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１ 自主回収報告制度の趣旨 

Ｑ１ 自主回収報告を義務づける理由は何ですか？ 

自主回収の報告を義務づけることで、県が自主回収情報を的確に把握す

るとともに、県民に迅速かつ的確な情報を提供することが可能となります。 

その結果、事業者の迅速な自主回収への支援と県民の健康被害の未然防

止を図ることができるためです。 

 

 

Ｑ２ 今まででも自主的に保健所に相談しているが、条例に基づき制度化さ

れることで、何が変わりますか？ 

今までも事業者から保健所に様々な相談が寄せられていましたが、相談

するか否かは事業者の任意の判断に委ねられていました。 

また、回収商品を広く周知するために社告等も行われていますが、その

方法や内容について統一されているわけではありません。 

こうした状況を踏まえ、条例で報告を義務づけることで、県下全域で一

定のルールに基づき対応することができ、確実な回収が可能となります。 

 

 

Ｑ３ 自主回収の報告内容を県が公表するのはなぜですか？ 

県が公表することにより、より多くの県民に対し、迅速かつ的確に自主

回収情報を周知することができます。 

このことにより、回収が一層促進され、消費者の健康被害を未然に防止

することができます。また、自主回収情報の公表や危害の排除に積極的に

取り組む事業者として県民の信頼が向上することも期待されます。 

 

 

Ｑ４ 自主回収の情報は全て公表するのですか？ 

健康被害の未然防止と回収の迅速化を図る観点から、報告された情報は

原則として公表することとしています。 

ただし、健康被害が発生する可能性が極めて低く、かつ、以下のいずれ

かに該当する場合は、公表しない場合があります。 

①対象商品の販売量が極めて少なく、流通範囲も限定されるなど、全県

的に公表する必要がない場合 

②公表することで、県民の不安を著しく助長する場合や風評被害の発生
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が予想される場合 

 

 

 

２ 特定事業者 

Ｑ５ 食品表示法に基づく固有記号を使用している販売者に報告義務があ

るのはなぜですか？ 

固有記号を使用する販売者は、製造者とともに食品の安全性に一定の責

任を有し、自主回収等の判断に関与する責務があると考えられることから、

報告義務を課しています。 

 

 

Ｑ６ プライベートブランド商品について、販売事業者に報告義務を課すの

はなぜですか？ 

プライベートブランド商品は、そのブランドの知名度や信頼度に基づき

販売されているものであり、販売者であるブランド企業は、食品の安全性

に一定の責任を有するとともに自主回収等の判断に関与する責務がある

と考えられます。 

このため、プライベートブランド商品については、製造者とともに販売

事業者にも報告義務を課しています。 

 

 

Ｑ７ 営業所は県内にあるが、本社や製造所等は県外にある。このような事

業者に報告義務を課すのは県条例の範疇外ではないですか？ 

県外に本社を置く事業者であっても、県内に食品を流通させていれば、

その食品の安全の確保について県民に対する責務があります。 

したがって、県内に事業所・事務所のある事業者にも報告義務を課して

います。 

 

 

Ｑ８ 営業所は県内にあるが、本社や製造所等は県外にある。このような事

業者に報告義務を課す理由は何ですか？ 

本制度で事業者から報告を求めるのは、事業者に回収情報に関する内容

を確認し、県民に広くその事実を周知するためです。 

したがって、県内に食品を流通させている限り、県内に事業所・事務所
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を有していれば報告を求めることとしており、営業所も事務所・事業所に

含まれます。 

なお、自主回収の原因施設を所管する自治体が当該施設（本社や工場）

に対し指導を行うことは食品衛生法上、当然の役割ですので、その自治体

（保健所）の指導に従っていただくことになります。 

 

 

Ｑ９ 県内に事務所・事業所がなくとも県内に食品を流通させていれば、報

告義務の対象とすべきではないでしょうか？ 

報告義務の対象は、自主回収に着手した事業者ですが、県内に事務所・

事業所がない場合には、報告の内容を確認することが困難です。 

このため、県内に事務所・事業所のない事業者については、報告義務の

対象としていません。 

 

