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平成 20年 4月 1日制定 

令和 2年 11月 13日最終改定 

 

 

冷凍食品認定制度要綱 

 

（冷凍食品認定制度の目的） 

第１条 一般社団法人日本冷凍食品協会（以下、「協会」という。）は、会員の製造す

る冷凍食品の品質及び衛生管理の向上に関する継続的な指導を行うために冷凍食

品認定制度（以下、「認定制度」という。）を設け、冷凍食品製造工場で一定基準以上

に達していると認めた工場で製造され、品質、表示及び衛生の基準に適合した製品

について、その製品に対し協会の定める格付の表示を付すことを認めることにより、

冷凍食品産業の発展及び消費者の信頼性の確保を図り、国民の豊かな食生活に寄与

することを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するために、冷凍食品製造工場認定要領（以下、「認定要領」

という。）、冷凍食品製造工場認定基準（以下、「認定基準」という。）、冷凍食品の

品質基準（以下、「品質基準」という。）、冷凍食品の表示基準及び表示様式（以下、

「表示基準」という。）、冷凍食品の衛生基準及び試験方法（以下、「衛生基準」と

いう。）等を定める。 

 

（冷凍食品の定義） 

第２条 冷凍食品とは、選別、洗浄、不可食部の除去等の前処理及びこれらを加熱、調味、

成型処理等を行ったものを急速凍結し、凍結状態で保持した包装食品をいう。 

２ 水産冷凍食品とは、水産物の冷凍食品を、農産冷凍食品とは農産物の冷凍食品を、畜産

冷凍食品とは畜産物の冷凍食品を、その他の冷凍食品とはパンや菓子類等の冷凍食品を、

調理冷凍食品とは水産冷凍食品、農産冷凍食品、畜産冷凍食品、その他の冷凍食品以外の

冷凍食品をいう。 

 

（認定制度の運営） 

第３条 協会は、第１条第２項で定める認定要領に従って認定制度を運営する。 

２ 協会は、冷凍食品認定制度における認定に関する調査、検査、指導及び費用（認定証票

使用料、手数料等）の徴収等を一般財団法人日本食品検査（以下、「ＪＦＩＣ」という。）

に委託する。 
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（冷凍食品製造認定工場） 

第４条 冷凍食品製造工場において、第１条第２項で定める認定基準を満たしているととも

に、当該工場で生産される冷凍食品（以下、「製品」という。）が、品質基準、表示基準

及び衛生基準（以下、「製品基準」という。）を満たしていると認定された工場を冷凍食

品製造認定工場（以下、「認定工場」という。）という。 

 

（格付の表示及び数量） 

第５条 認定工場は製品の分類ごとにあらかじめ協会の認定を受けて、製品基準を満たして

製造または加工した製品の容器または包装に、協会により格付したことを示す表示（以下、

「認定証票」という。）を印刷することができる。 

２ 認定証票を印刷した製品は、格付したものとして、認定工場はその生産量をＪＦＩＣに

毎月届けなければならない。 

 

（認定証票の交付及び様式） 

第６条 協会は、認定工場に対し、その工場の製品に印刷する認定証票の清刷りを交付する。 

２ 前項に定める認定証票の様式及び表示の方法は別記１に定める。 

 

（要綱、要領及び基準の改定、廃止） 

第７条 本要綱、認定要領、認定基準、製品基準の改定または廃止しようとするときは、協

会に設置された品質・技術部会で決定しなければならない。 

２ 前項の決定後、その内容を速やかに会員に通知しなければならない。 
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附則（平成20年4月1日 制定） 

１ この冷凍食品認定制度は、平成21年4月1日から施行する。 

２ この制度に基づく、事前申請の受付及び認定審査は平成20年9月1日から行うことができ

るものとする。 

３ 昭和45年2月5日制定の｢冷凍食品の品質･衛生についての自主的指導基準」（以下、「旧

制度」という。）は平成21年3月31日をもって廃止する｡ 

４ 旧制度に基づく認定工場は､平成21年3月31日をもってその資格が失効し、旧制度による

更新は行わない。 

 

附則(平成23年6月13日 一部改定) 

この要綱は､平成23年9月1日から施行する｡ 

 

附則(平成24年11月14日 一部改定) 

この要綱は､平成25年4月1日から施行する｡ 

 

附則(平成27年3月23日 一部改定) 

この要綱は､平成27年4月1日から施行する｡ 

 

附則(平成29年4月1日 一部改定)  

この要綱に規定する“一般財団法人日本冷凍食品検査協会”は､組織の名称変更により平

成29年5月1日より“一般財団法人日本食品検査”に読み替えるものとする｡ 

 

附則(令和2年11月13日 一部改定) 

この要綱は､令和3年4月1日から施行する｡ 
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平成 20年4月1日制定 

令和 2年 11月 13日最終改定 

 

 

