
消費・安全局

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ ○ 日

食品防御について
（意図的混入から食品を守る）

令和３年11月18日
消費・安全局
食品安全政策課
吉田 知太郎



本日の構成

Ⅰ 安全な食品とは

Ⅱ 食品防御の必要性
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▶ 一度食べて、または短期間の間に何度か食べたことで、
すぐにまたは数日の間に出現（急性毒性）

▶ 長期間にわたり食べ続けることによって出現（慢性毒性）

食品を食べたことによる健康への影響が「ゼロ＝
絶対にない」ということではない。

不適切な取扱い、食べ方をすれば影響は起こりうる。

予期された方法や意図された方法で、
作ったり、食べた場合に
その食品が食べた人に害を与えないということ

※コーデックス委員会（国際食品規格の策定等を行っている国際的な政府間機関）の定義

「食品が安全である」とはどういうこと？

害 とは
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どんな「不適切な取扱い」がある？

食中毒菌に汚染されているものと他の食べものと
を直接又は間接的に接触させる

冷蔵保存すべきものを常温保存する
加熱すべきものを生で食べる
食べるべきでないものを食べる

「つけない」「ふやさない」「やっつける」

食品製造時における不適切な取扱をエラーを工程管
理で防ごう⇒HACCP
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HACCPでどんな「不適切な取扱い」でも防げるか？

食中毒菌に汚染されているものと他の食べものと
を直接又は間接的に誤って接触させる

冷蔵保存すべきものを誤って常温保存する
加熱すべきものを誤って生で食べる
食べるべきでないものを誤って食べる

食中毒菌に汚染されているものと他の食べものと
を直接又は間接的に接触させる

冷蔵保存すべきものを常温保存する
加熱すべきものを生で食べる
食べるべきでないものを食べる

 衛生管理は意図しない不適切な取扱（エラー）
を防止することが目的

 誰かが不適切な取扱を意図的に行った場合、
衛生管理では防げない



6

冷凍食品への農薬混入事件

 2013年11月～12月に発生

○ アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品を購
入した客から、「異臭がする」などの苦情が多数寄せら
れた

○ 殺虫剤マラチオンが検出され、PBも含めて自主回収
○ 契約社員が意図的混入の容疑者として逮捕
○ 農林水産省は、再発防止に向けてとりまとめられた政

府の対応方針に沿い、事業者による食品防御等の
取組について検討し、報告書※を取りまとめ。
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※ 食品の意図的な毒物等の混入の未然防止に関する検討会 （農林水産省HP）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/kiki/kentoukai/index.html

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/kiki/kentoukai/index.html
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（参考）検討会報告書（概要）

食品事業者にとって参考となる事項
（１）食品への意図的な混入は起こり得るものと想定し、従来の食

品衛生の取組に加え、食品防御に対する意識を向上させる。
（２）消費者に安全で高品質な食品を届けるという食品事業者の使

命を従業員に浸透させるとともに、従業員との信頼関係や良好
な人間関係の構築、また、事件の予兆と考えられる事象への対
応等を通して、意図的な混入をしたいと思わせない職場の風土
をつくる。

（３）各事業所において諸条件を勘案しながら、自身が弱いところや
効果的な対策ができるところを優先して計画的な対策を講じ、悪
意を持った者による意図的な混入が実行し難い環境をつくる。

（４）事業者が自主的に取り組むに当たり、厚生労働科学研究班
作成・公表のガイドライン等が参考となる。

（５）食品安全や品質向上の取組が食品防御の基礎となるほか、
万一に備えた危機管理の訓練も重要。
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意図的な不良から食品を防御する

食品防御
食品の製造、運搬・保管、調理・提供の過
程において、食品に毒物などを意図的に混
入し、喫食者に健康被害を及ぼす、または
及ぼそうとする行為を防止する取組をいう。

