18年）、有害物質混入防止（平成19

年）） 

動物用医薬品  
・日米欧での動物用医薬品の安全性確認手続の共通化等 

（H22年度以降で11ガイドライン） 

農産物生産における生産資材 畜産物生産における生産資材 

〔適正な施用・管理〕 〔適正な使用・管理〕 

安全な食品の安定供給 

１．食品の安全性向上に向けた取組 

最近の主な取組 

安全な畜産物 
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（実態調査が不可欠） 食品の安全性の向上 
 

農林水産省における食品の安全性向上対策の推進方向＜今後の対応＞ 

１．食品の安全性向上に向けた取組 

○ 安全な食品の安定供給のために、 
 ・ 最近の科学により存在が明らかになった新たな有害物質等も含め、含有実態調査を実施。必要があれば、指針の作成等、
安全性を向上させる措置を策定・普及。また、これまでに作成した低減指針等による効果を検証。 

 ・ 安全な生産資材の確保とその適正使用の推進を継続。 
 ・ 科学的知見に基づき安全で効果の高い生産資材をより早く生産現場へ提供できるよう、動物用医薬品や農薬等の審査の
迅速化や、データの国際共通化等をどのように推進すべきか検討。 

今後の対応例① 指針の普及と効果の検証 今後の対応例② 動物用医薬品の承認審査手続の迅
速化 

例：食品中のアクリルアミドを低減するための指針 
（平成25年11月公表） 

※ 事業者の自主的な取組を促すために作成。 

※ アクリルアミド：食品中のアスパラギンと還元糖が加熱によって
反応し、意図せず生成する有害化学物質 

指針のことを知ってもらうための説明会や 

アクリルアミドの低減対策について事業者と意見交換を実施 

食品中のアクリルアミドの最新の実態を把握するため実態調査を
継続 

国内外の最新の情報を入手するため情報収集を継続 

➣ 安全で効果の高い新しい動物用医薬品をより
早く生産者へ提供するため、日本、米国及びEU

で国際的な枠組みを構築し、承認審査に必要な
試験方法等の共通化・統一化を推進。 

 

＜背景＞ 

 動物用医薬品は、各国とも効果及び安全性を審査した
後、製造販売。 

 審査では、毒性試験、残留試験など多くの試験成績が
必要（メーカーが必要な試験成績を用意）。 

 添付すべき試験の実施方法の国による違いが、ドラッ
グラグ（新薬承認の遅延）やメーカーの開発経費、末端価
格の上昇の一因。 

事業者による 
・ 製造原料、方法の変更の検討 
・ 食品中のアクリルアミド濃度の確認 

事業者と連携して
低減対策の検証に
必要な調査を実施 
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植物防疫 

国内 

防除 

輸入 

検疫 

輸出 

検疫 

国内 

検疫 国内 

植物検疫 

国際 

植物検疫 
・輸出植物の検査 

・輸出検疫条件の確立 

 

・輸入植物の検査 

・隔離検疫 

・発生予察 

・総合的病害虫・雑草管理(IPM)の推進 

・侵入警戒 

・国内侵入後の駆除、まん延防止 

・まん延防止のための種苗検査 

 

 

 国は、植物防疫所を設置し、①国内における病害虫発生
の抑圧及び根絶を行う植物防疫、②病害虫の侵入防止を
行う輸出入検疫を実施。 

家畜防疫 

 国は、①都道府県等と連携し、国内の家畜防疫に関する
企画、調整、指導等、②動物検疫所を設置し、国際機関と
も連携して輸出入検疫を実施。 

輸入 

検疫 

輸出 

検疫 

国内防疫 

動物検疫 

・輸入動物の係留検査 

・輸入畜産物の検査 

・帰国者の手荷物検査、靴底消毒 

・輸出検疫条件の確立 

・輸出動物の係留検査 

・輸出畜産物の検査 

・疾病の発生予防対策 

 ○ 農場での飼養衛生管理の徹底等 

  

