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平成３０年度一般会計事業計画について 

 

［Ⅰ］事 業 計 画 

 

我が国経済は、企業収益が堅調に推移し、設備投資が増加するとともに、雇用環

境の改善が持続し、緩やかな回復基調が続きましたが、個人消費は一進一退を繰り

返す状況にあります。世界経済は、中東や東アジアをめぐる地政学リスクの高まり

に加え、中国を始めアジア新興国等の経済の先行き、政策に関する不確実性などに

引き続き注意が必要であるものの、緩やかに拡大することが期待されています。こ

のような状況の下、我が国経済の先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く

中で、緩やかに回復していくことが期待されます。 

 

２０１７／１８年度の世界の穀物、大豆の生産は、いずれも史上最高水準であっ

た前年度を下回り、消費量を下回ると見込まれており、期末在庫率は前年度をわず

かに下回ることが見込まれています。穀物等の国際価格は、とうもろこし、大豆が

史上最高値を記録した２０１２年以降、世界的な小麦やとうもろこしの豊作や、大

豆の南米での増産や米国での豊作等から低下傾向で推移していますが、新興国の畜

産物消費の増加を背景とした堅調な需要やエネルギー向け需要により、２００８年

以前を上回る水準で推移しています。 

 

 食品産業界においては、消費者の節約志向が根強い市場環境の下で、人手不足に

よる人件費や物流費の上昇など、依然として、厳しい経営環境に直面しています。 

 

このような状況を踏まえ、本年度は、次の４重点分野を始め、食品産業が直面す

る諸課題の解決に向け、農林水産省を始め関係府省・関係機関のご理解・ご支援も

いただき、活動して参ります。 

 

１．食品表示制度の適切な運用 

食品表示制度の一連の改正が適切に行われるよう、①「加工食品の原料原産地

表示の拡大」の運用状況や課題を把握し、情報提供と必要な要請を行うとともに、

②「遺伝子組換え表示制度の見直し」の制度設計に関する意見提出と具体的要請

を行っていくほか、③今後予定されている「食品添加物表示の在り方の検討」に

関する意見交換・意見表明を行って参ります。 

また、毎年のように行われている食品表示制度の大きな見直しは食品製造事業
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者の大きな負担となっていることから、食品表示の見直しのルール化などを要請

して参ります。 

 

２．ＨＡＣＣＰ制度化の円滑な実施と食品衛生法改正への対応 

   平成３２年春頃の実施が予定されているＨＡＣＣＰの制度化に円滑に対応する

ため、特に中小食品製造事業者を重点的に支援することとし、食品・業態の特性

に応じた簡略化されたアプローチによる衛生管理基準（基準Ｂ）に係る各業界団

体の手引書作成を支援するとともに、関係情報の提供と制度化の普及促進、品質

管理担当者等の人材育成等に努めて参ります。 

   １５年振りの食品衛生法の改正に的確に対応するため、厚生労働省の施行準備

状況をしっかり把握し、食品産業界への情報提供に努めるとともに、適時適切に

厚生労働省等に食品産業界として意見を述べる等の活動を強化して参ります。 

 

３．リサイクル制度をめぐる環境変化と新たな課題への対応 

  ２０年を超える容器包装リサイクル制度をめぐる環境の変化の中で、新入札制

度の導入により、プラスチック製容器包装における再商品化コストの上昇が生じ

ていることから、会員団体等との連携を密にして、社会全体のコストの低減に逆

行する新入札制度の見直しを政府に求めるとともに、特定事業者の意見の反映に

努めて参ります。 

国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧs）のターゲットの一つに盛り

込まれるなど、食品ロス削減の機運が高まる中で、食品リサイクル法基本方針の

改定に向けた議論が予想されることから、食品産業界としての課題を整理し、積

極的に議論に参加して参ります。また、食品ロス削減については、次項の取組も

含め、賞味期限の延長、年月表示の推進等に関係団体と連携して取り組んで参り

ます。 

 

４．「フードサプライチェーン協議会（仮称）」の開催 

  食品産業の生産性向上、食品ロス削減、人手不足、取引慣行の見直し、働き方

改革などの課題解決に向け、フードチェーン全体の無駄をなくすための意見交

換・情報交換の場を設け、課題の共有化を図り、必要に応じ政府等に要請して参

ります。 

 

 なお、昭和４５年（１９７０年）８月に設立された当センターは、平成３２年（２

０２０年）に５０周年を迎えることから、記念事業の実施に向け当センター内の体

制を整備し、内容の検討を始めることとします。 
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（一般勘定） 

 

補助事業 

 

１ 食品の品質管理体制強化対策事業（農林水産省食料産業局補助事業） 

（１）衛生管理計画作成や衛生・品質管理体制強化のための人材育成等 

  ＨＡＣＣＰの制度化の際に、食品事業者が作成を求められる「衛生管理計画」

について、特に中小零細規模事業者が、「各業界団体がＨＡＣＣＰの考え方に基

づいて作成した、業種や業態に応じた衛生管理計画策定のための手引書を参考に、

計画を作成し、管理を行う」基準Ｂに基づいて円滑に作成・運用するとともに、

企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関するマネジメント体制を構築するため、次の事

業を実施し、支援していきます。 

①危害要因に関するデータ及び情報の収集・提供の実施 

 (ⅰ)基準Ｂに基づく衛生管理計画の作成・運用に資する危害要因に関するデー

タベースの作成、(ⅱ)危害制御に資する国内外の文献の収集・データベース化を

図るとともに、(ⅲ)「基準Ｂ向け：ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた一般衛生管

理の徹底解説と実践」に関するスライド形式の普及教育資料を作成し、当センタ

ーが平成１５年度より運用している「ＨＡＣＣＰ関連情報データベース」（高度

化基盤整備やＨＡＣＣＰ導入に関連する情報を収集・提供し、食品製造事業者、

食品関連団体等に広く利用されている）において、公開します。 

②食品事業者の品質管理担当者等の人材育成のための研修会の開催 

 中小零細規模事業者においてＨＡＣＣＰの推進役となる品質管理担当者等を

対象として、一般衛生管理の徹底を基本とした基準Ｂへの円滑な対応とＣＳＲに

関するマネジメント体制の構築に必要な知識を習得する研修会（１日）を地元自

治体、平成２９年度基準Ｂ手引書作成者の協力を得て、全国数か所で実施します。 

 

