
 
 
 

冷凍食品認定制度における 
品質管理の手引き及び基準 

（平成 30 年度 追補版） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成３１年３月２０日 
一般社団法人 日本冷凍食品協会 

 
 



 
【追加説明事項】 

第１編 総論 第３章 食品関連法規（該当ページ p14～16） 

第１編 総論 第４章 HACCP と国際規格（標準）について（該当ページ p20） 

第３編 基準  食品表示法の制定と改定について（該当ページ p369～371） 

  

【内容変更事項】 
 第２編 実務編  第９章 HACCP に基づく管理（該当ページ p139～158） 
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追加説明事項 １． 

 

 

第１編 総論  第３章 食品関連法規 

 

１．食品衛生法の一部改正 
 平成 30 年 6 月 13 日に食品衛生法の一部を改正する法律が公布された。実際の運用に必

要な省令、基準などの整備及び行政上の手続きは今後行われるが、現時点で明確になって

いる法改正内容について、冷凍食品に関する内容を主として説明する 
  
（１）広域的な食中毒事案への対策強化 

   複数の都道府県で発生した食中毒事案への対応を効果的に行うため、地域ブロック

ごとに広域連携協議会を設置する。緊急を要する場合は、厚労省が協議会を活用して 

対応を行う。31 年 4 月より施行。行政の仕組みの改正で、食品事業者に直接の影響は

ない。 
 
 （２）HACCP に沿った衛生管理の制度化 
   全ての食品事業者は、HACCP を厳格に運用する「HACCP に基づく衛生管理」 

（旧基準 A）あるいは、一般的衛生管理を中心に運用する「HACCP の考え方を取り入

れた衛生管理」（旧基準 B）により衛生管理計画を作成し、運用しなければならない。

旧基準 A が基本であるが、小規模事業者と特定の業種の事業者は旧基準 B の提要を認

められている。冷凍食品製造業は旧基準 A が適用される。 
 事業者団体は、計画策定のための手引書の作成を要求され、当会は旧基準 A の手引

書を作成し、30 年 12 月に厚労省のホームページに公表された。32 年 6 月までに施行

されるが、基準の適用にはさらに 1年間の猶予期間が設定されている。 
 
 （３）特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 
   いわゆる健康食品についての健康被害情報の届け出の制度化であり、32 年 6 月まで

に施行される。 

 

 （４）国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 

合成樹脂製の食品用器具・容器包装の原材料である基ポリマー・添加剤等をポジテ

ィブリスト化する。食品事業者への適合性証明の伝達方法が必要とされているが、現

時点で具体的な執行内容は未定。輸入品の扱い、違反品を使用した食品の扱いなどが

未定で、今後の動向に注意が必要。32年 6月までに施行としている。 
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 （５）営業許可の見直し及び営業届出制度の創設 

   現在 34の営業許可業種があるが、実態に合っていないため、許可業種を見直すとと

もに、届け出業種を新設する。冷凍食品では、食品の冷凍冷蔵業を冷凍食品製造業と

倉庫業に分離するなどの案が出ており、望ましい方向に向かっている。また、許可基

準は、HACCP 要件は含まず、施設・設備用件のみとなった。33 年に施行予定。 

 