【調理・提供編】 【製造工場編】 【運搬・保管編】



9

食品の安全

衛生管理

食品防御
危害要因（ハザード）

意図的
・予期困難
・高濃度

偶発的
・既知の作用物
・低濃度

・ 食品衛生対策は、従業員と生産システムの「悪意のない間違い（エラー）」を防止しよ
いとするもの。

・ 通常の食品衛生対策では防ぐことができない手口で毒物等を混入しようとするため、
それを防止する対策、すなわち「食品防御」を実施しなければ防止することが困難。

食品衛生上の問題で発生した食中毒と異なり、意図的な混入は、なにを（毒物等）、
どれだけ、どこに混入されたか速やかに特定することが困難であるため、被害の拡大防止の難し
さも特徴。

衛生管理と食品防御の違い



東京2020大会での食品防御の必要性
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・ 大規模イベントは、テロリスト等の標的となりやすく、労働力需要の一時的な増加に
より、必要な労働力を急遽確保することによる通常体制からの大きな変化も予想。

・ 大規模イベントにおいて、万が一意図的混入が発生した場合、我が国の国際的な評
価のみならず、食品事業者の評価も低下する可能性。

○ 組織への不満（従業員、元従業員等）
→冷凍餃子に農薬混入（中国、2008年）
→冷凍食品に農薬混入（日本、2013年）

○ 信頼の失墜、公衆の混乱（外部の侵入者
（テロリストを含む））

→元従業員が農薬混入（米国、2009年）
→カルト集団がサルモネラ混入（米国、1984年）

過去の事例
健康被害を及ぼす可能性のある
毒物・劇物等は、農薬や洗剤・
消毒薬として販売されているもの
もあることから、意図的混入は
爆発物や銃器を使用した犯罪・
テロと比較して容易に実行可能

☆ 十分な未然防止対策と、被害を最小限にするための食品防御対策が必要。
☆ 特に、組織の管理とアクセス管理に取り組むことは重要。



食品防御の取組み例（東京２０２０大会）
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東京2020大会飲食提供に係る基本戦略（東京２０２０組織委員会 抜粋）
３ 飲食の提供

3.1 責任の範囲
3.1.1 組織委員会の責任において飲食提供を行うエリア

東京2020 大会を開催するに当たり、組織委員会が管理する範囲を決定する。その範囲の内側で必要
とされる飲食提供に関しては組織委員会の責任において行われることとなる。（以降省略）

3.２ 配慮事項
3.2.1 食品安全管理

四点目は、悪意をもって大会を妨害しようとする者の存在である。食品への意図的な毒物等の混入に
より社会的な混乱を引き起こそうとする者による最悪の事態を避けるため、大会においては、そのよ
うな者が存在すると仮定した対策が必要である。

④食品防御：行政機関の協力を得ながら、食材等の取扱者の食品安全への取組を強化するとともに、
悪意を持った者によるリスクの予防と対応策を整備していく。

東京2020大会に提供される飲食物の安全確保のためのガイドライン
（東京２０２０組織委員会 抜粋）

ネ 事業者は、組織委員会と協議しながら、食品防御に取り組むこと。

４ 遵守事項
危機管理



食品防御の必要性～オリパラは特別か？～
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食品事業者は、（中略）自らが食品の安全性の確保について第
一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保す
るために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講
ずる責務を有する（食品安全基本法（平成15年法律第48
号）第８条）

意図的混入から食品を守るために必要な食品防御に、
全ての食品事業者が取り組むことが望ましい

東京2020大会に限らず、事業者は安全な食品を消費
者に届けるという責務を果たさなければならない
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食品防御の必要性～やらなかった場合・・・

 なにを、いつ、どこで、どれだけ、どの食品に
混入されたのかを迅速に特定することは困難
→被害・損失が拡大化しやすい

 大事な従業員に疑いの目が向けられる上、事業
者としての信用が低下するおそれ

意図的混入から食品や従業員等を守るには、食品
防御が必要



自社製品を守る、＋αの食品防御
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・ 意図的混入リスクはゼロにはできない。
・ 「混入したいと思わせない」、「混入しにくいと思わせる」ことが重要。