 

Ｑ１０ インターネット等による通信販売を行っている事業者ですが、販売

先がすべて把握できる場合も報告義務が生じますか？ 

通信販売は、「直接消費者に販売することを主として営む者」として考

えられ、購入者を特定し、速やかに情報提供ができることから、報告の必

要はありません。 

ただし、行政として関係法令に基づく指導や改善状況の確認の必要があ

りますし、他の自治体や県民からの問合せも想定されます。 

したがって、理由の如何を問わず、自主回収を行うような事案が発生し

たら最寄りの保健所にご連絡ください。 

 

 

Ｑ１１ 「自ら生産・製造・輸入・加工した食品を直接県民に販売すること

を主として営む者」とはどのような場合ですか？ 

①施設内で製造・加工した食品を、他者に卸売りせずに店頭で販売する場合 

②自身が輸入した食品を他者に卸売りせずに自身の店頭で販売する場合 

③自身が栽培した農産物を直売所でのみ販売する場合 

などが挙げられます。いずれの場合も、卸売りした場合と異なり、比較

的限定された地域内の顧客に販売されているのが特徴です。 

なお、自身が製造加工輸入した食品を、百貨店やスーパー内の店舗、自

社の直営店などに配送し販売している場合には、限定された地域内の顧客

に販売されているとは見なせない場合もありますので、その措置について
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は最寄りの保健所に相談してください。 

 

 

Q１２ 店内施設で製造した製品を店頭で販売している事業者は報告する

必要がありません。こうした事業者が製造した製品で健康被害をも

たらす可能性があっても報告の必要はありませんか？ 

本制度は、県民に広く情報提供すべき事例を報告の対象としていますが、

店内施設で製造した製品を店頭で販売する事業者の製品は、比較的限定さ

れた地域で流通していると想定されるため制度の対象外としています。 

しかし、対象商品による健康被害が認められる場合には、本制度の適用

の有無に関わらず様々な手段を講じて県民に情報を提供する必要がある

ことから、保健所は事業者に対して十分な周知を指導するとともに、必要

に応じて回収命令や公表等の措置を行います。 

 

 

 

３ 報告が必要となる場合 

Q１３ 報告が必要な自主回収かどうか、どのように判断すればいいです

か？ また、事前相談はどのようにしたら良いですか？ 

本制度で報告が必要となる場合は、食品衛生法又は食品表示法に違反す

るものや違反する疑いがある商品を回収する場合で、次のような場合があ

ります。 

ただし、例外的な規定もありますので、自主回収の必要が生じた段階で、

まず最寄りの保健所に相談して下さい。 

【報告対象となる事例】 

①人の健康に被害が発生するおそれのある異物が混入した可能性があ

るもの 

例：製造ラインの部品が破損し製品に混入した 

包装の密閉不良のため製品の一部にカビが発生した 等 

②法律の規格基準に違反するもの 

例：販売店の自主検査で、残留基準を超える農薬が検出された農産物 

例：製造した牛乳の自主検査で、大腸菌群が陽性になった 等 

③食品添加物の使用基準に違反するもの 

例：製造した味噌の自主検査で、基準値を超えるソルビン酸が検出
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された 等 

④賞味期限または消費期限を本来の設定より長く表示してしまったもの 

例：「消費期限：21.5.31」と表示すべきところを「消費期限：

22.5.31」と表示した 等 

⑤表示からアレルギー物質を含む旨の表示が欠落したもの 

例：原材料に小麦澱粉を使用しているが、原材料欄に「澱粉」とし

か表示せず、「原材料の一部に小麦を含む」旨の表示がない  等 

⑥保存基準の定められている食品の保存方法の表示基準に違反するもの 

例：冷凍食品に「－18℃以下で保存」と表示すべきところを「10℃

以下で保存」と表示した 等 

 

 

