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１ 食品事業者の５つの基本原則の策定の経緯

○ 平成１９年以降、食品に関する事件が相次いで発生し、社会的に高い関心が高まった。
○ こうした状況を背景に、平成２０年３月、食品業界において個々の食品事業者がコンプライアンス意識を高めるため
の「道しるべ」として、「『食品業界の信頼性向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則」が策定された。

時期 概 要 関係法令

Ｈ19.1 •消費期限切れ原料（牛乳）を使用してシュークリームを製造、細菌数基準を超えた製品を出荷 食品衛生法

H19.6 •食肉加工製品の虚偽表示の他、他商品での意図的な異種製品の混入、賞味期限の改ざん等
•上記の行為を不正と認識した上で、社長もしくは幹部社員の指示により常態的に実施

不正競争防止法他

H19.8 •菓子製品の賞味期限改ざん、自主検査で製品から大腸菌群等が検出されたが公表せず回収 ＪＡＳ法他

H19.10 •和菓子製品の解凍・再包装、製造年月日及び消費期限表示の改ざん、原材料の不適正表示
•店頭売れ残り返品の原材料を新たに同一製品に再利用・関連会社に販売

ＪＡＳ法

食品衛生法

H19.10 •商品の原材料を産地偽装して販売 不正競争防止法他

H19.11 •製品の消費期限等の改ざん、食肉原材料の原産地の偽装、調理食品の再利用 不正競争防止法他

Ｈ20.6 •販売先から返品された手延素麵を包装し直し、新たな賞味期限を表示して再出荷・販売 ＪＡＳ法

H20.7 •中国から輸入したトラフグやアンコウを国内産として販売 不正競争防止法他

H20.7 •基準に満たない等級の牛肉をブランド和牛の「飛騨牛」と不正に表示して販売 不正競争防止法他

H20.7 •鰻蒲焼の産地偽装、偽装するため製造や販売実績のない架空会社を経由し販売
•事実と異なる不適正な表示がされたものを認識していながら販売

不正競争防止法他

H20.8 •輸入原材料を使用したリンゴ果汁製品を青森県内産として販売、食品添加物の表示違反 不正競争防止法他

H20.8 •自社の養鰻場で鰻を養殖し、自社の加工工場で蒲焼を製造したように偽装 不正競争防止法他

H20.9 •事故米を食用米として販売、偽装するため実態のない架空会社を経由し販売 不正競争防止法他

H20.12 •中国から輸入したタケノコ水煮に国産を混ぜて袋詰めし、「熊本県産」「鹿児島県産」に偽装
•一部商品では罐詰メーカー社員の写真を使い、「農家の皆さん」と生産者のように表示

不正競争防止法
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２ 食品業界の信頼性向上推進のための取組

○ 農林水産省では、各食品事業者団体に対して、会員等企業にこの内容を周知しながら消費者の信頼を得ていく取組
の推進を働きかけてきたところ。

農林水産省

 「「食品業界の信頼性
向上自主行動計画」策
定の手引き～５つの基
本原則～」の策定

食品事業者団体への
周知

 「食品業界コンプライ
アンスの企業・団体相
談窓口」の設置

食品事業者食品事業者団体

必要な情報の提供・発信、
相談対応、行政機関との
連携等の明確化

会員等事業者への「食品
事業者の５つの基本原則」
の周知

会員等事業者の取組の推
進

総会・理事会において、
自主行動計画の決定

「食品事業者の５つの基本原
則」に基づく社内の取組

安全と品質を確保し続ける必
要性を社内に浸透

 企業行動規範の内容の再確認や策定
 コンプライアンス体制の整備状況の確認
 適切な衛生管理・品質管理体制の確認
 情報の収集・伝達・開示の取組の確認

 経営者等の強い意思の表明
 必要な教育訓練や研修
 従業員が意見を表明しやすい環境づくり

周知
推進

相談

周知
推進

相談

食品業界の信頼性向上に向けた食品事業者団体及び食品事業者の取組

２
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○ 「食品事業者の５つの基本原則」の概要

業界全体として、消費者から信頼され続けるよう、必要な情報の
、 、 。提供・発信 相談対応 行政機関との連携等を行う役割を果たします

○ 「食品事業者の５つの基本原則」の周知を図るとともに、本基本原則に
基づいて、会員等企業が消費者の信頼を確保・向上するために行う取組の相
談対応を行います。

○ 期限表示等の表示のガイドラインを策定するほか、セミナー等を開催す
ることなどにより、表示の適正化に向けて必要な支援を行います。

○ セミナー等を開催することなどにより、コンプライアンス体制の構築の
必要性について継続して周知徹底を図ります。

○ 消費者等に対して、業界としての取組や食品に関する適切な情報等につ
いて、ホームページなどにより提供します。

○ 信頼性向上に向けた取組の中で明らかになってきた諸課題については、
行政機関と緊密に情報を共有し、連携して解決に向けて取り組みます。

○ 食品事業者団体向け「信頼性向上自主行動計画」策定の働きかけ

各食品事業者団体に対して、以下の対応を示し、それを「信頼性自主行動計
画」として策定し、総会（２０年４月以降開催）・理事会において決定、実際の行動
に移すことを働きかけ。

