別添
食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則（案）
公正競争規約

公正競争規約施行規則（案）

（目的）
第１条 この公正競争規約（以下「規約」という。
）は、不
当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第
12条第１項の規定に基づき、食用塩（容器に入れ、又は
包装されたものに限る。
）の取引について行う表示に関す
る事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選
択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、もっ
て公正な競争を確保することを目的とする。

（定義）
第２条

この規約において「食用塩」とは、塩化ナトリウ

（定義）
第１条 食用塩の表示に関する公正競争規約（以下「規約」

ムの含有量が100分の40以上の固形物であり、一般消費者

という。
）第２条第１項に規定する食用塩に含まれるもの

向けに食用として販売されるものをいう。

で、塩化ナトリウム以外のものは、海水組成物（カリウ

２

この規約において「事業者」とは、食用塩を製造し、

ム、マグネシウム及びカルシウムの塩化物及び硫酸塩、

若しくは輸入して販売する事業を行う者又は食用塩の製

ナトリウムの硫酸塩等）
、食品添加物、成型用でんぷん及

造を他に委託して自己の商標、氏名若しくは名称を表示

び海藻抽出物とする。

して販売する事業を行う者であって、この規約に個別に
参加するもの及びこの規約に参加する事業者団体に所属
するものをいう。
３

この規約において「表示」とは、顧客を誘引するため
の手段として、事業者が自己の供給する食用塩の取引に
関する事項について行う広告その他の表示であって、次
に掲げるものをいう。

(1) 食用塩の容器又は包装による広告その他の表示及び
これらに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これ
らに類似する物による広告その他の表示（ダイレクト
メール、ファクシミリ等によるものを含む。
）及び口頭
による広告その他の表示（電話によるものを含む。
）
(3) ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自
動車等に記載されたものを含む。）、ネオン・サイン、
アドバルーン、その他これらに類似する物による広告
及び陳列物又は実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気通信
設備又は拡声機による放送を含む。）、映写、演劇又は
電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示
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（インターネット、パソコン通信等によるものを含
む。
）

（必要表示事項）
第３条

事業者は、次の各号又は食用塩の表示に関する公

正競争規約施行規則（以下「施行規則」という。
）に定め

（必要表示事項の表示基準）
第２条

規約第３条第１項各号に掲げる必要表示事項の表

示基準は、次のとおりとする。

るところにより、食用塩の容器又は包装に、次の各号に
掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に邦文で
明りょうに表示しなければならない。
(1) 名称
「塩」又は「食塩」と表示すること。
(2) 原材料名

(1) 原材料名

使用した原材料を、次のアからウまでに定めるとこ

食品添加物については、食品衛生法施行規則（昭和

ろにより、食品添加物以外の原材料と食品添加物に区

23年厚生省令第23号）第21条の規定に従い記載するこ

分して、その区分ごとに、原材料に占める重量の割合

と。なお、粗製海水塩化マグネシウムを添加物として

の多いものから順に記載すること。

記載する場合には、
「粗製海水塩化マグネシウム（にが

ア

り）
」と記載することができる。

塩化ナトリウムを含む原材料の名称は、次のいず
れかの名称をもって記載すること。

(ｱ) 海水
(ｲ) 海塩
(ｳ) 岩塩（溶解採鉱塩水及び地下塩水を含む。
）
(ｴ) 湖塩（塩湖水を含む。
）
イ

アの用語については、事業者の製造工程に投入さ

れる段階の原材料の状態を基準として記載するこ
と。
なお、原材料が天日蒸発により製塩されたもので
ある場合には、
「天日」をつけて記載することができ
る。この場合において、ア(ｲ) 海塩については、
「天
日塩」と省略して記載することができる。
ウ

