
冷凍食品製造工場　認定調査　Ⅰ．品質･衛生管理体制に係わる基準 

１．関 係 法 令 の 理 解 と 遵 守（コンプライアンスの徹底）

No
総合
判定

当該文書には代表者の署名,捺印,日付がある

周知･教育方法と記録の文書があること

2012/6/27

基　　準　　内　　容 備考

1-2

コンプライアンス徹底のためのコンプライアンス担当責任者
(法令遵守責任者)を任命していること

1-1

代表者はコンプライアンスの徹底を従業員に周知し､理解させ
ていること

コンプライアンス徹底を謳った文書があり､

任命されたコンプライアンス担当責任者は､当該活動を行なう能
力があること

責任者は専任若しくはそれに準じること

責任者の氏名,役職が確認できること

コンプライアンス担当責任者の位置付けが

組織図で確認できること

1-3

コンプライアンス担当責任者は､定期的に委員会を開催してい
ること

委員会の位置付けが組織図で確認できること

1-4

コンプライアンス徹底(法令遵守)状況のレビューを行っている
こと

レビューの規定があること

委員会の活動記録があること

当該委員会ではコンプライアンスの推進及び遵守状況を監視す
るための活動ができていること

レビューの開催頻度が規定されていること

レビューの議事録が作成され、代表者に報告されていること

1-5

遵守すべき内容(法令や基準等)が明確にされていること

べき先,体制,手順が決められていること

業界や社内の基準も含むこと

1-6

社内規範が作成されていること

アル等の文書があること

法令改正を確認する部署,手順,対象や開示す

規範には禁止行為,違反時の懲戒規定･処置を含むこと

倫理規範(倫理検証等),就業規則業務マニュ

規定の開催頻度でレビューの議事録がある

法令(食衛法,JAS法,業界基準等)一覧がある

新認定制度,社内基準･マニュアルがあること

主　　な　　確　　認 　 内 　 容
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２．責 任 と 権 限 の 明 確 な 組 織

No
総合
判定

規定によっては社内マニュアル違反も含む

こと

委員会での対応は社会的ルールに則っており

議事録が作成･保管されていること

緊急時､社内,行政への連絡体制を定めている

㈳日本冷凍食品協会も緊急連絡簿に記載され

1-7

法令違反･重大な事故の場合､委員会を開いていること

法令違反･重大な事故が起きたとき､組織の代表者を委員長とす
る委員会を開き､対応を決めていること。

※法令違反･重大な事故とは品質･衛生に関するもので､具体的に
はアレルギー表示ミス,有害物質の混入等である

緊急時に組織の代表者が主催する委員会に

ついて規定されていること

1-9

法令違反･重大な事故の場合､必要な対応が行われていること

1-8

法令違反･重大な事故の場合､関係各所へ連絡すること

委員会で決めた内容に沿って関係各所へ連絡すること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

2-1

代表者は『品質又は食品安全方針』を定めていること

全社一丸で品質や安全に関する方針に取組んでおり､工場単位で
具体的な取組みが行われていること 方針は組織の役割に合っていること

方針は適切な時期に見直されていること

2-2

『品質又は食品安全方針』を従業員に教育していること

品質管理部門が他の部門から独立していること

従業員全員に伝達､理解させ方針が達成できるようにすること

2-3

ていること

責任者が決められた対応に従って実施した

記録が保管されていること

行政の指示がある場合､対応を実施している

方針には組織の代表者の署名,捺印,日付が

あること

実施(唱和,座学,掲示,朝礼等)記録がある

組織図等より品質管理部門の独立が確認

でき､機能していること

最新版の組織図があり､内容に相違がない
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こと

(ISO規格を認証登録していない企業では､

2-4

組織の代表者は､品質管理責任者を任命していること

組織の代表者は､品質管理責任者(不在時にはその代理者)に業務
上必要な権限と責任を与えていること

明確に規定されていること

権限には出荷停止,製品回収等の内容を含む

こと

2-5

品質管理責任者は以下の要件が満たされていること 教育,研修の記録があること

品質や衛生管理の最新情報を収集している

代理者も品質管理責任者と同等の要件である

ISO,HACCP,表示等品質や衛生管理の教育を受け､衛生または品質
検査実務を1年以上経験していること

ISO,HACCP,認定制度を理解できていること

内部監査員は組織の代表者により任命され､自部署の内部監査は
行わないこと

開催頻度は規定通りで､年1回以上実施していること
代表者は品質管理の問題点の報告を受け､品質保証体制の評価と
必要な指示を行なうこと

内部監査結果等についてマネージメントレビューを行なう規
定､計画があること

2-6

いること

内部監査規定には頻度,手順が記載されて

内部監査員研修に準じる研修を受けている)

各部門(製造,原料調達,営業,品質管理等)で内部監査が行われ､
結果が記録･保管されていること

2-7

マネージメントレビューの結果､トップの指示に基づいて改善し
ていること

是正措置を含め規定の内容は適切であること

代表者自ら主導して実施していることマネージメントレビューの結果が記録･保管されていること

2-9

改善の取組が行われ､結果が記録･保管されていること 指示事項は､期限内に是正を終えていること

2-8

監査結果,クレーム情報とその評価記録等､内

容は規定に決められた様に適切であること

マネージメントレビューによる指示事項に

ついて､是正の期限が決められていること

是正措置の内容は妥当であること

取組には根本的な原因や発生要因対策を含む

こと

業務上必要な権限は職務権限等文書で

内部監査員は内部監査員研修を受けている

内部監査のチェックシートがあること

規定で年1回以上のマネージメントレビュー

開催も決めていること

結果は関連する全ての部署に伝達している
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３．従業員に関する管理

