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改正の背景
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改正の概要

施行期日

○ 我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対
策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整
合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の
創設等の措置を講ずる。

１．広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生
労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めること
とする。

２．HACCP（ハサップ）＊に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業
種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。

＊ 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させ

るために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。

３．特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健
康被害情報の届出を求める。

４．国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。

５．営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種（政令で定める34業種）以外の事業者の届出制の創設を
行う。

６．食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。

７．乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化

1.は平成31年４月１日施行、2.、3.、4.及び7.は令和２年６月１日施行、5.及び6.は令和３年６月１日施行

改正の趣旨

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年６月13日公布）の概要
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HACCP（ハサップ）に沿った
衛生管理の制度化
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各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプ
ローチによる衛生管理を行う。

【対象事業者】小規模な営業者等
◆ 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造

し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗におい
てその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を
小売販売するもの（例：菓子の製造販売、食肉の販売等）

◆ 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調
理する営業者（例：そうざい製造業、パン製造業（消費
期限が概ね5日程度のもの）、学校・病院等の営業以外

の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む）
◆ 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを

貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
◆ 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売

販売する営業者（例：八百屋、米屋等）
◆ 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営

業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人
未満である事業場

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者
自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を
作成し、管理を行う。
【対象事業者】

大規模事業者

と畜場［と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者］

食鳥処理場［食鳥処理業者（認定小規模食鳥処理業
者を除く。）］

HACCPに基づく衛生管理
（ソフトの基準）に加え、
輸入国が求める施設基準や
追加的な要件（微生物検査
や残留動物薬モニタリング
の実施等）に合致する必要
がある。

HACCPに沿った衛生管理の制度化※１の全体像

全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、販売等）※２が衛生管理計画を作成

食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取組

（ HACCPに基づく衛生管理）

取り扱う食品の特性等に応じた取組
（HACCPの考え方を取り入れた衛生管理）

対EU・対米国等輸出対応
（HACCP＋α）

※２ 全ての食品等事業者
• 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければならない。
• 公衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければならないが、衛生管理計画の作成及び衛

生管理の実施状況の記録とその保存を行う必要はない。
• 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外である。

① これまで地方自治体の条例に委ねられていた衛生管理の基準を法令に規定することで、地方自治体による運用を平準化
② 地方自治体職員を対象としたHACCP指導者養成研修を実施し、食品衛生監視員の指導方法を平準化
③ 日本発の民間認証JFS（食品安全マネジメント規格）や国際的な民間認証FSSC22000等の基準と整合化
④ 業界団体が作成した手引書の内容を踏まえ、監視指導の内容を平準化
⑤ 事業者が作成した衛生管理計画や記録の確認を通じて、自主的な衛生管理の取組状況を検証するなど立入検査を効率化

【国と地方自治体の対応】

※１ 令和２年６月１日施行（１年間の経過措置期間あり）
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営業者が実施すること営業者が実施すること

① ｢一般的な衛生管理｣及び｢HACCPに沿った衛生管理｣に関する
基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図
る

② 必要に応じて、清掃･洗浄･消毒や食品の取扱い等について具
体的な方法を定めた手順書を作成する

③ 衛生管理の実施状況を記録し、保存する

④ 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に（及び工程に変
更が生じた際等に）検証し（振り返り）、必要に応じて内容を見
直す
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１．食品衛生責任者等の選任
食品衛生責任者の指定、食品衛生責任者の責務等に関す

ること

２．施設の衛生管理
施設の清掃、消毒、清潔保持等に関すること

３．設備等の衛生管理
機械器具の洗浄･消毒･整備･清潔保持等に関すること

４．使用水等の管理
水道水又は飲用に適する水の使用、飲用に適する水を使

用する場合の年１回以上の水質検査、貯水槽の清掃、殺菌
装置･浄水装置の整備等に関すること

５．ねずみ及び昆虫対策
年２回以上のねずみ･昆虫の駆除作業、又は、定期的な生

息調査等に基づく防除措置に関すること

６．廃棄物及び排水の取扱い
廃棄物の保管･廃棄、廃棄物･排水の処理等に関すること

７．食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理
従事者の健康状態の把握、従事者が下痢･腹痛等の症状を

示した場合の判断（病院の受診、食品を取り扱う作業の中
止）、従事者の服装･手洗い等に関すること

８．検食の実施
弁当、仕出し屋等の大量調理施設における検食の実施に関

すること

９．情報の提供
製品に関する消費者への情報提供、健康被害又は健康被害

につながるおそれが否定できない情報の保健所等への提供等
に関すること

10．回収・廃棄
製品回収の必要が生じた際の責任体制、消費者への注意喚

起、回収の実施方法、保健所等への報告、回収製品の取扱い
等に関すること

11．運搬
車両･コンテナ等の清掃･消毒、運搬中の温度･湿度･時間の

管理等に関すること

12．販売
適切な仕入れ量、販売中の製品の温度管理に関すること

1３．教育訓練
従事者の教育訓練、教育訓練の効果の検証等に関すること

1４．その他
仕入元･販売先等の記録の作成･保存、製品の自主検査の記

録の保存に関すること

一般的な衛生管理に関する基準一般的な衛生管理に関する基準

「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」の内容を踏襲 7



１．危害要因の分析
食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因

（危害要因）の一覧表を作成し、これら危害要因を管理するための措置（管理措置）を定めること。

２．重要管理点の決定
１．で特定された危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが

不可欠な工程を重要管理点として特定すること。

３．管理基準の設定
個々の重要管理点において、危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するための基準（管理基

準）を設定すること。

４．モニタリング方法の設定
重要管理点の管理の実施状況について、連続的又は相当な頻度の確認（モニタリング）をするための方法を設定す

ること。

５．改善措置の設定
個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定する

こと。

６．検証方法の設定
１．～５．に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。

７．記録の作成
営業の規模や業態に応じて、 １．～６．に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。

8．小規模営業者等への弾力的運用

※小規模な営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省で確認した手引書に基づいて対応することが可能

HACCPに沿った衛生管理に関する基準HACCPに沿った衛生管理に関する基準

• １～７は、コーデックスのHACCP７原則の内容
• 12手順のうち、省略された最初の５手順は危害要因の分析を適切に実施するための準備ステップ 8



厚生労働省が内容を確認した手引書厚生労働省が内容を確認した手引書
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手引書の構成手引書の構成

対象業種・業態、食品又は食品群

対象となる施設の規模、従業員数

対象食品、食品群の詳細説明・工程

団体がまとめた危害要因分析の内容

衛生管理計画の様式と記載例

記録の様式と記載例

一般衛生管理の項目
（例：施設・設備の衛生管理、使用水の管理、
そ族・昆虫対策、廃棄物・排水の取扱い、食
品等の取扱い、回収・廃棄、検食の実施（弁
当屋、仕出し屋、給食施設等の場合）、情報
の提供、食品取扱者の衛生管理・教育訓練）

重点的に管理する項目
危害要因分析の結果、CCPによる衛
生管理が不要と判断される場合はそ
の理由

製品説明書、製造工程図

手順書

振り返り

記録の保存期間 等
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小規模営業者等が実施すること小規模営業者等が実施すること

