
２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスク評価機関の機能強化については、的確かつ迅速なリスク評価を実
施するため、専門調査会の専門性を強化し、標準的な事務処理期間制度
（タイムクロック制）を実施するとともに、評価ガイドラインの策定に向けた
検討等を行った。

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスク評価機関の機能強化については、継続的に取組を実施予定。

【厚労省】
国民の健康への悪影響を未然に防止するため、科学的知見に基づき食
品の安全性向上のための様々な取組を実施。
・食品、添加物等に係る規格基準の設定等、以下の取組を実施。
　--生食用食肉に係る規格基準の設定（平成23年10月１日施行）。
　--食品中の残留農薬等に係る基準値設定（ポジティブリスト導入時に新
たに基準値を設定した758品目のうち平成23年12月末現在141品目につ
いて見直し済み）。
　--国際汎用添加物の指定（46品目のうち、平成23年12月末現在15品目
が未指定）。
　--安全性に問題がある又は使用実態のない既存添加物53品目につい
て、既存添加物名簿から消除（平成23年５月施行）。
・ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策の開始から10年が経過したことから、最新の
科学的知見に基づき、対策全般の再評価を行うこととし、食品安全委員会
にＢＳＥ対策の再評価について諮問。

【厚労省】
食品の安全性向上のため引き続き以下の取組を実施。
・食品、添加物等に係る規格基準の設定等を実施。
・食品中の残留農薬 等に係る基準値設定を推進。
・国際汎用添加物の指定を推進。
・食品中の汚染物質等の対策等を推進。
・食品安全委員会の評価等を踏まえ、ＢＳＥ対策の見直しを推進。

【厚労省】
・残留農薬、食品汚染物質、容器包装等の安全性
の確保（1,099百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

（別表） 「視点４：食の安全と消費者の信頼の確保という視点」に関連する施策

取組内容

（１）食品の安全性向上

・リスク評価機関の機能を強化【内閣府
（食品安全委員会】

・国民の健康への悪影響を未然に防止す
るため、一次生産から消費にわたって、科
学的根拠に基づき適切な措置を実施【厚
労省、農水省】



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

【農水省】
・「平成23年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物の
サーベイランス・モニタリング年次計画」を作成・公表し、当該計画に基づ
き計画的に汚染実態等の調査を実施(平成23年４月)。
・優先的にリスク管理の対象とする有害微生物のリストを見直し、平成24
年度から５年間を対象とした有害微生物のサーベイランス・モニタリング中
期計画を策定中。
・食品の安全性を向上させるため、営農指導者や生産者を対象とした実
施指針等を作成・普及。
①国民の主要なカドミウム摂取源であるコメに関するカドミウム対策を一
層推進するため、生産段階における対策を取りまとめた「コメ中のカドミウ
ム濃度低減のための実施指針」(平成23年８月)。
②乾燥調製施設や貯蔵施設でのコメのカビ汚染を防ぐ対策を取りまとめ
た「米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン」（平成24年２月）。
③生鮮野菜を衛生的に保ち、食中毒を防ぐための「栽培から出荷までの
野菜の衛生管理指針」(平成23年６月)。
④畜産物の安全性を向上させるため、牛肉及び鶏肉の生産農場への食
中毒菌の侵入やまん延を防ぐ対策をとりまとめたハンドブック（平成23年８
月)。
・農薬登録に必要な試験方法の見直しのためのデータを収集するととも
に、都道府県等が行う農薬の適正使用・管理を徹底するための取組を支
援。

 【農水省】
・「平成24年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物の
サーベイランス・モニタリング年次計画」を作成・公表し、引き続き計画的
に汚染実態等の調査を実施。
・より多くの生産者が衛生管理や汚染物質の低減に取り組めるよう、食肉
及び野菜の衛生管理指針や汚染物質低減の指針を引き続き普及。
・農薬登録に必要な試験方法の見直しのためのデータを収集するととも
に、都道府県等が行う農薬の適正使用・管理を徹底するための取組を引
き続き支援。

【農水省】
・有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業
（277百万円）
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
・食の生産資材安全確保対策事業（605百万円）

『原発事故への対応』 【厚労省】
・食品中の放射性物質への対応としては、平成23年３月の原発事故の発
生を受け、速やかに食品中の放射性物質に関する暫定規制値を設定す
るとともに、地方自治体において適切な検査が実施されるよう支援。さら
に、より一層食品の安全と安心を確保するため、暫定規制値に代わる食
品中の放射性物質に係る基準値を設定（平成24年４月施行）。

