
３ 野菜ジュース製造業のトレーサビリティシステムモデル 

 
 （１）システムの全体構成 
 
 
 
  ここで、野菜ジュース製造業のトレーサビリティシステムモデルについて、説明します。 

 ○ 野菜ジュース製造業のトレーサビリティシステム（モデル）の特徴 
 
   ● トレーサビリティの根拠となるのは製造ラインからのＤＣＳログの自動取得に

よる製造工程実行記録の蓄積（ＣＩＰの時間、投入、排出のスタート、エンド（時

間）、量）による製造ロット番号 
       ＊原料銘柄と製造工程、製造条件がトレースされる。 
 
  ● ロット番号で処理を関連づけ →  缶詰め時に印字したロット番号により追跡 

 
 
  ＊ ここでは、ＤＣＳログによる製造工程記録の自動取得をベースとしていますが、 

清酒業と同様に製造工程帳票、指示書を元にした追跡システムも可能であり、企業

の実情に応じ検討されることが適当です。 
 
   原料入庫の際に、生産者（もしくはＪＡなど）から、原料ロットおよび生産履歴情報 
  を入手します。 
   濃縮工程、商品製造工程の際にロット番号（原料ロット番号）を付与し、このロット

番号を元に工程管理がなされます。 製品にも、ロット番号（製品ロット番号）を印字

します。 

製造工程の記録蓄積に関しては、製造ラインからのＤＣＳのログより、指示ＩＤに対

しての実行時間、量（実績）のデータを取得して蓄積します。 

これにより、原材料と製品のひもつけが可能となることより、トレーサビリティが可

能となります。 
     ＤＣＳログの使用により、トレーサビリティを作業負荷を高めることなく導入するこ

とが可能になります。 

   また、情報開示においては、野菜ジュースに関する知識、教養、貯蔵方法、健康に関

する話（商品情報）、企業、ＪＡ、生産者の紹介（企業情報）、原材料の品質基準、製

造管理の取組み（安全情報）、野菜の生産履歴、野菜ジュース製造の製造工程履歴（製

造情報）などを消費者ニーズに対応して提供が可能とします。 
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 （２）トレーサビリティ検索システム 
   

① 生産履歴管理システム 

  

原料の生産履歴の登録、管理作業 

       原料の生産履歴の登録、管理については以下の４通りの登録方法が可能です。 

・ 手書き生産履歴シートのスキャニングとＯＣＲ（光学文字読取）によるデ  

 ータベース登録 

・ 手書き生産履歴シートのＦＡＸ－ＯＣＲによるデータベース登録 

・ インターネットブラウザによるｗｅｂ登録、ＥＸＣＥＬでの自動登録 
・ ＪＡなど集出荷団体からのデータ受渡し 

   注）北海道においては、生産者のＦＡＸ普及率が非常に高いため、ＦＡＸの 

     利用が効果的である。 

 

   原料の生産段階の安全性確認 
    登録された生産履歴より、農薬の適正使用基準（成分、希釈倍率など）の適合 
   判定を行い、原料の安全性を確認します。 
    品質トラブルの未然防止と品質の向上に繋がります。 
 
   原料ロット番号の発行   
    ＪＡなどの出荷団体での出荷時もしくは、製造工場の受払時に原料ロット№を 
    発行します。 
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  ②製造工程管理システム  
 

濃縮（カット～濃縮、計量）工程 
    製造工程におけるトレーサビリティ情報として、野菜ジュース製造における各工

程のロット情報、プロセス（作業内容）、品質情報を蓄積して管理します。、 
      
    ・各工程のＤＣＳログの取得、蓄積（データベース登録） 
        ・原料関連帳票にロット番号を入力                      
    ・開示情報（原料産地・銘柄等）を入力 
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③追跡の手順 
        ここで、ある製品について、予期せぬ食品事故があった場合や消費者や取引先等

   からの問い合わせがあった際、当システムを用いて、当該製品の使用原料や工程管

   理帳票を追跡する手順は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
④トレーサビリティの活用イメージ 
 
   万が一の品質トラブルの発生時の迅速な対応および消費者、取引業者からの問合せ 
   に対しても迅速な対応が可能になります。 
    ※活用イメージは、清酒業と同様 
 
 
⑤ 流通履歴管理システム    
     
   ここでは、出荷品製造ロット、出荷情報のトラッキング（製品ロット№、消費期限な

ど）の追跡を可能とします。また、野菜ジュース製造の輸送、貯蔵に重要な品質情報

（温度管理、保管状態など）を記録保管します。  
    ※活用イメージは、清酒業と同様 
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 ⑥情報開示システム  
 
   情報開示においては、野菜ジュースに関する知識、教養、貯蔵方法（商品情報）、企

業、ＪＡ、生産者の紹介（企業情報）、原材料の品質基準、製造管理の取組み（安全情

報）、野菜の生産履歴、野菜ジュース製造の製造工程履歴（製造情報）などを消費者ニ

ーズに対応して提供が可能となります。また、生産者のコメントなどの話題提供も可能

とします。 
 
             【ＰＨＡＳＥ１ 商品情報例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
             【ＰＨＡＳＥ２ 企業情報例】 
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             【ＰＨＡＳＥ３ 安全情報例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             【ＰＨＡＳＥ４ 製造情報例】 
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４ トレーサビリティシステムの導入・コスト 

 
      ＊ 試算は「道産加工食品に関するトレーサビリティシステム検討委員会」が算定

     したものです。 
    

      トレーサビリティシステムの構築に向けては、投資効果等を考慮した場合、情報開示

システムの導入から段階的に行うことをお勧めします。 

ここでは、情報開示システムの導入コストとトレーサビリティ検索システムの導入コ

スト、運営コストについて説明します。 
 
（１）情報開示システムの導入コスト 
 
  情報開示システムの導入に関しては、個別導入モデルとセンター利用型モデルがありま
す。個別導入モデルは、各企業が自社製品のＰＲを兼ねた独自性の高いポータルサイトコ

ンテンツを構築、導入するモデルです。それに対して、センター利用型モデルは、公的機

関、民間企業の運営しているセンターに自社製品の情報を登録して、消費者に対して情報

を開示するモデルです。センター利用型モデルでは、(独)食品総合研究所が運営している

「ＳＥＩＣＡネットカタログ」のような公的データベースの活用により、無料で導入する

ことも可能です。 

 
      情報開示システムの導入コスト（試算）は次表のとおりです。 

 ○ 情報開示システムの導入コスト試算 

   ● 個別導入モデル                     1,700,000 円～ 
      (内訳) 

  ポータルサイトコンテンツ製作    300,000 円  
  ソフトウェア    100,000 円  
  設置・導入費用    100,000 円  
  カスタマイズ費用    200,000 円  
  小  計    (Ａ）    700,000 円  
  
  ハードウェア（Ｂ）   1,000,000 円 
  

 

  合  計 （Ａ＋Ｂ）   1,700,000 円 

 

   ● センター利用型モデル                    0 円～ 
      ※センターにより、サービス内容、コストが異なりますのでお手数ですが 
     必ず、事前に各センターへのお問合せにてご確認下さい。 
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（２）トレーサビリティ検索システムの導入コスト 
   
  トレーサビリティ検索システムの導入コスト（試算）は次表のとおりです。  

 