小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した
手引書を参考にして以下の①～⑥の内容を実施していれば、法第50条
の２第２項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準
（一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準）に従い、公衆
衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なします。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理
解し、

② 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と（必要に応じて）手順書を準
備し、

③ その内容を従業員に周知し、

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、

⑤ 手引書で推奨された期間、記録を保存し、

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容
を見直す
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食品等の自主回収報告制度の創設
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食品等のリコール情報の報告制度の創設食品等のリコール情報の報告制度の創設

○ 事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提
供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届
出を義務付ける。

営業者

都道府県等

厚生労働省

流通食品の食品衛生法違反又は
そのおそれを探知し、リコールに着手

国 民

報告

自主回収情報（例）

名称 ○○○

賞味期
限

○年○月○日

営業者 （株）厚生労働

自主回
収の理
由

腸管出血性大腸菌０１５７の
検出

危害発
生の状
況

下痢、嘔吐等 （その他、過
去に重症化し死亡事例があ
る）

画像 －

・・・・ ・・・・・・・

リコール情報を届出（システムに入力）

公表

【報告対象】

【適用除外】
食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合と

して厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。

当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販
売されたものでなく、容易に回収できることが明ら
かな場合

（例）地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告
知等で容易に回収が可能な場合 等

当該食品等を消費者が飲食の用に供しないこと
が明らかな場合

（例）・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫
に保管されている場合
・食品等が消費期限又は賞味期限を超過 している場合 等

（１）食品衛生法に違反する食品等

（２）食品衛生法違反のおそれがある食品等

（監視指導への活用）
・データ分析
・改善指導
・他の商品への拡大の有無
等の確認

（消費者への情報提供）
・速やかな情報確認
・該当品の喫食防止
・回収協力

法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、
製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として
営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。
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【食品等リコール報告制度の対象範囲】
①食品衛生法に違反する食品等
②食品衛生法違反のおそれがある食品等

○喫食により重篤な健康被害又は死亡の原
因となり得る可能性が高い場合
（主に食品衛生法第6条に違反する食品等）

（例）
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、
ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
・アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・有毒魚（魚種不明フグ、シガテラ魚等）
・有毒植物（スイセン、毒キノコ等）
・硬質異物が混入した食品（ガラス片、プラスチック
等）

○喫食により重篤な健康被
害又は死亡の原因となり得る
可能性が低い場合

（例）

・一般細菌数や大腸菌群などの成
分規格不適合の食品

CLASSⅠ CLASSⅡ

【リコール食品等のクラス分類】

○喫食により健康被害の可能
性が、ほとんど無い場合

（例）
・添加物の使用基準違反食品
・残留基準に違反する野菜や果物の
うち、その摂取量が急性参照用量を
超えないもの

CLASSⅢ

食品等のリコール情報の報告制度のクラス分類食品等のリコール情報の報告制度のクラス分類

基本的にClassⅡに分
類

重篤な健康被害発生の可
能性等を考慮し、ClassI
への分類を判断

重篤な健康被害発生の可能
性等を考慮し、ClassⅢへ
の分類を判断
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食品衛生申請等システム
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食品衛生申請等システムについて

食品等事業者による営業許可等の申請手続の効率化、食品リコール情報の一元管理等の観点から、電子申
請等の共通基盤のシステムを整備し、もって飲食に起因する事故の発生を防止し、あわせて食品等事業者の行
政手続コスト等の軽減を図る。
○ 平成30,31年度国庫債務負担行為 食品衛生申請等システム開発経費 3.4億円計上

概要概要

食品等事業者

食品リコール情報管理機能

共通機能（法人共通認証基盤又は、共通機能）
（食品事業者基本情報の管理）

営業許可・届出機能

衛生証明書発行機能

消費者

保健所
都道府県等

1

3

4

(閲覧・検索）

【営業許可申請、
営業届出】

【報告】

地方厚生局
【査察結果、報告書登録等】

厚生労働省

【各機能の閲覧、
検索、集計等】

システムイメージシステムイメージ

2

〔食品衛生申請等システム〕 ①～④の機能で構成
① 共通機能

次に記載する②～④に共通する情報（食品等事業者の情報など）を管理する機能

② 食品リコール情報管理業務機能
リコールに伴う回収事案が発生した際に、食品等事業者が回収事案をオンラインで都道府県等へ報告すると共に、国民に情報提供する機能

③営業許可・届出業務機能
営業許可申請及び営業届出（変更・更新（許可のみ）・廃業含む）をオンラインで処理する機能

④ 対米・対カナダ輸出牛肉衛生証明書発行業務機能
対米・対カナダに食肉を輸出する際に必要となる衛生証明書の発行管理を行う機能

16



厚生労働省ホームページ抜粋

17

食品衛生申請等システムについて

システムにはそれぞれ以下からアクセスしてください。

•一般の方はこちら
•食品等事業者の方はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/

•【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 （ヘルプデスク）】
システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。

TEL ： 080-4953-0566（代表）
• Mail ： TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
•受付時間：08:30－18:00（平日）

申請や届出に関する内容は、保健所へお問い合わせください
（営業の種類として業種の選択に関すること等）。

お問い合わせいただく前に「利用マニュアル」や「よくあるご質問」を
御確認いただきますと、お問い合わせ内容に対する解決策が
見つかるかもしれませんので、是非ご活用ください。

• 1 共通機能 2 営業許可･届出 3 食品リコール 4 衛生証明書
●利用マニュアル













● 食品等の自主回収をしたらすべて必ず届出が必要ですか？

届出が義務づけられる自主回収は以下の場合
※
です。

・大腸菌による汚染や硬質異物の混入等（食品衛生法違反または違反のおそれ）
・アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り（食品表示法違反）

※ 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令等で定めるときを除きます。
法律上の問題のない単なる商品の入れ間違いなどの情報は、行政が事故情報として把握・公表する理由
に乏しく、むしろ健康被害に結び付く情報を埋没させる懸念があることから届出の対象としていません。

改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収（リコール）を行った
場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されます。

■届出義務化の時期 令和３年６月１日から

■届出方法 原則オンライン上のシステムを使用（詳細は裏面）

■届出情報の取り扱い 国のシステムで一元的に管理され、公表されます。

食品表示企画課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
電話 03-3507-8800（代）

令和３年６月１日から
食品等の自主回収を行った場合の届出が義務化されます！

●食品衛生法違反または違反のおそれ

（１）食品衛生法に違反する食品等
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラト
キシン等発がん性物質に汚染された食品等。

（２）食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している製造方法、製
造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営
業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

●食品表示法違反
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や
誤り。

報告対象

都道府県等

厚生労働省・消費者庁

消費者

公表

報告

届出

食品等の製造者や販売者

自主回収情報を原則オンライン上で入力

（監視指導への活
用）

・データ分析
・改善指導
・他の商品への拡大

の有無等の確認

（消費者への情報提
供）

・速やかな情報確認
・該当品の喫食防止
・回収協力

追加情報や
変更等（都度）

追加情報や
変更等（都度）

届出から公表までの基本的な流れ

食品衛生上の危害が
発生するおそれが

ないときは届出不要

医薬・生活衛生局 食品監視安全課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第５号館
電話 03-5253-1111（代）

