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第一章 総則（第一条―第三条）

第二章 食品表示基準（第四条・第五条）

第三章 不適正な表示に対する措置（第六条―第十条）

第四章 差止請求及び申出（第十一条・第十二条）

第五章 雑則（第十三条―第十六条）

第六章 罰則（第十七条―第二十三条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の

確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役
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割を果たしていることに鑑み、販売（不特定又は多数の者に対する販売以

外の譲渡を含む。以下同じ。）の用に供する食品に関する表示について、

基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、

もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法 （昭和二十

二年法律第二百三十三号）、健康増進法 （平成十四年法律第百三号）及

び農林物資の規格化等に関する法律 （昭和二十五年法律第百七十五号）

による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及

び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与

することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物（医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 （昭和三十五年法

律第百四十五号）第二条第一項 に規定する医薬品、同条第二項 に規定

する医薬部外品及び同条第九項 に規定する再生医療等製品を除き、食

品衛生法第四条第二項 に規定する添加物（第四条第一項第一号及び第

十一条において単に「添加物」という。）を含む。）をいう。

２ この法律において「酒類」とは、酒税法 （昭和二十八年法律第六号）第

二条第一項 に規定する酒類をいう。

３ この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該

当する者をいう。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%8c%92%8d%4e%91%9d%90%69%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%94%5f%97%d1%95%a8%8e%91%82%cc%8b%4b%8a%69%89%bb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%88%e3%96%f2%95%69%81%41%88%e3%97%c3%8b%40%8a%ed%93%99%82%cc%95%69%8e%bf%81%41%97%4c%8c%f8%90%ab%8b%79%82%d1%88%c0%91%53%90%ab%82%cc%8a%6d%95%db%93%99%8
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%88%e3%96%f2%95%69%81%41%88%e3%97%c3%8b%40%8a%ed%93%99%82%cc%95%69%8e%bf%81%41%97%4c%8c%f8%90%ab%8b%79%82%d1%88%c0%91%53%90%ab%82%cc%8a%6d%95%db%93%99%8
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000002000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000002000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%98%5a&REF_NAME=%8e%f0%90%c5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%94%aa%96%40%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000000000000000


一 食品の製造、加工（調整及び選別を含む。）若しくは輸入を業とする者

（当該食品の販売をしない者を除く。）又は食品の販売を業とする者（以下

「食品関連事業者」という。）

二 前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者

（基本理念）

第三条 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施

策は、消費者基本法 （昭和四十三年法律第七十八号）第二条第一項 に

規定する消費者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理

的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供され

ることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利

益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう

消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。

２ 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、

食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小

規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者

間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。

第二章 食品表示基準

（食品表示基準 の策定等）

第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区

分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全

に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事
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項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなけれ

ばならない。

一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第

八項及び第十一条において同じ。）、保存の方法、消費期限（食品を摂取

する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条

において同じ。）、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その

他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項

二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者

等が遵守すべき事項

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表

示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産

大臣及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなけ

ればならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する

表示の基準が定められることにより、国民の健康の保護又は増進が図ら

れると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その

策定を要請することができる。

４ 農林水産大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する

表示の基準が定められることにより、当該基準に係る食品（酒類を除く。）

の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該食品の生

産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の

案を添えて、その策定を要請することができる。



５ 財務大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示

の基準が定められることにより、当該基準に係る酒類の生産若しくは流通

の円滑化又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られる

と認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定

を要請することができる。

６ 第二項から前項までの規定は、第一項の規定により定められた販売の

用に供する食品に関する表示の基準（以下「食品表示基準 」という。）の

変更について準用する。

（食品表示基準 の遵守）

第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準 に従った表示がされていな

い食品の販売をしてはならない。

第三章 不適正な表示に対する措置

（指示等）

第六条 食品表示基準 に定められた第四条第一項第一号 に掲げる事項

（以下「表示事項」という。）が表示されていない食品（酒類を除く。以下こ

の項において同じ。）の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表

示事項を表示する際に食品表示基準 に定められた同条第一項第二

号 に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者

があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（内閣府令・農林水産省

令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定め

る遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣）は、当該食品関
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連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指