食品添加物については、施行規則に定めるところ
により記載すること。

(3) 内容量

(2) 内容量
計量法（平成４年法律第51号）の規定に基づき、内
容量を「ｇ」若しくは「グラム」又は「ｋｇ」若しく
は「キログラム」で記載すること。

(4) 原産国名

(3) 原産国名
輸入品にあっては、原産国名を記載すること。

(5) 製造者等の氏名又は名称及び住所

(4) 製造者等の氏名又は名称及び住所
表示を行う事業者の区分に応じ、次に掲げる事項を
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記載すること。
なお、食品衛生法（昭和22年法律第233号）及び加工
食品品質表示基準（平成12年農林水産省告示第513号）
の定めにより表示すべき者が異なる場合は、それぞれ
の規定に従い、必要な者を記載すること。
ア 製造者の場合
「製造者」の文字の次に、製造者の氏名（法人の
場合は、その名称。以下同じ。
）及び住所並びに製造
所所在地を記載する。なお、製造者の住所と製造所
所在地が同一の場合は、重複して記載する必要はな
い。ただし、製造者が厚生労働大臣に届け出た製造
所固有の記号の表示をもって、製造所所在地の表示
に代えることができる。
イ 販売者の場合
「販売者」の文字の次に、販売者の氏名及び住所
並びに製造所所在地及び製造者の氏名を記載する。
ただし、製造者が販売者と連名で厚生労働大臣に届
け出た製造所固有の記号の表示をもって、製造所所
在地及び製造者の氏名の表示に代えることができ
る。
ウ 輸入者の場合（輸入品に限る。
）
「輸入者」の文字の次に、輸入者の氏名及び住所
並びに輸入者の営業所所在地を記載する。なお、輸
入者の住所と営業所所在地が同一の場合は、重複し
て記載する必要はない。
２

規約第３条第１項に規定する必要表示事項は、次の様
式により一括して表示するものとする。

名称
原材料名
内容量
原産国名
製造者
(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的
な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（1962）
に規定する８ポイント以上の大きさの統一のとれた活
字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150ｃ
㎡以下のものにあっては、日本工業規格Ｚ8305（1962）
に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とするこ
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とができる。
(3) 賞味期限及び保存方法については、加工食品品質表
示基準に基づき、様式中に表示することができる。
(4) 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を
省略すること。
(5) この様式は、縦書きとすることができる。また、枠
は省略することができる。

（製造方法）
２

事業者は、前項に定める表示事項とは別に、次の各号
及び施行規則で定めるところにより、食用塩の容器又は

第３条

規約第３条第２項に規定する製造方法の表示につ

いては、次の基準に従い表示するものとする。

包装に、次に掲げる事項を一括して、外部から見やすい
場所に邦文で明りょうに表示しなければならない。ただ
し、表示可能面積がおおむね150c ㎡以下のものにあって
は、当該表示を省略することができる。
(1) 原材料名

(1) 原材料名

前項第２号により記載する原材料名を記載するこ

規約第３条第２項第１号に規定する塩化ナトリウム

と。ただし、塩化ナトリウムを含む原材料については、

を含む原材料の特性は、次に定めるところにより、当

施行規則で定めるところにより、その特性をも記載す

該原材料名の次に括弧を付して記載すること。

ること。

ア

塩化ナトリウムを含む原材料の原産国名を記載す
ること。なお、当該原産国が日本の場合は「日本」
又は地域名（
「瀬戸内海」
、
「沖縄」等）のいずれかを
記載することができる。

イ

アの規定にかかわらず、原産国が特定できない原
材料（品質が同等と認められるメキシコ又はオース
トラリア産の原料塩に限る。
）を使用したものについ
ては、両原産国名を併記して記載することができる。
この場合、原産国の詳細についての問い合わせ先等
を、近接した箇所に表示しなければならない。

ウ

塩化ナトリウムを含む原材料を複数種類使用した
場合には、製品重量に占める各原材料に含まれる塩
化ナトリウムの割合を記載すること。なお、塩化ナ
トリウムを含む原材料以外の原材料の使用割合の記
載は省略することができる。

エ

二次加工品（原料塩を溶解し再結晶化した塩及び
混合等を行った塩をいう。
）の場合には、当該原料塩
の製造工程について、次号に掲げる用語を用いて記
載すること。ただし、原材料名に天日塩と記載した
場合には、製造工程の記載は省略することができる。
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公正競争規約施行規則（案）
(2) 工程

最終製品の製造工程の特性について、その順序に従

規約第３条第２項第２号に規定する製造工程の特性

い、施行規則で定めるところにより、用語を列挙して

を表す用語については、次に掲げる用語を列挙して記

記載すること。

載すること。
なお、該当する用語がない場合には、食用塩公正取
引協議会（以下「公正取引協議会」という。
）の承認を
得て、適切な用語を使用することができる。
用語

工程の内容

イオン

濃縮（採かん）工程において、イオン膜を

膜

利用して海水を濃縮する方法

逆浸透

濃縮（採かん）工程において、逆浸透膜を

膜

利用して海水を濃縮する方法

浸漬

濃縮（採かん）工程において、海藻等を塩
水に浸漬しその成分を抽出する方法

溶解

濃縮（採かん）工程において、天日塩、岩
塩等の結晶化した塩を溶解して塩水を得
る方法

天日

濃縮（採かん）
・結晶工程において、塩田、
流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に
太陽熱又は風力によって水分を蒸発させ
る方法

