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１．令和元年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果 

   厚生労働省において、令和元年度における輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及

び輸入食品監視統計が公表されています。 

本結果は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページに掲載しています。 

 

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

kanshi/index.htm 

 

[概要]               

                   ［ ］カッコ内は平成 30 年度の数値 

（１）法第 27条の規定に基づく輸入届出の審査 

令和元年度の輸入届出件数は約 254万件［約 248 万件］であり、輸入届出重量は約 3,327

万トン［約 3,417 万トン］であった。届出に対して 217,216 件［206,594 件］の検査を実施し、この

うち 763 件（延べ 800 件）［780件（延べ 813 件）］を法違反として、積み戻し又は廃棄等の措置

を講じた（全届出件数の 0.03%に相当）。 

 

（２）法第 28条第１項の規定に基づくモニタリング検査 

令和元年度のモニタリング検査については、99,059件［98,521 件］の計画に対し、延べ 99,636 

件（実施率：約 101％）［99,920 件（実施率：約 101％）］を実施し、延べ 144 件［152件］を法違

反として、回収等の措置を講じた。 

 

（３）法第 26条第３項の規定に基づく検査命令 

令和元年度に実施された検査命令は、令和２年３月 31日時点で、全輸出国が対象の 17 品

目及び 31 カ国 ・ 2 地域が対象の 80 品目を検査命令の対象としており、69,185 件

（延べ 92,635件）を実施し、このうち 201 件(延べ 201 件)に法違反が確認され、積み戻し又は

廃棄等の措置を講じた。 

 

 

 



                                                                                         

 

 

（４）食品衛生法違反状況（違反の条文別内訳） 

・法第 13条違反 450 件 

食品の成分規格（微生物、残留農薬、残留動物用医薬品）、添加物の使用基準等 

・法第 6条違反 222 件 

アフラトキシン等の有害・有毒物質の付着等 

・法第 12条違反 53 件 

指定外添加物の使用 

・法第 18条違反 35 件 

器具又は容器包装の規格 

・おもちゃの規格に係る法第 62 条(準用規定)違反 ３件 

・法第 10 条違反 １件 

食肉の衛生証明書の不添付 

 

 

２．令和２年度小樽検疫所管内の監視状況 

（１）輸入食品等届出件数及びモニタリング検査実施状況(件数) 

※令和 2年度は１０月末までの速報値 

 

         

 

 

畜産食品(7%) 畜産加工品(3%)

水産食品(8%)

水産加工品(9%)

農産食品(3%)

農産加工品(15%)

その他の食品(3%)

飲 料(6%)
添加物(2%)

器 具(40%)

容器包装(1%) おもちゃ(4%)

令和２年度小樽検疫所管内届出品目の構成（％）

10月末時点速報値（届出件数 計20,773件）

検疫所 令和元年度 

届出件数 

令和元年度 

モニタリング件数 

令和元年度 

届出件数（１０月末） 

令和２年度 

届出件数（１０月末） 

令和２年度 

モニタリング件数（１０月末） 

小樽 31,321 1,910 18,282 20,130 1,628 

千歳空港 3,184 85 1,886 643 7 

合計 34,505 1,995 20,168 20,773 1,635 



                                                                                         

 

 

（２）食品衛生法違反状況 

 

届出月 生産国・品目 不適格内容 検査内容 条文 

5月 タイ産うるち精米 腐敗・変敗（カビの発生） 行政検査 第 6条 

8月 中国産うるち精米 腐敗・変敗（カビの発生） 行政検査 第 6条 

8月 中国産うるち精米 腐敗・変敗（カビの発生） 行政検査 第 6条 

 

（３）輸入相談の食品衛生法違反疑い 

 

相談月 生産国・品目 不適格内容 条文 

6月 中国産 

レトルト食品 

ソルビン酸対象外使用 第 13条 

7月 台湾産  

乾燥金針菜 

二酸化硫黄の過量残存 第 13条 

10月 台湾産 

インスタントラーメン 

指定外添加物 

グリチルリチン酸三ナトリウムの使用 

第 12条 

10月 米国産 

ドーナッツミックス 

臭素酸カリウムの対象外使用 

指定外添加物ｱﾙﾐﾉｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑの使用 

第 12条 

第 13条 

 

 

３．年末年始の対応について 

（１）年末年始の閉庁期間及び閉庁期間中の緊急連絡先 

・令和２年１２月２８日（月）１７：１５（届出は１７：００まで）～令和３年１月４日（月）８：３０まで 

・令和３年１月４日（月）８：３０から通常業務 

・緊急連絡先：小樽検疫所食品監視課：０９０－５２２７－７０６０ 

 