【報告対象とならない事例】 

①食品衛生法による回収命令等の対象食品（条例第２７条第１項第１号） 

県が実施する収去検査により食品衛生法違反が認められた場合 

②違反内容による例外（条例第２７条第１項第２号） 

「保存方法」、「期限表示」、「アレルゲンを含む旨」以外の食品表

示法第４条で既定する表示基準に違反する場合 

例：「山口県宇部市○○町○○番地」と表示すべきところを「宇

部市○○町○○番地」と表示した場合 

「保存料（ソルビン酸）」と表示すべきところを「ソルビン

酸」と表示した場合 等 

③流通実態による例外（条例第２７条第１項第３号、第４号） 

・県内に流通していないことが明らかな場合 

例：県外の地域限定販売の商品 

特定の飲食店にのみ提供されている商品 等 

・消費者に販売されていないことが明らかな場合 

例：原材料として事業者に販売したのみの場合 

（商品として販売されていない場合） 

例：出荷された商品が店頭に陳列される前に自主回収を行う場合 等 

④販売方法による例外（条例第２７条第２項） 
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自ら生産し、または輸入した食品を、卸売を行うことなく、直接県民

に販売する場合（Ｑ１２参照） 

 

Ｑ１４ 自主回収するように行政指導を受けた食品についても報告義務はあり

ますか？ 

健康被害に関する情報については、県民に周知する必要があることから、

保健所からの行政指導の有無に関わらず報告する必要があります。 

ただし、食品衛生法に基づく回収命令等の場合には、当然、県は情報を

把握し、情報を公表しているので、この制度の対象外となります。 

 

 

Q１５ 自主回収情報を社告で掲載するので、報告は必要ないですか？ 

社告を掲載しても、通常1日限りであり、膨大な費用を要します。また、

提供される情報も、県民にわかりやすい適切な内容でなければなりません。 

このため、社告等で周知を行っているか否かに関わらず、県民への正確

かつ適切な情報提供の観点から、社告の有無にかかわらず報告は必要です。 

 

 

Q１６ 県内に流通する食品のすべてについて適用されるのですか？ 

県内に流通するすべての食品を対象にしていますが、自主回収の報告の

義務は、県内に事務所・事業所のある特定事業者に限られます。 

また、小売店の店頭には出ていない場合など、県民に販売されていない

ことが明らかな場合にも報告の義務はありません。 

 

 

Q１７ 食品表示法に基づく表示違反による回収は、すべて報告義務がありま

すか？ 

食品表示法では、第４条の食品表示基準に違反している場合であっても、

健康被害のおそれが極めて低いと考えられることから報告の対象外とし

ました。ただし、表示違反のうち、「アレルゲン」の表示欠落のように健

康被害のおそれがある場合は対象としています。（Ｑ１３参照） 

 

 

Q１８ 報告する必要のない自主回収事例の場合は、保健所に相談・報告し

なくてもいいのですか？ 
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報告義務の対象でなくても、行政として関係法令に基づく指導や改善状

況の確認の必要がありますし、他の自治体や県民からの問合せも想定され

ます。 

したがって、理由の如何を問わず、自主回収を行うような事案が発生し

たら最寄りの保健所にご連絡ください。 

 

 

Q１９ 業務用の商品は対象外ですか？ 

業務用食品であっても、スーパーマーケットやディスカウントショップ

等では、個人消費者向けにも販売されているものもありますので、報告が

必要です。ただし、販売ルートが限られていて、県内に流通していないこ

とが明らかな場合には、報告する必要はありません。 

 

 

Q２０ 県内に流通していない地域限定の商品は対象外ですか？ 

本制度は、広く県民に情報提供すべき自主回収情報を報告の対象としてい

ます。 

したがって、地域限定販売商品など、県内に流通していないことが明らか

な場合については、報告義務の対象外としています。（Ｑ１３参照） 

 

 

 

４ 報告する事業者（県内に複数の事務所・事業所等がある場合） 

Q２１ 県内に同格の営業所が２ヵ所ある場合、どちらが報告すればいいで

すか？ 

本制度で報告を行うのは、当該自主回収への対応について県内で最も重

い責任を持つ事務所・事業所を原則とします。例えば、同程度の責任を持

つ複数の事務所・事業所のみがある場合は、対応者を決めてから報告して

ください。 

 