・疾病のまん延防止対策 

 ○ 患畜の早期の発見・通報 

 ○ 都道府県による患畜等のと殺、移動制限、 

    死体・汚染物品等の焼却埋却            等 

                         

○ 病気や害虫がまん延して農林水産業に被害を与えたり、食料の安定供給が脅かされないよう、 

  国内の防疫、防除と水際における検疫を実施。  

動植物防疫の取組概要＜制度概要＞ 

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 

年度（平成） 22年 23年 24年 25年 26年 

家畜防疫官（人） 369 372 373 376 394 

【家畜防疫官数の推移】 

年度（平成） 22年 23年 24年 25年 26年 

植物防疫官（人） 886 882 875 873 889 

【植物防疫官数の推移】 

※ 定員は年度末定員 7 



○ 海外の発生情報の収集及び水際検疫体制の確立。 

○ 家きん・野鳥のモニタリングによる監視及び異常家きん等の早期発見・早期通報の徹底。 

○ 農場の飼養衛生管理の徹底による発生予防対策の実施。 

○ 防疫演習や緊急防疫対応等の危機管理体制の構築。 

○ 発生時の殺処分及び移動制限などの迅速なまん延防止対策の実施。 

高・低病原性鳥インフルエンザ対策の概要 

まん延防止対策 
イメージ を 表示 できません。 メモリ 
不足 のために イメージ を 開 くこと … 
まん延防止対策 まん延防止対策 

万が一の発生時には・・・ 

発生国・地域 

発生予防対策 
イメージ を 表示 できません。 メモリ 
不足 のために イメージ を 開 くこと … 
発生予防対策 発生予防対策 

水際 検疫 

・発生情報の収集 

・発生国・地域からの 

家 きん 、家 きん 肉等の 

輸入停止 

野鳥のモニタリング 家畜保健衛生所 

モニタリング 

農場の飼養衛生 

管理の徹底 

・防鳥ネット等の各種侵入防止対策 

・鶏舎内外の整理・清掃・消毒 

・鶏の健康管理 

・従業員の知識習得 

・早期発見・早期通報 

・殺処分、焼・埋却、消毒 

・移動制限と清浄性確認の検査 

・衛生条件の確認による鶏卵の出荷等 

・感染経路の調査 

・損失に対する互助補償等 

家畜保健衛生所 

・異常家きんの 

早期発見・早期 

通報の徹底 

関係者間の連携・ 

連絡体制の構築 

発生農場 

清浄国に復帰 
野鳥・野生動物、人・車両、飲用水・飼料等の 

汚染からの侵入防止 

・空海港での 

靴底消毒 

 

発生予防及びまん延防止対策（高病原性鳥インフルエンザの例）＜具体的取組（動物衛生）＞  

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 
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○ 平成21年4月、東京都青梅市のウメに、モモやスモモなど我が国の農業生産上において重要な核果
類果樹に甚大な被害を与えるウメ輪紋ウイルスによる病気の発生を確認。 

○ ウイルスの感染範囲を確認するため、全国のウメやモモ等の生産地、観光地、植木や苗木の産地の
調査を実施。 

○ 調査の結果、ウイルスまん延のおそれがある地域（東京都、大阪府及び兵庫県の計１３市町）におい
ては、植物防疫法に基づく緊急防除を実施し、早期根絶を図っているところ。 

 
ウメ輪紋ウイルスの発
生範囲を特定するため
の調査 

ウメ輪紋ウイルスの発
生の有無を確認するた
めの調査 

 

（措置の概要） 
 

ウメ輪紋ウイルスを媒介する昆虫（アブラム
シ）を農薬により防除 

発生地域からの宿主植物の移動を制限 

（措置の概要） 
 

ウメ輪紋ウイルスに感染している範囲が広く、
感染樹も多いと考えられることから、感染樹
等の計画的な伐採により、ウメ輪紋ウイルス
を早期に撲滅 

 

 

 

 

 

 

 

 

まん延防止  

 

 

 

 

 

 

 

発生調査 

ウメ（葉）の病徴  (青梅市で撮影) 

 

モモ（果実）の病徴  
 (米国での果実の感染例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

撲 滅 

 