【厚労省】
・引き続き、都道府県等による食品中の放射性物質の検査体制充実を支
援。
・新たに設定した基準値について、食品の汚染状況や摂取状況の調査を
実施。

【厚労省】
・食品中の放射性物質対策の推進（717百万円【復
興枠】）

【農水省】
・厚労省に協力し、食品の安全確認のための放射性物質の検査体制の充
実等を支援。
・生産される畜水産物が食品の暫定規制値を超えないようにするための
目安として、飼料中の放射性物質に関する暫定許容値を設定(平成23年８
月１日)。暫定規制値に代わる食品中の放射性物質に係る基準値案をきっ
かけに、これまでに収集・蓄積したデータを活用し、飼料の暫定許容値の
改訂。
・放射性物質の管理方針の作成に資するため、定点を定め、農地土壌中
の放射性物質を経時的にモニタリング。
・農地土壌の汚染拡大を防止し、食品衛生法上問題のない農畜水産物の
生産を確保するために、肥料の原料汚泥、肥料の暫定許容値を設定(平
成23年８月１日)し、検査計画等を策定。

【農水省】
・引き続き、都道府県による食品中の放射性物質の検査体制充実を支
援。
・農地土壌の定点調査を引き続き実施するとともに、腐葉土等の検査法を
開発するための調査・試験を実施。

【農水省】
・放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策
（684百万円【復興枠】）

【農水省】
・「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン（以下、ガ
イドライン）」に則したＧＡＰの導入を進めるため、指導者の育成、産地の取
組支援等を実施。

【農水省】
・関連する法令等の制定、改正等があった際には、必要に応じてガイドラ
インの見直しを検討するとともに、引き続きガイドラインに則したＧＡＰの導
入を支援。また、津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した
地域において、早期に需要者や消費者の信頼を回復できるよう、震災被
害（塩害、放射性物質等）に対応したＧＡＰの導入を支援。

【農水省】
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
・産地活性化総合対策事業（5,288百万円の内数）
・東日本大震災農業生産対策交付金（2,899百万円
の内数）

・適切な生産工程管理を図るための農業
生産指導者の育成や産地での導入等に
対する支援を充実【農水省】



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

【農水省】
・食品製造事業者の中小規模層における危害分析・重要管理点
（HACCP）手法の導入を加速化するため、食品の製造過程の管理の高度
化に関する臨時設置法（平成10年法律第59号）による長期低利融資を行
うとともに、低コスト導入手法の構築・普及、専門家からの助言・指導が受
けられる体制の構築、現場責任者・指導者養成のための実践的な研修の
取組を支援。また、HACCP手法の導入が困難な零細規模層に対して一般
的衛生管理を徹底させるための基礎的な研修等の取組を支援。

【農水省】
・引き続き、食品製造事業者の中小規模層における危害分析・重要管理
点（HACCP）手法の導入を加速化するため、食品の製造過程の管理の高
度化に関する臨時設置法による長期低利融資を行うとともに、輸出志向
のある意欲的な食品製造事業者等に対し、HACCP手法導入に必要な人
材育成等の取組を支援。

【農水省】
・輸出拡大サポート事業のうち食品の品質管理体制
強化のサポート（912百万円の内数）

【厚労省】
・輸出国における衛生対策の適正化を推進するため以下の取組を実施。
　--計画的に対日輸出食品に関する制度調査を実施。
　--個別問題に係る輸出国との協議及び現地調査を実施。
・日中食品安全推進イニシアチブに基づき、平成23年11月に閣僚会議を
実施。また、同年7月及び11月に実務者レベル協議及び現地調査を実
施。
・輸入時における検査命令の実施及びモニタリング検査の増加（平成22年
度：85,000件→同23年度：約86,100件）。
・検疫所における食品衛生監視員の増員（平成22年度：383人→同23年
度：393人）
・検査機器の整備及び輸入時の検査項目の拡充（平成22年度農薬530項
目→同23年度534項目等）。

【厚労省】
・輸出国における衛生対策の適正化を推進するため、制度調査を実施。
・日中食品安全推進イニシアチブに基づき、食品安全分野における交流
及び協力を推進。
・輸入時における検査命令の実施及びモニタリング検査の増加（平成23年
度：86,100件→同24年度：約89,900件）
・検疫所における食品衛生監視員の増員（平成23年度：393人→同24年
度：399人）及び検査項目の拡充

【厚労省】
・輸入食品の監視体制等の強化（1,831百万円）

【内閣府（食品安全委員会）】
・生産者、食品事業者、消費者等の関係者とのリスクコミュニケーションに
ついて、食品健康影響評価等に係る意見交換会を開催したほか、ホーム
ページやパンフレット等を通じて情報提供を実施。

【消費者庁】
・食の安全・安心を確保するための施策について、消費者に身近な地方
公共団体や消費者団体等と連携し、消費者の意識を踏まえた、消費者・
事業者・行政等の情報共有・理解促進に資する目的で、健康食品をテー
マに意見交換会を３回開催するとともに、安全啓発資料を活用した講座を
全国で30回実施。