（２）ＨＡＣＣＰ手引書等作成 

  ＨＡＣＣＰの制度化に当たっては、中小規模の事業者の取組みが課題となるこ

とから、厚生労働省では、これらの事業者向けに「一般衛生管理を基本として、

個別の食品・業態ごとに事業者の実情を踏まえ必要に応じて重要管理点を設け

て管理する衛生管理」（Ｂ基準）を設け、推進することとされています。このた

め、各食品事業者団体が、厚生労働省と調整して使いやすい手引書を策定し、

事業者へ提供するとともに、これらの手引書を厚生労働省が都道府県等に通知

し、都道府県等が事業者指導を行うことにより、統一的な運用を図ることとし

ています。厚生労働省は、食品業界に対し、平成２９年度から３年間で利用で

きる必要な手引書等を作成することを求めています。 
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  当センターでは、平成２９年度は、全国乾麵協同組合連合会、全国蒲鉾水産

加工業協同組合連合会、全国漬物協同組合連合会、日本豆腐協会等７団体と連

携して、手引書を作成しました。 

３０年度は、畜水産加工品のようなリスクの高い業種、提供する食品の品目

が多く品目ごとの衛生管理計画作成が困難な業種や、体制が十分でなく独力で

は手引書作成が困難な業種を対象として、これらの手引書を作成する業界団体

（１０団体程度）を支援し、２９年度の手引書作成によって得られた知見や改

善ポイントを踏まえ、最新の知見を取り入れた食品・業態に即した危害要因分

析や衛生管理のモデルプラン等を含むＨＡＣＣＰ手引書の作成に努めて参りま

す。 

また、作成した手引書を当該業界団体等を通じ関係事業者等に配布するとと

もに、「ＨＡＣＣＰ関連情報データベース」において公開する等により、その周

知と普及に努めます。 

 

２ 日本発食品安全管理規格策定推進事業（農林水産省食料産業局補助事業） 

 のうち「日本発の食品安全管理規格・認証スキーム普及のための研修会の開催」 

  我が国食品産業が国際競争力を強化していくためには、国際的に通用する食品

安全規格の認証を取得しやすい環境を整備する必要があります。このため、国際

的に通用するとともに、我が国の食文化や企業文化に適用しやすい、日本発食品

安全管理規格（ＪＦＳ規格）が２８年７月に策定され、運用されています。 

  我が国食品事業者による輸出や海外展開が加速している中で、ＪＦＳ規格・認

証スキームの必要性が高まっていることから、食品企業の経営者や品質管理責任

者等を対象として、ＪＦＳ規格の仕組み、認証を取得するメリット、取り組み事

例等を内容とする研修会を全国数か所で実施し、その普及に努めます。 

 

３ 栄養改善ビジネスの国際展開支援事業（農林水産省食料産業局補助事業） 

    栄養改善ビジネスモデルの構築に必要な情報の収集・提供、助言等海外の栄

養不良人口の削減へ向けて、国内食品事業者等の栄養改善ビジネスの国際展開

を支援するため、現地調査、海外でのパートナー発掘イベント、国内での栄養

改善セミナー、企業へのアンケート調査、情報収集及びウェブページによる情

報発信を行います。また、国内・国際機関との連携強化に努めます。 

 

４ 消費税軽減税率対応窓口相談等事業（中小企業庁補助事業） 

  ３１年１０月から消費税軽減税率制度が実施されることから、その円滑な実施

を図るため、中小食品製造事業者等を対象として、対象品目、事務手続き、想定

される問題の解決方法や軽減税率対策補助金等について説明・解説する講習会を
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全国１０か所程度で実施するとともに、相談窓口を設置し個別相談に対応します。 

 

自主事業 

 

５ 「食品関連団体等連絡協議会」等の開催 

食品産業関連の行政情報等を会員団体･企業へ適時適切に提供し、意見交換を

行うため、農林水産省、厚生労働省、経済産業省、消費者庁、公正取引委員会等

行政機関の協力を得て、隔月、「食品関連団体等連絡協議会」を開催します。 

また、必要に応じ、業種別団体等を対象に、行政機関の協力を得て、説明会、

意見交換会等を開催します。 

 

６ 広報・出版事業 

（１）月刊広報誌「明日の食品産業」を編集・発行し、関連情報の正確な提供に努

めるとともに、ホームページにより情報提供の速報性と公開性を確保します。 

また、「食品産業統計年報」（３０年度版）を刊行するとともに、「食品企業の

事故対応マニュアル作成のための手引き」（２８年改定版）等を販売します。 

  さらに、Ｅメール等を通じ、会員への迅速な情報提供に努めます。 

 

（２）報道関係者に食品産業をめぐる最新の状況をタイムリーに説明し、食品企業

に対する理解の促進を図るため、「報道関係者連絡会」を開催します。毎回、業

界紙、全国紙、テレビ等から３０社を超える参加を得て開催しています。 

 

７ 情報収集提供・提言事業 

（１）環境委員会 

  食品産業に係わる環境問題（容器包装リサイクル、食品ロスの削減・食品リ

サイクル、地球温暖化防止対策）について、食品産業界や消費者への情報提供

に努めるとともに、行政等への意見表明・提案を適時適切に行うため、会員食

品企業の環境担当責任者等１６名で構成する環境委員会（委員長：味の素(株)

生産戦略部理事 田中 清）を農林水産省、経済産業省、環境省等の協力を得て

開催します。 

   また、環境ニュース等をメール・ファックスで配信し、会員への迅速な情報

提供に努めます。 

特に本年度は、次の分野に重点を置いて活動します。 

① プラスチック製容器包装（プラ容器包装）の再商品化に係る入札制度の適正

化への要請 

平成２８年３月、産業構造審議会 容器包装リサイクルワーキンググループ
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（経済産業省）と中央環境審議会 容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会（環境  