 （６）食品等のリコール情報の報告制度の創設 

   現在多くの自治体が実施しているリコール情報の報告制度を、国の制度とし、事業

者がリコールを行う場合に行政への報告を義務付ける。報告されたリコール情報は、

危害の大きさによりクラス分類し、公表する。33年に施行予定。 

なお、消費者庁も、食品表示法違反によるリコールの際には行政への報告を義務付

ける法改正を 30 年 11 月行なった。3年後に施行としている。 

 
 （７）輸入食品の安全性確保 
   輸入食品の安全性を確保するために、現在は行っていない HACCP に基づく衛生管

理の確認を要求することになった。32年施行猶予期間 1年。 
 

上記改正において、手続きを効率的に進めるため、食品衛生申請等システムを構築 
 することにした。  
 
 
２．食品表示法 
 遺伝子組換え表示制度に関しては、消費者庁において平成 29年度に「遺伝子組換え表示

制度に関する検討会」が開催され、平成 30 年 3 月 28 日に報告書が作成された。その後、

消費者委員会食品表示部会で検討会の報告書が討議されており、10 月 10 日から 11 月 8 日

にかけて行われたパブコメの結果を受け、（10月 3日に遺伝子組換え表示制度に係る内閣府

令の改正に関する諮問を受け、）12 月 19 日より検討が行われている。31 年 2 月 21 日迄の

結果を受けた方向性を第３編 基準に示した。 
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追加説明事項 ２． 

 

 

第１編 総論  第４章 HACCP と国際規格（標準）について 
 
 食品衛生法等の一部を改正する法律の公布により、HACCP に沿った衛生管理の制度化が、

全ての食品事業者者に対して平成 32 年 6 月には施行される。当協会は、認定工場は規模の

大小に関係なく認定基準に沿って HACCP を実施していることから、全ての冷凍食品製造

工場で「HACCP に基づく衛生管理」を行うことが必要であると考えて、「HACCP に基づ

く衛生管理の手引書（以下、衛生管理手引書）」を作成した。 
 また、ISO22000：2018 が発行したので概要を記載する。  
 
１．「HACCP に基づく衛生管理（旧基準 A）」の手引書 
当協会では冷凍食品製造者向けに「HACCP に基づく衛生管理」の手引書を作成し、30

年 12 月 7日に厚生労働省より公表された。 
当該内容に関しては、会員に向けては別途印刷して配布した。なお、衛生管理手引書に

ついては、厚生労働省及び協会のホームページにも「冷凍食品事業者向け HACCP に基づ

く衛生管理のための手引書」として掲載されている。 
本章との関連では、p28 の危害要因分析シートの作成方法について修正が行われている。 

 
３．ISO22000 と FSSC（Food Safety System Certification)22000 
（６）改定された ISO 22000：2018 について 
 ISO22000 は 17 年に発行後、修正が行われてこなかったが、30 年 6 月に ISO22000：2018

版が発行された。   

2005 年版に比べ要求事項の項番に変更があり、ISO 9001：2015 と同じく、４．組織の状

況、５．リーダーシップ、６．計画、７．支援、８．運用、９．パフォーマンス評価、 
１０．改善となっている。 

 2018 年版は食品安全マネジメントシステム（FSMS）の原則に加え、ISO9001：2015 の

改定と同様に PDCA サイクルを重視した構成になっており、更にハザード管理の考え方が

整理されたものになっている。 
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内容変更事項 １． 
 
 
第２編 実務編  第９章 HACCP に基づく管理 

 

衛生管理手引書の作成にあたっては、認定基準から HACCP 管理に該当する部分を抜粋し、

全ての冷凍食品製造工場適用するために、一般的な内容を含めて再構成した。また、新しい管

理手法も加えた。具体的には、原料や工程における一般的衛生管理についての実施事項を明確

化し、特定衛生管理計画の策定等一部新たな内容を加えている。また、この内容は認定基準に 

反映され第１次改定されている。 

従って、本章については、衛生管理手引書の内容に差し替えることとするので参照されたい。

但し、本章初版で収載した内容は、衛生管理手引書よりも説明が詳細な部分が有るため、参考

説明書として有効なものであり、適宜活用されたい。 
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追加説明事項 ３． 
 
 
第３編 基準  食品表示法の制定と改定について 

 
（５）遺伝子組換えの表示方法 
 消費者委員会の食品表示部会で、遺伝子組換えの表示方法について検討が続いているこ

とから、平成 31 年 2 月末の状況で、変更されると思われる内容とその考え方を記載した。    
今後は内容確定後、消費者庁のホームページで確認をしてもらいたい。 