 トップマネジメントによる食品防御の必要性の認識
（いつ起こるかわからない→常に危機感を持つ）

 みんながいつもと違うことに気付く（通常を知る）
（ソフト・ハード・モノの違和感に気付ける職場作り、５S）

意図的な異物混入を防止するために
従業員満足（混入したいと思わせない）

＝労務管理
アクセス管理（混入しにくいと思わせる）

＝防犯対策、一般衛生管理

従前の
業務管理



食品防御の取り組み方①
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まずは、意図的混入の可能性とそのおそろしさを認識し、
食品防御の目線から自分の会社を見直してみましょう

トップの宣言、従業員の意識向上

意図的な異物混入が起こるかも知れない
という危機感をトップが持つことが重要ですね！

３. 従業員の皆さんには、
職場の環境や作業を見
直してもらいましょう。
日頃から、いつもと違
うことに気づいたら責
任者にすぐ報告しても
らいましょう。

STEP １

２. 経営者は、従業員
の皆さんとのコミュ
ニケーションを大切
にし、働きやすい職
場環境をつくりま
しょう。

1．意図的な異物混入
から食品と従業員を
守るため、経営者は
食品防御目線を取り
入れることを社内に
アナウンスしましょ
う。



意図的な異物混入のきざしを見逃さない
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いつもと違うことに気付けるようにする
（ヒトやモノの違和感に気付ける職場作りと５Sの徹底）

（具体例）
・通常施錠されているはずのところが解錠されていた
・あるべき場所に薬品や洗剤等がない
・普段には見られない変わったゴミが捨てられている

例えば・・・
○ 原因不明の異物苦情が複数件発生している
○ 最近休みがち、言動・行動が以前と違う従業員がいる

5Sとは、
①整理 ②整頓
③清掃 ④清潔
⑤習慣
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食品へアクセスする人やモノへの対策を実施

○一般的な防犯対策
敷地外から敷地内への無断侵入の防止、監視と施錠を徹底等

○組織マネジメント
人的管理(労務管理、部外者対策)、入出荷管理等の対策の実施、
働きやすい環境作り、制服・IDカード等の管理の徹底等

○毒物等の混入予防
混入しやすい工程の把握、整理整頓の徹底、私物等の持込制限、
積下し作業、食材保管庫や厨房等の監視、緊急時の連絡体制確認、
定期的な見直し等

STEP 2

食品防御の取り組み方②



意図的混入がしやすい工程の例
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・直接食材に手を触れることが可能
→原材料の下処理、調理・撹拌、トッピングなど

・無人、または一人での作業
→原材料や最終製品の保管庫、冷蔵庫など

・色々な人の立ち寄りがある
→原料受入、製品出荷、清掃場所に近い工程など

・その後の工程に洗浄や加熱がなく、直接人の口に入る
→ピッチャー・ボトル、調味料・ドレッシング、配膳、
ビュッフェの大皿、弁当など

・一度の攻撃で多くの被害を発生させることが可能
→液体の受入・保管・積載、添加・混合、大鍋など
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意図的混入のしやすさの評価、
食品防御対策の改善

○意図的混入のしやすさの評価（脆弱性評価）
HACCP対応同様、まずは敷地内で食品を扱う全工程（フロー）
を各段階で分ける。次に、意図的混入を行おうと仮定したときに、
各工程へのアクセスのしやすさ、
その工程での意図的混入のしやすさ、
その工程で汚染され得る食品の量（≒ワースト被害規模）
などをスコアリングし、合計スコアが高い工程から優先的に対策を講
じていく（文書化し、実施、記録するとよい）