平釜

濃縮（採かん）
・結晶（煎ごう）工程にお
いて、その形状にかかわらず密閉されてい
ない釜を用いて、大気圧で加熱蒸発して塩
水を濃縮又は結晶化する方法

立釜

濃縮（採かん）
・結晶（煎ごう）工程にお
いて、外側加熱型又は標準型（カランドリ
ア型）等の完全密閉型蒸発缶を用いて、減
圧又は加圧状態で加熱蒸発して塩水を濃
縮又は結晶化する方法

噴霧乾

濃縮（採かん）
・結晶工程において、海水

燥

又は塩水を噴霧乾燥し、その液滴を濃縮又
は結晶化する方法

加熱ド

濃縮（採かん）
・結晶工程において、海水

ラム

又は塩水を加熱ドラムに接触させて結晶
化する方法

採掘

結晶化した岩塩又は湖塩を掘り出し又は

乾燥

結晶工程後（原料塩を使用する場合を含

採取する方法
む。以下同じ。
）において、塩の結晶の水
分を蒸発させて水分を取り除く方法
粉砕

結晶工程後において、塩の結晶を粉砕して
粒径を小さくする方法

焼成

結晶工程後において、塩の結晶を高温にな
るまで加熱することによって、成分の一部
又は全部を変化させる方法。なお、380℃
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以上の場合は「高温焼成」
、380℃未満の場
合は「低温焼成」と記載することができる。
混合

結晶工程後において、添加物を加え、又は
他の塩を更に混合する方法

洗浄

結晶工程後において、淡水又は塩水によっ
て塩の結晶表面に付着する異物、不純物等
を洗浄除去する方法

造粒

結晶工程後において、塩の結晶を加圧又は
添加物を加えて成形する方法

２

前項に規定する事項は、次の様式例により一括して表
示するものとする。
様式例１

製造方法
原材料名：天日塩（95％ メキシコ）
、海水（5％ 日
本）
工

程：溶解、平釜、焼成

様式例２
製造方法
原材料名：海塩（日本、イオン膜・立釜）
、グルタ
ミン酸ナトリウム
工

程：混合、乾燥

(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的
な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（1962）
に規定する８ポイント以上の大きさの統一のとれた活
字とすること。
(3) この様式は、縦書きとすることができる。また、枠
は省略することができる。

３

塩化ナトリウム以外の塩類の含有量が25％以上の食用

３

規約第３条第３項に規定する低ナトリウム塩である旨

塩については、施行規則に定めるところにより、低ナト

の表示は、外部から見やすい場所に邦文で明りょうに「低

リウム塩である旨及び栄養成分量を表示しなければなら

ナトリウム塩」と表示するものとし、栄養成分量を含め

ない。

栄養表示基準（平成15年厚生労働省告示第176号）に基づ
き表示するほか、塩化ナトリウム以外で１％以上含まれ
る成分の成分量を併せて表示するものとする。ただし、
特別用途食品（健康増進法（平成14年法律第103号）第26
条第５項に規定する特別用途食品をいう。
）である食用塩
にあっては、健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省
令第86号）第14条の規定に従い表示するものとする。
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４

容器包装の分別回収のための識別表示は、施行規則に
定めるところにより表示しなければならない。

公正競争規約施行規則（案）
４

規約第３条第４項に規定する容器包装の分別回収のた
めの識別表示は、資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成３年法律第48号）に従い表示するものとする。

（特定事項の表示基準）
第４条

事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げ

る事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによ
らなければならない。
(1) 特定の地域名又は地域的特徴を意味する事項を表示
する場合
特定の地域名又は地域的特徴を意味する事項は、次
のいずれかの条件を満たす場合に表示することができ
る。
ア

塩化ナトリウムを含む原材料について、表示しよ
うとする特定の地域で生産されたもののみを使用
し、かつ、その地域で製造された場合

イ

塩化ナトリウムを含む原材料の原産地名と表示し
ようとする特定の地域名等とが異なる場合であっ
て、当該特定の地域名等と同一視野内に当該原産地
名を消費者に分かるように明りょうに表示する場合

(2) にがりを使用又は含有している旨を表示する場合
にがりを使用又は含有している旨の表示は、製品重
量に占める海水由来のマグネシウムの含有量が0.1％
以上の食用塩に限り表示することができる。
(3) 海洋深層水を使用している旨を表示する場合
海洋深層水を使用している旨を表示する場合には、
同一視野内にその採水地と製品重量に占める当該海洋
深層水由来の塩化ナトリウムの割合を表示しなければ
ならない。また、海洋深層水の使用によって品質等が
優れている旨を表示する場合には、事前にその合理的
根拠を食用塩公正取引協議会（以下「公正取引協議会」
という。
）に提出し承認を受けなければならない。
（特定事項の表示基準）
２