国内での病害虫のまん延を防止（ウメ輪紋ウイルスの例）＜具体的取組（植物防疫）＞  

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 
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海外から持ち込ませないための取組＜具体的取組（輸入）＞  

農畜産物とともに病原体
や害虫が持ち込まれるこ
とのないよう、家畜防疫
官や植物防疫官が、輸
入検査を実施。 

国際線の到着する全て
の空海港で、マットを用
いて旅客の靴底を消毒。 

また、手荷物として持ち
込まれるゴルフシューズ
等はカウンターで消毒。 

手荷物中のビーフジャー
キーなどの畜産物やマン
ゴーなどの生果実も、荷
物受取所で検疫探知犬
がチェックし、未申告での
持ち込みを摘発。 

生きた動物は、一定期間
係留して家畜防疫官が検
査を行った上で輸入を許
可。 

農畜産物の検査 動物の係留検査 

検疫探知犬による手荷物検査 消毒マットを用いた靴底消毒 

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 

○ 口蹄疫など重大な家畜伝染病の近隣諸国での断続的な発生や輸入される植物類、輸出国の多様化により、
日本への動物の伝染性疾病や植物の病害虫の侵入リスクが高まっている。農林水産省では、これらの国内へ
の侵入を防ぐために動植物検疫を実施。 
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○ 農畜産物を輸出する場合、日本からの輸出時に輸出相手国が必要とする検疫措置を受ける必要。 

○ 輸出促進に当たっては、それらの検疫措置の緩和を相手国に求めるとともに、輸出できない品目について
は輸出解禁を要請し、両国の専門家間の技術的協議を実施。 

○ 輸出者の利便性向上のため、情報提供・技術指導等を実施。 

輸出円滑化のための取組 

 植物防疫官が、輸出者
の要請により、輸出農産
物の栽培地や集荷地に
出向いて輸出検査を実
施。 

集荷地等での輸出検査 

○ 産地や輸出業者等
に対し、検疫条件等
の情報提供、病害虫
の防除方法について
の技術的指導。 

○ 輸出検査申請書等
の関係書類のイン
ターネットを通じた提
供。 

検疫条件等の情報提供 

 輸出可能な国・品目
や、実際の輸出に当
たっての手続等に関し、
全国でブロック別に説
明会を実施（平成25年
10～11月）。 

説明会の開催 

 

検疫協議と輸出円滑化のための取組＜具体的取組（輸出）＞ 

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 

輸 

出 

国 

側 

輸 

入 

国 

側 

    ① 輸出解禁又は制限緩和
の要請 

   ③ 検疫措置の合意   

 資料作成・提供 

 追加情報の要求・対応 

 検疫措置の有効性証明試験 

 現地査察 

  輸入国側で第三者機関の評価
を行う場合 

   ② 輸入国による疾病・病害
虫侵入の影響評価   

 具体的検疫措置の合意 

 輸入国側の規則改正  

動植物検疫協議の流れ 
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○増加する外国人旅行者に対
応するための検査体制の確
保  

 ・検疫探知犬等を活用した旅
行者の携帯品等の検査体制
の強化 

 ・入国者に対する質問や質問
に基づく消毒の実施等の水
際対策の強化 

○ 国内外向けの広報の充実  

 ・国民向け政府広報の実施  

 ・動物検疫所及び植物防疫所
ホームページの多言語化   

 ・パンフレット作成  

輸出に関し現在協議中の 

品目・国（一部） 

・ かき（輸出解禁を要請） 

・ うんしゅうみかん（検疫条件の緩
和を要請） 

対 米 国 

・ もも（輸出解禁を要請） 

・ ぶどう（輸出解禁を要請） 

対 豪 州 

・ 牛肉（輸出解禁を要請） 

対 ロシア 

・ 牛肉（輸出解禁を要請） 

対 インドネシア 

○ 観光立国の推進（2020年に訪日外国人旅行者数2,000万人を実現）や東京オリンピック・パラリンピックの
開催に向けて対応が進められる中で、動植物検疫についても、体制の整備等が必要。 