 ○ トレーサビリティ検索システムの導入コスト試算 
 
   ● 個別導入モデル（サーバ１台、端末２台） 
    ・ 市販データベースソフト             500,000  円 ～  
    ・ システム設計・開発(＊1)           2,000,000  円 ～ 
       ・ ハードウェア                       1,300,000  円 ～ 
           合  計                           3,800,000  円 ～ 

     (＊1) 導入コンサルティング費用・インストール費用を含む。 
       価格は目安価格なので案件毎に変動する。 
            年間保守費用は、運営コストに含まれるものなので、後述。 

 
 
（３）システムの運営コスト 
 
    システムの年間の運営コスト（試算）は、次のとおりです。 
   ○ 情報開示システム 
 
 
       ・ システムの維持費用（年間保守費用） 

  個別導入モデル     30,000 円～  

  センター利用型モデル        0 円～ 

 

       ※システムの形態、方式等により費用は、変動しますので 
必ず個別にご確認下さい。 
 

   ○ トレーサビリティ検索システム 
        ・ システムの維持費用（年間保守費用）     個別見積 
 

※ 上記維持費用は、トレーサビリティシステムの導入ハードウェア、ソフトウェアに 
関する維持費用です。 
その他、運営に当たっては以下の費用が発生いたしますが、費用については関係会社、

関係機関との個別の確認をお願いいたします。 
・ ハードウェア動作に伴う電気代金 
・ システム運用に関わるプリンタインク、用紙代金などの消耗品費 
・ 上記、システム運営に関する担当者の人件費 
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Ⅲ 資料編

用語解説

ＩＣタグ

ＩＣ（集積回路）チップにＩＤを記憶させ、読み出しを行う小さなタグ。通常電子タグと同義に用いられる。トレ

ーサビリティにおいても、媒体の一つであり、国は電子タグを活用したユビキタスシステムの実証を行っている。

ＩＳＯ２２０００

ＣｏｄｅｘのＨＡＣＣＰシステムにＩＳＯ９００１のマネジメントシステムを導入した規格で、食品安全に関連

。 。する側面を取り扱うリスクマネジメントシステム フードチェーンに直接的・間接的に関わる組織が規格の対象

「トレーサビリティシステム」についても言及されている。

ＯＣＲ (Optical Character Reader)

文字などを直接機械で読みとらせる光学式文字読み取り装置。

ＣＯＤＥＸ （コーデックス委員会）

ＦＡＯ（国連食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機関）が合同で、国際貿易上重要な食品について国際的な規格

を策定するため、１９６２年に設立された委員会。ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理は、１９９３年、本委員会で

ガイドラインが示された。

食品安全委員会

食品安全基本法に基づき内閣府に設置。食品のリスク評価、関係行政機関への勧告、実施状況チェック、内外の

危害情報の収集・整理等を実施する委員会。各大臣は、食品の安全性の確保に関連する規制の内容等を改廃しよ

うとする時は、本委員会の意見を聴かなければならないこととされている 【 】。 http://www.maff.go.jp/index.html

食品安全基本法

食品の安全性の確保を図るための基本理念、関係者の責務（役割）や施策の基本方針等を定めることにより、

食品の安全性の確保に関する各種施策を総合的に推進することを目的として２００３年、制定された。リスク

コミュニケーションの実施に係る規定が盛り込まれている。

食品関連事業者の責務として、第８条がある。

第８条 ・・・その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有して

いることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階に

おいて適切に講ずる責務を有する。

第８条２・・・その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切

な情報の提供に努めなければならない。

第８条３・・・その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力

する責務を有する。

消費者の役割として、第９条がある。

第９条 ・・食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策に

ついて意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たす

ものとする。
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食品衛生法

昭和２２年に制定され、平成１５年の改正で、食品の安全性確保のため、飲食に起因する衛生上の危害発生を防

止し、国民の健康保護を目的としている。食品、添加物、器具及び容器包装の規格基準、表示及び広告等、営業

施設の基準等について規定している。

ＳＥＩＣＡ（青果ネットカタログ）

独立行政法人食品総合研究所 （財）食品流通構造改善促進機構が運用するサイト。生産者が登録した生産出荷、

情報等が閲覧できる 【http://seica.info】。

ＤＣＳ (Data Collection System)

データ収集システム。

道産食品の独自認証システム

道内で生産された農産物、畜産物、水産物または主要な原材料に道産原材料を使用し、道内で製造加工された

加工食品を認証機関の認証を受けて認証マークを表示する道の独自システム。

【http://www.pref.hokkaido.jp/nousei/ns-rtsak/shokuan/seido.html】

道産食品表示ウオッチャー制度

道外における道産食品の表示の適正化を推進するため、２００５年に設けられた制度。

【http://www.pref.hokkaido.jp/nousei/ns-rtsak/shokuan/watcher.html】

ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点方式）

食品製造業における自主的な衛生管理の手法。食品の原材料生産から製造・加工、保存、販売及び流通に至る

までの各段階で発生するおそれのある危害をあらかじめ考慮し、その発生を防止するための衛生管理システム。

最終製品ばかりではなく、システムの構築及びその実施により安全保証を可能にする。

北海道食の安全・安心条例

道民の健康を守り、消費者から信頼される安全で安心な食品の生産と供給を目指し、２００５年、制定された。

【http://www.pref.hokkaido.jp/nousei/ns-rtsak/shokuan/shoku-jourei.html】

ポジティブリスト

原則禁止を行う中で、禁止していないものを一覧で示す制度。平成１５年、食品衛生法の改正により、食品に

残留する農薬、飼料添加物等についても本制度が導入され、平成１８年５月までに施行が決まっている。

（←→ネガティブリスト 原則自由の中で、禁止しているものを一覧で示し規制する ）。

リスク・コミュニケーション

食品に関する多様な情報を公平・迅速に関係者に提供し、対話を行いながら、理解と合意を得る過程。ほかに、

食品による危害の影響等を評価する「リスク評価 、これをふまえて適切な措置を実施する「リスク管理」があ」

る。＊「リスク」とは将来おきるかもしれない損失、または損失や危害がおきる可能性のこと。
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＊ＧＡＰ （Good Agricultural Practices）

販売される農産物の生産段階における病害微生物、汚染物質、異物混入等による危
害を最小限に抑えることを目的として、各工程での危害分析を行い、適切な管理を行
うための手引き及び実践するための取組。

【参考とした資料】

・ 食品の安全に関する用語集 （改訂版） （平成１７年３月、食品安全委員会）「 」
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食 品 産 業 を 巡 る 動 き

年 度 全 国 北 海 道

平成７年 ・製造物責任（ＰＬ）法施行
・食品衛生法改正（厚生大臣による「総合
衛生管理製造過程」承認制度の創設、添
加物の指定範囲を天然物を含むすべての
物質に拡大）

平成８年 ・Ｏ１５７による集団感染発生（大阪、岡 ・道内においてＯ１５７による集団食中毒
山かいわれ大根に疑い、患者１万人） 発生

平成９年 ・北の大地のめぐみ愛食運動道民会議設置

平成１０年 ・ダイオキシン報道による埼玉県産野菜風 ・道産イクラ醤油漬によるＯ１５７
評被害

平成１１年 ・ 食料・農業・農村基本計画」策定 ・腸炎ビブリオによる食中毒続発「
・国内で口蹄疫発生 ・北海道消費生活条例制定

・北海道どさんこプラザオープン（東京）

平成１２年 ・改正ＪＡＳ法施行（全ての生鮮食品や加 ・北のクリーン農産物表示制度創設
工食品・飲料を対象に品質表示・原産地
表示義務化）

・有機食品検査認証制度発足
・雪印乳業の黄色ブドウ球菌毒素による食

（ ）中毒が近畿地方で発生 患者１万５千人

平成１３年 ・食品リサイクル法施行
・遺伝子組み換え食品流通問題
・加工食品の原材料名表示義務化
・国内ではじめてＢＳＥ感染牛発見
・ＢＳＥ全頭検査開始
・中国産冷凍ホウレンソウの残留農薬問題