No
総合
判定

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

3-1

定期的な健康診断･検便を受け､その記録があること 健康診断,検便の頻度は適切であること

対象は派遣を含めた全員で､新規採用時にも行なうこと 異常がない者のみ現場で作業させていること

3-2

健康診断･検便異常時の対応を適切に行っていること 異常時の適切な処置記録があること

業務に影響する異常時の場合､健康が確認

できる迄業務に従事させないこと

異常時の処置方法､報告体制も規定していること

処置は適切で製品に影響を及ぼさないこと

軽度な外傷者の処置が規定され､その記録があること

3-3

毎日健康状態が確認され､異常者は措置されていること 健康状態の確認項目の症状《a 黄疸,b 下痢,c
腹痛,d 発熱･発熱を伴うのどの痛み,e 吐き
気,f 嘔吐,g 皮膚の外傷(やけど,切り傷等),h
耳,目または鼻からの分泌(病的なもののみ)》

毎日の健康状態を確認する規定があること
健康状態の記録は責任者が毎日確認していること
異常者については､その旨を速やかに報告できる体制であること
異常者の記録(症状,配置転換,処置法等)があること

入場規定(作業服着用マニュアル含む)に定められた､清潔な作
業服､靴等を着装して作業させていること

3-4 皮膚の軽度外傷は耐水性被覆材で処置して

いること

対象者の従事は品質管理責任者と協議して

いること

3-6

異物混入や汚染防止対策を行っていること

作業服の洗濯を従業員に任せないこと3-5

不要物例《a 指輪,腕時計等の装飾品,b タバ
コ,財布等の私物,c マニキュアや付けまつ
げ,d シャープペンシル,消しゴム等異物とな
りうる筆記用具,e その他異物や汚染の要因に
なるもの》

不要物の着用,持込みを規定･明示していること
規定禁止対象は工場内に見られないこと
作業者の化粧の可否に関する規定もあること

化膿等の症状がある者は別途対応している

作業服等の洗濯･洗浄,交換等の規定がある

作業服で工場建物外へ出ないこと
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４．従業員の品質管理･衛生教育

No
総合
判定

毛髪混入防止対策が､適切に行われていること 毛髪の長さ,洗髪等が規定されていること

3-8

飲食,喫煙場所は定められた場所で行っていること

適切な毛髪混入防止対策を規定･明示し､記録していること

品質管理担当者が対策を確認･指導している

3-7

異物混入,汚染防止対策があること

官能検査は､定められた場所で担当者が

3-9

入場時や作業中の手洗い管理を行っていること

3-
10

検査により手洗い方法の効果が確認されていること

手洗いマニュアルを規定･明示していること

マニュアルに従って手洗いを行っていること
手洗い効果の確認を実施した記録があること

基準を超過時の対応も定められていること

確認方法は拭き取り検査等適切であること

規定の内容が有効か検証されていること

3-
11

部外者の入場は従業員と同等に管理されていること

特に､作業服及び着装品及び持込み不要物に関して管理されてい
ること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

4-1

従業員教育は規定と計画に従い実施されていること

計画は従業員の業務,職務内容に合っていること
受講対象者が決められ､伝えられていること
受講したい教育が受けられること

毛髪除去の方法,ツールが規定されている

毛髪発見時の処置も規定されていること

工場内で水分を補給する場合の規定がある

行っていること

マニュアルは合理的かつ有効な内容である

溜め水は使用基準に従って管理されている

洗剤,殺菌剤等の備品も規定,管理されている

汚染区から清潔区に入る手順を規定している

品質管理担当者が確認･指導をしていること

品質･衛生管理教育の内容《a 異物(毛髪を含
む)混入対策,ｂそ族･昆虫対策,ｃ 一般的衛生
管理,ｄ 表示規定,e HACCP規定,ｆISO,ｇ 内
部監査,ｈ 統計処理,I 異物検出器の作動確認
方法と保守点検法,ｊ 温度測定法と校正方法
等》
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入社時の品質･衛生教育規定,教育計画が決められていること

入社時の品質管理･衛生教育も適切に行われていること

4-3

教育は計画通り行われ､記録が保管されていること 正社員以外でも必要な教育の記録があること

4-2

業務,職務別に適切な教育に漏れがないこと
個人の教育履歴が追跡できること

　　　　　

4-4

対象者は全員教育を受けていること 受講者のサイン等で教育の実施が判ること

4-5

必要な教育を受けるのに､業務を優先させないこと 計画された教育の受講を業務で妨げないこと

未受講者には追加教育し､漏れがないように管理していること 受講者と受講内容が判るリストがあること

従業員が受講する場合は､作業員の配置等十分配慮すること 教育は機会均等であること

教育の効果確認が行われていること 効果の判断基準があること

効果確認の結果を受講者に知らせていること

4-7

必要に応じて社内資格制度を設けていること 資格制度の規定があること

4-6

教育内容を評価し､必要に応じて教育プロ

4-8

資格合格者以外に対象業務をさせていないこと 希望があれば資格取得に挑戦できること

資格が必要な特殊技能等を特定し､その任命時に経験,知識,技能
等を考慮していること

資格を与える要件が規定されていること

規定された効果確認を行い､判定をしていること 資格教育の効果確認は試験等適切であること

資格に関する教育効果の記録があること

日時,参加者名,講師名,内容等が記録にある

こと

こと

正社員以外でも必要な内容は教育されている

グラムを修正していること

効果がない場合､再教育の機会を与えている
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５．品質検査･衛生検査体制