○ 現在輸出が不可能な国・品目に対しては、継続的に検疫協議を実施。 

○ 訪日外国人旅行者が空港等において農畜産物を購入し、お土産として持ち出す際の環境整備が必要。 

 

動植物検疫体制の充実＜今後の対応＞ 

２．家畜・農作物の病気、害虫のまん延防止 

輸入動植物検疫体制の充実 
 

 

○ 手荷物での持ち出しが可
能なものについては、輸出
検査に迅速に対応するため
の体制整備を検討。  

○ 手荷物での持ち出しにつ
いての検疫条件が整ってい
ない輸出先国等と協議を行
い、輸出可能な輸出先国・
品目を拡大。 

農畜産物の 

お土産販売の環境整備 
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※ 都道府県においても､相談等の窓口を設置するとと
もに､都道府県域業者に対する監視･取締りを実施｡ 

【適正な表示についての相談対応】 【品質表示基準違反への対応】 

指示に従わなければ 

      調   査（消費者庁・農林水産省） 

   

罰
則 

法人：1億円以下の罰金 

 個人：1年以下の懲役又は 

     100万円以下の罰金 

命令に従わなければ 

 是正の指示  

業者名の公表 等 
 

（消費者庁・農林水産省） 

指
示
・公
表
等 

指示に従うよう 命令・公表
（消費者庁のみ） 

命 

令 

   
 個人：2年以下の懲役又は 

     200万円以下の罰金 

法人：1億円以下の罰金 

罰
則 

農林水産省の 
食品表示Ｇメン 
（約1,300人） 
小売店舗などを 
常時、監視 

直
罰
規
定
の
適
用 

原産地の偽装 

（原料原産地 

 含む） 

 

食品表示の適正化＜制度概要、今後の対応＞  
３．消費者への的確な情報の伝達・提供 

○ 食品表示の企画立案は、消費者庁が実施。 

○ 消費者庁に加え、農林水産省では、地方農政局等において、原材料や原産地などの品質に関する表
示の適正化を図るため、ＪＡＳ法に基づき食品表示の監視・取締りを実施。 

○ 今後は、これまでの社会的検証（帳簿等の確認）による手法に加え、科学的分析による客観的データに
基づく手法を活用することにより、監視業務の効率化を図る。 

【監視・取締りの実績（平成24年度）】 

● 「食品表示１１０番」等 
  国民からの食品表示に関する問合わせや情報提供

を受付けるホットラインを地方農政局等に設置 

● 指導件数等（国によるもの） 
・食品表示110番における対応：約2.1万件 

・文書による是正指導：約500件 

・指示・公表：23件 

 

● 小売店舗等における不適正表示率 (注) 

生鮮食品：3.8％ （平成21年：15.2％） 
加工食品：9.8％ （平成21年：18.1％） 

(注)義務表示事項について不適正な表示のあった店舗等の割合 
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米穀等の適正流通の確保＜制度概要、今後の対応＞  

○ 事故米穀の不正規流通問題を踏まえ、米穀の横流れ防止等を目的として、米穀等の取引等の記録の作成・
保存と産地情報の伝達を義務付ける「米トレーサビリティ法」及び「改正食糧法」が平成21年4月に公布。 

○ 米穀等の適正流通の確保のため、地方農政局等に約800名の米穀流通監視官を配置。米トレーサビリティ
法、改正食糧法及び農産物検査法に基づく義務の遵守状況等を確認するため、立入検査等を実施し、違反が
確認された者に対して文書指導や改善命令等の措置を実施。 

○ 今後は、米穀の出荷販売事業者の法遵守の状況等を踏まえ、監視対象を重点化するなど、監視業務の効率
化を図る。 

３．消費者への的確な情報の伝達・提供 

○ 米トレーサビリティ法 

   食品事故等の問題事案が発生した場合に、流通ルートの迅速かつ的
確な特定と当該商品の回収などの措置を適切に実施できるようにする
ため、米穀事業者に対し、取引等の記録の作成・保存を義務付け。（平
成22年10月施行） 