平成１４年 ・農水省「食と農の再生プラン」公表、食 ・ＨＡＣＣＰにもとづく衛生管理評価事業
品表示ウオッチャー募集 開始

・産地偽装表示発覚 フグ 茶偽装表示等 ・ 道産食品”安全・安心フードシステム（ 、 ） 「
・健康増進法制定（旧栄養改善法） ”推進方針」策定
・ 食品の表示制度に関する懇談会設置」「
（厚生労働省・農林水産省）

（ 期限表示の用語・定義の統一について「
（平成１５年３月）
「加工食品の原料原産地表示に関する今後
の方向 （平成１５年８月）」

・改正食品衛生法施行
・ＪＡＳ法再改正
・農薬取締法改正
・無登録農薬の違法輸入・販売・使用問題
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年 度 全 国 北 海 道

平成１５年 ・食品安全基本法施行 ・学校給食でノロウイルスによる食中毒発
・内閣府に食品安全委員会設置（農水省消 生
費安全局新設、厚生労働省食品保健部を ・北のクリーン農産物制度改正（肥料・農
食品安全部に改組） 薬等の登録基準数値化）

・食品衛生法等の抜本的改正 ・北海道スローフード宣言
・加工食品品質表示基準制定 ・トレーサビリティ推進モデル事業
・牛の個体識別のための情報の管理及び伝 （北海道農政部、水産林務部、経済部）
達に関する特別措置法（牛トレーサビリ
ティ法）制定

・健康増進法施行
・アレルギー物質に係る不適正な表示によ
る食品の回収

・アメリカでＢＳＥ感染牛発見、輸入停止
・山口、大分、京都で高病原性鳥インフル
エンザ確認、鶏卵・鶏肉消費に影響、鳥
類輸入停止

・トレーサビリティシステム開発事業・ト
レーサビリティシステム導入促進対策事
業の実施（農林水産省）

・ 食品のトレーサビリティシステムの構「
築に向けた考え方」作成（農林水産省）

平成１６年 ・加工食品品質表示基準等の改正（原料原 ・北海道食の安全・安心条例制定
産地表示義務化加工食品を２０品目に拡 ・北海道遺伝子組換え作物の栽培等による
大 （ＪＡＳ法） 交雑等の防止に関する条例制定）

・新「食料・農業・農村基本計画」策定 ・ 愛食の日 （どんどん食べよう道産Ｄ「 」
・輸入野菜の産地偽装問題 ＡＹ）制定

平成１７年 ・商標法の一部改正（地域団体商標登録が ・北海道食の安全・安心委員会発足
可能にーＨ１８．４～） ・道産食品ウオッチャー制度発足

・ユビキタス食の安全・安心システム開発 ・北海道食の安全・安心基本計画策定
・導入事業の実施（農林水産省） ・北海道食育推進行動計画策定

・ＩＳＯ２２０００「食品安全マネジメン ・北海道６次産業創造推進懇話会設置
トシステム」発効

・食育基本法制定
・農地制度改正
・ 外食産業における原産地表示に関する「
ガイドライン」策定（農水省）

・鳥インフルエンザに対する世界的懸念の
高まり

平成１８年 ・残留農薬等のポジティブリスト制度導入

－３４－



トレーサビリティシステム関連助成事業（農林水産省）

ユビキタス食の安全・安心システムの開発（継続）

１ 趣旨
電子タグの普及等により、いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュータが使え

る「ユビキタス・コンピューティング」技術が目覚ましい進歩を遂げる中、こうした
最先端の技術を活用して情報の記録等の自動化・簡便化を進め、リスク管理への活用
や 生産・流通の効率化 消費者に伝える各種情報の充実を図ることが可能となる 食、 、 「
の安全・安心システム」を開発することにより、トレーサビリティ・システムの普及
を促進。

２ 事業の内容

ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

ユビキタス・コンピューティング技術を活用して情報の記録等の自動化・簡便化を
進め、トレーサビリティの確保とともに、食品の安全管理等の工場や消費者が簡単に
入手できる情報の充実等を図ることが可能となる先進的なシステム（ 食の安全・安心「
システム ）を、公募方式により開発する。」

[システムの効果]
①農薬をはじめとする生産資材の適正使用の徹底等のリスク管理への活用
②電子タグの活用等による生産・流通の抜本的合理化
③アレルゲン情報等消費者へ提供する食品に関する情報の充実
④消費者からの情報の生産者等へのフィードバック

３ 事業実施主体

民間団体

４ 補助率

定額

５ 事業実施期間

平成１７年度～１９年度

（ ）消費・安全局 消費・安全政策課

－３５－
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18.1.12トレーサビリティシステム道内導入地区
実施団体名 住所・電話番号 品目 概 要 補助金活用状況

国事業名（道事業名）

社団法人北海道酪農畜産協会 札幌市中央区北４条西１丁目１番地 牛肉 国の牛個体識別システムを活用し、農場情報などを提供する道独自の (牛肉ｼｽﾃﾑ推進事業（ﾃﾞｰﾀ
北農ビル１３階 牛の情報公開システム ﾍﾞｰｽ整備事業 ））
011-209-8553 〔北海道産牛肉情報公開システム http://h-beef.net〕 (H15)

導入促進対策事業ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北４条西１丁目 米 米の生産履歴のデータベースを構築。ホームページにより各地域の栽 ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
（ ）011-232-6116 培基準等の情報を提供 システム条件整備事業

〔北海道米安心ネット http://www.e-anshin-net.jp〕 (H15)

導入促進対策事業旭川青果物出荷組合連合会 旭川市流通団地１条２丁目 ホウレ 生産履歴のデータベースを構築。ホームページから生産履歴を公開予 ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
（ ）0166-48-5909 ン草 定 システム条件整備事業
(H16)

導入促進対策事業帯広市川西農業協同組合 帯広市川西町西２線６１－１ ながい 生産履歴のデータべースを構築。消費者等からの問い合わせに対して ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
（ ）0155-59-2111 も 履歴情報の提供可能。 システム条件整備事業
(H16)

導入促進対策事業幕別町農業協同組合 中川郡幕別町本町４５ 馬鈴薯 生産履歴のデータべースを構築。消費者等からの問い合わせに対して ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
（ ）0155-54-4111 その他 履歴情報の提供可能。 システム条件整備事業

野菜 (H16)

導入促進対策事業北海道漁業協同組合連合会 札幌市中央区北３条西７丁目 ほたて ほたてがいの生産・加工段階での履歴についてデータベース化し、情 ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
出荷管理 導入促進事業費補水産ビル がい 報を一元管理する体制を構築 (ﾎﾀﾃｶﾞｲ ｼｽﾃﾑ

011-231-2161 )助金

農事組合法人小清水産直セン 斜里郡小清水町字旭３４１ 野菜 生産履歴をホームページにて公開 地域政策補助金
ター 0152-62-3306 〔http://www.vegeta.jp/info/gaiyo.html〕 (H16)