○食品防御の流れ：対策計画→モニタリング→是正措置→検証
⇒ PDCAサイクルを廻し、継続的に向上する

STEP ３

食品防御の取り組み方③

食品安全マネジメントシステムに組み込めばなお良い



危機管理（いつもと違うことに気付いたら）
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• 緊急時に慌てない、初動を遅らせない
→異変を見つけた場合や、ルール通りに対応できない場合
の対応者と責任者を設定、連絡網（誰が、どこに※、何
を、どの順番で）の作成、検食の保管、訓練・事後検証
の実施

※警察、消防、関係省庁、自治体、保健所等外部関係者も
含むこと

 迅速な情報共有が必要！！
～緊急時の連絡体制の構築～
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これだけはやっておくべき

① 食品衛生対策に加えて、皆で食品防御に取組み、意図的混入
を防止する意識を持つこと

② 一般的な衛生管理、防犯対策を徹底すること

③ 意図的混入に使えそうな物を飲食物の近くに置かない、持ち込ま
せないこと

④ その場に無関係な者を近づけさせないこと

⑤ 飲食物や食器、薬品等を安全に保管すること

⑥ 不審な行動や兆候がないかを常に確認すること

⑦ 何か異状に気付いたら、すぐに上司や責任者に報告すること



「食品防御」をご存知ですか？
「食品防御」は、食品への意図的な異物等の混入を予防する取組のことをいいます。
食品への意図的な異物等の混入は、有害微生物や有害化学物質などが非意図的に食品を汚染すること
を防止するために皆様が日頃から取り組んでいる「衛生管理」では防ぐことはできません。
このため、「食品防御」の目線を取り入れることは、安全な食品の製造・提供の確保に直結します。
消費者、お客様のためだけでなく、大切な従業員の方々を守るために、＋αで「食品防御」を取り入れましょう。

▶パンフレット「自社製品を守る、＋αの食品防御」（農林水産省）

「食品防御」についてに、パンフレット、教育支援ツールなどをご紹介します。
食品を製造する事業者の皆様におかれましてはぜひ御活用ください。--

食品防御

▶食品防御・食品衛生対策に向けた動画・資料
◇ｅラーニング教材（奈良県立医科大学ホームページ）
（食品防御・食品衛生）eラーニング教材のご紹介（奈良県立医科大学ホームページ）



自社製品を守る、＋αの

食 品 防 御

「食品防御」をご存知ですか？

「食品防御」は、みなさんが日頃から取り組んでいる
「衛生管理」では防げない、食品への意図的な異物等の
混入を予防するものです。

「食品防御」の目線を取り入れることは、安全な食品の
製造・提供の確保に直結します。

消費者、お客様のためだけでなく、大切な従業員の方々
を守るために、＋αで「食品防御」を取り入れましょう。

従業員が行うチェックポイントの例

例えば、
□ 不審者が立入禁止区域へ入ろうとしている
□ 清掃事業者が、清掃用洗剤を製品(料理)の近くに放置している
□ 入場証を所持していない訪問者がいる
□ 制服や包装資材を紛失した(悪意のある人のなりすましの可能性)
□ 同僚が体調を崩していたり、ストレスを感じているようだ 等

２. 食材と製品(料理)のチェック ☑

３. 働く場所のチェック ☑

１. いつもと違うヒト･コト･モノがないかチェック ☑
～ 各社の状況に応じ、チェックポイントを追加してください ～

例えば、
□ 原材料納入時、製品出荷時の積み下ろし・積み込み作業を従業員が行う、又は立ち会う
□ 原材料納入時や使用時に数量、包装状態を確認する
□ 製品(料理)に対する苦情の確認と共有 等

例えば、
□ 洗剤や消毒液の定位置を決め、ストックは別室で管理
□ 作業場のドアや外とつながる場所の施錠の確認･記録
□ コンピューターシステムのログインＩＤやパスワードを共有しない、担当者変更時に
削除･変更する 等