確認
食品衛生法 食品表示法

CLASSⅠ

喫食により重篤な健康被害
又は死亡の原因となり得る
可能性が高い場合
（腸管出血性大腸菌に汚染
された生食用野菜など）

喫食により直ちに消費者の
生命又は身体に対する危害
の発生の可能性が高いもの

CLASSⅡ

喫食により重篤な健康被害
又は死亡の原因となり得る
可能性が低い場合
（一般細菌数などの成分規
格不適合の食品など）

喫食により消費者の生命又
は身体に対する危害の発生
の可能性があるものであっ
てCLASSⅠに分類されない
もの

CLASSⅢ

喫食により健康被害の可
能性がほとんど無い場
合（添加物の使用基準違
反など）

自主回収を行った食品等を自治体でクラス分類して報
告



食品衛生申請等システムの利用方法

iPhone（Safari）の場合
ツールバーのAボタンをタップし、「デス
クトップ用Webサイトを表示」をタップ
するとPC用ページが表示されます。

① 上記URLまたはQRコードから食品衛生申請等
システムにアクセス

【食品衛生申請等システムに関するお問合わせ】
厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html

■担当者基本情報
氏名、住所、連絡先等

■食品等事業者基本情報
会社名、住所、連絡先等

または

② 申請したい項目（リコール情報の届出）
を選択

① ログインIDとパスワードを入力し、ログイン
※表面に記載のURLまたはQRコードからアクセス

④ 申請（届出）
※ 届出の内容について、管轄の自治体から

問い合わせをすることがあります。

【URL】
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

PCでのアクセスを推奨します。
スマートフォンの場合は、右の画面が出ますので、PC画面が確認できるようにスマート
フォン用表示をデスクトップ用表示に切り替えてください。

Step 0 食品衛生申請等システムへアクセス

Step 1 食品等事業者情報登録（初回のみ）

Step 2 届出の手続き方法

③ 製造所や商品情報を入力

ＧビズIDは、１つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
通常のアカウント作成を選択すると、他の行政サービスでは利用できませんので、G ビズIDの取得を推奨します。

ＧビズIDまたは食品等事業者のアカウントを作成し、IDとパスワードを取得します。

③ 必要情報を入力し、登録

② ＧビズIDの作成またはアカウント作成を選択

Android（Chrome）の場合
Chrome から目的のページを開き、右上にある
三本線のボタン[メニュー]ボタンをタップしま
す。「PC版サイトを見る」で切り替えます。



● どのような情報が確認できるようになりますか？

自主回収される食品等（食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ）
について、その商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報
が確認できるようになります。

改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等事業者が行う食品等の
自主回収（リコール）に関する情報を一元的に食品衛生申請等システムで
確認できるようになります。

対象となるリコール情報は次のとおりです。
大腸菌による汚染や異物の混入等（食品衛生法違反または違反のおそれ）

アレルゲンや消費期限、保存の方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り

（食品表示法違反）

消費者の皆さまへ

● どこで確認できるようになりますか？

オンライン上のシステムで確認できるようになります。
詳細は裏面をご覧ください。

● いつから確認できるようになりますか？

令和３年６月１日からオンライン上のシステムから確認できます。

食品表示企画課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
電話 03-3507-8800（代）

医薬・生活衛生局 食品監視安全課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第５号館
電話 03-5253-1111（代）

令和３年６月１日から
食品等の自主回収情報が

オンラインで確認できるようになります！
消費者の健康被害発生防止のため一元管理がはじまります



食品衛生申請等システムの利用方法

①

①「年月日」や「商品名」などの情報を入力して「検索」

②「食品リコール」の「公開回収事案検索」を選択

②「検索結果」で表示された情報から任意のものを選択

画像はサンプルのため、
検索結果は表示されていません。

Step 1 食品衛生申請等システムへアクセス

Step 2 リコール情報の検索方法

① 食品衛生申請等システムにアクセス

【URL】
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do

【食品衛生申請等システムに関するお問合わせ】
厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html



参 考 資 料
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飲食店における衛生管理計画の例

28



豆腐製造における衛生管理計画の例

29



飲食店における手順書の例

30



問題やいつもと違うことが起こったときに、その内容やどのように対処したかを具体的に、
詳細に記録に残しておくことが重要です。

飲食店における実施記録の例
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留意事項留意事項

今回のHACCPに沿った衛生管理の制度化は、衛生管理の手法（ソフト）に関するも
のですので、施設や設備（ハード）の新設や変更は必要ありません。

衛生管理の実施状況については、これまでと同様に、営業許可の更新時や保健所

による定期的な立入等の機会に、食品衛生監視員が確認を行います。新しい制度

ですので、当面の間は、導入の支援・助言が中心となります。分からない点は食品

衛生監視員に相談しながら進めてください。

第三者認証の取得は義務ではありません。

罰則の適用については、これまでの制度から変更はありません。通常は、以下のよ

うな流れになります。

• 衛生管理の実施状況に不備がある場合、まずは口頭や書面での改善指導が
行われます。

• 改善が図られない場合、営業の禁停止等の行政処分が下されることがあります。
• 行政処分に従わず営業したときは、懲役又は罰金に処される可能性があります。

32



食品衛生責任者の設置について食品衛生責任者の設置について

営業許可の要不要にかかわらず、原則全ての営業者は食品衛生責任

者を定めること。

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

• 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
• 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等
• 都道府県知事等が行う養成講習会（1日6時間程度）等を受講した者

営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会（実

務講習会）を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。

食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、

営業者に対し、必要な意見を述べるよう努めること。営業者は食品衛生

責任者の意見を尊重すること。
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施行スケジュール施行スケジュール