 

Q２２ プライベートブランド品の場合、製造者の本社と販売者の本社とも

県内にある場合は、どちらが報告したらいいですか？ 

製造者・販売者間で相談の上、当該自主回収を主体となって行う事業者

が報告してください。 
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Q２３ 県内に製造施設のみがあるが、対象商品は県外の別の製造所で製造

したものである場合、県内の製造所は自主回収を行わなくても報告

する必要がありますか？ 

本制度で事業者から報告を求めるのは、事業者に回収情報に関する内容

を確認し、県民に広くその事実を周知するためです。 

したがって、県内の製造所が自主回収に直接携わらなくても、報告を求

めることとなります。 

 

 

 

５ 報告先 

Q２４ 特定事業者に該当するので県に報告しましたが、製造施設はA県に

あります。A県には相談しなくても良いですか？ 

本制度で事業者からの報告を求めるのは、回収情報についてその内容を

確認し、県民に広くその事実を周知するためです。 

なお、自主回収を行う原因となった製造施設を所管する保健所が当該施

設に対し指導を行うことは食品衛生法上、当然の役割ですので、A県の所

管の保健所に相談の上、原因究明等についてその指導に従ってください。 

 

 

Q２５ 自主回収を行うことになりました。どこに報告すればいいですか？ 

本社、製造所、事務所等の所在地により次のとおり報告してください。 

① 県内に製造工場等の事業所がある場合  

事業所の所在地を管轄する保健所に提出してください 

② 県内に本社がある場合  

②-１ 県内に回収を行う事業所がある場合 

本社か事業所のいずれかの所在地を管轄する保健所に提出してください  

②-2 県内に回収を行う事業所がない場合 

本社の所在地を管轄する保健所に提出してください 

③ 県内に回収を行う事務所のみがある場合  

主たる事務所の所在地を管轄する保健所に提出してください 
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６ 自主回収着手とその報告 

Q２６ 保健所にはいつの時点で相談・報告すればよいのですか？ 

自主回収報告に該当する事案かどうかを判断する必要がありますので、

自主回収することになりそうな事案が確認されたら、早めに最寄りの保健

所に相談してください。 

 

 

Q２７ 回収原因等の詳細な内容は、すぐに判明しない場合もありますが、着

手報告書の提出時に記入しないといけませんか？ 

原則として、着手報告書の全項目を記入の上、提出していただくことが

望ましいのですが、回収に至った原因など、事業者として把握するために

相当程度時間のかかる項目もあると想定されます。 

したがって、次の事項が満たされていれば着手報告を受理することにし

ています。この場合、他の項目は後日、確認出来次第、FAX等で送ってい

ただくことも可能です。 

【提出時に最低限必要な項目】 

①回収する食品の名称 

②回収する食品を特定するための情報（形態、容量、期限表示、製造番号等） 

③回収を開始した年月日 

④生産等が行われた事業所の名称及び所在地 

⑤回収の理由 

⑥回収方法及び問い合わせ先等 

⑦想定される健康への影響 

⑧回収を行う事務所又は事業所 

 

 

Q２８ 「想定される健康への影響」とはどの程度を書けば良いのですか？  

「通常の食べ方であれば問題なし」、「場合によっては下痢等の症状を

起こすことがある」など、回収に至った原因から事業者として把握できる

範囲で記入してください。 
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Q２９ 着手報告書に添付した方がいい書類等がありますか？ 

自主回収対象商品をより正確に把握し、適切な措置を図るため、回収理

由に応じて次の資料を添付していただきますようお願いします。 

・対象商品のパッケージ、製品表示部分のコピー、荷姿写真 

・販売先リスト、販売数量リスト 

・自主検査の結果の写し 

・異物の写真 等 

 

 

７ 自主回収の終了とその報告 

Q３０ 自主回収が終了しましたが、回収品の集積地が県外の場合はどのよ

うにしたらいいですか？また、その処分の確認等についてはどのよ

うにしたらいいですか？ 

回収された食品が県内にある場合には、措置が適切に行われたか現地確

認をしますが、県外の場合には伝票・証明書等でその旨を確認します。 

 