   省）の合同会合において、容器包装リサイクル制度の現状と課題を整理し、そ

の対応策を提言する報告書が取りまとめられ、この報告書に基づき、新たな施

策が展開されることとなりました。 

２８年１２月、環境省・経済産業省により２９年度の入札制度の変更が公表

されましたが、事業者への説明はその直前に行われる等、事業者の意見が反映

される機会がほとんどなく、検討過程も不透明のままの変更でした。このため、

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会等関係団体と連携して、両省に問

題点を指摘するとともに見直しを要請しました。 

全容器包装の再商品化委託料の９割を占めるプラ容器包装の再商品化委託

単価は、２１年度から２８年度までの８年間、減少してきましたが、この制度

変更の結果、２９年度の平均落札単価は、前年度に比べて８．９％上昇し、事業

者が負担する再商品化委託料総額で約２６億円の増加となりました。この大幅

な上昇は、上記報告書において制度見直しの基本的視点に掲げた「社会全体の

コストの低減」に反し、特定事業者として看過できない負担増であり、更なる

負担増も懸念されたことから、２９年１０月、環境省・済産業省の担当局長宛

に、３０年度の入札に当たり７項目の入札制度変更の再見直しを求める当セン

ターを始め３９食品産業関連団体連名の要望書を提出しました。 

   ２９年１２月、両省に対し本要望書への回答を求め、担当課長等を招き上記

食品関連団体と合同で意見交換会を実施しました。 

  両省からは、３０年度の入札制度は現状のままとなるが、この入札結果も踏ま

え制度の見直しがどのような影響を及ぼしたかしっかり検証し、社会費用低減

につなげるためのどのような方策が必要となるかについて、今後とも当センタ

ー・関係団体との間で意見交換を行っていくとの意見が述べられました。 

 

３０年２月２０日、３０年度の落札結果の概要が公表されましたが、材料リ

サイクルの落札量が優先枠５０％を上回る全体の６０％と大幅に上昇すると

ともに、プラ容器包装全体の単価が０．２％上昇し、懸念通りの結果となりま

した。 

本年度は、２９年度及び３０年度の入札結果を踏まえ、再商品化費用の４割

を負担する食品産業の立場から、関係団体等と連携して、社会全体のコストの

低減に逆行する当該新入札制度の見直しを政府に強力に求め、特定事業者とし

ての意見の反映に努めます。 

 

また、当センターのホームページで公開している環境配慮設計事例集の充実

を図り、環境配慮設計の促進と普及啓発に努めます。 
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② 食品リサイクル法基本方針の改定への対応と食品ロス削減の推進 

   国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧs）のターゲットの 1 つに可

食部の廃棄（食品ロス）の削減が盛り込まれるなど、食品ロス削減への機運が

高まる中で、本年前半に行う新たな循環型社会形成推進基本計画において、食

品ロス削減目標を設定することとし、具体的には、「2030 年までに家庭からの

食品ロスを半減する」方向で議論が進んでいます。 

   このような議論を踏まえ、政府においては、食品関連事業者からの食品ロス

削減目標についても早急に検討を進めるべきとの考え方の下に、食品リサイク

ル法基本方針の改定に向けた関係審議会の議論を本年中に開始する方向で検

討している模様です。 

   このような動きに対応して、適時適切な情報提供に努めるとともに、食品産

業界としての課題を整理し、政府に意見具申等を行って参ります。 

また、食品ロス削減については、商慣行の見直し、賞味期限の延長、年月表

示等、フードチェーン全体での取り組みを促進するため、情報共有と情報発信

に努めるとともに、消費者団体等関係団体等との意見交換等を進めます。 

 

（２）食品産業コーデックス対策委員会 

   食品産業界へのコーデックス（食品の国際規格）に関する情報提供及び行政

との意見交換を円滑に行うため、食品企業のコーデックス担当責任者等２７名

で構成する食品産業コーデックス対策委員会（座長：林 清 東洋大学食環境科

学部学部長 健康栄養学科教授）を、農林水産省、厚生労働省及び消費者庁の

協力を得て適時適切に開催します。 

 

（３）食品表示制度をめぐる動きへの対応 

   食品事業者の事業活動に大きな影響を与える食品表示の動向に対しては、業

種別団体と各業界を代表する大手企業の代表により構成される「食品表示対策

委員会」を適宜開催する等、情報の共有化と組織的な対応に努めています。 

 

 ①食品表示法の円滑な運用 

平成２７年４月１日に施行された食品表示法に基づく新たな食品表示制度

については、加工食品及び食品添加物について原則として５年間の経過措置期

間が設けられ、３２年４月１日に完全に移行することとなりました。しかし、

製造所固有記号が２８年４月に変更されたため、製造所固有記号を使用する事

業者にとっては経過措置期間は実質４年間となっています。 

   新しい表示制度に基づく適切な表示に向け、消費者庁、農林水産省の担当者

等への質問や意見交換を行い、その結果を踏まえ、食品業界における情報の共



 

8 

 

有化を進め、食品表示法の円滑な運用に努めます。 

 

その後も、２９年９月の加工食品の原料原産地表示の拡大、遺伝子組換え表

示制度の見直し、今後検討開始が予定されている食品添加物表示制度の見直し

と、毎年、食品表示制度の大きな見直しが行われています。毎年行われる表示

制度の見直しは、食品製造事業者にとって、容器包装の表示変更のための包材

切り替え、原料調達状況等根拠資料の把握整理、表示関係データベースやシス

テムの変更等多大な時間とコストを要します。このため、２７年の新表示制度

への移行が遅れ、結果としてアレルギー表示や栄養成分表示等の情報提供が遅

れることが懸念されます。 

   こうしたことから、食品表示制度の大きな見直しは十分な準備期間を取った

上で、一括して行うなど、食品製造事業者が計画的に表示の見直しが行え、包

装資材の廃棄、システム変更等事業コストの軽減が図れるようなルール化を消

費者庁等に求めて参ります。 

 