周知期間

• 都道府県等に
おける条例等
の整備

• 手引書の整備

令和２年6月1日
• 施行（1年間の経過措置あ
り）

• 営業者はHACCPに沿った衛
生管理の導入を進める

• 行政処分等の措置は旧基準
に基づき実施
（＝現行の基準を遵守できて
いれば違反とならない）

令和3年6月1日
• 完全施行
• 営業者はHACCPに沿った
衛生管理等を実施

• 食品衛生監視員は許可
の更新時や定期的な立
入時等に実施状況を確認
する。小規模営業者等に
は手引書に沿って助言・
指導を行う
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清涼飲料水の製造（（一社）全国清涼飲料連合会）
ミネラルウォーター類製造（（一社）日本ミネラルウォーター協会／（一社）日本宅
配水＆サーバー協会）
氷雪（食用氷）の製造（日本冷凍事業協会）
低温殺菌される容器詰加熱殺菌食品 （（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会）
小規模なそうざい製造工場（ （一社）日本惣菜協会）
寒天の製造（長野県寒天水産加工業協同組合/岐阜県寒天水産工業組合）
ところてんの製造（全国こんにゃく協同組合連合会）
魚肉練り製品の製造（全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会）
削り節の製造（（一社）全国削節工業協会）
牛乳・乳飲料の製造（（一社）日本乳業協会）
集乳業（（一社）中央酪農会議）
アイスクリーム類製造（一般社団法人日本アイスクリーム協会）
小規模な食肉処理（全国食肉事業協同組合連合会）
食肉製品製造（（一社）日本食肉加工協会/日本ハム･ソーセージ工業協同組合）
認定小規模食鳥処理場（（一社）日本食鳥協会）
GPセンター及び液卵製造（ （一社）日本卵業協会）
ジビエ処理施設（日本ジビエ振興協会）
食品添加物の製造（（一社）日本食品添加物協会）
食品添加物（ガス）の製造（（一社）日本食品添加物協会）
コップ販売式自動販売機（日本自動販売協会）
酒類製造業（日本酒造組合中央会／日本蒸留酒酒造組合／日本洋酒酒造組合／日本ワ
イナリー協会／全国地ビール醸造者協議会／全国味淋協会／全国本みりん協議会／
ビール酒造組合）
マーガリン類・ショートニング・精製ラード・食用精製加工油脂製造（日本マーガリ
ン工業会／公益財団法人日本食品油脂検査協会）
食用オリーブ油製造（食用オリーブ油手引書作成協議会（農林水産省委託事業）
ゆば製造（京都湯葉製造販売事業協同組合）
玉子焼き製造（HACCPに沿った衛生管理で玉子焼きを生産する小規模事業者の協議
会）
コーヒーの製造（（一社）全日本コーヒー協会/全日本コーヒー商工組合連合会）
はちみつの製造及び小分け（全国蜂蜜公正取引協議会/（一社）日本養蜂協会）
ケーシングの加工（日本羊腸輸入組合）
甘蔗分蜜糖製造事業者向け（日本甘蔗糖工業会／日本分蜜糖工業会）
黒砂糖の製造（沖縄県黒砂糖工業会／沖縄県黒砂糖協同組合）
辛子めんたいこの製造（全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会）
と畜場におけるとさつ・解体処理の衛生管理計画作成のための手引書(公益財団法人
日本食肉生産技術開発センター)
冷凍食品の製造（（一社）日本冷凍食品協会）
いわゆる健康食品の製造（（公財）日本健康･栄養食品協会）

下線は、「HACCPに基づく衛生管理」の手引書

食品等事業者団体が作成した業種別手引書①（令和２年7月21日現在）食品等事業者団体が作成した業種別手引書①（令和２年7月21日現在）

既に厚生労働省ホームページで公表しているもの①【製造・加工】 70業種

【製造・加工】
蒟蒻原料の製造（全国蒟蒻原料協同組合）
米粉の製造（全国穀類工業協同組合）
とう精及び米穀の販売（日本米穀小売商業組合連合会）
精麦及び大麦粉の製造（全国精麦工業協同組合連合会）
破砕精米及び精米再調製品の製造（全国精麦工業協同組合連合会）
豆腐類（豆腐・豆乳・オカラ）の製造（※１）
豆腐加工品（油揚げ・厚揚げ等）製造（※１）
（※１：日本豆腐協会／一般財団法人全国豆腐連合会）
島豆腐の製造（農林水産省委託事業）
納豆の製造（全国納豆協同組合連合会）
煮豆の製造（全国調理食品工業協同組合）
生麺類の製造（全国製麺協同組合連合会）
乾麺の製造（全国乾麺協同組合連合会）
即席めんの製造（（一社）日本即席食品工業協会）
蕎麦粉の製造（全国蕎麦製粉協同組合）
蒟蒻の製造（全国こんにゃく協同組合連合会）
漬物の製造（全日本漬物協同組合連合会）
あんぽ柿製造（あんぽ柿手引書作成協議会（農林水産省委託事業）
ほしいもの製造（ひたちなか･東海･那珂ほしいも協議会）
乾し椎茸の小分け、加工（全国椎茸商業協同組合連合会）
黒にんにくの製造（農林水産省委託事業）
甘蔗でん粉製造（全国澱粉協同組合連合会）
麦茶（焙煎麦）の製造（全国麦茶工業協同組合）
仕上げ茶の製造（全国茶商工業協同組合連合会）
パンの製造 （（一社）日本パン技術研究所/全日本パン協同組合連合会/
（一社）日本パン工業会）
パン粉の製造（全国パン粉工業協同組合連合会）
麩の製造（農林水産省委託事業）
ちくわぶの製造（農林水産省委託事業）
菓子の製造(全日本菓子協会/全国菓子工業組合連合会/全国和菓子協会
/(一社)日本洋菓子協会連合会 /協同組合 全日本洋菓子工業会）
ピーナッツを主原料にした製品の製造（ （一社）日本ピーナッツ協会）
味噌の製造（全国味噌工業協同組合連合会）
醤油の製造（※２）
醤油加工品の製造（※２）
（※２ 日本醤油協会／全国醤油工業協同組合連合会／（一財）日本醤油
技術センター）
食酢の製造（全国食酢協会中央会）
ウスターソース類の製造（（一社）日本ソース工業会）
エキス・調味料の製造（日本エキス調味料協会）
カレー粉及びカレールウ製造（全日本カレー工業協同組合）

35



HACCP手引書作成に取り組んでいるもの

内臓処理（HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書も作成予定）
学校、病院、介護老人保健施設、老人保健施設、児童福祉施設、社会福
祉施設、寄宿舎、事業所で特定の者に対して継続的に食事を提供する委
託給食事業者の衛生管理
ホテルにおける衛生管理
百貨店における衛生管理
水産加工品（缶詰を除く）製造
餡の製造

食品等事業者団体が作成した業種別手引書②（令和２年7月21日現在）食品等事業者団体が作成した業種別手引書②（令和２年7月21日現在）

製粉（小麦粉）
チーズの製造
クリームの製造
バターの製造
ゼラチン・コラーゲン製造
塩の製造
焼き海苔・味付け海苔の製造

食品衛生管理に関する技術検討会において検討中のもの 6業種

氷雪の販売（全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会）
凍り豆腐の製造（農林水産省委託事業）
ドレッシングの製造

下線は、「HACCPに基づく衛生管理」の手引書

既に厚生労働省ホームページで公表しているもの②【調理・販売・保管】 20業種

【販売】
青果物の卸売（（公財）食品等流通合理化促進機構）
青果物の仲卸（ （公財）食品等流通合理化促進機構）
青果物の小売（（公財）食品等流通合理化促進機構）
農業者が農産物・加工品を搬入する店舗（全国農業協同組合中央会）

冷凍・冷蔵商品販売事業者（加工食品卸業）に向けた温度管理を必要とする加工食品の販売（一般社団法人 日本加工食品卸協会／一般社団法人 日本
外食品流通協会／一般社団法人 日本給食品連合会／全国給食事業協同組合連合会）

