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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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シンガポールでは現地での農業生産が殆ど無いことから、食料必要量を輸入に大きく依存している。それゆえ、シンガ

ポールの食品に関する法律、政策、施行方法は、外国からの安全な食品や農産物の一貫した供給を確保することに重

点が置かれている。シンガポールは衛生面や植物検疫面で非常に厳しいとされているが、一般的には自由で開かれた

貿易システムを維持している。シンガポールでは輸入される食品や農産物（タバコとアルコール飲料を除く）に対して割

当や関税を課していない。 
 
 

1. 食品行政・機構 
 
シンガポール食品庁（Singapore Food Agency：SFA） 
(https://www.sfa.gov.sg/) 
 
2019 年 4 月 1 日より、シンガポール農業食品畜産庁（Agri-Food and Veterinary Authority：AVA）を、シンガポール

食品庁（Singapore Food Agency：SFA）に再編した。 
 
（2019 年 3 月 31 日まで） 
シンガポールの食品規格、安全・衛生管理にあたる行政機関は、国家開発省（Ministry of National Development：MND）

にある農業食品畜産庁（Agri-Food and Veterinary Authority：AVA）に集約されていた。AVA はもともと一次生産物

を管轄する局であったが、食品安全への対応等から食品関連物資の品質と安全を統括管理するよう再編成され、食品

に限らず、動物・ペット、農業・漁業といった広範囲な領域を管轄していた。 
 
（2019 年 4 月 1 日より） 
シンガポール農業食品畜産庁（Agri-Food and Veterinary Authority：AVA）は、2019 年 4 月 1 日より、シンガポール食

品庁（Singapore Food Agency：SFA）に再編され、食品の安全及び保障を監督する新たな法的機関として、シンガポ

ール食品庁（SFA）は、環境水資源省（Ministry of the Environment and Water Resources：MEWR）の下に設立された。 
 
シンガポール食品庁（SFA）は、従来シンガポール農業食品畜産庁（AVA）、国家環境庁（National Environment 
Agency：NEA）及び保健科学庁（Health Science Authority：HSA）が行っていた食品関連の機能を統合し、本統合によ

り「農場からフォークまで」の全ての食品関連事項に対する規制の監督が強化され、食品安全制度が増強されることに

なった。又、新たな可能性及び解決策の発展、将来の機会の獲得のため、食品企業とのより良いパートナーシップを促

進する。SFA は 3 機関の規制を調和させ、シンガポール国民及び企業により良いサービスを提供している。 
 
なお、非食用の植物及び動物に関連する AVA の機能は、国家開発省（Ministry of National Development：MND）下の

国立公園庁（National Parks Board：NParks）に移管され、NParks は動物及び野生生物の管理、又、動物及び植物衛

生の主管機関となる。 
 
AVA から SFA の設立及び NParks への機能の移管は 2019 年 4 月 1 日に発効した。 

https://www.sfa.gov.sg/
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 出典： シンガポール食品庁（Singapore Food Agency：SFA） 
 

 
 出典： シンガポール食品庁（Singapore Food Agency：SFA） 
 
 

2. シンガポールの食品衛生関係法令 
 
シンガポール食品庁（SFA）は、2019 年シンガポール食品庁法（SFA を設立するために制定）、食品販売法（Sale of 
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Food Act）、及び飼料原料法（Feeding Stuffs Act）、水産業法（Fisheries Act）、食肉・魚類衛生法（Wholesome Meat 
and Fish Act）、動物・鳥類法（Animal and Birds Act）、植物管理法（Control of Plants Act）等のいくつかの法令と、それ

ぞれの付則を管理しており、すべての輸入・地産食品、飲料、農産物は、SFA の法令や規制に準拠する。 
 
最も重要な法律は、「食品販売法（第 283 章）」（Sale of Food Act）であり、SFA はこれをもって、輸入食品や地元で生産

された食品が安全であり、それらが人々の消費に適していることを保証するために、規制管理する権限を与えられてい

る。 
 
（1） 食品販売法（第 283 章）（Sale of Food Act（Chapter 283）） 
 
シンガポールにおける食品の輸入及び販売には、「食品販売法（第 283 章）（Sales of Food Act (Chapter 283)）」及び

その付属規定である「食品規制（Food Regulations）」が適用される。シン ガポールでは、食品原料を含む全ての食品、

飲料及び食用農産物は輸入管理品目となっており、食品規制に明記されている食品規格及び表示に関する規定を遵守

しなければならない。  
 
食品販売法（Sale of Food Act）では食品の衛生管理及び基準を規定している。食品の健全性及び純度の確保並びに

健康に有害な、或いは危害を与える物の販売・処分・使用を防止するための食品規格、食品施設規制の規定を目的に

制定されている。 
 
食品規制、新製品の開発、新成分、新生産方式、新技術、及びその他の重要事項、即ち、既存或いは潜在的な食品供

給国における食品関連の病気の発生や食物汚染事件に気を配り絶えず評価を行って いる。食品規制の策定にあたっ

ては、コーデックス委員会が作成した国際食品規格（CODEX Standards）、米国、欧州連合を含む先進国及び地域の

法律及び規格を参照し、シンガポール国内の状況や条件に合わせて適用、変更している。 
 
 食品規則（Food Regulations) 