   また、一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合には産地情報
を伝達することを義務付け。（平成23年７月施行） 

 

○ 食糧法遵守事項省令（平成22年４月施行） 
   食糧法に基づき、米穀の出荷販売事業者の遵守すべき事項を規定。 

   加工用米、新規需要米等の用途が限定された米穀については、用途
以外の使用・販売を禁止、食用不適米穀については、食用への転用防
止措置を義務付けるなど、厳格な区分管理等を規定。 

 

○ 農産物検査法 

   農産物検査の適切な実施を目的として、農林水産大臣が登録した登
録検査機関における義務等を規定。 

用途を限定された米穀については、
当該用途以外に使用・販売してはなら
ないこと等を規定 

 １年以下の懲役又は １００万円以
下の罰金（法人は１億円以下の罰金） 

・ 事業者が遵守事項を守らない場合、
その改善を勧告 

・ 事業者が勧告に従わない場合、勧
告に係る措置をとるべきことを命令 

事業者の遵守すべき事項 

命令違反の罰則 

農林水産大臣による勧告･命令 

(例) 食糧法に基づく措置 米穀等の流通に関する制度の概要 
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外食メニューの不正表示事案への対応 

○ 昨年10月以降、ホテルやレストラン等で不適正なメニュー表示等が相次いで明らかになったことを受け、農林水産省
では、早急に、外食産業団体等に対する要請、食品表示Ｇメン等を活用した表示制度の普及・啓発などを実施。 

○ また、消費者庁を中心として、「食品表示等の適正化について」（平成25年12月9日「食品表示等問題関係府省庁等
会議」決定 ）に沿って対策の検討が進められ、3月11日には、景品表示法改正案が閣議決定されるとともに、3月28日
には、消費者庁職員として併任発令された食品表示Ｇメン等がホテル等への巡回業務を開始。 

 
 第１回（ 11月11日） 
  各府省庁等が、所管業界に対し、表示の適正化の
要請等を実施するとの方針を決定 

 第２回（ 12月9日） 
  各業界等における表示適正化に向けた取組状況
等の報告が行われ、今後の対策の概要（「食品表
示等の適正化について」）を決定 

   

食品表示等問題関係府省庁等会議の開催 
 

11月12日 食品の表示適正化に向けた取組方針を発表 

農林水産省の取組 

○外食関係団体等を招集し、問題のある食品表示について是正・適
正化をただちに行うこと等を要請。 

 

○当省独自の取組 

 １．食品表示１１０番における対応  

  食品表示１１０番で、外食のメニュー表示等についての相談・問
合せに対応 

 ２．食品表示Ｇメン等による普及・啓発  

  食品表示Ｇメン等が､景品表示法のリーフレットを配布 

 ３．（独）農林水産消費安全技術センターによる分析  

 違反が多く、科学的分析が可能な商品（エビ等）について、新た
にＤＮＡ分析を実施 

○「食品表示等の適正化について」の概要 

 １．個別事案に対する厳正な措置 

 ２．関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底
（消費者庁によるガイドラインの作成等） 

 ３．景品表示法の改正等  

   （事業者の表示管理体制の強化、行政の監視指導
体制の強化等） 

参考：食品表示の偽装・誤表示の具体例 
 

「バナメイエビ」を「芝エビ」と表示、牛脂注入加工肉を焼いた料理を「ステーキ」と表示、一般的な「ねぎ」を「九条ねぎ」と表示 等 

1月23日 食品事業者を対象に、類似事件の再発防止に向け
た情報共有会を実施 

3月28日 消費者庁職員として併任発令された食品表示Ｇメ
ン等がホテル等への巡回業務を開始 

３．消費者への的確な情報の伝達・提供 
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○ 長期的には経済成長に伴う所得の向上等を背景として、食事内容は、主食である米や野菜が減少する一方、畜産物、油
脂等が増加するなど大きく変化。 