  ②加工食品の原料原産地表示の拡大 

    加工食品の原料原産地表示については、２９年９月１日、食品表示基準の一

部を改正する内閣府令が公布・施行され 

１）全ての加工食品を対象に、製品に占める重量割合上位１位の原料について、

原則として、原産地を国別重量順に表示する。 

２）例外的に、これが困難な場合には、（ⅰ）可能性表示（Ａ国又はＢ国）や（ⅱ）

大括り表示（輸入）、（ⅲ）さらに中間加工原材料については製造地表示（Ａ

国製造）を行うなどの仕組みを整備し、実行可能性を担保する。その際には、

インターネットなどにより、自主的に補足的な情報開示に努めることとする。 

こととなりました。 

会員企業・団体から要望の強かった経過措置期間は、２年延長され３４年３

月末までとなりました。 

改正食品表示基準のＱ＆Ａ案については、当センターでは、公布前の８月、

消費者庁・農林水産省の担当官を招き、説明会・意見交換会を開催しました。 

３０年１月下旬から、農林水産省において、中小規模の事業者における新制

度への対応方法を示すマニュアルを作成するとともに、その内容を解説するセ

ミナーが開催されてきました。 

当センターでは、引き続き、両省庁と連携して制度の理解促進に努めるとと

もに、運用状況や課題を把握し、両省庁に必要な要請を行って参ります。 

 

③遺伝子組換え表示の見直し 
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    平成２９年４月、消費者庁は、消費者基本計画（２７年３月２４日閣議決定、

３１年度までの５か年計画）において、遺伝子組換え表示の在り方について実

態を踏まえた検討を行うこととされていることから、「遺伝子組換え表示制度

に関する検討委員会」（座長：湯川 剛一郎 東京海洋大学学術研究院食品生産

科学部門教授、当センターからは企画調査部長を委員として派遣）を開催し、

自主的かつ合理的な選択の機会の確保を実現するために消費者が求める情報

及び遺伝子組み換え農産物の流通状況等を踏まえ、今後の遺伝子組換え表示制

度の在り方について検討を行うこととしました。当検討委員会は、３０年３月

までに１０回開催され、消費者・事業者の団体等からヒアリングを行うととも

に、様々な論点について意見交換を行ってきましたが、最終の第１０回検討委

員会において、事務局が提出した報告書（案）について審議が行われ、若干の

文章の表現を修正する前提で報告書が取りまとめられることとなりました。 

 

  この間、当センターとしては、 

（ⅰ）遺伝子組換え食品については、消費者に不安感がある程度あることは事

実だが、安全性審査を品目ごとに厚生労働省が食品安全委員会の意見を聴い

て行っており、安全性審査を行っていないものは製造・輸入・販売が食品衛

生法上禁止されている。「遺伝子組換え表示」は、安全性に係わるものでは

なく、消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資する情報の一つとして、消

費者のニーズと事業者のコストや実行可能性を比較考量して、科学的かつ慎

重に検討すべき。 

（ⅱ）分別生産流通管理（ＩＰハンドリング）を含め現在の遺伝子組換え表示

制度は、導入から約１５年が経過し、消費者にも定着しており、事業者のお

客様相談での問い合わせも少ない状況にあることから、十分機能している。 

（ⅲ）食品表示法施行後、毎年大きな制度変更があり、食品企業には大きな負

担になっている。このうえ、遺伝子組換え表示制度も変更されることになる

と、新しい表示制度への移行はさらに遅れることになるとともに、中小事業

者にとっては経営の悪化による存続問題にもつながりかねない。 

という立場に基づき、業界をあげた組織的対応に努めてきたところです。 

 

   報告書（案）のポイントは、次の通りです。 

  （ⅰ）表示義務対象品目 

    科学的検証が可能な組換えＤＮＡ等が残存する品目に義務表示の対象を

限定する現行制度を維持することが適当 

   （ⅱ）表示義務対象原材料の範囲 

    現行制度を維持することが適当 
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  （ⅲ）「遺伝子組換え不分別」の表示方法 

    「遺伝子組換え不分別」の表現に代わる実態を反映した分かりやすく誤認

を招かないような表示を検討し、Ｑ＆Ａ等に示すよう取り組むことが適当 

  （ⅳ）「遺伝子組換えでない」の表示方法 

    大豆及びとうもろこしについて５％以下の「意図せざる混入」を認めてい

る現行制度を維持することが適当 

    大豆及びとうもろこしに対して遺伝子組換え農産物が最大５％混入して

いるにもかかわらず、「遺伝子組換えでない」表示を可能としていることは

誤認を招くとの意見を踏まえ、誤認防止、表示の正確性担保及び消費者の選

択幅の拡大の観点から、「遺伝子組換えでない」表示が認められる条件を現

行制度の「５％以下」から「不検出」に引き下げることが適当 

    引き下げに当たっては、新たに公定検査法を確立し、円滑な検証や監視を

担保するとともに、事業者や消費者に十分な周知を行うことが必要 

（ⅴ）遺伝子組換え表示制度の普及・啓発 

   消費者庁は関係省庁と連携した説明会の実施や消費者向け資料の充実な

どにより、遺伝子組換え農産物の生産・流通実態や安全性などの実情及び遺

伝子組換え表示制度の普及・啓発活動を積極的に行うべき 

 

   報告書は、３月内に公表される見込みです。その後、消費者庁は、報告書の

説明会を開催するとともに、食品表示基準の改正案を作成し、意見募集を行い、

消費者委員会食品表示部会に諮問する手続きに入ることとなります。また、Ｗ

ＴＯ通報を経て、本改正基準が公布・施行されることとなります。 

当センターとしては、公定検査法、Ｑ＆Ａを含め消費者庁の制度設計の状況

を適宜把握し、会員団体・企業の意見を踏まえ、必要な要請を行う等適切に対

応して参ります。 

 

④食品添加物表示の在り方 

  食品添加物表示の在り方については、消費者基本計画（２７年度から３１年

度までの５か年計画）において、実態を踏まえた検討を行うこととされていま

す。このため、消費者庁は、早ければ来年度内にも、食品添加物表示の在り方

の検討を開始するものと見込まれます。 

  当センターとしては、関係団体と連携して消費者庁の動向等について情報収

集に努め、消費者庁等との意見交換、意見表明を行う等適時適切に対応して参

ります。 

 