【保管】
冷蔵倉庫の管理（（一社）日本冷蔵倉庫協会）

魚介類競り売り営業（産地市場利用者向け）（全国漁業協同組合連合会）
水産物の卸売（（公財）食品等流通合理化促進機構）
水産物の仲卸（（公財）食品等流通合理化促進機構）
水産物の小売（（公財）食品等流通合理化促進機構）
食肉の販売（全国食肉事業協同組合連合会）
牛乳乳製品等の宅配（（一社）全国牛乳流通改善協会）

（既に厚生労働省ホームページで公表している手引書合計 90業種）

野菜粉末の製造
野菜のカット・ペーストの製造
大規模食鶏処理場（成鶏）（日本成鶏処理流通協議会）

【調理】
小規模な一般飲食店 （（公社）日本食品衛生協会）
飲食店等でのソフトクリームの調理（ソフトクリーム衛生協会／日本ソフトク
リーム協議会）
旅館・ホテルにおける食品の調理（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会）
多店舗展開する外食事業者（（一社）日本フードサービス協会）
コンビニエンスストアにおける店内調理（ （一社）日本フランチャイズチェー
ン協会）

スーパーマーケットにおける調理・加工・販売（（一社）全国スーパーマーケッ
ト協会）
多店舗展開を図る食品小売事業者向け（オール日本スーパーマーケット協会／
（一社）日本スーパーマーケット協会／日本生活協同組合連合会／日本チェーン
ストア協会）
医療・福祉施設を対象とするセントラルキッチン（ （一社）日本医療福祉セン
トラルキッチン協会）
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営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し
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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設※営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設※

現行 改正後
高

低

公
衆
衛
生
へ
の
影
響

届出対象

営業者

要届出業種

要許可業種

◆ 温度管理等が必要な包装食品の販売
業、保管業等

営業者

要許可業種

34の製造業、販売業、飲
食業等

製造業、調理業、加工を伴う販売業等

＜問題点＞
昭和47年以降、見直しが
なされておらず、実態に
合っていない。

届出対象外
◆ 常温で保存可能な包装食品のみの

販売等

要許可業種以外

＜問題点＞
一部自治体は条例で
届出制度があるもの
の、それ以外の自治
体で把握する仕組み
がない。

営業（者）（法第4条第７項及び第８項）
営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは
販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水
産業における食品の採取業は含まない。営業者とは、営業を営む人又は法人。

許可業種の再整理（新設、統合、
廃止等）

新設：漬物製造業、水産食品製造業、複合型
冷凍食品製造業、複合型そうざい製造
業、食品の小分け業

統合：みそ製造業と醤油製造業、飲食店営業
と喫茶店営業、菓子製造業とあん類製
造業、食用油脂製造業とマーガリン又
はショートニング製造業

廃止：乳酸菌飲料製造業

具体的な主な業種

弁当販売業、野菜果実販売業、コーヒー製
造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製
造・加工業、器具、容器包装の製造業 等

許可→届出：乳類販売業、氷雪販売業、冷凍
冷蔵業（保管のみ）、食肉販売業（一部）、
魚介類販売業（一部）、コップ式自動販売機
（屋内設置）

届出業種の整理（新設、区分変更）

容器包装に入れられた常温保存食品のみを
保管・販売する営業（食料品店、駄菓子屋、
酒屋）
食品そのものを直接取り扱わない（伝票の
やり取りのみの）営業（輸入業、卸売業）
顧客（荷主）との契約や約款により食品を
取り扱う営業(輸送業、常温倉庫)

届出不要業種の整理

食中毒のリスク等
により、関係者の
意見を聞いて整理

※ 営業施設の基準は参酌基準として施行規則で規定し、自治体における取扱いを平準化
※ 施設基準は、給排水設備、冷蔵冷凍設備などの共通基準に、必要に応じて営業ごとの個別基準を設けた

※ 令和３年６月１日施行 営業者の業種に応じて一定期間、新規許可の
申請を猶予するなどの経過措置をとっている。
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営業届出制度の創設営業届出制度の創設

原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けら
れることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営
業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象
外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。

届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主と
して取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。

許可とは異なり、要件（施設基準）はありません。

更新の必要はありません。

廃業した場合は、届け出てください。

施行は令和３年６月１日からです。既に営業中の事業者は施行から
６ヶ月以内（令和３年12月１日まで）に届出してください。施行前に届
け出ることも可能です （詳しくは「食品衛生申請等システム」で紹介） 。
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公衆衛生に与える影響が少ない営業公衆衛生に与える影響が少ない営業

公衆衛生に与える影響が少ない（食品衛生上のリスクが低い）営業とし
て規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要で
す。

① 食品又は添加物の輸入業

② 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業（ただし、冷凍・冷蔵倉
庫業は除く。）

③ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生
上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

④ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
⑤ 器具容器包装の輸入又は販売業

上記のうち、①～③及び⑤の営業者については、法第50条の２第２項
に基づく衛生管理計画及び手順書の作成も不要です。

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食
数が20 食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる
行為（出荷前の調製等）についても、営業届出及び衛生管理計画・手順
書の作成は不要です。
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営業許可業種の見直しの考え方営業許可業種の見直しの考え方

食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生
状況等を踏まえ、許可業種を再編

→漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定

→現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の
対象へ（例：乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部）

原則、一施設一許可となるよう、

• 一つの許可業種で取り扱える食品の範囲を拡大
→例①：菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製

造業や飲食店営業の許可は不要
→例②：清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製

造する場合、乳製品製造業の許可は不要

• 原材料や製造工程が共通する業種を統合
→例：みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
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営業許可業種の見直し①営業許可業種の見直し①

飲食店営業

喫茶店営業 調理の機能を有す
る自動販売機

菓子製造業
（パン製造業を含む）

あん類製造業

アイスクリーム類
製造業

乳処理業

特別牛乳
搾取処理業

乳製品製造業

集乳業

乳類販売業

飲食店営業

アイスクリーム類
製造業

乳処理業

特別牛乳
搾取処理業

乳製品製造業

集乳業

届出

菓子製造業

現在の許可業種 見直し後の許可業種

42



食肉処理業

食肉販売業 食肉販売業

食肉製品製造業

魚介類販売業

魚介類せり売営業

魚肉ねり製品製造業

食品の冷凍又は
冷蔵業

食肉処理業

食肉製品製造業

魚介類競り売り営業

冷凍食品製造業

魚介類販売業

届出

届出

届出
冷凍・冷蔵倉庫業

容器包装に入った
もののみ販売

水産製品製造業
新設

容器包装に入った
もののみ販売

複合型冷凍食品製造業

新設

食品の放射線照射業 食品の放射線照射業

営業許可業種の見直し②営業許可業種の見直し②
現在の許可業種 見直し後の許可業種

再編

※

※ HACCPに基づく衛生
管理の実施を前提として、
菓子・麺類・水産製品（魚
肉練り製品を除く）の冷
凍品の製造、食肉の処
理に当たって追加の許
可不要
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清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