問い合わせ先
農林水産省 消費・安全局 食品安全政策課
０３－５５１２－２２９２

問題１ 「意図的混入」に対しては、通常の食品衛生対策を完全にしていれば、十分
に防ぐことができる。

問題２ 「意図的混入」は、なにが、どれだけ、どこに混入されたか特定することが
難しいため、被害拡大を防止することが困難である。

問題３ 「意図的混入」は、社会的な混乱を招くために悪意のある人が行うことで、大規模
なイベントでしか起こらない。

問題４ 「意図的混入」を防ぐためには、大規模な設備投資が必須である。

（答え）
問題１ × 「意図的混入」に対しては、食品衛生対策にプラスして食品防御対応が必要です。
問題２ 〇
問題３ × 「意図的混入」は、大規模イベントだけでなく、さまざまな場所で起きています。

そのため、食品に関わるすべての者が対応する必要があります。
問題４ × 意図的混入への対策は、大規模な設備投資だけではありません。従業員管理、従業員

同士の声掛け、備品等の管理、訪問者の確認等様々な観点から取り組むことができます。

食品防御に関する問題です。「〇」か「×」か考えてみましょう！

または、

農水省 食品防御 研修 検索

をご覧ください。



１ 食品防御とは？

安全な食品を消費者に届けるという責務を全うするには、食
中毒菌などの非意図的な異物混入から食品を守る衛生管理に加
え、 ことも大切です。
意図的な異物混入から食品を守る取組のことを とい

います。
食品防御は、セキュリティ、労務管理、食品衛生対策などと

関連しています。
まずは、これまでの取組に食品防御の目線を取り入れること

から始めてみませんか？

２

・人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある物質には、農薬や洗剤・
消毒薬等として販売されているものがあり、入手は容易です。

・包装されていない状態の食品へは、意図的な異物混入が容易です。

・なにを、いつ、どこで、どれだけ、どの食品に混入されたのかを
迅速に特定することは困難です。→被害・損失が拡大化しやすい
・大事な従業員に疑いの目が向けられる上、事業者としての信用が
低下するおそれがあります。

⇒意図的な異物混入から食品や従業員等を守るには、
食品防御が必要です！

食品防御の必要性

意図的混入は他の犯罪・テロと比較して容易に実行可能

食品防御の取り組み方3

トップの宣言、従業員の意識向上

意図的な異物混入が起こるかも知れない
という危機感をトップが持つことが重要ですね！

食品へアクセスする人やモノへの対策を実施

意図的混入のし易さの評価、食品防御対策の改善※

３. 従業員の皆さんに
は、裏面を参考に、
職場の環境や作業を
見直してもらいま
しょう。
日頃から、いつもと
違うことに気づいた
ら責任者にすぐ報告
してもらいましょう。

【一般的な防犯対策】
敷地外から敷地内への無断侵入の防止、監視と施錠を徹底等

【組織マネジメント】
人的管理(労務管理、部外者対策)、入出荷管理等の対策の実施、
働きやすい環境作り、制服・IDカード等の管理の徹底等

【毒物等の混入予防】
混入しやすい工程の把握、整理整頓の徹底、私物等の持込制限、積下し作業、
食材保管庫や厨房等の監視、緊急時の連絡体制確認、定期的な見直し等

食品防御について詳しく知りたい場合は、
農林水産省までお問い合わせください。

まずは、意図的な異物混入の可能性とそのおそろしさを認識し、
食品防御の目線から自分の会社を見直してみましょう

次に、防御力アップに取り組みましょう

STEP 2

STEP 
１

STEP ３

２. 経営者は、従業
員の皆さんとのコ
ミュニケーション
を大切にし、働き
やすい職場環境を
つくりましょう。

1．意図的な異物混
入から食品と従業
員を守るため、経
営者は食品防御目
線を取り入れるこ
とを社内にアナウ
ンスしましょう。

万が一意図的に異物混入された場合、



御清聴ありがとうございました。
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