 ⑤第４期消費者基本計画のあり方に関する検討会 
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  政府は、消費者基本法に基づき、長期的に講ずべき消費者政策の大綱及び消

費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項について、５年を実施期間と

する消費者基本計画を閣議決定することとなっています。 

  現行の第３期消費者基本計画の実施期間が３１年度で終了することから、消

費者関係施策の動向や社会経済情勢を踏まえ、新たな時代にふさわしいしい消

費者基本計画の検討を行うため、消費者庁は、「第４期消費者基本計画のあり

方に関する検討会」（座長：山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教授）を開

催しています。 

２９年１０月の第１回会合での現状説明に続き、第２回以降、月１回程度開

催し、委員からのプレゼンテーションが行われ、３０年６月頃に中間取りまと

め（消費者基本計画の骨子案）、３０年末頃に最終取りまとめが行われる予定

で議論が進められることとなっています。 

１２月の第２回会合では、森光 康次郎 委員（お茶の水女子大学大学院人間

文化創成科学研究科教授）から、次期計画において盛り込むべき具体的な事項

として、「外食表示、インターネットを活用した表示、文字の大きさも含めた

消費者の分かりやすさの確保、といった食品表示に関わる全般的・横断的な課

題について検討を行うべき」、「食に関わるステークホルダーが連携して、より

消費者の関心を引く普及啓発スキームを構築することが必要」との提案が行わ

れました。 

今後、食品表示に関する全般的・横断的な課題等について、どのような議論

が展開されるか注視して参ります。 

 

 （４）３１年度税制改正要望 

     自由民主党の税制改正要望団体として、農林水産省の協力を得て、引き続き

３１年度税制改正要望を提出し、その実現に努める等適切に対応して参ります。 

 

（５）ＥＰＡ／ＦＴＡへの対応 

ＴＰＰを始めＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関しては、食品産業界にとって「原料と

製品の国境措置の整合性」の確保が基本であることを一貫して政府に申し入れ

てきました。 

日・ＥＵのＥＰＡ交渉については、２９年７月、大枠合意しました。これを

受け、１１月、政府は、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を改定し、「総合的な

ＴＰＰ等関連政策大綱」を決定しました。この中で、日ＥＵ・ＥＰＡにおける

パスタ・菓子等の関税撤廃等に関して、国内措置の整合性確保の観点から、小

麦のマークアップの実質撤廃（パスタ原料）・引き下げを行うとともに、菓子・

パスタ製造業等を特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく支援の対象に



 

12 

 

追加しました。 

   その他のＥＰＡ／ＦＴＡについても、協定が締結された場合の食品製造業に

及ぼす影響等について、検討等を行い、考え方を整理し、食品産業界における

情報の共有化を図るほか、政府与党に対する意見表明等を適時適切に行って参

ります。 

 

（６）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化への対応 

 ①背景 

   ＨＡＣＣＰによる衛生管理は、１９９３年、コーデックス委員会においてガ

イドラインが取りまとめられ、欧米を始め諸外国では義務化が進められていま

すが、我が国においては、現状、任意の取組であり、制度化されていません。 

   ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、また、諸外

国との輸出入に関する協議等の国際化に対応するため、国際標準であるＨＡＣ

ＣＰによる衛生管理を実施している旨、対外的に説明していく必要があります。 

   一方で、食中毒事例の原因施設の多くを占める飲食店等、小規模事業者の衛

生管理レベルを引き上げる必要があります。 

   コーデックスのガイドラインにおいては、事業者の規模や業態等を考慮した

弾力的な運用の重要性が規定されており、米国やＥＵの制度においても、規模

や業態に応じた多様な取組みが許容されています。 

  ②制度化の概要 

  (ⅰ)対象事業者 

    食品の製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者が対象 

  (ⅱ)衛生管理計画の作成 

    食品等事業者は、一般衛生管理及びＨＡＣＣＰによる衛生管理のための

「衛生管理計画」を作成 

   (ⅲ)ＨＡＣＣＰによる衛生管理の基準 

   基準Ａ：コーデックスＨＡＣＣＰ７原則（危害要因の分析、重要管理点の決

定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方

法の設定、記録と保存方法の設定）に基づく衛生管理 

      基準Ｂ：一般衛生管理を基本として、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、ＨＡＣＣＰの考え方を

取り入れた衛生管理。小規模事業者や、当該店舗での小売のみを目的と

した製造・加工、調理を行っている事業者（パン屋、菓子店等）、提供

する食品の種類が多く、かつ、変更頻度が高い業種（惣菜・弁当製造業、

飲食店営業、給食業）、一般衛生管理の対応で管理が可能な業種（包装

食品販売業、保管・運搬業）が対象 
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     (ⅳ)地方自治体の対応 

        〇これまで地方自治体の条例に委ねられ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 

        〇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 

        〇（基準Ａ）日本初の民間認証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 

        〇（基準Ｂ）業界団体が作成した手引書の内容を厚生労働省が自治体に通知

し、監視指導の内容を平準化 

        〇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 

       (ⅴ)公布日と経過措置期間 

                  施行日は公布の日から２年以内で政令で定める日。施行日から１年間は経

過措置期間 

 

③当センターとしては、「１ 食品の品質管理体制強化対策事業（農林水産省

食料産業局補助事業）」等により、危害要因に関するデータ及び情報の収集・

提供、食品事業者の品質管理担当者等の人材育成のための研修会の開催を行う

ほか、基準Ｂ向け手引書を作成する各業種別団体を支援し、個別の食品・業

態ごとに中小零細事業者の実情に即した実行可能な手引書の作成に努めて参

ります。 

    また、上記手引書の内容を確認する厚生労働省の技術検討会に技術環境部長

を派遣するとともに、制度化の準備状況をしっかり把握し、関係会員団体等と

の連携を密に、適時適切に厚生労働省等に食品産業界としての意見を述べる等、

制度化の円滑な実施に努めて参ります。 

 