No
総合
判定

マニュアルに従った対象の検査が行われていること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

5-1

品質･衛生検査マニュアルが作成されていること

マニュアルは工場に必要なものが全てあり､その内容(対象,検査
項目,基準等)は適切であること 検査結果に基づく合否判定が適性であること

使用培地等の処理も含まれていること

5-2

5-3

対象の検査結果が記録･保管されていること

検定対象計量器が明確(リスト化)であること

5-6

検査で使用する機器は全て対象となっていること

5-4

検査機器の点検等が計画的に実施されていること

5-5

品質管理責任者が確認又は承認する規定があること

検査結果は品質管理責任者により確認･承認されていること

組織の代表者が承認する場合､品質管理責任者は確認すること

必要に応じ検査結果を関係者に回覧している

品質管理責任者不在時の代理体制があること

記録は決められた期間保管されていること

サンプリングは適切に実施されていること

保管サンプルは賞味期限までは保管している

異常発生時は是正処置も含め､適切な内容と

なっていること

管理記録が規定期間保管されていること

品質検査用の計量器は計量法による規定の検定を受けること

規定と適切な管理頻度に基づく計画がある

管理基準逸脱時の規定があること

商取引,出荷判定に使用する計量器も同様であること 計量検定の記録(検定証印)があること

検定による有効期限内であること

検定記録を2年間以上保管していること

温度計に対する校正の規定があり､それに従った記録があるこ
と 標準温度計がない場合､外部で校正している

誤差の許容範囲を科学的に規定していること

誤差範囲外の温度計の処置規定があること

工程の温度帯に合致する標準温度計がある

管理限界(限度見本等)は共通で誰でも判る

異常発生時も適切な内容となっていること

承認･確認は定められた期限内に行われて

いること

規定,計画に基づいた点検等の記録がある
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６．クレームへの対応と再発防止体制