宗谷岬肉牛牧場 稚内市大字宗谷村字大岬３２８ 牛肉 全農安心システムの全国の第１号認証を取得。ホームページから生産
0162-76-2428 基準を公開

〔http://omosiro.souyanet.ne.jp/soyabeef/〕

ながぬま農業協同組合 夕張郡長沼町銀座北１条５－１９ 米 全農安心システムの認証を取得。ホームページから生産基準を公開
01238-8-2223 〔http://www.zennoh.or.jp/anshin-top/inageya/shouhin-02.html〕

南幌町農業協同組合 空知郡南幌町栄町１丁目４－７ 米 全農安心システムの認証を取得。ホームページから生産基準を公開
011-378-2221 〔http://www.zennoh.or.jp/anshin-top/inageya/shouhin-02.html〕

富良野農業協同組合 富良野市朝日町２－１０ 米 全農安心システムの認証を取得。ホームページから生産基準を公開
0167-23-3532 〔http://www.zennoh.or.jp/anshin-top/ja/furano-wkb_tohto-coop/

index.html〕

ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北４条西１丁目 ＳＰＦ 生産方法や産地をホームページにて公開
011-232-6116 豚 http://www.hokuren.or.jp/greenweb/station/spf/spf/spf/spf1-1.〔

html〕

㈱きのこランド 紋別郡遠軽町生田原２２４５ きのこ SEICAネットカタログに登録。生産方法や産地をホームページにて公
01584-5-2279 類 開

〔http://seica.info/〕
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トレーサビリティシステム開発関係実証事業北海道地区

実施団体名 住所・電話番号 品目 概 要 補助金活用状況
国事業名

別海町酪農・乳製品トレーサ 野付郡別海町別海１３２－２ 牛乳・ 酪農・乳製品におけるトレーサビリティシステムの開発実証試験 トレーサビリティシステ
ビリティ協議会(15年度) 01537-5-2160 乳製品 ム開発事業

〔http://b-milk.st.wakwak.ne.jp〕 (農水省直轄補助事業)

農林水産食品産業トレーサビ （事務局） 青果物 ユビキタスＩＤと連携する多様な品目と生産から消費者に至る多様 トレーサビリティシステ
リティシステム協議会 東京都千代田区神田東松下町１７ 鶏肉 な流通形態に対応した食品トレーサビリティシステムの実証 ム開発事業
(16年度) 日本農業ＩＴ化協会 鶏卵 (農水省直轄補助事業)
・道内構成団体 コープ札幌 03-3258-5458 鮮魚

Ｔ－Ｅｎｇｉｎｅフォーラム （事務局） 農産物 食品に関する生産履歴・加工履歴・流通履歴・販売履歴と食品の個 ユビキタス食の安全・安
(17年度) 東京都渋谷区渋谷３－９－９ 畜産物 体（現物）との紐付けをユビキタスコンピューティング技術を活用 心システム開発事業
・道内構成団体 コープ札幌 03-5467-7700 水産物 して確保し、情報システムによってそれらの情報を効率的に管理す (農水省直轄補助事業)

加工食 ることで、その情報を食の安全・安心を高めるための食品トレーサ
品 ビリティの実現や、さらに副次効果として食品の物流効率化・高信

頼化、店舗における食品の販売促進業務、生産段階における生産支
、 。援など 汎用的かつ多目的に活用できる基盤システムの開発を行う

ＵＨＦ帯電子タグによる水産 （事務局） 鮭 ＵＨＦ帯電子タグを用いた、水産食品を対象とするトレーサビリテ 北海道総合通信局の委託
物トレーサビリティ実証試験 北海道総合通信局 ィシステムの実用化に向けた実証試験 事業（総務省事業）
(17年度) 情報通信部電気通信事業課
・道内構成団体 漁連

（野付漁協）
コープ札幌
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北海道食の安全・安心条例

平成17年３月31日
北海道条例第９号

目次
前文
第１章 総則（第１条－第８条）
第２章 食の安全・安心のための施策
第１節 基本的施策等（第９条－第14条）
第２節 安全で安心な食品の生産及び供給（第15条－第21条）
第３節 道民から信頼される表示及び認証の推進（第22条・第23条）
第４節 情報及び意見の交換、相互理解の促進等（第24条－第27条）

第３章 北海道食の安全・安心委員会（第28条－第35条）
附則
食は人の生命の基本であり、日常の生活の中で安全で安心な食品を摂ることは、心身の健康
を維持するための根幹として重要である。
今、私たちは、豊かな食生活を享受しているが、牛海綿状脳症の発生や食品の表示の偽装な
どにより私たちの食品に対する信頼が大きく揺らぐとともに、有害物質による水や農地などの
汚染が食品の安全性に与える影響も懸念されている。
このような状況の中で、将来にわたって食品の生産のための良好な環境を保全し、生命と健
康の基本である食の安全及び安心を確保することは、私たちすべての願いである。
北海道は、我が国最大の食料生産地域であり、食に関連する産業が地域経済において重要な
役割を担っている。こうした特色を持つ本道において、行政、生産者、食に関連する事業者そ
してすべての道民が、食の重要性に対する自覚を持ち、食に係る消費者の権利を尊重するとと
もに、食の安全及び安心に関するそれぞれの責務と役割を協働して果たすことは、大きな意義
を有する。

、 、 、ここに 食の安全及び安心を確保するための決意を明らかにし 道民の健康を守るとともに
消費者から信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に寄与することとするため、道民の総
意としてこの条例を制定する。

第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、食の安全・安心に関し、基本理念を定め、並びに道及び生産者等の責務

、 、並びに道民の役割を明らかにするとともに 道の施策の基本となる事項を定めることにより
食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって道民の健康の保護並びに
消費者に信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に資することを目的とする。
（定義）

、 、 。第２条 この条例において 次の各号に掲げる用語の意義は 当該各号に定めるところによる
(1) 食の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼を確保することをいう。
(2) 食品 すべての飲食物 その原料又は材料として使用する農林水産物を含み 薬事法 昭（ 、 （
和35年法律第145号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除く ）をいう。。
(3) 生産者等 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響
を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品若しくは添加物（食品衛生法（昭和22年
法律第233号）第４条第２項に規定する添加物をいう ）又は器具（同条第４項に規定する。
器具をいう ）若しくは容器包装（同条第５項に規定する容器包装をいう ）の生産、輸入。 。
又は販売その他の事業活動を行う事業者をいう。

(4) 関係法令 食品安全基本法（平成15年法律第48号 、食品衛生法、農薬取締法（昭和23年）
法律第82号 、肥料取締法（昭和25年法律第127号 、農林物資の規格化及び品質表示の適正） ）
化に関する法律（昭和25年法律第175号 、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号 、飼） ）
料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号 、と畜場法（昭和28）
年法律第114号 、水道法（昭和32年法律第177号 、薬事法、不当景品類及び不当表示防止） ）
法（昭和37年法律第134号 、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139）
号 、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号 、ダイオキ） ）
シン類対策特別措置法（平成11年法律第105号 、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年）
法律第70号 、健康増進法（平成14年法律第103号）その他食の安全・安心に関連する法令）
（条例及び規則を含む ）で現に効力を有するものをいう。。