（７）食品衛生規制の見直し 

   平成１５年の食品衛生法改正から約１５年が経過し、調理食品や外食・中食

への需要の増加等の食へのニーズの多様化や、輸入食品の増大など食のグロー

バル化が進展するとともに、３２年には東京オリンピック・パラリンピック競

技大会を控え、我が国の食品衛生管理水準を国際標準と整合的なものとするこ

とが求められているなど、食品安全をめぐる環境に変化が見られます。 

このような状況に鑑み、厚生労働省においては、これまで行われてきたＨＡ

ＣＣＰによる衛生管理の制度化に関する検討結果や、食品用器具・容器包装の

規制の見直しなどの検討結果を踏まえつつ、幅広い観点から、中長期的に取り

組むべき事項を含め、食品衛生法の改正の方向性等の検討を行うため、２９年
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９月から１１月にかけて５回にわたり「食品衛生法改正懇談会」（座長：川西 徹 

国立医薬品食品衛生研究所長、当センターからは構成員として専務理事を派遣）

を開催しました。 

厚生労働省は、同懇談会の取りまとめを受けて、「食品衛生規制の見直しに関

する骨子案（食品衛生法等の改正骨子案）」を策定し、３０年１月、薬事・衛生

審議会食品衛生分科会に報告するとともに、意見募集を行いました。当センタ

ーも「基準Ｂの対象事業者の範囲は、食品・業種業態の実態を踏まえた画一的

でない基準とすべき」、「１施設で複数の営業許可が必要となる場合が多いため、

可能な限り大くくりで整理すべき」等それぞれの改正事項について意見を提出

しました。 

 

このような検討過程を経て、厚生労働省は、食品衛生法等の一部を改正する

法律案を作成し、３０年３月、今通常国会に提出しました。改正事項は、次の

７項目にわたっています。施行期日は、公布の日から２年以内。ただし、①は

１年以内、⑤、⑥は３年以内とされています。 

  ①広域的な食中毒事案への対策を強化するため、厚生労働大臣は、国や都道府

県等の関係者で構成する広域連携協議会の設置 

  ②ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化 

  ③健康被害の発生を未然に防止する観点から特別の注意を要する成分等を含む

食品を販売する事業者等は、健康被害情報を得た場合は、都道府県等を通じ

て厚生労働省に報告しなければならない 

  ④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備（合成樹脂等を対象と

して、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） 

  ⑤営業許可制度の見直し（現行の政令で定める営業許可業種を見直すとともに、

都道府県ごとに異なる営業許可基準について、厚生労働省令で定める基準を

参酌し、条例で定めることとする）と営業届出制度の創設（許可業種以外の

営業を営もうとする者は、都道府県等に届け出なければならない） 

  ⑥食品リコール情報の報告制度の創設（食品衛生法違反またはその恐れがある

場合にその食品を回収するときは、都道府県知事等に報告し、当該都道府県

知事等は厚生労働大臣等に報告しなければならない） 

  ⑦ＨＡＣＣＰによる衛生管理が必要な食品については、輸出国政府機関が確認

した施設等において製造等されたものでなければ、輸入してはならない。ま

た、都道府県知事等は、輸出される食品の安全性に関する証明書の発行等が

できることとする 

    今後、当センターとしては、厚生労働省の施行準備状況をしっかり把握し、
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関係会員団体等との連携を密に、適時適切に厚生労働省等に食品産業界として

の意見を述べる等、改正法の円滑な実施に努めて参ります。 

 

（８）フードサプライチェーン協議会（仮称）の開催 

  食品産業の生産性向上、食品ロス削減、人手不足、取引慣行の見直し、働き方

改革などの課題解決に向け、フードチェーン全体の無駄をなくすための意見交

換・情報交換の場として、「フードサプライチェーン協議会（仮称）」を開催しま

す。課題の共有化を図り、必要に応じ政府等に要請して参ります。 

 

（９）食品産業における取引慣行の実態調査 

   大規模小売業者と納入業者との取引慣行の改善を図るため、協賛金要請、セ

ンターフィー負担、従業員派遣要請等について、食品製造企業を対象に実態調

査を実施します（平成７年からほぼ毎年実施）。その結果を報告書に取りまとめ、

関係行政機関、関係団体等に改善要請を行います。 

 

（１０）食品事故情報告知ネット 

食品企業が告知した社告等の製品事故情報を収集・整理・分析し、当センタ

ーホームページ内の「食品事故情報告知ネット」（平成２０年度設置）を通じ

て、これらの情報を迅速に提供するほか、食品企業から直接、告知情報を受け

付け、同ネットに掲載することにより、食品企業による同種・同類の事故発生

の未然防止と消費者の信頼の向上を図ります。 

 

８ 展示会・セミナー事業 

（１）こだわり食品フェア 

地域の食材、製法、伝統、風土等にこだわった地域食品など、その食品固有

の特性を持った新製品等について、当該食品メーカーの一層の業容拡大を図る

ため、バイヤーとの商談の場や情報収集・提供の場として、「第１４回こだわり

食品フェア」を、３１年２月１３日～１５日、幕張メッセ（千葉市）において

開催します。 

   なお、「FOOD TABLE ㏌ JAPAN 2019」の名称のもとに、「スーパーマーケ

ット・トレードショー」等との合同開催となります。 

 

（２）フードセーフティジャパン・フードファクトリ・フードディストリビューシ

ョン 

  次の３展示会を９月２６日～２８日の３日間、東京ビッグサイトで同時開催し

ます。 
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①フードセーフティジャパン２０１８（本年度で１０回目） 

 フードチェーンを一貫した食品の安全・安心を確保するため、公益社団法人

日本食品衛生協会との共催で、関連設備・技術・システムを一堂に集めた総合

展と情報提供の場としての「フードセーフティセミナー」を合わせて開催しま

す。 

②フードファクトリー２０１８（本年度で４回目） 

ＨＡＣＣＰ制度化を見据え食品工場の設備改善を提案する専門展示会を、公

益社団法人日本食品衛生協会と共催で開催します。 

 ③フードディストリビューション２０１８（本年度で２回目） 

   食品物流の効率化・合理化を図るため、一般社団法人日本加工食品卸協会と

の共催で、最新の設備・機器・システムを一堂に集めた専門展示会を開催しま

す。 

 