No
総合
判定

5-7

誤差の許容範囲外の温度計に対して処置

試薬･培地容器に記載の条件で保管すること

機器に付属する温度計の校正を実施していること 誤差の許容範囲を科学的に規定していること

校正の規定があり､それに従った記録があること

試薬･培地等は適切な方法により保管されていること

5-9

劇･毒物(殺虫剤,殺そ剤を含む)は品質管理責任者により管理さ
れていること

必要に応じ､MSDSが入手されていること

試薬･培地等の保管方法と使用期限の規定があること 試薬･培地類の廃棄規定と記録があること

5-8

薬剤のリストがあり､漏れがないこと

品質管理部門以外の劇･毒物等も対象であること

5-
10

劇･毒物(殺虫剤,殺そ剤を含む)は施錠管理された施設で保管さ
れ､使用記録があること

保管庫内の管理は適切であること

開封後及び調製試薬や培地も規定があること

5-
11

検査担当者には､規定要件を満たす者が含まれていること ①衛生検査の実務経験が１年以上

在庫と使用記録に整合性があること

危険な希釈物,現場の劇･毒物も同様であること 保管庫の鍵の管理が適切であること

廃棄も記録されていること

検査要員の資格が社内規定にあること
講習会の終了(受講)記録があること
クロスチェック不合格の場合の規定があること

②技能習得に必要な講習会を履修

③クロスチェックの年1回以上の受験と合格

クレームに対して的確に対応する体制が整備されていること

6-1

クレーム対応フローが規定されていること

担当部署,担当者が明確であること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

標準温度計に加え校正対象温度計も対象で

あること

保管場所,管理体制等を含む管理規定がある

重大クレーム及び内部クレームを含むフロー

され､記録されていること

があること
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6-2

クレーム対応マニュアルが文書化されていること 調査,原因究明,報告等の規定があること

正しく行われた原因究明等の内容が記載

クレーム内容の調査,原因究明の方法があること （異物の場合､種類別の同定の手順,方法）

過去の記録が参照できること

フローに従って処理が行われていること

6-3

受付･対応･処理内容の調査があることクレームが適切に対応･処理されていること

クレーム対応フロー及びマニュアル通りの処理が行われ､記録が
あること

6-4

社外分析を行なう第三者機関が決められていること 分析依頼先がリスト等で明確であること

6-5

クレーム結果は期限内に相手へ報告していること 報告期限を苦情先に伝えていること

自社で出来ない検査の場合､分析内容別に依頼先が決められてい
ること

分析項目別の機関が明確であること

依頼先の標準分析日数を把握していること

クレーム結果を､相手に伝える手段が明確であること 期限内に報告していること

（必要な場合､追加報告も行っていること）

伝達方法があること

6-6

クレーム情報が関係部署に伝達されていること 結果記録には､原因究明の内容があること

6-7

クレーム情報が統計的に処理されていること 統計解析方法が適切であること

クレームの調査･分析結果が､関係部署で活用出来る様に適切に
伝達されていること

改善措置,再発防止対策等の内容があること

効果的な改善が行われていること

6-8

クレーム原因を調査･分析し､再発防止に向けた取組みが行われ
ていること

再発防止対策が妥当であること

クレームが製品別,苦情別(異物,異臭,包装等),発生元(ライン
別,原材料由来)等に分類･集計されていること

統計解析結果が見て判りやすいこと

発生元と内容が判る統計となっていること

原因究明方法が妥当であること

クレームの再発防止に向けた改善が実施されていること 改善へ向け､PDCAが回っていること

されていること
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7．原材料の管理

  （１）原材料供給者の管理　　　　　※一次加工（原材料の選別､下処理､軽微な加工等）を社外に委託している場合の協力企業等含む

No
総合
判定

備考

7-1

原材料供給者の選定基準が文書化されていること 原料の品質･衛生状態の規定があること

品質保証体制について運営規定があること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容

7-2

新規取引開始する場合､基準に適合していること 基準に従った管理･運営をしていること

選定基準に従い適合を確認し､取引を開始していること
また､その旨を記録に残していること

供給者として認定した記録があること

記録で承認者が明確であること

7-3

既存の供給者は定期的に再評価されていること 供給者として再評価した記録があること

7-4

選定･再評価の結果が供給者にフィードバックされ､かつ適切な
指導が行われていること

結果を通知し､指導していること

供給者に対して､指導を行った場合､改善した結果もしくは､選定
者が確認した結果を入手していること

再評価の基準書があること 記録の再評価承認者が明確であること

7-6

原材料の検証を定期的に行っていること 頻度,試験項目,基準が決められていること

　（２）原材料の確認　　　　　※　一次加工（原材料の選別､下処理､軽微な加工等）を社外に委託した場合の受入れ中間製品等の検査を含む

7-5

原材料仕様書として､原材料規格証明書あるいは保証書等を含
んでいること

新規取引時,仕様変更時など適切な頻度で入手､承認､保管されて
いること

仕様書通りの原料であるか､検査･試験等によって定期的に確認
を行い､記録していること

記録は規定された期間保管していること

サンプリング計画があること

原料規格証明書あるいは保証書には､次の内容が
網羅されていること
①使用原材料の規格書 ②規格･基準に記載の検
査結果(微生物,残留農薬等) ③食品衛生法,JAS
法等に基づく原材料の各種品質情報 ④当該原材
料に関するクレーム･事故等の情報 ⑤原料原産
地情報 ⑥添加物,その他化学物質,包装資材等の
MSDS情報

指導に対する改善活動を確認していること

改善活動内容が適切であること

製造工場の施設･設備の衛生に関する規定

があること
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①適正な保存温度の基準

②外観および品位に関する基準7-7

原材料の受入基準が明確に文書化していること

④微生物および理化学等の規格基準

7-8

受入基準に基づいた検査を行っていること 受入検査結果の記録があること

7-9

不適合原材料の処理手順が文書化され､それに基づいて処理さ
れていること

処理手順の規定が適切(妥当)であること

規定に従った処理をしていること

不適格品と適格品が識別できるように､表示方法や保管場所等が
定められ､手順通り行われていること

責任者の役割分担が明確であること

処理記録があること

（３）原材料の保管管理

7-
10

適切に保管･管理するための規定があること
（外部委託保管庫を含む）

規定には次の項目が含まれていること

①原材料特性に適した保管場所

②適正な保管温度の維持および点検と記録

③保管原材料の衛生的な取扱い

④逸脱した場合の原材料の処理,対応

7-
11

規定に従った適切な原材料の管理が実施されていること ①原材料特性に適した保管場所

右の事項(規定)が作業現場で遵守されていること ②適正な保管温度の維持及び点検と記録

③保管原材料の衛生的な取扱い

④逸脱した場合の原材料の処理,対応

　製造者(供給者)等

原材料仕様書に示す内容は､受入基準と適合したものであること

受入基準として､科学的根拠に基づいた以下

の具体的な内容が含まれていること

③原材料名称,製造日付,ロット№,期限表示,
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８．製品管理

No
総合
判定

　（２）製品のトレーサビリティー

8-5

可能な状況であること

製品の保管･管理について､適切な規定が設けられていること

⑤未包装製品の仮置保管規定

①製品保管庫の温度管理(-18℃以下を保持)

②製品を衛生的に取扱うこと

③逸脱時の適切な処理対応

8-2

規定に従った製品保管が適切に行われていること

規定が遵守され､保管状況について記録されていること

8-3

基準逸脱時の製品は適切に処理されていること 逸脱した製品の処理記録があること

8-4

微生物検査結果による出荷体制は適切であること 検査結果による出荷判定を行っていること

特に､庫内温度逸脱時の対応(製品､保管庫)が､記録から確認でき
ること

逸脱した製品の範囲を特定していること

微生物検査結果の判明前に製品が出荷されないこと

原料から製品までトレースできる仕組みがあり､文書化してい
ること

受入れ記録･配合記録･加熱記録･凍結記録･

包装記録･在庫記録･出荷記録等

検査結果判明前の移動は､工場への返送が

検査結果判明前の移動は品質管理責任者等

による承認が行われていること

包装資材がトレースできること

使用記録があり､トレースできること

追跡･遡及方法に関する規定があり､必要な記録等が記載されて
いること

原材料ロットが定義されていること

製品ロットが定義されていること

8-6

ロットが記載された受入れ記録及び包装資材追跡･遡及方法に関する規定がある

包材のロットが定義されていること

廃棄包材も記録により確認できること

  （１）製品の保管管理　－　製品保管を外部の営業倉庫等に委託した場合､保管の方法のヒアリング及び記録で確認すること。

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容

*温度を含む管理記録の定期的な提出､委託先冷凍庫の構造等の
確認と現地調査､問題発生時の調査権や製品保証等の契約規定

備考

④外部委託*の場合の管理

8-1

規定には､次の内容が含まれていること
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９．工程管理基準の整備と運用（ＨＡＣＣＰ的管理手法の導入）

