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平成 23 年度 食品表示ウォッチャー募集要領 

農林水産省 

 

1 食品表示ウォッチャー（以下「ウォッチャー」という。）とは 

食品表示の適正化のため、日常の買い物の際に小売店舗で販売されている食品の表示状況

をモニタリングしていただいている消費者の方々です。 

 

2 食品表示ウォッチャー事業とは 

 農林水産省では、食品表示Ｇメン（全国に配置した監視担当職員）を活用して、ＪＡＳ法

に基づく食品表示の適正化を図っています。 

 この食品表示Ｇメンによる情報収集機能を補完し、不適正表示に対する抑止力となるよう、

食品表示ウォッチャーとして委嘱した方々から報告などを行って頂く事業です。 

 

3 平成 23年度食品表示ウォッチャー事業の実施について 

(1) 農林水産省は、この平成 23 年度食品表示ウォッチャー事業の実施にあたり、食品表示

ウォッチャーの募集を行います。  

(2) 農林水産省は、平成 23 年度食品表示ウォッチャー事業を受託した事業者（以下「事務

局」という。）に、平成 23年度食品表示ウォッチャー事業を実施させます。 

(3) 事務局の業務 

①  農林水産省が実施した「平成 23年度食品表示ウォッチャーの募集」に応募した方々

の中からウォッチャーを選定・委嘱を行います。 

② 事務局は、ウォッチャーの方々に対する研修業務やモニタリング結果の報告受付業

務を行います。 

③ 事務局は、ウォッチャーが利用する食品表示ウォッチャーサイト（以下「ウォッチ

ャーサイト」という。）の運営、ウォッチャーからの質問等の受付、回答等を行います。 

④ 事務局は、農林水産省が平成 22年度中に行うウォッチャー募集業務を除き、全ての

平成 23年度食品表示ウォッチャー事業を実施します。 

 

4 ウォッチャーの活動内容 

(1) 近隣の食品小売店において、日常の購買活動を通じて食品表示の状況を 3ヶ月で 10店

舗以上のモニタリングを実施して頂くとともに、そのモニタリング状況を報告して頂き

ます。 

（2）ウォッチャーの方々には、事務局にモニタリングを行う予定の店舗をあらかじめ登録

して頂きます。なお、ウォッチャー委嘱期間中、登録して頂いたモニタリングを行う店

舗を変更可能することも可能です。 

(3) 毎月のモニタリング状況の報告や、表示が義務付けられている事項が表示されていな

いなど、不適正な食品表示の情報を発見した場合の通報は、事務局が管理するウォッチ

ャーサイト上のフォームより行っていただきます。いただいた報告などは、ウォッチャ

ーサイトを通じて直ちに最寄りの農林水産省関係機関に通報されます。 

(4) (1)～(3)の活動を行うため、インターネットを活用したウォッチャーサイトでの研修
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を受講（ご自宅等のパソコンで受講）して頂きます。なお、研修教材に記載されていな

い詳細な事柄については、品目毎に定められた「品質表示基準」及び食品表示 Q&A・ガイ

ドライン等をご参照の上モニタリングして頂きます。 

（ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/qa.html） 

※上記のほか、活動を円滑に行っていただくことを目的として、都道府県ごとに農林水産

省関係機関とウォッチャーの交流会が予定されています。（平成 23年 7月上旬開催予定） 

 

5 活動期間 

ウォッチャー候補者として活動を始めた日～平成 24年 3月 10日 

（ウォッチャー候補者については、下記「10 採用までの流れ」を参照） 

 

6 資格 

(1) 満 20歳以上の方 

(2) 日本国内に居住されている方 

(3) 不適正な食品表示の通報と食品の表示状況に関する毎月の報告などを自宅等のパソコ

ンから実施可能な方 

(4) 平成23年度に都道府県等が実施する食品表示に関するモニタリング活動に応募または

委嘱されていない方 

(5) 平成23年度に農林水産省が実施する消費者モニター等に応募または委嘱されていない

方 

(6) 日本語で、パソコンでのインターネットのホームページ閲覧及び電子メールの送受信

を実施できる方 

(7) 事務局から送信される電子メールと添付ファイル（エクセルファイル及び PDF ファイ

ルを含む）を、パソコン上で受信及び閲覧できる環境にある方 

(8) インターネットを活用したウォッチャーサイトでの初期研修、不適正な食品表示の通

報に関する研修を自宅等のパソコンで受講できる環境※にある方 

※通信費用等については、ウォッチャーご本人の負担となります。 

   ※ 事務局はウォッチャーサイトで研修を受講できる環境についてブラウザを特定す

ることがあります（平成 22年度食品表示ウォッチャー事業ではインターネットエク

スプローラー）。事務局が設定したブラウザ以外では研修等が行えないため、ウォッ

チャー委嘱を行うことができません。あらかじめご了承願います。 

 