事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる事
項を表示する場合は、施行規則に定めるところによらな

第４条

規約第４条第２項に規定する特定事項は、次の各

号の基準により表示するものとする。

ければならない。
(1) 特色のある原材料を使用している旨

(1) 規約第４条第２項第１号に掲げる特色のある原材料
（特定の原産地・製造地のもの、特定の品種名・銘柄
名、ブランド名、商品名等）を使用している旨を表示
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する場合は、当該特色のある原材料が同一の種類の原
材料に占める割合を当該表示に近接した箇所又は一括
表示欄の当該特色のある原材料名の次に括弧を付して
記載する。ただし、その割合が100％のときは割合表示
を省略することができる。

(2) 特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡に関する
事項

(2) 規約第４条第２項第２号に掲げる特定の栄養成分の
含有の有無又は量の多寡に関する事項（
「高」
、
「豊富」
、
「含む」、「強化」、「ゼロ」、「低」、「減」等）を表示す
る場合は、栄養表示基準に従い表示しなければならな
い。

（特定用語の使用基準）
第５条

事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げ

る用語を表示する場合は、当該各号に定めるところによ
らなければならない。
(1) 「天日塩」
「天日塩」の用語は、塩田、流下盤、枝条架、ネッ
ト等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸
発させる方法により結晶化した食用塩に限り表示する
ことができる。
(2) 「焼き塩」
「焼き塩」の用語は、結晶化した塩を高温になるま
で加熱することによって、塩の成分の一部又は全部を
変化させた食用塩に限り表示することができる。
(3) 「藻塩」
「藻塩」の用語は、海水の中に海藻を浸漬して製塩
した食用塩又は海藻抽出物、海藻灰抽出物若しくは海
藻浸漬により製造された粗製海水塩化マグネシウムを
添加した食用塩に限り表示することができる。
(4) 「フレーク塩」
「フレーク塩」の用語は、鱗片状結晶が大部分を占
める食用塩に限り表示することができる。
(5) 「天然」
、
「自然」又はこれらに類する用語
「天然」
、
「自然」又はこれらに類する用語は、
「天然
塩」
、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用
することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表
現として使用する場合についてはこの限りではない。
(6) 「特級」
、
「特選」又はこれらに類する用語
「特級」、「特選」又はこれらに類する用語は、当該
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商品を製造する事業者が当該商品と同種の商品を販売
している場合において、当該商品の品質、製造方法等
が当該商品と同種の商品に比べて特に優れていること
を合理的根拠をもって説明できる場合に限り表示する
ことができる。

（不当表示の禁止）
第６条

事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げ

る表示をしてはならない。

（不当表示の類型）
第５条

規約第６条に掲げる不当表示に該当するものに

は、次のものが含まれる。

(1) 第２条第１項に規定する定義に合致しない内容の商
品について、当該定義に合致するものであるかのよう
に誤認されるおそれがある表示
(2) 第４条に規定する特定事項の表示基準又は前条に規
定する特定用語の使用基準に合致しない表示
(3) 合理的な根拠がないにもかかわらず、第４条に規定
する特定事項又は前条に規定する特定用語に類似する
表示を行うことにより、当該商品が著しく優良である
かのように誤認されるおそれがある表示
(4) 客観的な根拠に基づかない最上級又は唯一性を意味
する用語の表示
(5) 原材料の原産地等について誤認されるおそれがある
表示

(1) 規約第６条第５号関係
ア

原材料の全部又は一部について、表示する地域名
とは別の場所で採取されたものを用いているにもか
かわらず、そのことが明りょうでない表示

イ

合理的根拠がないにもかかわらず、特定原産地の
原材料を使用することにより、品質等が優れている
とする表示

ウ 「〇〇の塩」
（〇〇は地域名）等と表示した場合に
おいて、表示された地域名が、原材料の原産地を示
すものなのか、当該食用塩の製造地を示すものなの
か判別が困難な表示
(6) 製造方法、成分、原材料、品質等について、実際の
ものよりも著しく優良であると誤認されるおそれがあ

(2) 規約第６条第６号関係
ア

る表示

事実と異なる製造方法を表示することにより、品
質等が優れているかのように誤認されるおそれがあ
る表示

イ

合理的根拠がないにもかかわらず、特定の栄養成
分を容易に摂取できる旨の表示

ウ

「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱい」等、ミネ
ラルの含有量が豊富であることを意味する表示
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エ