９ 表彰事業 

    食品産業の発展等に功績のあった企業、団体及び個人を対象として表彰を行

う「食品産業優良企業等表彰」（本年度で４０回目）及び地域で生産される農

林水産物を利用した地域色豊かな優れた食品等を対象として表彰を行う「優良

ふるさと食品中央コンクール」（本年度で３１回目）を、地方食品産業協議会、

業種別全国団体、都道府県等の協力を得て、農林水産省の後援の下に、実施し

ます。 

 

１０ 「本場の本物」ブランド推進事業 

  地域において伝統的に培われた「本場」の製法で、地域特有の食材などの厳選

原料を用いて「本物」の味を作り続ける「本場の本物」ブランドの審査・認定を

行い（１７年度から認定を始め、認定４６品目、審査中３品目）、当該食品の普

及等を進めることにより、日本各地の豊かな食文化を守り育てます。 

 

１１ 全国食品産業協議会連合会活動支援事業 

  各都道府県で活動する地方食品産業協議会（略称「食産協」）の連合組織であ

る全国食品産業協議会連合会（以下「全国食産協」という。平成２８年７月発足。

会員：３２食産協。会長：福島県食品産業協議会会長 岸 秀年、副会長：各ブロ

ックから推薦された食産協会長、監事：東京都食品産業協議会の菅澤 運一 会長）

の事務局を当センター振興部が担当し、全国食産協の活動を支援しています。 

  本年度も、地方の食品事業者の声を食品産業関連施策に適切に反映させるとと

もに、食産協の活動の充実強化に向け、食品表示問題、ＨＡＣＣＰの制度化への

対応、海外展開や輸出促進、消費税の軽減税率制度、環境問題等の食品産業をめ
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ぐる課題について、中央省庁等との意見交換、情報提供・発信等を進めることと

しています。 

   

１２ 栄養改善事業推進プラットフォームの活動支援 

  ２０１３年、英国政府のイニシアティブで作成された「Global Nutrition for 

Growth Compact」に呼応し、日本政府は、栄養改善に向けた官民連携パートナ

ーシップを先導するとともに、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大

会に向けて世界的な栄養改善の取組を強化することを表明しました。 

  また、日本政府は、２０１４年、健康・医療戦略において「新興国・途上国を

含む各国の栄養改善のため、官民連携を通じた包括的ビジネスを含む事業の国際

展開を進める」こととし、「栄養改善事業推進プラットフォーム（NJPPP）」が２

０１６年９月に発足しました。 

  NJPPP は、官民連携で栄養改善事業を推進する枠組みで、途上国等で栄養改

善に係わる食品関連企業のビジネス環境を整備し、日本の技術と知見を活かした

民間企業のアイデアをベースに、栄養改善効果が期待できる途上国等の国民向け

食品供給事業などのビジネスモデルを構築することを目的としています。また、

NJPPP の活動は、政府や海外の関係機関とも連携して一体的に進めていくこと

とされています。 

  現在の会員は、ＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯ、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所等４政府関係機関、食品企業等３７社、公益法人・ＮＰＯ等１５法人の

計５６会員となっています。 

  NJPPPの運営は、運営委員会が行い、当センターとＪＩＣＡが共同議長を務

めるとともに、事務局は、関係行政機関等の協力を得て、当センターが担当して

います。また、内閣官房健康・医療戦略室、農林水産省、外務省、厚生労働省、

経済産業省、文部科学省及び財務省がオブザーバーとして参加しています。 

  本年度は、途上国の国民の栄養改善を図るためのビジネスモデルを構築するこ

と等を目的とする「３ 栄養改善ビジネスの国際展開支援事業（農林水産省食料

産業局補助事業）」を実施するほか、現在実施中の「インドネシアの工場労働者

向けに、栄養改善効果の高い職場食を導入するプロジェクト」と「カンボジアの

工場労働者向けに、栄養強化米を導入するプロジェクト」を促進するとともに、

新規プロジェクトの形成・実施に向けた各企業との協議を進めることとします。 

  昨年１２月、東京で開催された「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」のハイ

レベルオープニングセッションにおいて、安倍総理大臣が「２０２０年、日本は

人々の健康の基盤となる栄養分野の取組を促進するため、東京で栄養サミットを

開催します」と宣言したことを受け、当センターは、ＮＪＰＰＰ事務局として、

栄養改善に係る活動を一層活発化していくこととしています。 
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 １３ 在外公館による食品企業支援 

        外務省は、農林水産物・食品の輸出促進や我が国の食産業の海外展開支援等に

向けた取組みをさらに促進するため、食品産業分野を担当する日本企業支援担当

官（食産業担当）を５８の在外公館等（アジア１５、大洋州２、北米４、中南米

４、欧州２８、中東３、アフリカ２）に設置しています。 

        食産業担当は、農林水産物・食品に関する現地の規制・制度に関する情報提供

や、在外公館施設を活用したプロモーションイベント等の相談に対応しています。 

農林水産省を通じて、食産業担当へ食品産業界としての要望を適時適切に伝え

るとともに、食産業担当制度の食品企業への周知に引き続き努めることとしてい

ます。 

 

１４ 損害保険代理業務 

  食品産業ＰＬ共済に関連する損害保険及びリコール保険等の代理業務を実施

し、会員企業等に対し、食品産業ＰＬ共済とリコール保険等のワンストップサー

ビスの円滑な提供に努めます。 

東京海上日動火災保険会社（株）を引受保険会社とする団体保険である「リコ

ール保険」については、会員間に着実に浸透し、加入者数は３００社を超えま

したが、本年度も業種別団体会員や地方食品産業協議会会員等を対象として、

ダイレクトメールや対面販売に加え、同保険会社の有力代理店網の活用を積極

的に行い、加入者数３５０社に向け推進活動を展開します。 

また、最近の農林水産物・食品の輸出拡大や、インバウンド需要への対応に伴

う会員企業等のリスク管理体制の整備を支援するため、海外ＰＬ保険の団体契

約を本年度中に開始します。 

 

１５ 事務局受託事業 

  会員企業の関係者により構成される次の組織の事務局を受託し、これらの活動

を支援します。 

（１）食品企業広報会 

  会員食品企業３３社の広報担当者による情報交換の場として活動します。 

 