（基本理念）
第３条 食の安全・安心に関する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 道民の安全で安心な食品の選択の機会を確保すること。
(2) 道民の健康を保護することが最も重要であるという認識の下に取り組むこと。
(3) 道民の要望及び意見を反映するとともに、生産者等その他の道民との協働により取り組
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むこと。
(4) 食品の生産から消費に至る各段階において実施すること。
（道の責務）

第４条 道は、前条に定める基本理念にのっとり、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ
計画的に実施する責務を有する。
２ 道は、食の安全・安心に関する施策を推進するに当たっては、国、他の都府県及び市町村
と緊密な連携を図らなければならない。
（生産者等の責務）
第５条 生産者等は、関係法令を遵守するとともに、その事業活動に係る食品その他の物が道
民の生命及び健康に直接影響を及ぼす責任を自覚し、自主的に食品の安全性の確保に取り組
まなければならない。
２ 生産者等は、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の道民への
提供を積極的に行うよう努めるとともに、国、道又は市町村が実施する食の安全・安心に関
する施策（次条第２項において「国等の施策」という ）に協力しなければならない。。
（道民の役割）
第６条 道民は、食品の消費に際し、その安全性を損なうことがないよう適切に行動し、並び
に食品の安全性、食生活、地域の食文化等食の安全及び安心に関する知識及び理解を深める
よう努めなければならない。
２ 道民は、国等の施策及び生産者等の取組に対し食の安全・安心に関する意見を表明し、又
は提案し、並びに国等の施策に協力するよう努めるものとする。
（国への協力要請及び意見等の提出）
第７条 道は、食の安全・安心を図るため、国に対し必要な協力を求めるとともに、積極的に
意見を述べ、又は提言を行うものとする。
（年次報告等）
第８条 知事は、毎年、議会に食の安全・安心に関して講じた施策等に関する報告を提出する
とともに、これを道民に公表しなければならない。

第２章 食の安全・安心のための施策
第１節 基本的施策等

（基本計画）
第９条 知事は、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画（以
下「基本計画」という ）を定めなければならない。。

２ 基本計画は、食の安全・安心に関する施策の目標及び内容について定めるものとする。
３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができ
るよう必要な措置を講じなければならない。
４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意
見を聴かなければならない。
５ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。
（情報の提供）
第10条 道は、食の安全・安心に関する情報の収集及び分析を行い、正確かつ適切な情報を道
民に提供しなければならない。
（食品等の検査及び監視）
第11条 道は、食品等の安全性及び食品の表示に対する消費者の信頼の確保を図るため、総合
的かつ計画的な食品等の検査及び監視又は指導その他の必要な措置を講ずるものとする。
（人材の育成）
第12条 道は、食品の安全性、地域の食文化等食の安全及び安心に関する専門的な知識を有す
る人材を育成するために必要な措置を講ずるものとする。
（研究開発の推進）
第13条 道は、科学的知見に基づき食の安全・安心を図るため、研究開発の推進及びその成果
の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
（緊急の事態への対処等に関する体制の整備等）
第14条 道は、食品を摂取することにより道民の健康に係る重大な被害が発生し、又は発生す
るおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に必要な体制の整備その他の
必要な措置を講ずるものとする。

第２節 安全で安心な食品の生産及び供給
（食品の衛生管理の推進）
第15条 道は、食品（生産過程にある物を含む ）の衛生管理の向上を図るため、生産者等に対。
する普及啓発、技術的助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
（農産物等の安全及び安心の確保）
第16条 道は、クリーン農業（化学肥料及び化学的に合成された農薬の使用を節減する等環境
への負荷を低減させる農業をいう ）及び有機農業（農林物資の規格化及び品質表示の適正化。
に関する法律施行令（昭和26年政令第291号）第 29条第１号に規定する農産物を生産する農
業をいう ）を推進するため、技術の開発及びその成果の普及、これらの農業を行う者に対す。
る流通、販売等に係る支援、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第17条 道は、遺伝子組換え作物（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
確保に関する法律（平成15年法律第97号）第２条第２項に規定する遺伝子組換え生物等であ
って、作物その他の栽培される植物であるものをいう。以下この条において同じ ）の栽培等。
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に起因する遺伝子組換え作物と他の作物との交雑及び遺伝子組換え作物の他の作物への混入
の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。
第18条 道は、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止を図るため、家畜伝染病の検査及び
監視、防疫の体制の整備、技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずる
ものとする。
（水産物の安全及び安心の確保）
第19条 道は、生鮮水産物の鮮度の保持に必要な技術開発の推進及びその成果の普及、生産者
等の取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 道は、貝毒等による食中毒の防止に必要な検査、生産者等が行う自主的な貝毒等の検査の
実施に対する指導及びその検査体制の整備に対する支援その他の必要な措置を講ずるものと
する。
（生産資材の適正な使用等）
第20条 道は、農産物等に係る農薬の適正な使用等を図るため、生産者等に対す る指導、啓
発その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 道は、動物用の医薬品の適正な使用等を図るため、生産者等に対する指導、啓発その他の
必要な措置を講ずるものとする。
３ 道は、飼料及び飼料添加物の適正な使用並びに飼料の自給度の向上を図るため、飼料及び
飼料添加物の検査、技術開発の推進及びその成果の普及、生産者等に対する指導その他の必
要な措置を講ずるものとする。
（生産に係る環境の保全）
第21条 道は、農用地の土壌の汚染を防止するため、生産資材の適正な使用に係る指導、有害
物質の低減化のための技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるもの
とする。
２ 道は、水域環境の保全を図るため、水質等の監視、家畜排せつ物の適正な管理の促進、森
林の整備、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
３ 道は、硝酸性窒素等による地下水の汚染の防止に関し、地下水の検査及び監視、技術開発
の推進及びその成果の普及、市町村に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

第３節 道民から信頼される表示及び認証の推進
（適正な食品の表示の促進等）
第22条 道は、道民の安全で安心な食品の選択に資するため、食品の表示に関する監視体制を
整備するとともに、生産者等に対する指導及び普及啓発その他の必要な措置を講じ、生産者
等による適正な食品の表示を促進するものとする。
２ 道は、道民の安全で安心な食品の選択に資するため、生産者等の食品に係る生産過程の正
確かつ適切な情報の記録、保管、伝達及び提供の促進に必要な助言その他の措置を講ずるも
のとする。
（道産食品の認証制度の推進）
第23条 道は、道産の食品のうち、道内で生産された農林水産物又はこれを原材料として道内
で加工されたものであって、安全かつ安心で優良な品質特性を有するものの認証に係る制度
の普及に必要な措置を講ずるものとする。

第４節 情報及び意見の交換、相互理解の促進等
（情報及び意見の交換等）
第24条 道は、食の安全・安心に関し、道、道民及び生産者等が相互に情報及び意見の交換を
行い、道民及び生産者等が理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
（食育の推進）
第25条 道は、食育（食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する
ことができる人間を育てることをいう ）を推進するため、普及啓発、学校、家庭及び地域に。
おける食に関する教育及び取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 道は、道内で生産された安全で安心な食品を消費することにより道民が食の安全及び安心
に対する理解を深められるよう、普及啓発、情報の発信、地域の食材の利用の促進その他の
必要な措置を講ずるものとする。
（道民からの申出）
第26条 道民は、食品の安全性又は食品の表示に対する信頼が損なわれる事態が発生したと認
められる情報又はそのおそれがあると認められる情報を得たときは、知事に対して適切な対
応をするよう申出をすることができる。
２ 知事は、前項の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、関係法令
に規定する必要な措置を講ずるものとする。
（財政上の措置）
第27条 道は、食の安全・安心に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。