食用油脂製造業

マーガリン又は
ショートニング製造業

みそ製造業

醬油製造業

みそ又は
しょうゆ製造業

届出

食用油脂製造業

氷雪製造業

ソース類製造業

乳処理業、乳製品製造業、又は清涼飲料水製造業

密封包装食品製造業

届出

酒類製造業 酒類製造業

営業許可業種の見直し③営業許可業種の見直し③

現在の許可業種 見直し後の許可業種
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豆腐製造業 豆腐製造業

納豆製造業

めん類製造業 麺類製造業

納豆製造業

そうざい製造業 そうざい製造業

複合型そうざい製造業

新設

缶詰又は
瓶詰食品製造業 密封包装食品製造業

添加物製造業 添加物製造業

漬物製造業
新設

液卵製造業
新設

食品の小分け業
新設

※ HACCPに基づく衛生
管理の実施を前提として、
菓子・麺類・水産製品（魚
肉練り製品を除く）の製
造、食肉の処理に当たっ
て追加の許可不要

営業許可業種の見直し④営業許可業種の見直し④

現在の許可業種 見直し後の許可業種

再編

届出冷蔵流通するもの、
はちみつ、酢

※
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営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について

〇 営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設により、
・ 許可業種の名称や区分が変更になる
・ 新たに営業許可の対象になる
・ 許可業種から届出業種になる
などの営業者の属性の変動が生じる。

〇 また、第３次施行日（令和３年６月１日）の時点で、従来の許可期間がまだ残って
いるという場合もある。

〇 今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、政令に経過措置（※）を設け
ており、営業者の業種等に応じて、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措
置をとっている。

〇 ただし、営業許可の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は猶予されず、
第３次施行日より本格施行されることに御留意いただきたい。

※ 法令の制定・改廃に際して設けられる激変緩和措置
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法施行前から行われている営業に係る経過措置法施行前から行われている営業に係る経過措置

令
和
３
年
６
月
１
日
よ
り
前
に
営
ん
で
い
る
営
業
の
内
容

・飲食店営業
・菓子製造業
・乳処理業

・食肉販売業（※）
・魚介類販売業（※）
・清涼飲料水製造業

・麺類製造業
・そうざい製造業

・喫茶店営業
・乳酸菌飲料製造業
・魚肉練り製品製造業

・冷凍又は冷蔵業（冷凍食品の製造）

・マーガリン又はショートニング製造業
・みそ製造業
・しょうゆ製造業

・ソース類製造業（密封包装された低酸性食品の製造）

・食用油脂製造業＋マーガリン又はショートニング製造業（同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合）
・みそ製造業＋醤油製造業（同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合）

・あじの開きや明太子などの製造（改正後の水産製品製造業）
・液卵の製造（改正後の液卵製造業）
・漬物の製造（改正後の漬物製造業）
・食品を小分けする営業（改正後の食品の小分け業）

・乳類販売業
・食品の冷凍又は冷蔵業（食品の冷蔵・冷蔵保管業）
・氷雪販売業
・食肉販売業（容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合）
・魚介類販売業（容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合）

【業種区分が存続】（注）他業種を吸収するものを含む。

【業種区分が変更】

【同一施設で２種類の営業を行う場合の措置】

【政令許可業種として新設】

【政令許可業種から届出業種へ移行】

類型１

類型２

類型３

類型４

類型５

注）現在、飲食店営業又は喫茶店営業として取り扱われている自動販売機の営業については、一部の機種は届出に移行。届出に移行する
機種については事業者団体と調整し、追って示す予定

・・・等

・・・等

※ 容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く。
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類型１及び類型２（第３次政令附則第２条第１項）

〇 類型１及び類型２の営業者は、第３次施行後も、本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要

〇 の期間は、旧施設基準を遵守

〇 経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る。例えば、改正後の清涼飲料水製造業では、乳飲
料（生乳不使用に限る。）の製造が可能となるが、経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた食品の製造しか
行えない。

第３次施行日
（2021年６月１日）

期限終了
2026年３月31日

許可を取得（更新）
（2021年４月１日）

旧食品衛生法に基づく清涼飲料水製造業の許可 新食品衛生法に基づく
清涼飲料水製造業の許可

類型１：X県において清涼飲料水製造業の政令許可（期限５年）を2021年４月1日に取得（更新）した場合

･･････

附則第２条第１項による経過措置期間

第３次施行日
（2021年６月１日）

期限終了
2026年３月31日

許可を取得（更新）
（2021年４月１日）

新食品衛生法に基づく
みそ・しょうゆ製造業の許可

類型２：X県においてみそ製造業の政令許可（期限５年）を2021年４月1日に取得（更新）した場合

････････････

附則第２条第１項による経過措置期間

類型１及び類型２に係る経過措置類型１及び類型２に係る経過措置

旧食品衛生法に基づくみそ製造業の許可

注） 新制度で営業の範囲が変更となった業種に該当する事業所は注意が必要。例えば旧制度の乳処理業と清涼飲料製造業の許可を取得して、牛乳と清涼飲料水を
製造している施設で、新制度施行後に旧制度の清涼飲料製造業のみの許可期限が到来した場合には、新制度の乳処理業（清涼飲料水の製造が可能）の取得が必要。
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類型３（第３次政令附則第２条第２項）

〇 みそ製造業としょうゆ製造業、食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業を、それぞれ同一施設で行ってお
り、かつ有効期限の到来が不揃いな場合の措置

〇 旧法における菓子製造業の許可の経過措置期間中にあん類の製造を行うことは不可。あん類の製造を行う場合、新法
における菓子製造業への切替えが必要。

みそ製造業の期限終了
2026年２月28日

しょうゆ製造業の許可を
取得（更新）

（2021年４月１日）

旧食品衛生法に基づくみそ製造業の許可
新食品衛生法に
基づくみそ・しょう
ゆ製造業の許可

類型３：X県においてみそ製造業としょうゆ製造業の政令許可（いずれも期限５年）を、それぞれ2021年３月1日と2021年４月１日に取得（更新）した場合

みそ製造業の許可を
取得（更新）

（2021年３月１日）

第３次施行
（2021年６月１日）

しょうゆ製造業の期限終了
2026年３月31日

･･････

附則第２条第２項による経過措置期間

旧食品衛生法に基づくしょうゆ製造業の許可

経過措置規定に基づく
みそ製造業の許可

附則第２条第１項による経過措置期間

類型３に係る経過措置類型３に係る経過措置

菓子製造業の期限終了
2026年２月28日

菓子製造業の許可を
取得（更新）

（2021年４月１日）

旧食品衛生法に基づく菓子製造業の許可

（参考）X県において菓子製造業の政令許可（期限５年）を2021年４月1日に取得（更新）した場合

第３次施行
（2021年６月１日）

･･････

附則第２条第１項による経過措置期間

新食品衛生法に基づく菓子製造業の許可

注） の期間に新法の菓子製造業への切替えを行っても差し支えない。
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類型４（第３次政令第９条）

○ 今回の改正で新たに政令許可業種に指定される業種（例：食品の小分け業）については、第３次施行の時点で
既に営業している者に関しては、営業許可の取得に３年間の猶予期間を設ける。