３

基本原則１ 消費者基点の明確化

消費者を基点として、消費者に対して安全で信頼される食品を提供すること
を基本方針とします。

〔 〕 、 、具体的な取組事項 取組方針の消費者への明確化 消費者が必要とする各種情報の提供
安全と品質を確保し続ける必要性の社内への浸透、５つの基本原則に
基づく社内取組の点検・検証と改善 等

基本原則２ コンプライアンス意識の確立

取り巻く社会環境の変化に適切に対応し、法令や社会規範を遵守し、社会倫
理に沿った企業活動を進めていきます。

〔具体的な取組事項〕 コンプライアンスに関する方針（企業行動規範）の策定、経営者
が先頭に立った組織体制（内部通報体制等）の整備、経営者による強
い意思の表明、社内教育訓練や研修、内部監査等の実施 等

基本原則３ 適切な衛生管理・品質管理の基本

安全で信頼される食品を消費者に提供するために、適切な衛生・品質管理を
していきます。

〔具体的な取組事項〕 商品開発・原材料の受入れ・製造・出荷等の各過程における必要な
確認・対応、安全を脅かす危害要因の混入防止、適切に実行するため
のルールやマニュアルの作成 等

基本原則４ 適切な衛生管理・品質管理のための体制整備

適切な衛生・品質管理を行う体制を整備し、それが形骸化しないよう改善を
行っていきます。

〔具体的な取組事項〕 商品開発時の科学的・合理的根拠に基づく賞味期限(消費期限)の設
定、品質保証部門(担当者)の設置による品質管理水準の向上、内部監
査等の実施、原材料・食品管理やトレーサビリティ確保のためのシス
テムの整備 等

基本原則５ 情報の収集・伝達・開示等の取組

消費者などの信頼や満足感を確保するため、常に誠実で透明性の高い双方向
のコミュニケーションを行います。

〔具体的な取組事項〕 消費者が必要とする情報の正確でわかりやすい提供、表示や広報・
宣伝活動における誤認・誤解のおそれがない表現の使用、消費者相談
窓口の設置、食品事故発生時における適切な対応、事故対応マニュア
ルの整備 等



○ 農林水産省は、消費者の「食」に対する信頼を高めることを目的として、農林水産省が提供するプラットフォームの下に食
品関連事業者が主体的に食品の安全や信頼確保のための取組を進めるプロジェクトとして、ＦＣＰ（フード・コミュニケーショ
ン・プロジェクト）を平成２０年６月に立ち上げ。

○ 食品業者が消費者の信頼を確保するために取り組むべき事項や関連する情報を共有することで、食品業界全体の底上
げを目指している。そのために、評価軸の標準化や事業者の取組のレベルアップを図る教育ツールを作成するための研究
会等を開催する等の活動を事業者の参加の下で展開している。

目 標

中小事業者の底上げ！
消費者の信頼向上
食品安全の向上・食品事故の減少

企業コンプライアンスの向上
取引の活発化

ＦＣＰ活動

３ ＦＣＰ（フード・コミュニケーション・プロジェクト）の取組

４



平成27年度 FCP研究会・勉強会活動複雑なフードチェーンを「見える化」して「伝える」ツール

５



４ 食品企業の行動規範等の策定状況

○ 食品の製造から流通・販売に係る関係企業において、企業行動規範の策定は約７割、衛生管理マニュアルの策定
は約８割、事故対応マニュアルの策定は約７割。

○ 企業行動規範作成企業の割合

出典：平成２６年度に食品産業界に対して行ったアンケート結果より抜粋。
回答企業数２０１３社（うち、大企業３７８社、中小企業１６３５社）

全体 大企業 中小企業 小規模事業者

(n=2,013) (n=378) (n=1,198) (n=437)

○ 品質管理マニュアル・衛生管理マニュアル作成企業の割合

(n=2,009)            (n=377)           (n=1,197)             (n=435)

全体 大企業 中小企業 小規模事業者

○ 事故対応マニュアル作成企業の割合

全体 大企業 中小企業 小規模事業者

(n=2,011) (n=377) (n=1,198) (n=436)

６



５ 最近の食品に関係する主な事案

○ 一昨年（平成２５年）から、大規模な米の産地偽装、メニューの不適正表示、意図的な毒物混入などの事案が発生。
○ 本年（平成２７年）１月に異物混入に関する事案が多く報道された。