（２）年内のモニタリング検査について 

・１２月１６日（水）採取分の検体については、問題なければ１２月２８日（月）までに 

検査結果判明(土・日・祝祭日を除く７開庁日以内)※ 

※容器包装詰加圧加熱殺菌食品に係る成分規格及び放射線照射等の一部検査を除き、年

内の開庁期間以降に検査結果が判明する場合は別途連絡いたします。 

・モニタリング検査強化品の貨物が届出された場合は、年末に限らず検査を実施します。 

なお、１７日以降に採取した検体は年始に結果判明になる場合があります。 

 

（３）自主検査又は命令検査該当貨物について 

・１２月２８日（月）までに検査結果が判明しない貨物がある場合は、当課へ事前に連絡するよう

お願いします。 

・自主検査又は命令検査該当貨物を輸入する場合は、検査時間等を含め、余裕をもって計画

的に輸入されるようお願いします。 



                                                                                         

 

４．モニタリング検査及び現場検査の実施について 

（１）検査の日程調整について 

・ 当検疫所の管轄は広範囲に渡っていることから、モニタリング検査の日程調整については、

効率的に実施できるよう調整しながら行っているところです。 

  事前届出制度を活用することで、早期にモニタリング検査の通知や日程調整を行うことがで

きますので、引き続き事前届出するようお願いします。 

・ 一般届出の貨物（到着後の届出）がモニタリング検査に該当した際、既に計画しているモニ

タリング検査がある場合、希望の日程で検査の実施ができない場合があります。また、これ

を理由に検査を省略できるものではありませんのでご留意ください。 

 

（２）貨物の確認について 

    最近、現場検査の実施時に届出内容と実際に輸入されている貨物に相違が見られる事例

や届出時の数重量と相違していることが判明し、再届出等の事務処理を行う事例が多くなって

きています。 

    輸入前や貨物到着後の各段階で、届出内容に相違・変更が無いことを確認（原材料、数重

量の確認、衛生的な事故等の確認）をした上で、現場検査の日程調整や済証の受け取り処理

を行ってください。 

 

５．事前輸入相談について 

円滑な相談の実施について、今後の輸入相談の受付・相談方法について以下のとおりの運

用とさせていただいきます。 

 

（１）相談時間 

  月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

   8：30～12：00 (12:00～13:00はお昼休みを頂いております。) 

  13：00～17：00 

 

（２）対象貨物 

・ 営業・販売目的（不特定もしくは多数の者へ有償、無償に関わらず配布する場合を含む）

での輸入を検討している食品、添加物、器具・容器包装及び乳幼児を対象としたおもちゃ  

・ 本邦へ貨物が到着していないもの 

     輸出国から搬出され、７日以内に到着予定の場合は、輸入相談ではなく届出の準備をし 

てください。 

 

（３）相談方法 

・ 事前に FAX、又は郵送にてお送り頂いた相談資料を輸入食品相談指導室担当官が確認

の上、面談、又は電話にて行います。相談資料は、別紙の「相談用紙」に相談者（法人名）

の氏名、電話番号及び FAX番号、相談内容を記入して送付してください。 

なお、来所による相談を希望される方は予約制となっておりますので、相談用紙に来所

希望の旨をご記入ください。追って日程調整のご連絡をします。 



                                                                                         

 

 

 ・ 相談の回答については、相談資料の受付順に行っているため、混み具合にもよりますが７

開庁日程度のお時間をいただきます。FAX 送付後、７開庁日を過ぎても返信がない場合

には、FAX 送受信トラブルの可能性がありますので、お手数ですが輸入食品相談指導室

あてにご連絡をお願いします。 

 

資料送付・連絡先 

〒047－0007 

小樽市港町 5番 2号 小樽地方合同庁舎 1階 

小樽検疫所食品監視課 輸入食品相談指導室 宛 

TEL 0134(32)4304 / FAX 0134(25)6069 

 

（４）資料送付の留意事項 

・ 電子メールでの資料の受領及び相談の回答はセキュリティの観点より承っておりませんの

で、あらかじめご了承願います。 

・ 送付する書類はモノクロでも読めるものをご用意ください。下地に色が付いている書類等 

は文字が読めなくなるものがありますのでご注意ください。 

・ 大量の FAX（概ね 20枚超）は他業務の遅延・滞留の原因となるおそれがあるため、郵送等 

でお送りください。 

 

 