○ こうした中で、昭和50年代中ごろに、摂取する栄養素（ＰＦＣ）の熱量バランスが平均的にみてほぼ適切で、主食である米を
中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成されるいわゆる「日本型食生活」が形成。 

○ しかしながら、その後も米、野菜等の消費減少等が続いた結果、現在は脂質の摂取割合が高め。 

 

食料消費構造の変化＜現状＞ 

４．食育の推進 

（日本型食生活のイメージ） 

 「日本型食生活」とは、日本の気候風土に適した米を中

心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、
栄養バランスが優れた食生活のことをいう。 

出典：食育推進基本計画（平成23年３月31日食育推進会議決定） 

• 「日本型食生活」は、栄養バラ
ンスに優れているだけでなく、日
本各地で生産される農林水産物を
多彩に盛り込んでいるのが特徴。 

• また、ごはん中心の食事の良い
ところは、和・洋・中ともよく合
うおかずがたくさんある。 

国民一人当たりの品目別供給量及び供給熱量の推移 

資料：農林水産省「食料需給表」 
  注：１）国民一人一年当たりの供給量は、 
      国民一人一年当たりの供給純食料 
    ２）供給熱量は国民一人一日当たりの値  
    ３）グラフ中の数値は、米、野菜、油脂類の 
      昭和３５年度、５５年度、平成２４年度の数値 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2,100.0

2,200.0

2,300.0

2,400.0

2,500.0

2,600.0

2,700.0

昭和

35年 

昭和

55年 

平成

24年 

米 

野菜 

牛乳・ 
乳製品 

果実 

魚介類 

肉類 

鶏卵 

油脂類 

９３．２ 

５６．３ 

１３．６ 

「日本型食生活」
が形成 

供給熱量
（kcal） 

kg kcal 

１１４．９ 

９９．７ 

４．３ 
１２．６ 

７８．９ 

１１３．０ 

最大値 

１１８．３kg 

（Ｓ３７） 

最大値 

１２４．３kg 

（Ｓ４３） 

○日本型食生活を実践している人の割合注：18％（平成24年） 
 

 注：食生活指針の実践と結びつく以下の5項目全てについて、 

        「ほとんどできている」「おおむねできている」と回答した人の割合を集計 

  ・主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを 

  ・ごはんなどの穀類をしっかりと 

  ・牛乳、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう 

  ・脂肪のとりすぎをやめ、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう 

  ・食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も 
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○ 国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進するこ

と等を目的として、平成17年7月「食育基本法」が施行。 
○ 食育基本法に基づき、「第２次食育推進基本計画」が平成23年3月に決定。 

 

食育基本法・食育推進基本計画＜制度概要＞ 

４．食育の推進 

食育基本法 

（平成17年法律第63号） 

（前文） 様々な経験を通じて「食」に関す
る知識と「食」を選択する力を習得し、健
全な食生活を実践することができる人間
を育てる食育を推進することが求められ
ている。 

コンセプト ： 「周知」から「実践」へ 

 今後の食育の推進に当たっては、単なる周知にとどまら
ず、国民が「食料の生産から消費等に至るまでの食に関す
る様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための
活動を実践することにより、食に関する理解を深めること」
（食育基本法第６条）を旨をして推進。 

① 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

第２次食育推進基本計画の概要 

② 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進    

③ 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進    

（食育に関する基本理念）   
    

○国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

○食に関する感謝の念と理解 

○食育推進運動の展開 

○子どもの食育における保護者、教育関係者等    

の役割                                                

○食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

○伝統的な食文化、環境と調和した生産等への

配慮および農山漁村の活性化と食料自給率の

向上への貢献                         

○食品の安全性の確保等における食育の役割 

 

重 

点 

課 

題 

○平成17年7月、厚生労働省と農林水産省は、
１日に「何を」「どれだけ」食べればよいか、望ま
しい食事のとり方やおおよその量をイラストで
示した「食事バランスガイド」を決定。 

 

○「食生活指針」や「食事バランスガイド」の活
用を通じ、米を中心として多様な副食から構成
された「日本型食生活」の普及・啓発の取組を
推進。 
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○ 「食」に関する関心や理解を増進するとともに、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や