 

８ 自主回収情報の公表 

Q３１ 報告された情報はどのようにして県民に公表するのですか？ 

自主回収に係る情報は県のホームページ（下関市のホームページ）に掲

載することとしています。 

なお、重大な健康被害を発生する可能性があるなど、緊急に情報を周知

する必要がある場合には、記者発表等の広報媒体も活用します。 

また、必要に応じて、量販店への通報（店頭告知の依頼）や消費者団体

への連絡等、様々な方法を用いて県民への周知を図ります。 

 

 

Q３２ 事業者が報告した内容がそのまま公表されるのですか？ 

県民がわかりやすいような表現に変更する場合があります。また、「想

定される健康への影響」については、特定事業者から報告された内容だけ

でなく、基準値や国の見解等をあわせて掲載し、健康への影響などを県民

が理解しやすいようにお知らせすることにしています。 
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Q３３ ホームページに公表された自主回収着手情報は、削除されますか？ 

自主回収終了報告を提出していただき、内容を確認してから、終了した

旨を1週間掲載した後に削除します。 

 

 

Q３４ 県が公表するのであれば、社告はしなくてもいいですか？ 

食品の安全性や信頼性に関する正確な情報を県民に提供するのは、事業

者としての責務です。 

県が公表することに関わらず、事業者としても積極的な周知活動に取り

組む必要があります。 

 

 

Q３５ 食品衛生法に基づく回収命令の対象となるなど、本制度の対象外に

なった場合、公表されている情報はどうなりますか？ 

対象外となった理由をホームページで１週間公表した後に削除します。 

 

９ その他 

Q３６ 自主回収報告をすれば食品衛生法違反又は食品表示法違反であっ

ても行政処分されませんか？ 

自主回収報告制度の目的は、事業者の自主的な取組により健康被害を未

然に防止しようとするものです。 

したがって、自主回収が適切に行われ、健康被害の排除が確実に行われ

ている場合、当該食品に対してあえて行政命令等を行う必要性は乏しいと

思われます。 

しかし、健康被害が発生している、事業者では原因究明が困難で事業者

自身では再発防止対策がとれない、回収方法等が不適切で迅速かつ確実な

回収が期待できないなど、行政が積極的に関与する必要がある場合には、

回収命令等の行政命令等の措置をとることになります。 

 

 

Q３７ 自主回収について報告しなかった場合は何か罰則がありますか？ 

罰則は規定していません。 

本制度は、事業者の自主的な取組を支援するものでありますので、報告
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が必要となる回収事案であれば速やかに保健所に報告してください。 

なお、条例では、自主回収の着手に係る報告をしない事業者に対し、報

告するよう勧告することができ、また、正当な理由なく勧告に従わない場

合は、その旨を公表することができるように規定しています。（第３０条） 

食に対する県民の関心が高まっている中で、勧告に従わない旨を公表さ

れた場合、その事業者は県民や取引関係者の信頼を失うことになり、相当

の社会的制裁を受けるようになると予想されます。 
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報告の義務なし 

自主回収報告制度に基づく報告義務の判断フロー 

自主回収をする食品は、食品衛生法違反または食品

表示法違反（保存の方法、期限表示及びアレルゲンに限る）、

あるいは、そのおそれがありますか？ 

自主回収をする食品は、県内に流通していますか？ 

または、既に店頭に陳列されるなど、消費者に販売さ

れていますか？ 

渡っていますか？ 

あなたは以下のいずれかに該当する事業者ですか？ 

①食品の製造者、輸入者、加工者及びその団体 

②製造者の製造所固有記号に係る販売者 

③商品に自社（自店）名を冠する（プライベート 

ブランド商品）販売者 

④農林水産物の生産者及びその団体 

県内に事業所または事務所がありますか？ 

回収する食品は、流通過程で卸売されていますか？ 

 

複数の自店舗で広く販売していますか？ 

報告の義務あり 

報 

告 

の 

義 

務 

な 

し 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


