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令和 2年度輸入食品監視指導計画等（概要） 

 

小樽検疫所食品監視課 

１．令和元年度輸入食品監視指導結果 

 （１）全国の届出件数 2,545,299件（前年度 2,482,623件） 

 （２）小樽検疫所管内 届出及びモニタリング検査実施状況(件数)  

※令和元年度は速報値 

     

（３）小樽検疫所管内 食品衛生法違反事例（令和元年度） 
生産国・品目 不適格内容 検査内容 条文 

マレーシア産 調整油脂 TBHQ 190㎍/g検出 自主検査 第 10条 

台湾産 加熱後摂取冷凍食品（未加熱）：タピオカボール 生菌数 2.7×107/g,E.coli陽性 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用むき身ウニ 生菌数 1.2×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（フレーク） 生菌数 2.9×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（本ずわい蟹棒肉） 生菌数 1.2×106/g 自主検査 第 11条 

中国産 冷凍生食用ゆでがに（紅ずわい蟹棒肉） 生菌数 2.1×105/g 自主検査 第 11条 

中国産 無加熱摂取冷凍食品：おくら 大腸菌群陽性 モニタリング検査 第 11条 

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第 6条 

ベトナム産 冷凍甘エビ頭 二酸化硫黄 0.11g/kg検出 モニタリング検査 第 11条 

韓国産 Ｄ－ソルビトール液 純度試験 不適 モニタリング検査 第 11条 

米国産 小麦(HARD RED WINTER) カビの発生 行政検査 第 6条 

米国産 小麦(WESTERN WHITE) カビの発生 行政検査 第 6条 

中国産 生食用冷凍むきウニ 生菌数 6.1×105/g 自主検査 第 11条 

米国産 うるち精米 カビの発生 行政検査 第 6条 
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令和元年度小樽検疫所届出品目の構成（％）
※届出件数 計34,505件

検疫所 平成 30年度 

届出件数 

令和元年度 

届出件数 

届出件数 

前年度比(％) 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査 

件数 

小樽 29,895 31,321 104 1,884 

千歳空港 2,871 3,184 110 85 

合計 32,766 34,505 105 1,969 



                                                                                         

 

 

２．令和 2年度輸入食品監視指導計画 

 （１）適用期間：令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

（２）令和 2年度のモニタリング検査等について 

   ①モニタリング検査 

    令和 2年度計画件数（全国）：99,700件（対前年度比△約 700 件(増)）とし、違反

の状況等を踏まえた検査を実施するほか、輸入食品が関係する国内における食中毒

事例や海外における検出状況等を踏まえ、病原微生物に係る検査（対前年度比 

△約 1000件）についても実施します。 

小樽検疫所（千歳空港を含む。）においては、前年度と同等以上の計画件数を実施

する予定です。引き続き、検査該当の貨物を保管場所から流通する場合には流通状

況の把握に努め、販売計画書を提出してください。 

 

   ②モニタリング検査以外の行政検査 

    初回輸入時、輸出国での衛生管理が特に重要な食品等が輸入される場合、輸送途中

で事故が発生した場合等において必要に応じて検査を実施します。また、輸入者によ

る自主管理を促進するため、輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する貨物確

認検査について実施します。検査においては、必要に応じて貨物の開梱、採取を行う

場合があります。 

 

３．輸入者等における衛生管理 

 （１）適正な輸入届出 

① 生産者等を通じて正確かつ最新の情報を入手して適正な輸入届出を行い、特に初

回輸入時の食品等及び食肉、水産物等の輸出国での衛生管理が重要な食品に対して

は、輸入届出の内容と実際の貨物が同一であるか確認してください。 

 

② 継続的に輸入する場合にあっては、原材料、製造方法等に変更がないこと、輸入

届出の内容と実際の貨物が同一であること及び輸入届出時に提示する自主検査等の

成績書の品目と輸入届出貨物が同一であることについて十分確認してください。 

 

（２）検査強化対象品目の確認 

    届出に必要な正確な情報(特に製造者(所)、輸出者、包装者、原産国等)を入手し

て検査強化対象品目（命令検査、自主検査）に該当するものであるか輸入の都度、

確認してください。 

 