時期 概 要 関係法令

H25.9 •中国産米や加工用米を国産主食用米として、弁当・おにぎりメーカーに販売 ＪＡＳ法他

H25.10 •ホテルや百貨店のレストラン等で、メニュー表示と異なる食材を使用して客に料理を提供 ＪＡＳ法・食糧法

米ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ法

H25.12 •工場の従業員が工場製造の冷凍食品に農薬のマラチオンを混入 食品衛生法・刑法

H26.7 •中国上海の食品事業者が製品の製造過程において使用期限切れの原料鶏肉を使用 （食品衛生法）

H26.7 •ベトナムの冷凍シシャモの容器内に異物混入（糞、殺鼠剤） （食品衛生法）

H26.8 •通常の和牛を、松坂牛・佐賀牛と虚偽のメニュー表示 景表法

H26.12 •冷凍パスタにゴキブリと見られる虫が混入との申出を受け自主回収を開始 （食品衛生法）

H26.12 •カップ焼きそばにゴキブリが混入しているとして購入者がツイッターに写真を掲載。製造過程で
の虫の混入の可能性が否定できないとして商品の回収・生産停止を公表。

（食品衛生法）

H27.1 •ナゲット等への異物混入４件を公表（プラスチック片１件、ビニール片２件、人の歯１件と原因
の共通性は無し）

７



６ 食品に係る自主回収の現状

○ 食品自主回収件数は、平成２６年度に初めて1,000件を超える件数となった。
○ 品目別の自主回収件数は、「菓子類」、「調理食品」が多く、要因別では「表示不適切」が多い。
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表示不適切 規格・基準不適合 品質不良 異物混入 容器・包装不良 その他

○ 食品自主回収の要因別内訳(平成26年度）
○ 食品自主回収件数推移（年度別）

平成26年度
合計1,014件

出典：食品の自主回収情報
（（独）農林水産消費安全技術センター）
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増している。

９出典：食品の自主回収情報
（（独）農林水産消費安全技術センター）



○ 調査実施時点から過去３年間に製品回収（法令
等による命令回収を含む。以下同じ。）を「実施し
た」企業が５５％と過半数を超えている。（表１）

① 自主回収の理由

７ 自主回収のアンケート結果の概要（平成１９年１２月～平成２０年１月実施）

○ 食品については、食品衛生法等の法令違反に関わるものだけでなく、消費者の信頼確保等のための多様な回収が
行われている。

○ 製品回収を実施した理由としては、「ＪＡＳ法や食
品衛生法等の法令に違反」（５１％）や、「健康危害
のおそれ」（４６％）、「消費者の信頼確保」（３９％）、
「流通からの要請」（１５％）等となっている。（表２）

出典：食品企業における製品回収・社告に関する調査
（（一財）食品産業センター）

出典：食品企業における製品回収・社告に関する調査（（一財）食品産業センター）
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[表 １］ 過去３年間の製品回収の実施の有無 (%)
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法令（ＪＡＳ、食品衛生法等）違反（37社）
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事故の拡大の可能性（17社）

流通からの要請（11社）

マスコミ対応（2社）

その他（14社）

無回答（1社）

[表 ２］ 製品回収を実施した理由（過去３年間で「製品回収を実施した」と

回答した企業の内数）（複数回答）
(%)

(%)
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○ 製品回収の健康危害の程度としては、「『通常は
危害発生の可能性がない』と考えられた（が、回収し
た）」が７８％で最も多い（表３）

78

32
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1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

通常は危害発生の可能性がない（56社）

一時的な又は治癒可能な健康危害（23社）

重篤な健康危害又は死亡の原因（4社）

無回答（1社）

[表 ３］ 健康危害の程度（過去３年間で「製品回収を実施した」と回答した

企業の内数）（複数回答）
(%)

(%)

11

出典：食品企業における製品回収・社告に関する調査
（（一財）食品産業センター）



② 自主回収の周知方法

○ 調査実施時点から過去３年間で社告を実施した企業は
３４％となっている。（表４）

○ 社告を実施せずに製品の自主回収を行った企業に
ついては、「自社ホームページ」（８６％）や「自治体ホー
ムページ」（４６％）、「プレス発表」（２５％）、「販売店での
掲示」（１８％）等の手段で情報提供している。（表５）

（参考）

資料（一財）食品産業センター
調査期間：平成１９年１２月～平成２０年１月
調査方法：郵送によるアンケート調査
回答数：１３０社（大企業６３社、中小企業６７社）

注）従業員３００人以下または資本金３億円以下のい
ずれかに該当するものを中小企業、それ以外を大企業と
した。
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[表 ４］ 過去３年間の社告の実施有無 (%)
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86

46

30

25

18

5

0

0

2

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自社ホームページ（38社）

自治体ホームページ（東京都等）（20社）

国民生活センターホームページ（13社）

プレス発表（11社）

販売店での掲示（8社）

農林水産省ホームページ（2社）

テレビCM（0社）

雑誌広告（0社）

その他（1社）

無回答（4社）

[表 ５］ 社告以外の情報提供手段（過去３年間で「社告を実施した」と回答

した企業の内数）（複数回答）

(%)

(%)

12
出典：食品企業における製品回収・社告に関する調査

（（一財）食品産業センター）

出典：食品企業における製品回収・社告に関する調査
（（一財）食品産業センター）