第３章 北海道食の安全・安心委員会
（設置）
第28条 北海道における食の安全・安心を図るため、知事の附属機関として、北海道食の安全
・安心委員会（以下「委員会」という ）を置く。。
（所掌事項）
第29条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 知事の諮問に応じ、食の安全・安心に関する重要事項を調査審議すること。
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(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
２ 委員会は、食の安全・安心に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。
（組織）
第30条 委員会は、委員15人以内で組織する。
２ 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことがで
きる。
（委員及び特別委員）
第31条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消費者であって、食の安全・安心に関する知見を有するもの
(3) 生産者等（法人にあっては、その役職員）
(4) 前３号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。
３ 委員は、再任されることができる。

、 、 。４ 特別委員は 当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは 解任されるものとする
（会長及び副会長）
第32条 委員会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、委員が互選する。
３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第33条 委員会の会議は、会長が招集する。
２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに
よる。
（専門部会）
第34条 委員会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
２ 専門部会は、委員会から付託された事項について調査審議するものとする。
３ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
４ 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
（会長への委任）
第35条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮っ
て定める。

附 則
１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。

、 、 、２ 知事は この条例の施行後３年を経過した場合において 社会経済情勢の変化等を勘案し
この条例の施行の状況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。
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北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例

平成17年３月31日
北海道条例第10号

目次
第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 開放系一般栽培に関する規制（第４条－第16条）
第３章 開放系試験栽培に関する規制（第17条－第20条）
第４章 雑則（第21条－第23条）
第５章 罰則（第24条－第28条）
附則

第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、遺伝子組換え作物の開放系での栽培等を規制することによって、遺伝子
組換え作物と一般作物との交雑（以下単に「交雑」という ）及び遺伝子組換え作物の一般作。
物への混入（以下単に「混入」という ）を防止し、遺伝子組換え作物の開放系での栽培に起。
因する生産上及び流通上の混乱を防止するとともに、遺伝子組換え作物の開発等に係る産業
活動と一般作物に係る農業生産活動との調整を図り、もって現在及び将来の道民の健康を保
護するとともに、本道における産業の振興に寄与することを目的とする。
（定義）

、 、 。第２条 この条例において 次の各号に掲げる用語の意義は 当該各号に定めるところによる
(1) 遺伝子組換え作物 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律（平成15年法律第97号。以下「法」という ）第２条第２項に規定する遺伝子組換。
え生物等であって、作物その他の栽培される植物であるものをいう。

(2) 一般作物 遺伝子組換え作物以外の作物その他の栽培される植物をいう。
(3) 遺伝子組換え作物の開放系での栽培 遺伝子組換え作物の栽培であって、法第２条第５
項に規定する第一種使用等であるものをいう。
(4) 試験研究機関 次に掲げる者であって、道内に事務所又は事業所を有するものをいう。
ア 国、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定

。） （ 。）する独立行政法人をいう 又は地方公共団体 試験研究を行う機関を有する者に限る
イ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学又は高等専門学校の設置者
ウ 試験研究を業として行う者であって、規則で定める要件を満たすもの
(5) 研究ほ場 試験研究機関が試験研究の用に供する目的で使用する権原を有するほ場及び
施設をいう。

（適用除外）
第３条 この条例の規定は、遺伝子組換え作物の栽培であって、法第２条第６項に規定する第
二種使用等であるものについては、適用しない。

第２章 開放系一般栽培に関する規制
（開放系一般栽培の許可）
第４条 遺伝子組換え作物の開放系での栽培（第17条第１項に規定する開放系試験栽培であっ
、 。 「 」 。） 、て 試験研究機関が行うものを除く 以下 開放系一般栽培 という を行おうとする者は

あらかじめ、開放系一般栽培を行おうとする遺伝子組換え作物ごと及びほ場又は栽培を行う
施設（以下「ほ場等」という ）ごとに、知事の許可を受けなければならない。。
（許可の申請）
第５条 前条の許可を受けようとする者（以下「申請者」という ）は、次に掲げる事項を記載。
した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在
地）

(2) 栽培の目的
(3) 栽培しようとする遺伝子組換え作物及びその種類
(4) ほ場等の所在地
(5) ほ場等の構造及び規模
(6) 栽培期間
(7) 交雑及び混入を防止するための措置（以下「交雑混入防止措置」という ）。
(8) 交雑の有無を確認するための方法
(9) その他規則で定める事項
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２ 前項の申請書には、ほ場等の所在地付近の見取図、ほ場等の構造及び規模を示す図面、次
条第１項の規定により開催した説明会の結果の概要を記載した書類その他規則で定める書類
を添付しなければならない。
３ 第１項第６号の栽培期間は、１年以内とする。ただし、知事が定める場合は、この限りで
ない。
（説明会の開催）
第６条 前条第１項の規定により申請書を知事に提出しようとする者は、あらかじめ、交雑が
生じた場合に多大な影響を受ける範囲として知事が定める範囲内において一般作物を栽培す
る者その他規則で定める者に対し、当該申請に係る開放系一般栽培の内容を周知させるため
の説明会（次項において「説明会」という ）を開催しなければならない。。

２ 前項の規定により説明会を開催しようとする者（以下この項において「説明会開催者」と
いう ）は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、説明会。
を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合にお
いて、説明会開催者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る開放系一般栽培の内容
を周知させるように努めなければならない。
（許可の基準）
第７条 知事は、第４条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を
してはならない。
(1) 当該申請に係る交雑混入防止措置が知事が定める基準に適合していないこと。
(2) 申請者が交雑混入防止措置並びに第13条第１項第４号及び第５号の措置を適確に実施す
るに足りる人員、資産その他の能力を有していないこと。
(3) 申請者が第15条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２
年を経過しない者であること。
(4) 申請者がこの条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者で
あること。
(5) 申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部又は一部が前
２号のいずれかに該当する者であること。

（北海道食の安全・安心委員会の意見の聴取）
第８条 知事は、第４条の許可をしようとするときは、あらかじめ、当該許可の申請に係る交
雑混入防止措置に関し、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴かなければならない。
（許可の条件）
第９条 知事は、第４条の許可をする場合において、交雑及び混入を防止するために必要があ
ると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
（許可事項の変更の許可）
第10条 第４条の許可を受けた者（以下「許可栽培者」という ）が、当該許可に係る第５条第。
１項第５号から第８号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、知事の
許可を受けなければならない。ただし、第13条第１項第５号の場合において同号の措置とし
て変更をしようとするとき、又は規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
でない。
２ 第６条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。
（許可事項の変更の届出）
第11条 許可栽培者は、第５条第１項第１号、第２号、第３号（種類に係る部分に限る ）若し。
くは第９号に掲げる事項に変更があったとき、又は前条第１項ただし書の規則で定める軽微
な変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
（開始等の届出）
第12条 許可栽培者は、開放系一般栽培を開始したときは、その開始の日から10日以内に、そ
の旨を知事に届け出なければならない。開放系一般栽培を休止し、又は廃止したときも、同
様とする。
（許可栽培者の遵守事項）
第13条 許可栽培者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開放系一般栽培を行うほ場等ごとに開放系一般栽培を適正に管理する責任者（次項にお
いて「管理責任者」という ）を置くこと。。