 （３）輸入前事前相談 

     特に過去に輸入したことのない食品等や同種の食品について過去に法違反事例

又は衛生上の問題が確認されているものについては、事前に輸入食品相談指導室に

相談してください。相談は、輸入する商品等が具体的に決まり、製造工程、原材料

等に関する資料を入手しましたら FAXにより相談内容を明記の上、資料等を送付し

てください。 

【照会先】小樽検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室  

電話：0134-32-4304 FAX：0134-25-6069 



                                                                                         

 

 

４．その他、留意事項 

（１）昨年度に発出された通知等 

   ①中国における輸出停止企業の取扱いについて (令和 2年 1月 28 日付 事務連絡) 

中国政府の機構改革に伴い、輸出停止企業に係るリストについて運用が停止さ

れましたので、届出書備考欄に「NO LIST」等の記載は不要です。 

 

   ②「食品中の食品添加物分析法」の改正について 

(令和元年 6 月 28日付 薬生食基発 0628 第 2 号,薬生食監発 0628 第 2号) 

食品添加物の試験法が改正され、令和元年 6月 28日より適用（令和 2年 6月 27

日までの間は従前の例によることができる。）しています。 

登録検査機関にあっては、輸入時の自主検査の実施において、改定法に従い検

査を実施するようお願いします。 

 

（２）FAINSによる届出書の作成 

①自主検査を実施している場合は、届出実績番号欄に検査実施時の届出番号を記載又

は、備考欄に検査年月日及び検査項目(器具・容器包装、おもちゃの届出は「規格検

査」の記載)を記載して下さい。 

②自主検査を実施していない継続輸入の食品等については、届出実績番号の記載は不

要である旨、連絡していましたが、初回貨物を初回と申告することなく届出した事

例があることから、届出実績番号欄に実績番号の記載又は備考欄に「実績あり」を

記載して下さい。 

③製造者(所)、輸出者、包装者に個別の輸入食品監視支援業務関連コード（以下、個

別コード）が付与されている場合は個別コードを使用して下さい。 

④原材料や製造方法で個別コードが無い場合は、日本語で直接入力(原材料：ZYY、製

造方法:ZOO)して下さい。 

⑤添付書類は、MSF01 を利用して電子ファイル(PDF形式)で届出に添付して下さい。 

なお、資料を添付して届出した届出書に追加資料を添付する場合は、添付したす

べての資料を再添付して登録するようにお願いします。 

 

 （３）新型コロナウイルスによる業務影響 

① 世界的な感染拡大を受け、全世界的に郵便・物流システムの停滞が懸念されていま

す。輸入食肉等に係る衛生証明書が通関手続きまでに到着しない等の場合にあって

は検疫所窓口にご相談下さい。 

② 検疫所による検疫強化に伴う検査業務の集約化及び国内物流事業者の業務縮小 

により、モニタリング検査の結果が検査機関に検体が到着してから７開庁日以降に

なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

（４）食品衛生法の改正 

①器具・容器包装（以下、器具等）のポジティブリスト制度 

・  器具等の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない原材料

を使用した器具等の輸入販売等を禁止し、安全が担保されたもののみ使用できる

ことになります。規格は厚生労働省のホームページに掲載されているポジティブ

リストで確認することができます。 

 

・  制度の対象は合成樹脂製の器具等の原材料とし、管理する物質は、基ポリマー（微

量モノマーを含む。）及び添加剤・塗布剤等となります。施行は本年 6月 1日とな

り、輸入するすべての製品に使用される原材料がリストに適合していることを製

造者または輸出者等より文書で確認して下さい。 

 

・  小樽検疫所では、制度施行後の器具等の届出の際は、確認した結果を備考欄に「ポ

ジティブリスト適合」と記載するようお願いすることとしています。 

 

②乳・乳製品・水産食品の衛生証明書 

・  本年 6月 1日より、乳及び乳製品及び水産食品（フグ、生食用カキ）の輸入につ

いては、衛生証明書の添付を義務付けることとなりました。 

 

・  対象食品を輸入届出する際は、衛生証明書を別途、食品監視課窓口に提出するこ

とになります。衛生証明書の様式は二国間協議により合意できた国のものから順

次、通知等でお知らせします。 

 