理解を深めるため、教育ファーム等農林漁業体験の機会の提供を積極的に推進。 
○ 食や農林水産業の重要性の理解を通じて国産農林水産物のサポーター増につなげる。 

 

農林漁業体験（教育ファーム）を通じた食育の推進＜具体的取組＞ 

４．食育の推進 

○農林漁業体験の取組事例 

○教育ファームとは・・・ 
 
 自然の恩恵や食に関わる人々
の様々な活動への理解を深める
こと等を目的とし、農業者団体等
が生産現場に消費者を招き、一
連の農作業等の体験の機会を提
供する取組。 

≪期待される効果≫ 
・生産者と消費者との信頼関係の構

築 
・食と農林水産業への理解 
・食品の安全性への理解 
・食品ロスの発生抑制   等 
 
→ 国産農林水産物のサポーター増

につなげる 

教育ファームについて 

食育基本法（平成17年法律第63号）
第3条、第23条関係 

医療 

【一般部門】 農林水産大臣賞 NPO法人とうもんの会 （静岡県掛川市） 

 水田のある風景を次世代へ引き継ぐた
め、地場産「さしすせそ」（砂糖・塩・酢・醤
油・みそ）と地場産食材を活用した料理や
伝統的な行事食を継承。 

 小中学校向けの農業体験や地場農産
物の直売所を通じ、農業や農村の魅力を
伝えている。 

 豆腐づくり      茶摘み 

医療 

【企業部門】 農林水産大臣賞 みやぎ生活協同組合 （宮城県仙台市） 

資料：平成25年食と農林漁業の食育優良活動表彰 

 よりよい食の環境づくりのため、バランス良
く、楽しく食べることを、子どもと一緒に学ぶ運
動を推進。 

 メンバー（組合員）が、生産者や産地を応援
するため、1970年から、産地見学や産地での

体験を毎年実施するほか、大豆・お米はどの
ように味噌の原料になるのか、一年間産地で
体験する農業加工調理体験を行っている。 味噌作り実習 
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○ 食料の生産から消費にわたる各段階を通じて、消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への

理解を深める活動を支援し、食育を国民運動として展開、国内需要の増大にもつなげる。 

４．食育の推進 

地域における食育の推進 

食育推進運動の展開 

農林漁業に関する 

体験活動の推進 

食文化の継承のための 

活動への支援 

○生産から食卓に至るフードチェーンを通じた食育活動を推進      
○日本型食生活などの実現に向けた、地域の食育活動を支援  

○食育優良活動の表彰 
○食料自給率に関する国民への情報発信等 
○将来の食料消費、消費行動などを分析・把握し、課題を整理 

○地域における教育ファームの活動に対する支援を実施 
○全国の教育ファームのデータベース整備 
○企業の参加の促進 
○文部科学省との連携のもと、学校教育の場において、教科等
と関連付けた教育ファームのプログラム等の開発              
                                             

○地域の食文化の保護・継承など、地域の食育活動を支援 

農林水産省における食育の推進方向＜今後の対応＞ 

【背景と課題】 

○ 平成17年度に食育基本法制定 

○  「食育」の認知には一定の成果を上げてきた一

方で、バランスの良い日本型食生活の実践が課題 

○ 消費者に農林水産業の重要性を理解し、「攻め

の農林水産業」のサポーターになってもらう必要 

○ 無形文化遺産に登録された「和食」の保護・継承 

【今後の取組】  

◎ 健全な食生活の実践を促すとともに、食や農林水産業への理解を醸成するため、食育を国民運動として
展開し、国産需要の増大にもつなげる 

 
 

  

日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）（抜粋） 

 食育を国民運動として推進するため、農林漁業体
験を経験した国民の割合を５年後に35％とすること
を目標として食や農林水産業への理解増進を図る 

農林水産業・地域の活力創造プラン 

 （平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定）（抜粋） 

Ⅲ施策の展開方向 
 学校給食、地産地消、食育等を通じた国内需要の増大 

○食育の主な取組 
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