示をすることができる。

２ 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示（第一号に掲

げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項

が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を

遵守しない場合におけるものを除く。）をしようとするときは、あらかじめ、

その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するも

のとする。

一 内閣総理大臣 農林水産大臣

二 農林水産大臣 内閣総理大臣

３ 表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する

酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事

業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣（内閣府令・財務省令で

定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事

項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣）は、当該食品関連事業

者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をす

ることができる。

４ 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示（第一号に掲

げる大臣にあっては、同項の内閣府令・財務省令で定める表示事項が表

示されず、又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しな

い場合におけるものを除く。）をしようとするときは、あらかじめ、その指示

の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。



一 内閣総理大臣 財務大臣

二 財務大臣 内閣総理大臣

５ 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、

正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に

対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

６ 農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その

指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかっ

たときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその

指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

７ 財務大臣は、第三項の規定による指示をした場合において、その指示

を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったと

きは、内閣総理大臣に対し、第五項の規定により、その者に対してその指

示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

８ 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品

を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取

する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるもの

について食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をし、又

は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危

害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、

当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべき

ことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべき

ことを命ずることができる。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%93%e0%8a%74%95%7b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%81%5a&REF_NAME=%90%48%95%69%95%5c%8e%a6%8a%ee%8f%80&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


（公表）

第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定によ

る指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

（立入検査等）

第八条 内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を

確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食

品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に

供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他

の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所そ

の他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若し

くは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、従業員その

他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度にお

いて、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。

２ 農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表

示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵

守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品（酒類を除く。以下

この項において同じ。）に関する表示の適正を確保するため必要があると

認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係の

ある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な

報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、

これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供す

る食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その



他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることが

できる。

３ 財務大臣は、第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項以

外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の

遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保する

ため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表

示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、

又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、

販売の用に供する酒類に関する表示の状況若しくは酒類、その原材料、

帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に

質問させることができる。

４ 前三項の規定による立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。

５ 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。

６ 第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項 に規定する

食品衛生監視員に行わせるものとする。

７ 内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事

務については食品衛生法第四条第九項 に規定する登録検査機関に、当

該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては国立

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000009000000000000000


研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託することがで

きる。

８ 内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、

速やかに、その結果を、販売の用に供する食品（酒類を除く。）に関する表

示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販

売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場

合にあっては財務大臣に通知するものとする。

９ 農林水産大臣又は財務大臣は、第二項又は第三項の規定による権限

を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知す

るものとする。

（センターによる立入検査等）

第九条 農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査

又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、

独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「センター」という。）

に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の

事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品（酒類

を除く。以下この項において同じ。）に関する表示の状況若しくは食品、そ

の原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業員その他の関

係者に質問させることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行

わせるときは、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その

他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。



３ センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入

検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その

結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

４ 農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査又は質問について前

項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大

臣に通知するものとする。

５ 第一項の規定による立入検査又は質問については、前条第四項及び

第五項の規定を準用する。

（センターに対する命令）

第十条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の

業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに

対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

第四章 差止請求及び申出

（適格消費者団体の差止請求権）

第十一条 消費者契約法 （平成十二年法律第六十一号）第二条第四項 に

規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者

に対して、食品表示基準 に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレ

ルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは

熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行

い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為

の停止若しくは予防又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%93%f1%96%40%98%5a%88%ea&REF_NAME=%8f%c1%94%ef%8e%d2%8c%5f%96%f1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%93%f1%96%40%98%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%93%e0%8a%74%95%7b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%81%5a&REF_NAME=%90%48%95%69%95%5c%8e%a6%8a%ee%8f%80&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をと