No
総合
判定

の中心温度との相関関係も確認していること

印字のコピー等は必ず日報類に添付している

8-7

賞味期限表示について､適切に管理されていること 印字が薄くて読みにくくないこと

製造前に品管部門が確認していること

8-8

製品ロットがトレースできること 記載ロットでトレースできること

規定が遵守されていること

追跡･遡及できること スムーズにトレースできる記録があること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

9-1

①名称及び品名

②品質及び衛生規格

③全ての原材料(添加物を含む)

⑤アレルギー物質の表示に関する事項

⑥包装形態と賞味期限表示

⑦食品添加物の使用量とその基準

9-2

製造工程フローが作成されていること ①全ての原材料(添加物含む)

フローは品目別に作成され､全ての工程､全ての原料が含まれて
いること

②水･氷

③包装資材

④全ての工程

9-3

危害分析に基づく工程管理表があること

管理項目･方法を文書化していること

全ての認定製品について危害分析を行い､必要に応じ重要管理
点及び衛生標準作業手順を設定していること

予防･是正処置の検討を行っていること

品質管理部門により見直ししていること

管理基準は科学的根拠により設定されたものであること

管理手段は危害防止として適切であること9-4

管理基準設定時の科学的根拠が妥当である

こと（データ,文献,ヒアリング等）

雰囲気温度を管理基準としている場合､製品

④保存方法･使用方法に関する事項

全ての製品の製品説明書が作成されていること

製品説明書には､右の事項等が含まれていること
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１０．冷凍食品製造工場で実施すべき､その他の衛生管理項目

No
総合
判定

あること

9-5

工程毎の作業手順が明確に文書化されていること 現場で使用する手順書が妥当であること

作業手順が､製造作業現場に対応可能なものであること 手順書に管理項目･管理基準があること

手順変更を現場に周知していること

9-6

重要管理点を含む工程が適切に管理されていること 工程管理表通りに管理が行われ､その記録が

工程毎の作業手順が､遵守されていること

逸脱時の製品･工程処置規定があること

逸脱した中間･最終製品等の識別,廃棄等の処置が記録･保管され
ていること

正常化への手段は適切であること

製造現場へフィードバック等をしていること

9-8

アレルゲン混入防止対策を行っていること

ライン間でクロスコンタミがないこと

9-7

管理基準を逸脱した場合の処置が適切であること 逸脱時の原因究明が行われていること

10-
1

施設･設備の衛生管理規定があること ①施設周囲の整理整頓 ②周辺建物(付帯施設)
等の管理 ③作業スペースの管理 ④床面の管
理 ⑤壁,天井の管理 ⑥結露の防止 ⑦照明設
備の管理 ⑧窓･出入り口の管理 ⑨便所の管理
⑩手洗い設備の管理 ⑪足洗い設備の管理 ⑫
相互(交差)汚染の防止

アレルゲン混入防止対策として､工程の洗浄方法の規定があるこ
と アレルゲン混入防止対策があること

原材料のアレルゲンを把握していること

規定通りの管理が行われ､記録･保管されていること
逸脱時の処置が適切に行われていること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

施設･設備の衛生管理規定の手順,作業内容は､右に示される項目
が含まれており､適切であること(管理計画,方法,頻度が含まれ､
記録様式が決められていること)

10-
2

施設･設備の衛生管理記録が保管されていること

（一覧表にしていること）
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上水の場合は､供給先より水質データを入手

自社でも捕獲物のモニタリングを実施して

いること

10-
3

施設･設備,機械･器具の保守点検を実施していること 作業内容が適切･妥当であること

保守管理規定の手順､作業内容は適切であること(管理計画,方
法,頻度が含まれ､記録様式が決められていること)

異物混入防止対策ができていること

食品に接触する面と接触しない面の管理が

あること

10-
4

保守点検結果が記録･保管されていること 保守点検の記録があり､適切であること

規定通りの管理が行われ､記録･保管されていること
逸脱時の処置が適切に行われていること

消耗品についての管理記録があること

逸脱時の処置を行っていること

10-
5

そ族,昆虫の防除計画を含む管理を行っていること 防除規定及び定期駆除の計画があること

施設面及びソフト面の両方を考慮した管理方法であること

使用薬剤の管理(薬剤のリスト,MSDSの保持)

薬剤散布及び散布後の手順が含まれている

捕虫設備･トラップの維持管理をしている

捕獲物のモニタリングを実施していること

使用水の安全性を確保するため､種類･用途別に管理方法を規定
し､管理計画も作成していること

10-
6

同上の防除を委託している場合も管理すること 委託内容は適切であること

業者のみに任せず､自社でも管理する規定を設け､実行すること

水源の管理(井水,工業用水,海水)

水質検査(残留塩素濃度,微生物等)

貯水槽の管理

委託作業にも適宜立会っていること

管理結果を改善に繋げていること

基準逸脱時の処理が適切であること
10-
8

上記の管理項目の結果が記録･保管されていること

10-
7

使用水について適切な衛生管理が行われていること 殺菌装置の管理(井水,工業用水,海水)

10-
9

排水･廃棄物の衛生管理が適切に行われ､記録が保管されている
こと

排水溝の管理がされていること

水質検査は､水源より最も遠い場所で採取

していること

排水処理施設の管理がされていること

管理規定には実際の作業の内容,手順,管理方法,管理頻度等が含
まれ､内容は適切であり､更に規定通りの記録がされていること
また､異常発生時には､適切な管理が行われ記録されていること