【厚労省】
・食品の安全性に関する様々なテーマについて意見交換会を開催したほ
か、ホームページやパンフレット等を通じて情報提供を実施。

【農水省】
・消費者の食への理解を促進するため、①農水省ホームページ上に消費
者の方が安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を掲載するとと
もに、②全国９か所で消費者を対象として家庭における細菌性食中毒の
予防をテーマにセミナーを実施する等、食品安全に関する科学的でわかり
やすい情報の提供を実施。

【各府省】
・引き続き、消費者等への科学的でわかりやすい情報提供を実施。

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスクコミュニケーション実施経費（26百万円）
【消費者庁】
・消費者安全施策企画推進経費（16 百万円の内
数）
【厚労省】
・食品安全に関する情報提供や意見交換（リスクコ
ミュニケーション）の推進（16百万円）

・中小の食品製造事業者におけるHACCP
（危害分析・重要管理点）の導入拡大の支
援を実施【農水省】

・輸入食品の安全性の確保のための検
査・監視体制の強化【厚労省、関係府省
等】

・生産者、食品事業者、消費者等の関係
者とのリスクコミュニケーションを促進【内
閣府（食品安全委員会）、消費者庁、厚労
省、農水省、 環境省】



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・事業者間の議論の場としてワークショップを随時実施するとともに、大学
等と連携、各都道府県へ展開。

・事業者間の議論の場としてワークショップを随時実施するとともに、大学
等と連携、各都道府県への展開。

【財務省】
・米トレーサビリティ法の完全施行（平成23年７月）にあわせて、酒類業者
に対し、周知徹底を図るための説明会等を実施（全国で89回、2,302人参
加）。
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、酒類業者に対し、巡回
立入検査等を実施。

【農水省】
・米トレーサビリティ法の完全施行(平成23年７月)にあわせて、周知徹底を
図るための説明会を実施（全国で198回、7,460人参加）。
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、米穀事業者に対し、巡
回立入検査等を実施。
・米穀等におけるトレーサビリティ制度の実施状況を踏まえつつ、米穀等
以外の飲食料品についてのトレーサビリティ制度について検討。

【財務省】
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、引き続き、酒類業者に
対し、巡回立入検査等を実施。

【農水省】
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、引き続き、米穀事業者
に対し、巡回立入検査等を実施。
・米穀等におけるトレーサビリティ制度の実施状況を踏まえつつ、米穀等
以外の飲食料品についてのトレーサビリティ制度について検討。

【消費者庁】
・食品表示に関して、消費者の信頼確保に向けた以下の取組を実施。
--食品表示一元化検討会を開催し、本年６月を目途に報告書を取りま
　とめ予定。
--原料原産地表示の拡大に関し、消費者委員会の意見を踏まえ、食品
　表示一元化検討会の中で検討。
--栄養成分表示検討会を開催し、栄養表示の義務化に向けた報告書
　を取りまとめ、公表。それを踏まえ、食品表示一元化検討会の中で検
討。
--特定保健用食品の表示に関するQ&Aを公表。

【消費者庁】
・食品表示一元化検討会報告書を本年６月を目途に取りまとめ予定。
・食品表示に関する一元的な法律について、平成24年度中の法案提出を
予定。

【消費者庁】
・食品表示適正化推進等経費（195百万円の内数）

・食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど食品関
係事業者のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）確立のため
の各種取組を全国各地における研修会の実施を通じて促進。

・引き続き、食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すな
ど食品関係事業者のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）確
立のための各種取組を全国各地における研修会の実施を通じて促進。

【農水省】
・輸出拡大サポート事業のうち食品の品質管理体制
強化のサポート（912百万円の内数）

（２）消費者の信頼確保

・食品の品質管理や消費者対応等に関す
る情報の提供を促し、これらが取引先や消
費者に適正に評価される機会を増大【農
水省】

・米穀等の取引等の記録の作成・保存及
び産地情報伝達に関する制度の徹底を図
るとともに、その他の飲食料品への拡充を
検討【 内閣府（消費者庁 ）、財務省、農水
省等】

・食品表示の一元的な法体系の在り方の
検討【 内閣府（消費者庁 ）】
・加工食品における原料原産地表示の義
務付けの拡大【 内閣府（消費者庁 ）】
・トランス脂肪酸を始めとする、栄養成分
の表示の在り方の検討【 内閣府（消費者
庁 ）】
・健康食品の表示の在り方の検討【 内閣府
 （消費者庁 ）】

・食品関係事業者における法令遵守や企
業・社会倫理遵守といった「コンプライアン
ス」の徹底や、消費者とのコミュニケーショ
ンの強化等の自主的な取組を促進【農水
省】