 
販売法の付則は食品規則として編集され、改正及び新たな規定の制定に伴い継続的に更新されている。食品規則は表

示全般（第 III 部 第 5 条～13 条）、食品添加物（第 15 条～28 条）、汚染物質・微生物毒素（第 29 条～35 条）、容器包

装（第 37 条）、照射食品（第 38 条）等の詳細、一般要件を規定し、第 IV 部には 228 品目に関する個別食品規格と特別

表示必要事項を収載し、個別品目に関し必要最低限の定義、成分規格、特別必要表示事項が規定されている（第 IV 部 
第 39 条～260 条）。 
 
 ラベル表示一般要件（第 5～13 条） 

• ラベル表示一般要件の適用除外（第 6 条） 
• ラベル表示を行う容器（第 7 条） 
• ラベル表示を行うバスケット（第 8 条） 
• 栄養情報表示パネル（第 8A 条） 
• 虚偽的な、または誤解を招く記述など（第 9、9A、9B 条） 
• 賞味期限表示（第 10 条） 
• 賞味期限表示の除去等の禁止（第 10A 条） 
• ビタミンおよびミネラル含有に関する強調表示（第 11 条） 
• 宣伝における誤解を招く記述（第 12 条） 

 登録する輸入食品（第 14 条） 
 食品添加物（第 15～28 条）条） 
 食品中の偶汚染物質・微生物毒素（第 29～35 条） 

• 残留農薬（第 30 条） 
• 3-MCPD（第 34A 条） 
• メラミン（第 34B 条） 

 ミネラル炭化水素（第 36 条） 
 食品用容器（第 37 条） 

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/51web_saleoffoodact1.pdf?sfvrsn=88c22894_12
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/51web_saleoffoodact1.pdf?sfvrsn=88c22894_12
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 照射食品（第 38 条） 
 
 食品施設規則（Food Establishments Regulations） 
 
販売法の付則として、食品の衛生管理及び基準を規定し、食品の健全性及び純度の確保並びに健康に有害な、或いは

危害を与える物の販売・処分・使用を防止するための食品施設規制を規定している。 
 
(2) 動物・鳥類法（Animal and Birds Act）（Chapter 7） 
動物、鳥類、魚類の疾病の侵入及び拡散の防止を規定している。 
 
(3) 植物管理法（Control of Plants Act）(Chapter 57A) 
植物、植物加工品、有害動物（虫を含む）、農薬、農業産業の発展及び改善に関連する法律の統合、修正を行っている。 
 
(4) 飼料原料法（Feeding Stuffs Act）(Chapter 105) 
動物や鳥類に対する飼料、原材料の管理を規定している。 
 
(5) 水産業法（Fisheries Act）(Chapter 111) 
水産業の保護及び管理を規定しており、漁業管理、魚類の販売及び流通管理、港湾の使用及び管理並びに水産業の

改善策等を規定している。 
 
(6) 食肉・魚類衛生法（Wholesome Meat and Fish Act）(Chapter 349A) 
動物のと殺、食肉、魚類の加工、包装、検査、輸入、流通、販売、トランシップ、輸出その他関連項目を規定している。 
 
 

3. 食品の輸入・販売及び製造認証 
 
(1) 輸入食品の分類 
 
シンガポールは、食料品の 90％以上を輸入に頼っており、その管理が重要となっている。輸入食品は、 
 

（a） 食肉及び食肉製品、 
（b） 魚介類及び魚介類加工品、 
（c） 生鮮野菜及び果実、 
（d） 卵（生鮮及び加工品）及び 
（e） 加工食品（食肉製品、魚介類加工品は除く） 

 
の 5 つのグループに分類されており、輸入時の要求事項が異なる。 
https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/general-classification-of-food-food-products 
 
(2) 輸入ライセンス、製品登録及び/又は製造認証 
 
一般的に、シンガポールに食品を輸入することができるはシンガポール食品庁（SFA）のライセンスを取得している、又

は登録されている業者のみである。 
https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/licensing-registration-of-traders 
 
シンガポールに食品を輸入するには、以下の様な要件と手続きがある。詳細については、「食品の輸入・販売及び/又は

製造認証」を参照のこと。 
 

 シンガポール食品庁（SFA）への輸入業者ライセンスの申請又は登録 

https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/general-classification-of-food-food-products
https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/licensing-registration-of-traders
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 食品規制の遵守 
 特定の種類の食品について SFA の条件のクリア 
 SFA の表示要件のクリア 
 輸入許可の申請 

 
 


	1.　食品行政・機構
	2.　シンガポールの食品衛生関係法令
	3.　食品の輸入・販売及び製造認証