廃棄物容器の管理(破損や交換規定含む)

廃棄物保管施設の管理がされていること

廃棄物の搬出

していること
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１１．文書及び記録管理規定

No
総合
判定

10-
10

製品の回収プログラムが作成され､回収に備えた準備がされて
いること

担当者と役割が明確であること

消費者､関係機関への連絡体制があること

回収プログラムには､右の事項が含まれていること シミュレーションが実施されていること

10-
11

プログラムに沿った製品回収が実施されていること 具体的な回収方法

回収した製品の処理方法

回収の評価･分析

製品回収の記録には､右の内容が含まれていること
また､回収した製品についての処理記録があること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

適切な権限を持つ者が承認していること

承認の記録があること(記録,捺印等)

代理者が承認する規定があること

文書は分類され､目次(一覧表)があること

全ての文書類の承認規定が定められ､承認を実施していること

11-
2

文書類は､定期的に見直しが行われていること

11-
1

文書類は､全て承認が行われていること

見直し記録があること

個々の文書類について見直しが規定されていること 代理者が承認する規定があること

見直し頻度を規定していること

11-
3

文書類の最新版管理が行われていること 文書配布先が明確であること

従業員が､最新の文書情報を閲覧･利用できる仕組みがあり､誤っ
て旧版を使用することが無いよう区分管理されていること

改訂履歴がわかること

従業員は最新版の情報を理解できること

11-
4

文書類は､整理整頓され保管されていること 必要な文書が直ぐに取出せること

点検,閲覧,修正等の目的で迅速に利用できること 文書の保管場所が明確であること
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⑤製品の特定(ロット)

⑥基準

⑦記録者･検証者の日付,署名又は捺印

11-
5

記録様式には､必要な項目が含まれていること ①記録様式の題名

11-
6

作成された記録様式は､承認が行われていること 適切な権限を持つ者が承認していること

複数ライン､複数工場で共用の場合にも､識別できていること ②会社名･工場名

③装置名､場所等

④日付と時刻

記録様式の承認規定が定められていること 承認の記録があること(記録,捺印等)

代理者が承認する規定があること

文書は分類され､目次(一覧表)があること

11-
7

記録様式は､定期的に見直しが行われていること 見直し頻度を規定していること

記録様式の見直しが規定されていること 見直し記録があること

保管期限を決めていること

保管期限一覧表があること

規定通りの保管が実施されていること

11-
9

定期的に記録体系が有効かつ効率的に機能するよう見直してい
ること

見直し期間を定めていること

11-
8

記録の保管期限が定められ保管されていること

見直しは､経営者等が主導して行なうこと

11-
11

空白は斜線等が記入されていること 規定が遵守されていること

11-
10

規定に従った訂正が行われていること

記録方法や訂正方法は､第三者がみても妥当な規定であること

記録の空白部分の処理方法が規定されていること

記録類は､改ざんし難い方法･手段を用いて記録されていること
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冷凍食品製造工場　認定調査 Ⅱ．施設・設備に係わる基準
１．工 場 環 境

No
総合
判定

２．作 業 場 施 設 の 構 造

No
総合
判定

2012/6/27

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

1-1

工場敷地内の道路､駐車場､荷捌き所等が舗装されていること
自動車等が進入する箇所が舗装され､工場内(食品を扱う場所)へ
の粉塵流入防止対策がされていること

整理整頓､及び整地により昆虫の発生､ネズミ等の隠れ場所の恐
れがないこと
塵埃が舞い上がらない防護策が講じられていること

不要物が放置されていないこと

1-3

工場からの廃棄物･排水等が防虫上の面から適切に処理されて
いること

残渣処理施設があること

1-2

工場敷地内の整理整頓及び十分な整地を行っていること 恒常的な水溜りがないこと

残渣物の管理が行われていること
上記管理が適正になされる設備が設置され､昆虫等の発生源や生
息場所､誘因の要因となっていないこと

排水処理施設があること

周辺環境が適していること
周辺環境に問題がある場合は適切な防護施設
があること

1-5

食品安全防御のための管理が行われていること 敷地境界の外壁設置､入場規制･管理が行われ

1-4

工場周辺に品質面での安全･衛生上の危険性がないこと

作業を行なうために十分な広さを有していること
機械配置の問題で､洗浄が十分に行なえない等の不具合がないこ
と

工場敷地内､建屋には決められた箇所以外からの入場ができず､
また､納品業者等外部からの訪問者の出入についても同様である
こと

ていること
建屋,貯水槽,井水の殺菌装置,原料保管場所
等で施錠等適切に管理が行われていること
守衛や防犯カメラ等のセキュリティー
システムがあること

2-2

作業場のゾーニングが適切であること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

2-1

作業場は十分な広さを有し､適切な機械配置がされていること

交差汚染防止のため､適切にゾーン区分していること
設定したゾーンに応じたルールが作業現場で遵守されているこ
と
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平滑で､かつ作業上問題のないこと
適切な塗床材が施されていること