ることを請求することができる。

（内閣総理大臣等に対する申出）

第十二条 何人も、販売の用に供する食品（酒類を除く。以下この項におい

て同じ。）に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されて

いると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その

旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣（当該食品に関する表示が適正で

ないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項又

は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣）に申

し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

２ 何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消

費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める

手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣（当該酒類に関する表

示が適正でないことが第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示

事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣）

に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

３ 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前二項の規定による

申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であ

ると認めるときは、第四条又は第六条の規定による措置その他の適切な

措置をとらなければならない。

第五章 雑則



（内閣総理大臣への資料提供等）

第十三条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると

認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料

の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

（不当景品類及び不当表示防止法 の適用）

第十四条 この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法 （昭和三

十七年法律第百三十四号）の適用を排除するものと解してはならない。

（権限の委任等）

第十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限（政令で定めるも

のを除く。）を消費者庁長官に委任する。

２ この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定める

ところにより、国税庁長官に委任することができる。

３ この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税

庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、

地方支分部局の長に委任することができる。

４ この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政

令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

５ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一

部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法 （昭和二十

二年法律第百一号）第五条第一項 の政令で定める市（次条において「保

健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の区長が行うこととするこ

とができる。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%8e%4f%8e%6c&REF_NAME=%95%73%93%96%8c%69%95%69%97%de%8b%79%82%d1%95%73%93%96%95%5c%8e%a6%96%68%8e%7e%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%8e%4f%8e%6c&REF_NAME=%95%73%93%96%8c%69%95%69%97%de%8b%79%82%d1%95%73%93%96%95%5c%8e%a6%96%68%8e%7e%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000000000000000&ANCHOR_T=10000000000000000


（再審査請求）

第十六条 前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別

区の区長がした処分（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二

条第九項第一号に規定する第一号 法定受託事務に係るものに限る。）に

ついての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再

審査請求をすることができる。

第六章 罰則

第十七条 第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の

懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基

準 に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役

若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十九条 食品表示基準 において表示されるべきこととされている原産地

（原材料の原産地を含む。）について虚偽の表示がされた食品の販売をし

た者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第二十条 第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の

懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

に処する。

一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出を

せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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項から第三項まで若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

した者

二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十二条 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定め

のあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人

又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その

人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第十七条 三億円以下の罰金刑

二 第十八条から第二十条まで 一億円以下の罰金刑

三 前条 同条の罰金刑

２ 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用があるときは、そ

の代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は

財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に

関する法律の規定を準用する。

第二十三条 第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為を

したセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

（施行期日）



第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定

については、公布の日から施行する。

（準備行為）

第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の

例により、販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めることができ

る。

２ 前項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基

準は、この法律の施行の日において第四条第一項の規定により定められ

たものとみなす。

（経過措置）

第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛

生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康

増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当

の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

（政令への委任）

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。



（検討）

第十九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この

法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。

附 則 （平成二五年一一月二七日法律第八四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条

及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

（処分等の効力）

第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令

を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他

の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるも

のは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法

律の相当の規定によってしたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）

第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従

前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）



第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な

経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成二五年一二月一三日法律第一〇三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。

附 則 （平成二六年五月二一日法律第三八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。

（調整規定）

第十六条 施行日が食品表示法の施行の日以後である場合には、前条

（同法附則第八条の改正規定及び同法附則第十二条の次に一条を加え

る改正規定に限る。）の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄

に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五

条に一

項を加

える改

正規定

三 健康増進法第二十七条第五項

（同法第二十九条第二項、第三十二

条第三項及び第三十二条の三第三項

において準用する場合を含む。）の

規定により収去された食品の試験を

三 健康増進法第二十七条第五

項（同法第二十九条第二項及び第

三十二条第三項において準用す

る場合を含む。）の規定により収

去された食品の試験を行うこと。



行うこと。 四 食品表示法（平成二十五年法

律第七十号）第八条第一項の規定

により収去された食品の試験を

行うこと。

第二十

条の改

正規定

及び第三号 から第四号まで

附 則 （平成二六年六月四日法律第五一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附

則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第

八十六号の改正規定に限る。）の規定 平成二十八年四月一日

（処分、申請等に関する経過措置）

第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。

以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前

のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下

この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこ

の法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の

申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、こ

の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が



異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律に

よる改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に

関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの

法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による

改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申

請等の行為とみなす。

２ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定

により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続

をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされ

ていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定め

があるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の

相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、

提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされて

いないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定

を適用する。

（罰則に関する経過措置）

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。

（政令への委任）

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。



附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二

十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

（調整規定）

第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）が食品表示法の施

行の日以後である場合においては、第三十一条中次の表の上欄に掲げ

る字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・

健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人

医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

附則第十二条の二（見出しを含む。）中「独

立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」

を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所法」に改める。

第八条第七項中「独立行政法人医

薬基盤・健康・栄養研究所」を「国

立研究開発法人医薬基盤・健康・

栄養研究所」に改める。

（処分等の効力）

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法

律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続

その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに



基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定

があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるもの

を除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他

の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお

その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事

院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の

施行の日から施行する。