7 募集予定人数 

約 1,500 名 

 

8 募集方法 

(1) 農林水産省のホームページ「「平成 23年度 食品表示ウォッチャー」の募集について」

の応募フォームからインターネット上で募集します。応募は 1人 1回までとし、1人の方

が同一又は複数のメールアドレスで複数回応募した場合は無効となります。 

 ※郵送、電話、FAX、電子メールなど、上記(1)以外からの応募はお受けできません。上

記(1)以外の方法による応募は無効となり、応募者名簿に登載されませんのでご注意く

ださい。 
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(2) 応募〆切：平成 23年 3月 25日（金） 

 

9 謝礼 

(1) 事務局は、定期報告、不適正な食品表示の通報、各地で開催する農林水産省関係機関と

の交流会への参加等、ご活動実績に基づき、平成 24 年 3 月末頃（予定）、ウォッチャー

に委嘱された方に対して謝礼をお支払いします。 

(2)表示監視業務への一定の貢献が認められたウォッチャーに対し優良者褒賞を行います。 

(3)謝礼は口座振込でお支払します。 

 

10 採用までの流れ（予定） 

 (1)農林水産省は、平成 23 年 4 月初旬に事務局を決定し、事務局名を農林水産省のホーム

ページで公表します。 

 (2)事務局は、すみやかにウォッチャーサイトのブラウザを特定し、ウォッチャーサイトを

開設します。 

 (3)事務局は、農林水産省からウォッチャー応募者名簿を引き継ぎます。 

 (4)事務局は、特定したブラウザと異なるブラウザを有する者に対し、ブラウザの特定をし

たこと、これを踏まえてブラウザの変更の有無の確認をメールにて確認します。 

 (5)事務局は、選考結果をすべての応募者に対してメールにて連絡します。 

 (6)ウォッチャー候補者の方々には、ウォッチャーサイトを活用して初期研修等を受講し、

すみやかにモニタリングを開始していただきます。 

 (7)事務局は、ウォッチャー候補者に対して委嘱状、活動の手引き、謝金受取口座登録書等

を本人宛に送付します。 

 (8)ウォッチャー候補者の方々には、事務局に謝金受取口座登録書に必要事項を記載の上、

事務局に登録していただきます。（昨年度の食品表示ウォッチャー事業では、謝金受取

口座登録書と同時に、ご本人確認のため公的身分証明書の写しの提出を必要としまし

た。） 

 

11 ウォッチャーの皆様に守っていただくこと 

(1) ウォッチャーの皆様には、公正中立な立場で活動を行っていただく必要がありますの

で、食品小売業者、食品製造業者等からウォッチャーの活動に関して、利益や便宜の供

与を受けないで下さい。 

(2) 日常の買い物等を通じてモニタリングを行っていただくものですので、ウォッチャー

には、法律に基づく立入検査や調査の権限はありません。そのため、販売店内での写真

撮影や、店舗に伝票や納品書等の閲覧を求めないで下さい。 

(3) 事務局が開設するウォッチャーサイトにアクセスするための専用 ID等については、他

のウォッチャーを含め第三者へ通知しないで下さい。 

(4) ウォッチャーサイトを通じて通報する不適正表示の内容や定期的な報告の内容を、他

のウォッチャーを含め第三者へ通知しないで下さい。 

(5) ウォッチャー活動は、ウォッチャーサイトの閲覧やメールの送受信により行いますの

で、ウォッチャーサイトへのログインや、受信メールの確認を最低でも週に 1 回程度行
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って下さい。 

 

12 委嘱の取り消し及び謝金の支払い中止について 

以下の場合には、ウォッチャーの委嘱が取り消され、謝金はお支払いしません。 

(1) 委嘱後、連続 3ヶ月間定期的な報告がなかった場合。 

（例：4月分は報告したが、5 月分・6月分・7月分の定期的な報告をしなかった場合） 

(2) 各四半期（3 ヶ月間）のモニタリング店舗が 10店舗に満たない場合。 

(3) ウォッチャーの委嘱期間中に、平成 23年度に都道府県等の農林水産省以外が主催す

る「食品表示ウォッチャー」（類似の事業を含みます。）や平成 23 年度に農林水産省が

実施するモニター（例えば消費者モニター等）に重複して委嘱を受けていることが分か

った場合。 

(4) 上記、「11 ウォッチャーの皆様に守っていただくこと」を守っていただけなかった

ことが判明した場合。 

(5) ウォッチャー自身が、委嘱の取り消しを希望する場合。 

※ 謝金振込口座の登録をいただけない等の理由により、事務局が定める委嘱手続を完

了頂けないウォッチャー候補者の方には活動を中止していただきます。 

※ ウォッチャー候補者の活動を中止していただいた方は、ウォッチャーに委嘱されま

せんので謝金をお支払いすることはできません。 

※ ウォッチャーとして委嘱されなかった方が、ウォッチャー候補者としてモニタリン

グ活動の結果をご報告頂いた場合も謝金をお支払いすることできません。 

 