○ これまで条例で自治体独自の許可業種とされており、今回、政令許可業種に移行する営業についても、類型４と
して取り扱う（下図の例２参照）。

第３次施行日
（2021年６月１日）

経過措置期間終了
（2024年５月31日）

許可を取得（更新）
（2021年４月１日）

条例に基づく
漬物製造業の許可

経過措置期間中に新食品衛生法に基づく許可への切替え
新食品衛生法に基づく
漬物製造業の許可

例２：X県において漬物製造業の条例許可（期限５年）を2021年４月１日に取得（更新）した場合

･･････

本則第９条による経過措置期間

類型４
例１：X県において食品の小分け業の許可を取得する場合

第３次施行日
（2021年６月１日）

経過措置期間終了
（2024年５月31日）

･･････

本則第９条による経過措置期間

経過措置期間中に新食品衛生法に基づく許可申請
新食品衛生法に基づく
食品の小分け業の許可

類型４に係る経過措置類型４に係る経過措置
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類型５（第３次政令第10条）

○ 政令許可業種のうち今回の改正で届出業種に変更されるものについては、営業届出の手続は不要。

第３次施行日
（2021年６月１日）

許可を取得（更新）
（2016年10月１日）

類型５：X県において乳類販売業の政令許可（期限５年）を2016年10月1日に取得（更新）した場合

新食品衛生法に基づく届出

本則第10条による経過措置

旧食品衛生法に基づく乳類販売業の許可

類型５に係る経過措置類型５に係る経過措置
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施設基準の仕組み施設基準の仕組み

営業許可の対象となっている業種を営もうとする者は、都道府県知事
の許可を受けなければなりません。

都道府県は、各営業許可業種について、条例で公衆衛生の見地から
必要な基準（＝施設基準）を定めます。その際、都道府県は、厚生労働
省令で定める施設基準を参酌（＝参考に）しなければなりません。⇐施
設基準の全国平準化が図られます

施設基準は、給排水設備、冷蔵冷凍設備などの共通基準と、業種ごと
に定められた個別基準からなります。

HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴う新たな規定は設けません。

都道府県は、厚生労働省令で定める施設基準を十分に参酌した結果、
法令に違反しない限り、地域の実情に応じて異なる基準を定めたり、業
態に応じて斟酌規定を設けたりすることが可能です。

今後、各都道府県で、パブリックコメント等の手続を経て、条例等が改
正され、各許可業種の施設基準の整備が行われます。

52



営業許可の申請営業許可の申請

申請する事項

• 申請者の情報
• 施設の所在地
• 営業の種類・形態・主として取り扱う食品等に関する情報
• 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類/受講した講習
会

• 施設の構造及び設備を示す図面（水道水以外の水を使用する場合、水質
検査の結果も必要）

• HACCPに沿った衛生管理の取組の別（HACCPに基づく衛生管理と考え方を
取り入れた衛生管理のどちらを実施しているか）※

※複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業を営む者及び令和３年6月1日時点で既に営
業を営んでいる者は、令和３年6月1日以降に営業許可を初めて申請する際にHACCPの取組の
別を記載すること。それ以外の営業者については、次回更新時に記載することで可。

電子申請システムで許可の申請ができるようになります（詳しくは「 ４．食
品衛生申請等システム」で紹介）。従来どおり紙での申請も可能です。

施行は令和３年６月１日からです。
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問１ 届出・報告制度の対象となる食品等の範囲は、「食品衛生法に違反する場
合」と「違反するおそれがある場合」とある一方で、任意の届出を求めている場
合があるが、どのような整理がされているのか。

食品等自主回収報告制度の届出を要する場合は、以下の４分類のうち①、②としています。
（ただし②は任意の届出）

① 食品衛生法（以下、このQ&Aで「法」という。）第58条第1項で規定する「法に違反する場
合」と「違反するおそれがある場合」。

② ①で規定している範囲であるが速やかに回収ができたとして届出の対象外としている事案
のうち、重大な消費者事故につながる可能性があった事案※（有毒植物、有毒魚種等）の
場合。（※「食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれ
がない場合等を定める命令の制定について」（令和元年12月27日付け 消費者庁次長、厚
生労働省大臣官房生活衛生・食品衛生審議官 通知参照。以下このQ&Aで「施行通知」とい
う。）

③ ①で規定している範囲であるが速やかに回収ができたとして届出の対象外としている事案
の場合。

④ ①で規定している範囲外（単なる商品の入れ間違いなど食品の安全性に関わらない事案等）
の場合。

なお、③、④は、健康被害に結び付く①、②の情報を埋没させる懸念があることから、届出不
要としています。

Ⅰ．届出の対象

「食品等自主回収（リコール）報告制度の創設に関するＱ＆Ａ」について



問２ 製造者と販売者が異なる食品の自主回収の届出を行う場合にあって、その届出
を行う主体は、製造実態に関する情報を持つ製造者か、販売実態に関する情報を持
つ販売者か、いずれが適当か。

問３ 施行通知において、「法第59条第１項に基づき回収を命じた場合であっても、自主回収
情報と同様に国において公表することに留意すること」とされているが、当該情報について
も、リコール情報と同様にシステムを用いて厚生労働省に報告することとなるのか。

○ 製造者、販売者に限定するものではなく、発生した食品等の自主回収について、最も
効率的に回収できる事業者が責任をもって当該事業者を管轄する保健所長等に届出をして
ください。

○ 回収命令の対象は、法第58条に基づく報告対象ではないが、食品等の回収事案については、消
費者が該当品を喫食することを予防する観点から、自主回収、回収命令にかかわらず、事案を一元
的に公表することとしています。そのため、回収命令の場合は自治体においてシステムに入力し、当
省に報告してください。なお、その際には備考欄に回収命令である旨をあわせて入力してください。



○ 採取業者であって、かつ営業者に該当しない場合は、法第58条の規定による自主回収届出の対
象事業者ではありません。なお、採取業者に該当するか否かについては、農業者等が行う行為に
よって適切に判断してください。

問４ 市場に流通している未加工の青果物から残留基準を超過する農薬が検出され、法第4条第7項
の営業には該当しない農業者（採取業者）の場合は、自主回収を行っているとしても法第58条に基づく
自主回収の届出の対象事業者の対象外と考えてよいか。

問５ 食品等の自主回収を行った場合の管轄保健所への届出は、オンラインが原則になるのか。

○ 届出の方法については、政府全体として業務の効率化の観点からデジタル手続きの推進を
図っていること及び速やかに事案を公表しリコール対象食品等を喫食することによる健康被害
の発生を未然に防止するため、オンラインによる届出を原則としています。また、保健所等に
紙で届出された場合は、各保健所等で入力し、国に対してオンラインによる報告をお願いしま
す。
（参考）リーフレット：https://www.mhlw.go.jp/content/000781907.pdf



○ 法第68条の準用規定で、「法第58条の規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうお
それがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、これを準用する。」とあることか
ら、乳幼児用おもちゃについても、法第58条（自主回収の届出）の対象になります。