 
１）．表示義務対象品目と範囲 

  表示義務対象範囲は遺伝子組換え農産物としての安全性が確認された農産物（8品目）

及びこれを原材料とする加工食品（33 品目）である（別表 17 参照）及び別表 18 に掲げ

る加工食品の原材料のうち、対象農産物又はこれを原材料とする加工食品であって、主

な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位 3 位までのもので、かつ、原

材料及び添加物の重量に占める割合が 5%以上であるもの）であるものが対象となる。 
これは科学的検証が可能な組換え DNA 等が残存する品目に義務表示の対象を限定す

る現行制度を維持することが適当と考えられたためで、油や醤油等、加工工程で DNA 及

びこれによって生じたたんぱく質が除去・分解され、 新の検出技術でも検出不可能な

ものは表示義務対象外である。但し今後、再現性のある組換え DNA 等の検査法が確立さ

れれば表示義務対象品目が追加される可能性はある。 
 

２）．表示方法 
①「遺伝子組換え不分別」（義務表示）の表示方法 
生産、流通又は加工の全部又はいずれかの段階で遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換

え農産物を分けずに管理した原材料を使用している場合には、遺伝子組換え農産物と非

遺伝子組換え農産物を分別していない旨を表示する。また 遺伝子組換え農産物と非遺伝

子組換え農産物を分けて管理していたとしても 意図せざる遺伝子組換え農産物の一定

の混入を超えている場合には、適切な分別生産流通管理がなされたとはいえず 「遺伝子

組換え不分別」である旨の表示が必要である。尚、意図せざる「一定の混入」とは、大

豆及びとうもろこしについて、混入率 5%とされている。 
分別生産流通管理をしていない原材料を使用している場合には、遺伝子組換え農産物

と非遺伝子組換え農産物を分別していない旨を原材料名の次に括弧書きで表示すること

が必要で、「遺伝子組換え不分別」以外でも、遺伝子組換 え農産物と非遺伝子組換え農

産物を分別していない旨が分かる文言（例：「遺伝子組換えのものと分けて管理していま

せん。」）であれば構わない。 
 



 
 

6 
 

②「遺伝子組換えでない」（任意表示）の表示方法 
  分別生産流通管理（IP ハンドリング）が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産

物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性が

あることから、一定の「意図せざる混入」（混入率 5%以下）があっても「遺伝子組換えで

ないものを分別」、「遺伝子組換えでない」と表示できていたが、改定に伴い、科学的検

証において不検出の農産物及びこれを原材料とする加工食品のみに、任意であるが当該

表示が可能となった。 
③「適切に分別生産流通管理を行っている」場合（任意表示）の表示方法 

  遺伝子組換えの意図せざる混入率が 5%未満であるが、DNA 若しくはこれによって生じ

たたんぱく質が検出される場合は、任意での表示となるが、表示する場合は食品表示基

準第 3条第 2項の表の遺伝子組換え食品に関する事項の規定に従う必要がある。 
一括表示事項欄に表示する場合は、原材料名の次に括弧を付して、分別生産流通管理

を行っていることが分かるように表示をする。  
例：とうもろこし（分別生産流通管理済み）、大豆（遺伝子組換えの混入を防ぐため分

別）等） 
遺伝子組換えの混入がない原材料であると消費者が誤解するような表示、例えば 「遺

伝子組換えでないものを分別 ）は、不適正な表示となる。 
一括表示事項欄外に表示する場合は、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を

分けて生産、流通及び製造加工の各段階で管理を行っていることが分かる様に表示する。 
例：「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産

流通管理を行っています 」  
「大豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換えの混入を減らしています 」等 

 
（６）食品添加物の表示方法 

消費者委員会の食品表示部会では、遺伝子組換え表示の検討終了後、食品添加物の表示

方法について検討が行われる予定である。 
現時点で食品添加物の表示に関しては、①物質名で記載する（例：カゼイン Na）、②用

途名と物質名を併記する（例：甘味料（カンゾウ））、③用途名のみで記載する（例：乳化

剤）、④特殊な表示（調味料、着色料、増粘多糖類等）、⑤表示免除（キャリーオーバー、

加工助剤）の考え方が論点として示されている。 
 
 
 
 
 
 
 