(2) 当該許可に係る交雑混入防止措置を適正に維持すること。
(3) 栽培した遺伝子組換え作物の処理、収穫物の出荷等に関する状況を記録し、及びその記
録を保管すること。
(4) 指標として用いられる当該開放系一般栽培に係る遺伝子組換え作物と同種の一般作物の
栽培その他の交雑の有無を確認するための措置を講ずるとともに、当該措置による交雑の

、 、 、 。有無の確認の結果を 当該開放系一般栽培が終了した後 遅滞なく 知事に報告すること
(5) 交雑若しくは混入が生じた場合は、直ちに、その拡大を防止するために必要な措置を講
じ、又は交雑若しくは混入を生ずるおそれがある事態が発生した場合は、直ちに、これら
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を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その状況を知事に報告し、及びその指示
に従うこと。

２ 管理責任者は、前項第２号の規定による交雑混入防止措置の維持、同項第４号の措置及び
同項第５号の措置その他規則で定める職務を行うものとする。
（勧告）
第14条 知事は、交雑及び混入を防止するために必要があると認めるときは、許可栽培者に対
し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた許可栽培者が、正当な理由がないのにその勧告に
係る措置を講じなかったときは、当該許可栽培者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。
（許可の取消し等）

、 、 、第15条 知事は 許可栽培者が次の各号のいずれかに該当するときは 当該許可栽培者に対し
交雑及び混入を防止するために必要な限度において、第４条又は第10条第１項の許可を取り
消し、変更し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合におい
て、知事は、第４号の事由により処分をしようとするときは、あらかじめ、北海道食の安全
・安心委員会の意見を聴くことができる。
(1) 第13条第１項第２号若しくは第５号（必要な措置を講ずる部分に限る ）の規定又はこの。
条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 第７条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第４条若しくは第10条第１項の許可の時には予想することができなかった環境の変化又
はこれらの許可の日以降における科学的知見の充実により当該許可に従って開放系一般栽
培がなされるとした場合においてもなお交雑又は混入を防止することができないと認めら
れるに至ったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、第４条又は第10条第１項の許可を受けたとき。
２ 知事は 許可栽培者が 第13条第１項第４号 報告に係る部分を除く 若しくは第５号 知、 、 （ 。） （
事の指示に係る部分に限る ）の規定に違反したとき、又は前項第４号に該当するときは、当。
該許可栽培者に対し、交雑及び混入を防止するために必要な限度において、開放系一般栽培
の中止を命ずることができる。この場合において、知事は、同号の事由により命令をしよう
とするときは、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる。
３ 知事は、許可栽培者が、第11条、第12条若しくは第13条第１項第１号若しくは第３号の規
定に違反したとき、又は第１項第４号に該当するときは、当該許可栽培者に対し、交雑及び
混入を防止するために必要な限度において、期限を定めて交雑混入防止措置の変更その他の
必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、知事は、同号の事由
により命令をしようとするときは、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴く
ことができる。
（手数料）
第16条 第４条又は第10条第１項の許可を受けようとする者は、手数料を、当該許可を申請す
る際に北海道収入証紙で納めなければならない。
２ 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第４条の許可に係る手数料 １件につき31万4,760円
(2) 第10条第１項の許可に係る手数料 １件につき21万980円
３ 前項第１号に定める手数料の額は、当該受けようとする許可に係る第５条第１項第１号か
ら第５号まで、第７号及び第８号に掲げる事項その他知事が定める事項が直近において受け

（ 、 。 。）た許可 第10条第１項の許可を受けたときは その変更後のもの 以下この項において同じ
に係るこれらのものと同一の内容であって、直近において受けた許可に係る栽培と当該受け
ようとする許可に係る栽培が連続したものとして知事が定める場合にあっては、前項第１号
の規定にかかわらず、１件につき11万2,120円とする。

第３章 開放系試験栽培に関する規制
（開放系試験栽培の届出）
第17条 研究ほ場における遺伝子組換え作物の開放系での栽培（試験研究目的であるものに限
る。以下「開放系試験栽培」という ）を行おうとする試験研究機関は、当該開放系試験栽培。
を開始しようとする日の90日前までに、開放系試験栽培を行おうとする遺伝子組換え作物ご
と及び研究ほ場ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 試験研究機関の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所
の所在地）

(2) 栽培試験の目的
(3) 栽培しようとする遺伝子組換え作物及びその種類
(4) 研究ほ場の所在地
(5) 研究ほ場の構造及び規模
(6) 栽培期間
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(7) 交雑混入防止措置
(8) 交雑の有無を確認するための方法
(9) その他規則で定める事項
２ 前項の規定による届出には、研究ほ場の所在地付近の見取図、研究ほ場の構造及び規模を
示す図面、第19条第１項において準用する第６条第１項の規定により開催した説明会の結果
の概要を記載した書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。
３ 第１項第６号の栽培期間は、１年以内とする。ただし、知事が定める場合は、この限りで
ない。
４ 第１項第７号の交雑混入防止措置は、第７条第１号の知事が定める基準に適合するもので
なければならない。
（変更事項の届出）

（ 「 」 。）第18条 前条第１項の規定による届出をした試験研究機関 以下 届出試験研究機関 という
が、当該届出に係る同項第５号から第８号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、
当該変更を行おうとする日の90日前までに、知事に届け出なければならない。ただし、次条
第２項において準用する第13条第１項第５号の場合において同号の措置として変更をしよう
とするとき、又は規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
２ 前条第４項の規定は、前項本文の規定による届出について準用する。
（準用）
第19条 第６条の規定は、第17条第１項又は前条第１項本文の規定による届出をしようとする
試験研究機関について準用する。この場合において、第６条第１項及び第２項中「当該申請
に係る開放系一般栽培」とあるのは 「当該届出に係る開放系試験栽培」と読み替えるものと、
する。

、 。 、２ 第11条から第14条までの規定は 届出試験研究機関について準用する この場合において
「 、 、 （ 。） 」第11条中 第５条第１項第１号 第２号 第３号 種類に係る部分に限る 若しくは第９号

とあるのは「第17条第１項第１号、第２号、第３号（種類に係る部分に限る ）若しくは第９。
号」と 「前条第１項ただし書」とあるのは「第18条第１項ただし書」と、第12条中「開放系、
一般栽培」とあるのは「開放系試験栽培」と、第13条第１項第１号中「開放系一般栽培」と
あるのは「開放系試験栽培」と 「ほ場等」とあるのは「研究ほ場」と 「管理する責任者」、 、
とあるのは「管理する研究員」と 「管理責任者」とあるのは「管理研究員」と、同項第２号、
中「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同項第３号中「栽培した遺伝子組換え作物」と
あるのは「開放系試験栽培に用いた遺伝子組換え作物」と 「出荷等」とあるのは「使用及び、
搬出等」と、同項第４号中「当該開放系一般栽培」とあるのは「当該開放系試験栽培」と、
同条第２項中「管理責任者」とあるのは「管理研究員」と 「前項第２号」とあるのは「第19、
条第２項において準用する第13条第１項第２号」と 「同項第４号」とあるのは「第19条第２、
項において準用する第13条第１項第４号」と 「同項第５号」とあるのは「第19条第２項にお、
いて準用する第13条第１項第５号」と読み替えるものとする。
（中止命令等）
第20条 知事は、届出試験研究機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出試験研
究機関に対し、交雑及び混入を防止するために必要な限度において、開放系試験栽培の中止
を命ずることができる。この場合において、知事は、第２号又は第３号の事由により命令を