問６ 乳幼児用おもちゃについては、法第58条（自主回収の届出）の対象になると考えてよ
いか。

問７ 施行通知において健康への危険の程度の分類（CLASS分類）が示されているが、それ
以外の事例についても示してほしい。特に、意図しないカビの混入によるカビの発生や異
物の材質形状など判断に迷うところであることから、見解を示してほしい。

○ 微生物の混入により意図しないカビが発生した食品については、法第6条違反に該当するため、
法第58条に基づく報告制度の対象となる食品の範囲となります。

○ また、異物が混入している事案については、異物の材質形状を一律に示すことは困難なため、
健康被害が発生している事案又は、「「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のため
のガイダンス」の一部改正について」（平成29年６月22日付け生食監発0622第１号）の別紙２｢食品
分類ごと各段階における異物混入事例（健康被害発生事例）｣を参考に、そのおそれがある事案を
同様の報告制度の対象と想定しています。

Ⅱ．リコール食品等の分類



○ そのとおりです。CLASS分類については、届出時に直ちに分類が判断できない場合はCLASSⅡに
分類し、その後の情報を踏まえ適切な分類に変更することとしています。なお、CLASS分類について
は、届出の情報等を踏まえ、都道府県等で行います。

（参考）
CLASSⅠ：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合
（例）・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
・アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・有毒魚（魚種不明フグ、シガテラ魚等）
・有毒植物（スイセン、毒キノコ等）
・硬質異物が混入した食品（ガラス片、プラスチック等）

CLASSⅡ：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が低い場合
（例）・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

CLASSⅢ：喫食により健康被害の可能性が、ほとんど無い場合
（例）・添加物の使用基準違反食品
・残留基準に違反する野菜や果物のうち、その摂取量が急性参照用量を超えないもの

問８ リコール食品等のCLASS分類について、一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合
の食品は、CLASSⅡと分類されているが、これが、たとえば食中毒の原因食品として断定
された場合は、食品衛生法第6条違反となり、CLASSⅠに分類されることになると思われる。
従ってこのCLASS分類は、必ずしも明確に線引き・区分できるものではなく、個々の実態
に応じて流動的なものであり、危機管理のうえでの一つの目安との認識でよいか。



○ 食品等のリコール情報は、各自治体から報告された情報を一覧化し、厚生労働省のホームページ
（https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do）にて公表します。
公表は、リコール対象食品等を喫食することによる健康被害の発生を未然に防止するために、速やかに
事案を公表することとしています。なお、公表にあたっては、喫食した場合のリスクの程度に応じ、CLASS
分類し分かりやすい情報発信に努めることとしています。

問９ リコール食品等の情報を公表することとなっているが、どこで確認することができるの
か。また、公表する目的は何ですか。

問10 食品等の自主回収報告制度により、自主回収情報が公表されることとなるが、喫食した場合のリ
スクの程度に応じ、積極的な注意喚起が必要ではないか。

○ 問９で回答したとおり、食品等のリコール情報は、各自治体から報告された情報を一覧化し、厚生労働
省のホームページにて公表することとしています。

従前から、食品等を原因とする健康被害が発生し、また、そのおそれが強く疑われる場合であって当該食
品等が流通している場合は、各自治体の判断により注意喚起（地域住民の健康保護を図る観点から回収
対象食品等の喫食を控える等のプレスリリース）を実施していると承知していますので、引き続き必要な対
応を行ってください。

なお、厚生労働省においても、このような食品等が広域に流通している事案が発生した場合には注意喚
起することとしています。

Ⅲ．リコール食品等の公表



法第58条における共同命令への委任事項

改正法における自主回収届出における規定

第58条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添
加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき（次条第１項又は第２項の規定による命令を受けて
回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。）は、厚生労働省
令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。
一 第６条、第10条から第12条まで、第13条第２項若しくは第３項、第16条、第18条第２項若しくは第３項又は第20条の規定に違反し、又
は違反するおそれがある場合
二 第９条第１項又は第17条第１項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合

② 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生
労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

※ 営業者が届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、法第85条第３号により罰則（50万円以下の罰金）の対象
※ ここでいう都道府県知事には、法第76条に基づき保健所設置市及び特別区長が含まれる。

食品衛生法第58条第１項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令
（令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号）

（１） 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として自主回収報告の対象外とするとき（共同命令第１条）

（２） 営業者から都道府県知事に対する届出手続（共同命令第２条～第４条）

（３） 都道府県知事から厚生労働大臣又は内閣総理大臣に対する報告手続（共同命令第５条）

共同命令において
以下の内容を規定
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報告対象から適用除外される場合（共同命令第１条関係）

（食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合）
第１条 食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）第58条第１項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場
合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又は
製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装（以下「食品等」という。）の回収に着手する時点において次の各号のいずれか
に該当する場合とする。
一 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
二 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

○ 共同命令第１条各号の具体例は以下のとおり。

第１号 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

・ 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合

・ 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合

・ 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

第２号 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

・ 食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合

・ 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合（注：期限として不当に長期の期間を表示した場合を除く。）

○ 上記各号に該当し、届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品（※）の回収情報については、消費者安全の観点か
ら消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めてい
ただきたい。
（※） 店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し、ニラと誤認されて販売されたもののただちに回収されたスイセン等

○ 回収に先立ち取扱いに疑義がある場合は、最寄りの保健所等に御相談いただきたい。

○ なお、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）の趣旨に鑑み、食品衛生上の危害の発生のおそれがない食品
まで、むやみに自主回収し、無駄に廃棄することがないよう、回収の必要性や回収範囲について、十分検討していただきたい。
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営業者の具体的な届出手続（共同命令第２条～第４条）

（食品等の回収の届出事項）
第２条 営業者は、食品等の回収について法第58条第１項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲
げる事項を届け出なければならない。
一 営業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）
二 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事
務所の所在地）

三 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
四 当該食品等が法第58条第１項各号のいずれかに該当すると判断した理由
五 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
六 当該食品等の回収に着手した年月日
七 当該食品等の回収の方法
八 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

（変更の届出）
第３条 営業者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、
軽微な変更については、この限りではない。

（食品等の回収の終了の届出）
第４条 第２条の規定による届出をした営業者は、食品等の回収が終了したとき（当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託
した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき）は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○ 共同命令第３条にいう「軽微な変更」とは、届出内容の記載ミス、タイプミス、変換ミス等であって、食品等の回収に関して支障を来さ
ない程度の変更内容を指す。

○ 届出先となる都道府県知事は、本社などの主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に限られず、例えば、自主回収を担当す
る品質管理部門が別の都道府県にある場合、当該部門を管轄する都道府県知事に対して届け出て差し支えない。

○ 届出に当たっては、実際に回収に当たる担当者の氏名・連絡先や必要に応じて製造所の情報に関しても申告いただきたい。

○ 届け出られた情報は、保健所等において危害度に応じてクラス分類され、国のオンラインシステムを通じて公表

○ 本制度の施行日（令和３年６月１日）に既に着手されている回収行為については、法第58条に基づく届出の対象とならない。
ただし、令和３年６月１日以前に着手している自主回収であっても、食品衛生法違反となるような事例に関しては、オンラインシステム
を通じて任意の届出を行うことが望ましい。
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