認定担当官の権限
•
食品条例 2003 に基づく NSW 食品安全監督局の役割は、

NSW の食品に安全で正しいラベルが貼られていること
を確認することです。

•

食品サンプルあるいは物を入手
する

•

環境の中に食品安全リスクがあ
るかどうかを判断するために、
環境の一部である水、土、ある
いは何かの標本を入手する

食品安全監督者のための法規

•

食品安全監督者(監督者) は、食品の
製造と販売に関する食品条例 2003
(条例) および食品法規 2015 (法規)
を実施することです。

清潔でない、健康的でない状況
に関する報告書を調査する

•

改善通知、禁止命令、罰則通知、
•
告発等の、施行に関する行動を
開始する

認定担当官の役割
担当官は、食品安全監督局の最高責
任者によって指名され、食品業界で
働くすべての人がこの条例の義務を
満たしているようにします。これに
は、製品が正しくラベルが貼られ、
人間が消費するのに安全で適したも
のであることを確保する義務が含ま
れています。

担当官には NSW の警察官あるいは
必要だとみなされる人物が付き添う •
こともあります。 彼らは情報を収集
し、助言を与え、食品の安全性を改 •
善するよう適切な措置を行うために、
幅広い人々から話を聞きます。
担当官は全員、要求に応じて提示で
きる写真付き身分証明書と共に認可
証明書を携帯しています。

担当官は、たとえば食品由来の疾病
認定担当官の権限
等の特定の事故を調査するため、あ
るいは特定のプログラムの一環とし 担当官には以下のような権限があり
て、食品事業の店舗を訪問する場合 ます。
があります。彼らは、ラベル付けお • 販売を目的とする食品の取り扱
よび食品生産に関する苦情を調査し、
いに関連して使用していると考
あるいは事前の警告なしに監査また
える、設備あるいは食品輸送車
は検査を行うことがあります。
の中に入り調査を行う
また以下の内容も実施します。
•

•

•

•

食品安全法および食品基準に関
する要件について、情報、教育、•
助言を行う
•
食品製造およびラベリングの要
件に準拠するために、システム
•
の開発と改善について助言を行
う
法規の準拠を監視する、あるい
は法規違反を調査する。これに
は経営者およびスタッフとの面
接が含まれる。

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

•

ある人物の氏名と住所の提示を
要求し、面接と質問を行う
写真、映像、録音、録画を行う
計測、見取り図あるいは図面の
作成、他の種類の記録を行う
情報を収集、記録あるいは書類
のあるいは写しをとり、合理的
に必要とされる期間それらを保
管ずる
販売目的の食品、ラベリング、
広告資料を検証する。この中に
はパッケージを開けることも含
まれる
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機器を開けて検査を行う

•

食品に使用する容器またはパッ
ケージを開封する、あるいは開
封するよう求める
食品の保存および輸送に使用す
る車両を停止し、拘束する
条例あるいは規定に基づいて違
反が行われたか、あるいは現在
行われているかどうか確認する
ために、調査を実施する
条例の元で違反の証拠となり食
品、車両、機器、パッケージ、
あるいはラベリングまたは広告
物を入手する

• 通知を発行する

– 所有者と運営者に修正を求め
る
– 違反を集成するまで食品の製
造と販売を禁止する
– 法規の違反についてはその場
で罰金を課す
職務を実行するにあたり、担当官は
ニューサウスウェールズ州警察の化
学専門家、あるいは他の必要な人の
支援を要請することがあります。

サンプルの支払い
食品サンプルを入手する際、担当官
はその代金を支払わなければなりま
せん。これは最高金額を$10 とし、
市場価値に基づきます。

•

条例に基づく義務を果たすため
ことがあります。
に、食品事業所がとる手順。そ
認定担当官の資格
の中には、自分が生産あるいは
多くの 担当官は、保健および食品関
販売する食品が、消費するのに
安全であり、適切なものであり、連分野での高等教育の資格を取得し
ています。担当官の資格を得るには、
正しいラベルが貼られているこ
集中トレーニングプログラムを受講
と確認する義務も含まれる
しなければなりません。担当官は定
食品安全監督局は、「順守および施
期的に、専門家コースと説明会に出
行に関する方針」に従ってすべての
席し、自分の技術と知識が食品産業
施行措置を行います。
のベストプラクティスの最前線のも
のであることを確認します。
担当官に対する違法行為
適切な理由がなく以下のことを行っ
た場合は、違法行為となります。
•

担当官の要件に準拠しない、

•

職務実施中に、担当官に抵抗、
妨害、あるいは妨害を試みる、
なりすまし、脅し、脅かし、攻
撃をすること

サンプルの市場価値が$10 を超える
場合は最大金額を$10 とします。

土地または設備内に入る

•

•

担当官の権利について簡単に説
明を受けている

•

食品事業の場所を利用する義務
を含めて、担当官の要件に準拠
するために、自分の義務につい
て認識している

•

間違いである、あるいは誤解を
招くと知っているような情報を
提供したり、書類を作成するこ
と

担当官に対する違法行為の罰
調査実施中に担当官 が条例違反を発 則
見した場合、その担当官は以下の証
拠を収集するものとします。
•

違反の性質と重大性、および

認定担当官に関する苦情
担当官に関する苦情はこちらまでお
送りください。
Director Compliance, Biosecurity＆

担当官によって許可を受けずに、Food Safety
押収された食品、車両、機器、
パッケージ、あるいはラベル、
広告物、他の物を引き留める、
持ち去る、または不正に処理す
ること

担当官 が食品事業者の店舗を訪れる
場合、その店舗の経営者はすべての
スタッフが以下のようであることを
確認しなければなりません。

担当官はニューサウスウェールズ州
の大都市圏 1 か所および数か所の地
域の事務所を拠点とします。

PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

詳細情報
•

NSW 食品安全監督局のウェブ
サイトをご覧ください。
www.foodauthority.nsw.gov.au

•

電話 1300 552 406

•

のヘルプラインにお電話くださ
い

本条例に基づき職務を行う担当官 に
対して違法行為を行った場合、最大
で 500 罰則単位 ($55,000)が課され
ることがあります。条例では、最大
500 罰則単位 ($55,000)が発生する

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More
More resources
resourcesatatfoodauthority.nsw.gov.au
foodauthority.nsw.gov.au
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