13 個人情報 

食品表示ウォッチャーにご応募いただいた方及び食品表示ウォッチャーに委嘱された方から

ご提供いただいた個人情報は、食品表示ウォッチャーの選定、食品表示ウォッチャー事業実施

のために必要な連絡、食品表示ウォッチャーの方々への謝金支払業務、食品表示に関する資

料や交流会等イベントのご案内の送付のため、適切に取り扱うこととします。 

 

14 その他 

(1) ウォッチャーの募集は、平成 23 年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、

成立した予算の内容に応じて、事業内容若しくは予算額の変更、又は事業自体の中止が

あり得ることにご留意願います。なお、平成 23 年度政府予算原案が成立しない場合、

謝金をお支払いすることはできません。 

(2) 農林水産省は、平成 23年度食品表示ウォッチャー事業について事務局と契約するに

あたっての契約事項に平成 23年度食品表示ウォッチャー募集要領（以下、「要領」とい

う。）を規定することとし、事務局は要領の規定に従い平成 23年度食品表示ウォッチャ

ー事業を実施することとなります。 
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●応募に関する問い合わせ先 

別紙をご参照ください。 

お住まいの都道府県ごとに問合せ先が異なりますので、ご注意願います。 

 

●事務局の連絡先 

・平成 23年度食品表示ウォッチャー事業の受託者は事務局を開設します。 

・これらの内容は農林水産省のホームページに掲載します。 

（下記ＵＲＬをご参照ください。） 

≪農林水産省ホームページ掲載場所（平成 23年 4月掲載予定）≫ 

ホーム > 消費・安全 > 食品表示と JAS 規格 > 食品表示の監視について

「消費者の協力を得た監視」 

http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/index.html 

・なお、事務局はウォッチャー候補者の方々に電子メール等により連絡先を

お知らせします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maff.go.jp/index.html�
http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html�
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html�
http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/index.html�
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別紙 

平成 23 年度食品表示ウォッチャー募集に関する問い合わせ先一覧表 

担 当 部 署 電 話 番 号（代表） 担当地域(都道府県) 

北海道農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 011(642)5490 北海道 

青森農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 017(777)3211 青森 

岩手農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 019(654)8885 岩手 

東北農政局 消費・安全部 表示・規格課 022(221)6108  宮城 

秋田農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 018(862)5615 秋田 

山形農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 023(622)7234 山形 

福島農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 024(535)0110 福島 

茨城農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 029(221)2185 茨城 

栃木農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 028(633)3861 栃木 

群馬農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 027(221)1183 群馬 

関東農政局 消費・安全部 表示・規格課 048(740)0091 埼玉 

千葉農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 043(224)5613 千葉 

東京農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 03(3214)7317 東京 

神奈川農政事務所 消費・安全部 表示・規格課  045(211)1333 神奈川 

山梨農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 055(226)6613 山梨 

長野農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 026(233)2991 長野 

静岡農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 054(246)6959 静岡 

新潟農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 025(228)5212 新潟 

富山農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 076(441)9310 富山 

北陸農政局 消費・安全部 表示・規格課 076(232)4113 石川 

福井農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 0776(36)1791 福井 

東海農政局 消費・安全部 表示・規格課 052(223)4611 愛知 

岐阜農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 058(271)4045 岐阜 

三重農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 059(228)3153 三重 

滋賀農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 077(522)4261 滋賀 

近畿農政局 消費・安全部 表示・規格課 075(414)9026 京都 

大阪農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 06(6943)9691 大阪 

兵庫農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 078(331)7460 兵庫 

奈良農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 

0742(23)1290 

（3 月 4 日までの連絡先） 

0742(32)1877 

（3 月 7 日以降の連絡先）  

奈良 
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和歌山農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 073(436)5009 和歌山 

鳥取農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 0857(22)4890 鳥取 

島根農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 0852(23)9077 島根 

中国四国農政局 消費・安全部 表示・規格課 086(224)9409 岡山 

広島農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 082(228)5841 広島 

山口農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 083(922)5205 山口 

徳島農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 088(622)6135 徳島 

香川農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 087(831)8155 香川 

愛媛農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 089(932)1440 愛媛 

高知農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 088(875)2155 高知 

福岡農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 092(281)8289 福岡 

佐賀農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 0952(23)3132 佐賀 

長崎農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 095(845)7131 長崎 

九州農政局 消費・安全部 表示・規格課 096(211)9183 熊本 

大分農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 097(532)6132 大分 

宮崎農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 0985(22)5801 宮崎 

鹿児島農政事務所 消費・安全部 表示・規格課 099(222)0121 鹿児島 

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 098(866)1672 沖縄 

 