合理的な根拠に基づかない「太古」、「最古」、「古
代」等の歴史性を意味する表示

(7) 当該商品について受賞した事実又は官公庁、神社、
仏閣、著名な団体若しくは著名な個人が購入若しくは
推奨した事実がないにもかかわらず、 これらの事実が
あると誤認されるおそれがある表示
(8) 他の事業者（この規約に参加しないものを含む。以
下この号及び第10号において同じ。
）又は他の事業者の
商品（原材料を含む。
）を中傷し、又はひぼうする表示
(9) 健康、美容等について効能又は効果があるかのよう
に誤認されるおそれがある表示
(10) 前各号に掲げるもののほか、自己の販売する食用塩
の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と

(3) 規約第６条第10号関係
ア

競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優

単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が

良又は有利であると誤認されるおそれがある表示

明りょうでない表示
イ

食用塩には通常使用されない食品添加物につい
て、不使用である旨の表示

（書類等の整備）
第７条

事業者は、第４条に規定する特定事項又は第５条

に規定する特定用語の表示を行う場合には、食用塩の原
材料、添加物、製造方法等の事項について記載し、又は
記録した書類等を作成し、これを当該表示に係る商品を
出荷した日から２年以上保存しなければならない。

（公正取引協議会の設置）
第８条

この規約の目的を達成するため、公正取引協議会

を設置する。
２

公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事
業者団体をもって構成する。

（公正取引協議会の事業）
第９条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に
関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関
すること。
(6) 一般消費者からの苦情処理に関すること。
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(7) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関
する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(8) 関係官庁との連絡に関すること。
(9) 事業者に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。

（会員証紙）
第10条

事業者は、この規約に従い適正な表示をしている

（会員証紙）
第６条

規約第10条に規定する「会員証紙」の表示は、次

食用塩の容器、包装等の見やすい場所に「会員証紙」を

のいずれかの方法により行うものとする。

表示することができる。

(1) 印刷
(2) シール
(3) スタンプ
２ 「会員証紙」の表示は、次の図柄をもって行う。

３ 「会員証紙」の大きさは、直径10mm 以上とする。
４

「会員証紙」を表示する事業者は、当該表示に係る包
装又は容器等を公正取引協議会に届け出るものとする。

（違反に関する調査）
第11条

公正取引協議会は、第３条から第７条まで及び前

条の規定に違反する事実があると思料するときは、関係
者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会
し、参考人から意見を求め、又はその他その事実につい
て必要な調査を行うことができる。
２

事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査
に協力しなければならない。

３

公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力
しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書を
もって警告し、これに従わないときは、３万円以下の違
約金を課し、又は除名処分をすることができる。

（違反に対する措置）
第12条

公正取引協議会は、第３条から第７条まで及び第

10条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該
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違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除す
るために必要な措置を採るべき旨、当該違反行為と同種
若しくは類似の違反行為を再び行ってはならない旨又は
その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をも
って警告することができる。
２

公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事
業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者
に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又
は公正取引委員会に必要な措置を講ずるよう求めること
ができる。

３

公正取引協議会は、前条第３項又は前二項の規定によ
り警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、
その旨を遅滞なく文書をもって公正取引委員会に報告す
るものとする。

（違反に対する決定）
第13条

公正取引協議会は、第11条第３項に規定する措置

（警告を除く。
）又は前条第２項の規定による措置を採ろ
うとする場合には、採るべき措置の案（以下「決定案」
という。
）を作成し、これを当該事業者に送付するものと
する。
２

前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以
内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立
てをすることができる。

３

公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合
には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、
これらに基づいて更に審理を行った上で、措置の決定を
行うものとする。

４

公正取引協議会は、第２項に規定する期間内に異議の
申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同
趣旨の決定を行うものとする。

（規則の制定）
第14条

公正取引協議会は、この規約の施行に関する事項

について規則を定めることができる。
２

前項の規則を定め、又はこれを変更しようとするとき
は、事前に公正取引委員会の承認を受けるものとする。

附 則

附 則
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この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日か

この施行規則は、公正取引委員会の承認の日から施行す

ら施行する。ただし、第３条（第１項第３号から第５号ま

る。ただし、第３条（第４項を除く。
）及び第５条の規定に

で及び第４項を除く。
）、第４条第１項、第５条及び第６条

ついては、規約の認定の告示の日から起算して２年を経過

の規定については、告示の日から起算して２年を経過した

した日から施行する。

日から施行する。
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