、 、 。しようとするときは あらかじめ 北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる
(1) 前条第２項において準用する第13条第１項第２号、第４号（報告に係る部分を除く ）若。

（ 。） 。しくは第５号 報告に係る部分を除く の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき
(2) 第17条第１項又は第18条第１項本文の規定による届出があったとき。
(3) 第17条第１項若しくは第18条第１項本文の規定による届出の時には予想することができ
なかった環境の変化又はこれらの届出の日以降における科学的知見の充実により当該届出
に従って開放系試験栽培がなされるとした場合においてもなお交雑又は混入を防止するこ
とができないと認められるに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、第17条第１項又は第18条第１項本文の規定による届出を
したとき。

２ 知事は、届出試験研究機関が、前条第２項において準用する第11条、第12条若しくは第13
条第１項第１号若しくは第３号の規定に違反したとき、又は前項第２号若しくは第３号のい
ずれかに該当するときは、当該届出試験研究機関に対し、交雑及び混入を防止するために必
要な限度において、期限を定めて交雑混入防止措置の変更その他の必要な措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。この場合において、知事は、同項第２号又は第３号の事由により
命令をしようとするときは、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことが
できる。

第４章 雑則
（情報の申出）
第21条 道民は、交雑又は混入が生じたと認められる情報又は生じるおそれがあると認められ
る情報を入手したときは、知事に適切な対応をするよう申し出ることができる。
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（報告徴収等）
第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、許可栽培者若しくは届出試験研究機
関に対し、交雑混入防止措置の実施状況その他の必要な事項について報告を求め、又はその
職員に、開放系一般栽培若しくは開放系試験栽培を行う場所に立ち入らせ、遺伝子組換え作
物、施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２ 前項の規定による立入り、検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
３ 第１項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。
（規則への委任）
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第５章 罰則
、 。第24条 次の各号のいずれかに該当する者は １年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

(1) 第４条の許可を受けないで開放系一般栽培を実施した者
(2) 虚偽の申請をして第４条の許可を受け、開放系一般栽培を実施した者
(3) 第10条第１項の許可を受けないで第５条第１項第５号から第８号までに掲げる事項を変
更した者
(4) 虚偽の申請をして第10条第１項の許可を受け、第５条第１項第５号から第８号までに掲
げる事項を変更した者

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第２項又は第20条第１項の規定による命令に違反した者
(2) 第17条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして開放系試験栽培を実施し
た者
(3) 第18条第１項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第17条第１項第５号
から第８号までに掲げる事項を変更した者

第26条 第15条第３項又は第20条第２項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金
に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第１項第４号又は第５号（これらの規定を第19条第２項において準用する場合を
含む ）の規定による報告をしなかった者。
(2) 第22条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、
若しくは虚偽の陳述をした者

第28条 法人の代表者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、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、平
成17年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第４条の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、第５条、第６条並び
に第16条第１項及び第２項の規定の例により、その許可の申請を行うことができる。
３ 第17条第１項の規定による届出をしようとする試験研究機関は、この条例の施行前におい
ても、第17条及び第19条第１項において準用する第６条の規定の例により、その届出を行う
ことができる。
４ この条例の施行の際現に実施している遺伝子組換え作物の開放系での栽培については、平
成18年12月31日までの間、この条例（次項を除く ）の規定は、適用しない。。

、 、５ 前項の遺伝子組換え作物の開放系での栽培を実施している者は 平成18年２月28日までに
知事に届け出なければならない。
（検討）

、 、 、６ 知事は この条例の施行後３年を経過した場合において 社会経済情勢の変化等を勘案し
この条例の施行の状況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。
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道産加工食品に関するトレーサビリティシステム

検討委員会委員名簿（平成１７年度）

業 種 所 属 機 関 ・ 団 体 ・ 会 社 職 名 氏 名

酪農学園大学酪農学部食品流通学科 教 授 細 川 允 史
ほそかわ ま さ し

大 学

藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 講 師 楠 木 伊津美
くすのき

消費者団体 (社)北海道消費者協会 非常勤講師 長谷川 しづ

（社）札幌消費者協会 事務局組織課主任 三上 真知子

農業関係団体 ホクレン農業協同組合連合会 米穀生産課課課長 遠藤 卓也

米穀部

ホクレン農業協同組合連合会 園芸総合課課課長 山口 浩司

種苗園芸部

食品製造業 日本清酒（株） 取締役杜氏兼酒類製造部長 佐藤 和幸

兼札幌酒造工場長

（清酒）

小林酒造（株） 常務取締役・製造部長 脇田 征也

田中酒造（株） 代表取締役 田中 一良

（ ）野菜ジュース

JAふらの 青果部 加工食品課課長 菅原 清高

小 売 業 （株）大丸 札幌店 食品部 専門課長 宗安 範幸
むねやす

販売促進・販売サービス担当

（株）ポスフール 営業本部 鹿川 光章
かが わ

お客様担当部部長

情報システム （株）富士通北海道システムズ 第三システム事業部

開発業 農林水産ソリューション部 砂子 幸二
すな ご

プロジェクト課長

試験研究機関 北海道立食品加工研究センター 企画調整部技術支援課課長 富永 一哉
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検討委員会の審議経過

回 開 催 日 議 題

第１回 １７ ８ ２ 火 ・検討委員会について． ． （ ）
・対象品目について
・トレーサビリティについて
・その他

調 査 １７ ８ ２３ 火 ・対象品目の製造工程について． ． （ ）
（ＪＡふらの、日本清酒(株)）

第２回 １７．１２．１４ ・第１回委員会検討結果について
水 ・今年度のトレーサビリティシステムモデルに（ ）

ついて
・その他

視 察 １８．１．２６ ・対象品目の製造工程について
（木） （小林酒造（株 ））

第３回 １８．１．２６ ・第２回委員会検討結果について
（木） ・今年度のトレーサビリティシステム報告書案に

ついて
・その他

視 察 １８．２．２２ ・対象品目の製造工程について
（水） （田中酒造（株 ））

第４回 １８．３．１４ ・第３回委員会検討結果について
（火） ・今年度のトレーサビリティシステム報告書案に

ついて
・その他



おわりに

北海道経済部では、平成１５年度から平成１７年度までの３か年にわたり、

「道産加工食品に関するトレーサビリティシステム検討委員会」を設置し、

各年度、製造業、流通業、小売業、情報システム開発業、消費者団体、農業

団体、学識経験者等の方々に、トレーサビリティシステムモデルをご提案い

ただきました。

平成１５年度は、冷凍食品・豆腐製造業、平成１６年度は、製粉・製麺業、

平成１７年度は、清酒・野菜ジュース製造業の品目について、手引書を作成し、

業界の方々を中心に送付いたしました。

熱心にご討議をいただきました関係の方々に御礼を申し上げます。

トレーサビリティシステム導入の手引

（清酒・野菜ジュース製造業）

平成１８年３月

発行：北海道経済部産業支援課

（食品産業振興グループ）

＊平成１８年４月より、下記部署に組織替

北海道経済部商工局産業振興課

（食品産業振興グループ）

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目

電話（代表 ：０１１－２３１－４１１１）

メールアドレス：keizai.sangyousien1@pref.hokkaido.lg.jp


