
第3期食品安全推進計画策定以降の食に関する事件・事故等について

No 項目 分類 発生場所 時期

1 麻痺性貝毒食中毒 健康被害 国内 2015

2 インターネットでの母乳販売に係る注意喚起 その他 国内 2015

3 乳中のアフラトキシンM1の取扱い その他 国内 2015

4 豚肉の生食禁止 法令、制度 国内 2015

5
冷凍野菜等のリステリアモノサイトゲネス汚染による自
主回収（厚生労働省からも国内での回収依頼あり）

健康被害 海外 2016

6 ダイエタリーサプリメントを原因とする鉛中毒（米国） 健康被害 海外 2016

7 BSE検査を実施せずに牛肉出荷 家畜衛生 国内 2016

8 冷凍メンチカツによる腸管出血性大腸菌食中毒 健康被害 国内 2016

9
老人ホーム等における未加熱の野菜調理品による腸
管出血性大腸菌O157食中毒

健康被害 国内 2016

10 チフス菌食中毒 健康被害 国内 2016

11 Escherichia albertiiによる食中毒報告 健康被害 国内 2016

12 クマ肉によるトリヒナ食中毒 健康被害 国内 2016

13 青黛による健康被害疑い事例（肺動脈性高血圧症） 健康被害 国内 2016

14 有毒植物食中毒 健康被害 国内 2016

15 廃棄食品の不正流通 コンプライアンス 国内 2016

16 農林水産業の輸出力強化戦略 その他 国内 2016

17 熊本地震 その他 国内 2016

18 EUにおける鶏卵のフィプロニル汚染 化学物質 海外 2017

19 加工肉を発がん性分類(IARC) その他 海外 2017

20 TPP基本合意 その他 海外 2017

21 シアン化合物を含有するびわ種子粉末 化学物質 国内 2017

22 健康牛のBSE検査廃止 家畜衛生 国内 2017

23 刻み海苔を原因とするノロウイルス食中毒 健康被害 国内 2017

24 蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症 健康被害 国内 2017
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25
関東地方で多発した同一型の腸管出血性大腸菌
散発患者発生

健康被害 国内 2017

26
広域的に流通するそう菜（ポテトサラダ等）を原因とす
る腸管出血性大腸菌食中毒

健康被害 国内 2017

27 プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品 健康被害 国内 2017

28 カップ焼きそば異物混入 コンプライアンス 国内 2017

29 養殖トラフグの肝臓に係る食品健康影響評価 その他 国内 2017

30 自動車による移動販売 その他 国内 2017

31 平成29年7月九州北部豪雨 その他 国内 2017

32 学校給食牛乳の異臭騒ぎ その他 国内 2017

33 特別用途食品と誤認させるおそれのある表示 表示 国内 2017

34 原料原産地表示の義務化 表示 国内 2017

35 食品表示基準の施行 法令、制度 国内 2017

36 機能性表示食品制度 法令、制度 国内 2017

37 衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス 法令、制度 国内 2017

38 大量調理施設衛生管理マニュアル改正 法令、制度 国内 2017

39
食品用器具及び容器包装の製造等における安全確
保に係る指針（ガイドライン）

法令、制度 国内 2017

40 CSF（豚熱）、ASF（アフリカ豚熱） 家畜衛生 国内 2018

41 はちみつの残留物質問題（タイロシン） 家畜衛生 国内 2018

42 ミカンコミバエの発生 家畜衛生 国内 2018

43 A型肝炎食中毒 健康被害 国内 2018

44
同一の遺伝子型の腸管出血性大腸菌O157：H7によ
る感染症・食中毒事案

健康被害 国内 2018

45
ハンバーガーチェーンにおける腸管出血性大腸菌O121
食中毒

健康被害 国内 2018

46 回転ずしチェーンにおける腸炎ビブリオ食中毒 健康被害 国内 2018

47 カンピロバクター食中毒事案に対する告発 その他 国内 2018

48 平成30年7月豪雨（西日本豪雨） その他 国内 2018

49 大阪府北部地震 その他 国内 2018
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50 北海道胆振東部地震 その他 国内 2018

51 食品衛生法改正 法令、制度 国内 2018

52 HACCPに沿った衛生管理の制度化 法令、制度 国内 2018

53 食品リコール情報の報告制度の創設 法令、制度 国内 2018

54 ジビエカーの施設基準ガイドライン 法令、制度 国内 2018

55 調製液状乳（液体ミルク）の規格基準 法令、制度 国内 2018

56 日EU経済連携協定（EPA） その他 海外 2019

57 ゲノム編集技術応用食品 新開発食品 国内 2019

58 台風15号、19号など その他 国内 2019

59 遺伝子組換え食品表示基準の改正 法令、制度 国内 2019

60 アレルギー表示の改正（推奨品目にアーモンド追加） 法令、制度 国内 2019

61
広域連携協議会（広域的な食中毒事案発生時の連
携体制の確保）

法令、制度 国内 2019

62 農林水産物・食品輸出促進法 法令、制度 国内 2019

63 日米貿易協定 その他 海外 2020

64 カフェインの過剰摂取 健康被害 国内 近年

65 食品ロス その他 国内 近年

66 魚介類中のマイクロプラスチック その他 国内 近年

67 インバウンドの増加 その他 国内 近年