耐酸性,耐アルカリ性,耐油性,耐熱性で
あること
平滑で滑りにくいこと

2-4

床面は適切な勾配を有し､内壁との境界は清掃が容易な構造で
あること

アール構造であること

2-3

床面の構造は適切であること 不浸透性であること

排水が容易に行われるよう適切な勾配を有していること

排水溝は滞留が起きない構造であること 排水溝の幅が適切であること

2-6

施設外部への開口部で､排水の逆流防止措置が行われているこ
と

2-5

排水溝は清掃が容易な構造で､適切な勾配があること アール構造であること

施設外部への開口部に排水の逆流防止のための設備(ウォーター
トラップ)があること

そ族,昆虫の侵入防止やゴミの流出を防ぐため､排水溝の施設外
部への開口部の最終部近くにカゴ等が設置されていること

2-8

天井は適切な材質､構造であること 不浸透性であること

2-7

施設外部への開口部付近の排水溝では､そ族,昆虫等の侵入防止
及びごみの流出防止措置が行われていること

カゴ等の材質が適切であること

天井の材質､構造による汚染､異物混入の恐れがないこと 平滑であること
照明器具がむき出しでないこと

ダクト､パイプ等が粉塵や水滴による製品や機械器具類への汚染
の恐れがない場所に配置されていること

2-
10

窓は防虫対策等が考慮された構造であること 開閉式の窓の場合､網戸がコーキング処理

2-9

天井部のパイプ等の設置位置が適切であること

窓は密閉式か､開閉式の場合は網戸が設置されていること
窓の下部は埃の集積等を避けるために適切な傾斜を有すること
屋外の照明灯は､忌避タイプであること

されていること
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３．工 場 内 設 備 の 要 件

No
総合
判定

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

3-1

作業場内は適正な照度が確保されていること
作業内容(通常作業,選別･検品作業等)に応じて照度が適正であ
ること

照明装置の構造が原因となる製品汚染の恐れがないこと
破損時の飛散防止対策がされていること

3-3

必要な箇所に十分な給排気装置が設置されていること 十分な換気能力を有すること

3-2

照明装置は清掃が容易な構造であり､破損時の飛散防止対策が
されていること

蒸気､ばい煙が当該機器以外の周辺に拡散していないこと

3-5

作業場内の吸排気バランスが適切であること 汚染区の空気が清浄区に流れていないこと

3-4

施設外部の吸気口に防虫用ネットが適切に設置されていること
吸気口の空気清浄フィルターを確認すること

十分な能力の換気設備が設置されていること 隔壁がない場合､清浄区の製品汚染防止対策
がされていること

油煙を含む排気が直接工場外に排出されていないこと

3-7

製造用水(飲用適)の供給設備が適切に設置されていること 製造用水(飲用適)の供給量が適切であること

3-6

排熱フードは清掃が容易にできる構造であること オイル受けやフィルターが設置されていること

3-8

井戸水等の水源は適切な場所であり､用水が飲用適となるのに
必要な装置が設置されていること

殺菌装置又は浄水装置が適切に管理されて
いること

井戸水の水源は汚染の恐れがない場所であること
殺菌装置又は浄水装置が設置され､飲用適であることを確認して
いること
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４．原 材 料 保 管 施 設

No
総合
判定

3-9

製造用水(飲用適)とそれ以外の水の区別がされていること 給水栓が明確に区別されていること
誤使用の恐れがないこと

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

4-1

原料の常温保管施設の構造と広さが適切であること 保管環境が直射日光や高温･多湿となってい
適切に原料の品質を保持できること
二重構造で､破損,隙間がないこと

ないこと

4-2

原料冷蔵庫は十分な能力及び適切な広さを有していること 庫内温度が適切であること
適切に原料の品質を保持できること

床,内壁,天井,扉は不浸透性の材質が用いられ､耐水性があり､清
掃に支障がないこと

4-4

原料冷蔵庫には温度測定装置が適切な場所に設置されているこ
と

4-3

原料冷蔵庫の構造が適切であること 平滑であること

温度測定装置は､庫外から庫内温度を確認できる位置にあること

庫内温度が適切であること
適切に原料の品質を保持できること 前室或いはカーテン等の庫内温度上昇防止

策があること

4-6

原料冷凍庫の構造が適切であること 平滑であること

4-5

原料冷凍庫は十分な能力及び適切な広さを有していること

床,内壁,天井,扉は不浸透性の材質が用いられ､耐水性があり､清
掃に支障がないこと

温度測定装置が設置され､庫外から庫内温度を確認できる位置に
あること

4-7

原料冷凍庫には温度測定装置が適切な場所に設置されているこ
と
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５．製 品 保 管 施 設

No
総合
判定

4-8

包装資材保管施設は十分な広さを有していること 種類別保管されていること

4-9

包材保管施設の構造は適切であること 保管環境が直射日光や高温･多湿となって

独立した専用の保管設備を有していること
ダンボール,フィルム,トレー等が区分けして保管できること

包装資材を良好に保管できること
包装資材は､棚､その他を使用し保管されていること

いないこと
保管棚､すのこ上等で保管されていること

包材保管施設の開閉箇所の構造は適切であること
出入口､開閉箇所にそ族,昆虫等の侵入を防止する設備が設置さ
れていること
屋外との出入口は､二重構造で小動物が侵入できる破損､隙間が
ないこと

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

5-1

製品冷凍庫は必要な能力を有し､適切な温度管理ができること ①庫内設定温度

4-
10

製品中心品温を-18℃以下に保つ能力を有すること ②庫内実測温度
③庫内温度表示値

5-2

製品冷凍庫は温度計測装置が設置されていること 庫外から庫内温度が確認できること
実測温度と表示温度の差が確認されている
こと

5-4

搬出口はドックシェルター等が設置されていること そ族,昆虫等の侵入防止の可能性がないこと

5-3

製品冷凍庫は平滑で､耐久性､耐水性があること 清掃が容易な構造であること

品温上昇の防止対策があること

5-5

製品仮置場所は製品保管施設と同様の設備を有していること 仮置場所実測温度
保管方法が適切であること
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６．そ の 他 の 施 設