（２）新食品会 

   会員食品企業３５社の新食品（新技術、新素材を用いて製造された食品等）

関係担当者による情報交換、行政との意見交換の場として活動します。 

 

（３）食品研究所長会 

   会員食品企業等６９社・１１団体の研究組織の長等による食品産業技術研究
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関連情報の交換、食品産業技術研究施策についての意見交換、国の研究機関等

との技術的交流の場として活動します。 

 

（日中食品産業交流基金勘定） 

 

１６ 日中食品産業交流事業 

中国の食品産業訪日団に対する招請状の発給等の業務を行います。 

 

（大豆基金勘定） 

 

１７ 大豆加工食品生産・流通・消費拡大事業 

  （社）大豆供給安定協会（平成２４年３月３１日解散）からの寄付金に基づき、

大豆加工食品に関する消費拡大や消費者啓発のためのイベント・セミナー等に助

成します。 

 

１８ その他 

今後、国が公募を行う事業（企画提案型）のうち、当センターとして取り組む

ことが適当なものについて、積極的に応募します。 
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平成３０年度収支予算附則（各勘定共通） 

 

 

１ 会長は、「補助金収入」及び「受益者負担金収入」が、この収支予算で予定し

た収入の金額より増加した場合又は年度の途中において国等の補助事業及び委

託事業等による事業の追加により事項の追加が必要になった場合には、当該増加

した金額又は追加した事項の範囲内において、この収支予算にかかわらず必要な

経費を追加して支出することができるものとする。 

 

２ 会長は、過年度において交付を受けた補助金等について、補助金等の額の確定

等により返還を命じられた場合には、この収支予算にかかわらず支出することが

できるものとする。 

 

３ 会長は、役員報酬規程又は職員給与規程の変更により、人件費の科目に増額を

必要とする場合には、規程の変更により増加される金額を限度として、この収支

予算にかかわらず支出することができるものとする。 

 

４ 会長は、「人件費支出」及び「事務諸費支出」の科目の経費相互間においては、

経費を流用することができるものとする。 

 

５ 会長は、役員退職手当支給規程又は職員退職手当支給規程の定めるところによ

り退職手当を支給する場合又は食品産業センター職員福利厚生資金融通規程の

定めるところにより同資金を融通する場合には、この収支予算にかかわらず支出

することができるものとする。 
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平成３０年度食品産業ＰＬ共済特別会計事業計画について 

[Ⅰ] 事 業 計 画 

食品事業者における万一の食品事故による被害者救済と経営の安定化のため、当

センターの運営するＰＬ共済と損害保険会社の生産物賠償責任保険を組み合わせ

た食品産業ＰＬ共済を実施しています。 

 

１ 食品産業ＰＬ共済について、本年度の目標は下記のとおりとします。 

     加入者数     ４００社 

     共済掛金額 ６０,０００千円  

         

２ 共済掛金 

（１）事故発生時における再発防止対策共済金支払い制度を独自に組み込むほか、

損害保険部分については、生産物を原材料として製造・加工された完成品が不

良品となることによる損害の補償範囲を新たに拡大する等、引き続き同種の保

険や共済に対し競争力のある補償内容とするとともに、共済掛金についても、

競争力のある水準を目指します。 

（２）対象製品ごとの掛金水準を設定し、複数製品を有する企業については、 

原則として加重平均法によって掛金率を設定するとともに、売上高により掛金

を逓減します。 

（３）製造施設について国の制度に基づき承認されたＨＡＣＣＰ手法の導入                

や品質管理の国際規格であるＩＳＯの認証を取得するなど、食品の品質管理

の強化や安全性の確保に努め、ＰＬリスク軽減につながる対策の実践に積極

的に取組んでいる加入者に対して、当該製造施設で生産される食品について

共済掛金の割引を実施します。 

（４）共済掛金額の最低を１万円とします。 

 

３ 補償限度額 

（１）１事故当たりの補償限度額は、１億円、３億円、５億円、１０億円、そ の

他とします。 

（２）対人１人当りの限度額は、５,０００万円、１億円、２億円の３パターンと

し、免責金額については、ゼロとしますが、既存の損保契約との調整などの

事情がある場合は、１,０００万円、１億円などのパターンから選択できるも

のとします。 

（３）対物については、限度額は原則、１００万円、２００万円、３００万円、５

００万円、１，０００万円の５パターンとし、免責金額はゼロとします。 
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４ 給 付 

（１）訴訟外解決であっても、法律上の損害賠償責任の認められるものは補償しま

す。 

（２）事故の多発により自家共済負担部分の支払いが支払限度額を超えた場合は、

支払いを打ち切ることとします。ただし、支払不足分については、事実上次年

度以降に支払うことを検討します。 

 

５ 加入募集などの事務 

（１）加入募集については、業種別団体および地方食品産業協議会を経由して行う

とともに、大手企業に対しては当センターの直接募集も行うこととし、募集

の一層の充実と加入促進を図ります。 

（２）業種別団体および地方食品産業協議会に対しては、加入実績に応じて加入推

進団体交付金を交付します。 

（３）集金事務は、当センターが直接行います。 

 

６ 事故処理・事故相談対応 

（１）事故処理については、事故内容に応じてあらかじめ定めたルールに基づき、

損害保険会社のネットワークを活用して対応します。 

（２）事故相談などの受付は、当センターが担当し、必要に応じて原因究明機     

  関等への紹介を行います。 
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平成３０年度収支予算附則 

 

１ 会長は、「ＰＬ共済掛金収入」が予算額に比して増加するときは、その増加す

る金額を限度として「損害保険料支出」、「共済金支出」、「事務処理費支出」また

は「加入推進団体交付金支出」の額を増額し、支出することができるものとしま

す。 

 

２ 会長は、「損害保険金収入」が予算額に比して増加するときは、その増加する

金額を限度として「共済金支出」の額を増額し、支出することができるものとし

ます。 

 

３ 会長は、「ＰＬ共済事業推進費支出」の各科目の相互間においては、各科目の

経費を相互に流用することができるものとします。 

 