No
総合
判定

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

6-1

靴箱は外履きと内履きとが区分されていること 保管場所では適切な区分が行われていること

6-2

作業場出入口はそ族,昆虫等の侵入を防止できること 二重構造であること
破損･隙間がないこと

6-4

作業場への人の出入口､区域毎に手洗い設備があること 作業者数に応じた数が適切な場所に設置され

等が設置されていること

6-3

作業場への人の出入口は粘着ローラー等が設置されていること
足洗い場等が設置されていること

ていること
給水栓は自動式,足踏み,腕押しであること
温湯,手洗い用洗剤,ペーパータオル,消毒液

6-6

便所は水洗式で窓､換気扇は防虫設備を設けていること 網戸等が設置されていること

6-5

便所は作業場から隔離された位置に設置されていること 作業者数に応じた数が設置されていること

6-8

便所の手洗い設備は流水受水槽式であること 給水栓は自動式,足踏み,腕押しであること

6-7

便所の出入口は自動開閉式で､専用履物があること

温湯,手洗い用洗剤,ペーパータオル,消毒液
等が設置されていること
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７．機 械 器 具 お よ び 搬 送 装 置

No
総合
判定

防止されていること
6-9

更衣室は作業場から隔離され､不要物が整理整頓されているこ
と

作業者数に応じた独立した部屋を設置して

休憩室内で喫煙する場合には､室内の認め
られている場所であること

いること
私服･作業服の区分け保管により交差汚染が

6-
11

洗浄剤･消毒剤の原液は施錠できる専用の施設で保管すること 保管条件が適切であること

6-
10

休憩室は作業者数に応じた十分な広さを有する､作業場から隔
離された場所であること

更衣室と区画されていること

劇毒物は品質管理部門が管理すること

吊り下げ保管がされていること

6-
13

作業場内の廃棄物の容器は清掃が容易であること 容器から汚水､臭気の漏洩がないこと

6-
12

清掃用具は定められた場所で衛生的に保管していること 定位置管理されていること

6-
14

廃棄物置場は原則作業場外に設けられ､施錠できること そ族,昆虫等の侵入防止ができる構造物で

容器は容易に運搬できること

開放されないこと あること
そ族,昆虫等の住処となっていないこと

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

7-1

機械器具は腐食や破損等による異物混入並び食品衛生上の問題
が起きにくい構造･材質であること

機械器具の材質は耐腐食性かつ不浸透性で

塗装を施していないこと

7-2

機械器具､搬送装置は清掃,洗浄,消毒が容易な構造であり､設置
場所が適切であること

あること
材質は傷がつきにくい金属や合成樹脂である
こと
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８．品 質 お よ び 衛 生 管 理 施 設

No
総合
判定

製品が重なって搬送されていないこと

7-4

加熱装置は適正な温度管理ができること 加熱温度が管理基準に適合しているか確認

7-3

一時的なトラブル等が発生した際に､製品の停滞による品質劣
化を発生させないような配置となっていること

製品の停滞がないこと

加熱が重要管理点となっている場合､管理基準逸脱を早期に発見
できる機器(警報等)が配置されていること

すること
加熱装置は均一に加熱できるものであること

①凍結後製品中心部品温

原則､最大氷結晶生成帯(-1℃～-5℃)を30分以内に通過すること
②最大氷結晶生成帯通過時間
③庫内実測温度

7-6

製品を凍結後､衛生や品質にダメージを与えることなく保管す
ることができる機械配置となっていること

凍結後保管までの時間が適切であること

7-5

急速凍結装置は製品を急速凍結させる能力があること

7-7

製造現場で使用される計量器も､適切な感量で正確に計量でき
ること

通常測定重量に対する感量を確認すること

保管までに滞留が発生していないこと
凍結後保管されるまで適切な温度管理ができる速度で搬送され
ること

①100g以下：0.1g以下　②100g超～1kg以下：
0.5g以下　③1kg超～2kg以下：1g以下　④2kg
超～5kg以下：2g以下
⑤5kg超～20kg以下：10g以下
計量検定記録を確認すること

7-8

金属検出機､Ｘ線異物除去装置は適切な感度を有し､排除が確実
であること

感度テストを行なうこと

規定のテストピースが確実に排除されること

基　　準　　内　　容 主　　な　　確　　認 　 内 　 容 備考

周辺環境の影響を受けないこと

8-2

品質管理施設は必要な器具､設備を有すること 以下①～⑧を所有していること

8-1

品質管理施設､官能検査施設は適切な環境であること 独立した検査施設を設けていること

①校正済の製品品温測定用温度計②標準温度
計(及び校正記録)③検定済の計量器(及び検定
記録)④標準分銅⑤水素イオン濃度測定装置⑥
揮発性塩基窒素定量装置⑦解凍⑧油ちょう等
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8-4

微生物試験室は適切な環境であること 微生物検査エリアは､その他の部署や製造

8-3

適当な広さの微生物試験室を有すること

①試料調製器②恒温器③恒温水槽④高圧滅菌
器⑤乾熱滅菌器⑥菌数計算機⑦顕微鏡⑧微生
物試験用ガラス器具類　など

エリアからの汚染防止策がされていること

8-5

微生物試験室は必要な器具､設備を有すること 以下①～⑧を所有していること
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