冷凍食品製造工場認定要領 
 

第１章 冷凍食品製造工場の認定 

（認定の目的） 

第１条 協会は、消費者より信頼される冷凍食品を提供するため、認定工場で生産される冷

凍食品の品質及び衛生についての指導を行う。 

２ 前項の指導は、その教育的機能に重点を置き、品質の不適正な製品の生産を事前

に予防するとともに、品質及び衛生の向上を図ることを主眼とする。そのため、認

定工場の製造に従事する者の指導教育に力を注ぎ、品質管理及び衛生管理の充実に

重点を置くものとする。 

 

（認定工場の責務） 

第２条 認定工場は、品質及び衛生等についての格付検査を受けるとともに、品質及び衛生

の向上に努めなければならない。 

 

（工場認定の対象及び審査） 

第３条 工場認定の対象は、会員が所有する冷凍食品製造工場とし、認定を受けるために

は当該工場が認定基準を、かつ製品が製品基準を満たしていることについて協会の審査

（以下、「認定審査」という。）を受けなければならない。 

２ 認定審査は、認定を取得するための初回審査と認定を継続するための更新審査からなる。 

３ 認定基準は、基準を構成するⅠ．仕事の仕組みに係る基準（以下、「基準Ⅰ」という。）、

Ⅱ．現場での実施・管理に係る基準（以下、「基準Ⅱ」という。）及びⅢ．施設設備・機

械器具に係る基準（以下、「基準Ⅲ」という。）により評価する。評点は、「冷凍食品の

認定制度規定の運用」（以下、「運用規定」という。）で定めた方法による。 

 

（認定の合否） 

第４条 認定工場は、認定審査の結果において、次の各号を全て満たしていなければならな

い。 

（１） 基準Ⅰ、基準Ⅱ及び基準Ⅲの各総合評点がいずれも60点以上であること。 

（２） 基準Ⅰ、基準Ⅱ及び基準Ⅲの各大項目の評点が全て30点以上であること。 

（３） 製品が製品基準に適合していること。 
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２ 認定基準の改定によって、認定工場の管理水準の大幅な変化がないにも拘わらず、その

評価が著しく低下する場合、協会はそれを緩和するための経過措置を設けることができる。

経過措置の内容は、第１２条第１項で定める冷凍食品製造工場認定委員会（以下、「認定

委員会」という。）の承認に基づくものとする。 

 

（有効期間の査定） 

第５条 協会は、認定工場について、原則として基準Ⅰ、基準Ⅱ及び基準Ⅲの評点に基づき

次回更新までの認定有効期間（以下、「有効期間」という。）を査定する。 

２ 認定工場の有効期間は4年を標準とする。但し、認定基準を満たしているものの、より

高い品質及び衛生水準を目指す必要があると判断された場合においては、改善を促すため

短縮した有効期間を設けることができる。 

３ 前項の短縮した有効期間は、2年または3年とする。 

４ 評点に基づく認定工場の有効期間は、次の表１の通りとする。 

 

表１．基準Ⅰ、基準Ⅱ及び基準Ⅲの評点と有効期間 

有効期間 基準Ⅰ、基準Ⅱ及び基準Ⅲの評点 

４年工場(標準) 各基準の総合評価が全て 80点以上 

３年工場(短縮) 各基準の総合評価が全て 70点以上 

２年工場(短縮) 各基準の総合評価が全て 60点以上 
 

５ 認定調査の個別項目中に、認定委員会で、認定制度の要綱・要領で求められる品質管理、

衛生管理等に係わる重大な欠点があると判定された場合、認定委員会は有効期間を短縮す

ることができる。 

６ 初回審査における有効期間の開始日は、認定委員会で審査を受け認定された日と

し、満了日は有効期間を満了する月の末日とする。また、更新審査における有効期

間の開始日は、従前の有効期間満了の日の翌日とする。 

 

（認定の更新） 

第６条 認定工場は更新認定を希望する場合、第２４条で定める更新の申請を行い、有効期

間満了までに更新審査を受けなければならない。 

 

（有効期間の延長） 

第７条 協会が、災害、認定調査の集中等により認定制度の円滑な運用が困難であると判断

した場合、認定委員会は、各対象工場についてその管理状況を個別に評価した上で、有効

期間の延長を決定することができる。 
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（認定の一時停止） 

第８条 協会は、認定工場が次の各号の一つに該当すると認めたときには、認定を一時停止

する。なお、停止期間中は認定証票を使用することはできない。 

（１） 当該認定工場が破綻状態に陥ったとき。 

（２） 当該認定工場が災害等により、長期に渡り、正常な稼働が望めない、または受検

義務がある工場指導及び定期検査を受検できないとき。 

（３） 当該認定工場より認定の一時停止の申し入れがあったとき。 

（４） 当該認定工場の製品を原因とした事故または事件により、第三者に重大な健康被

害を及ぼし、あるいは及ぼす可能性が濃厚であるとき。 

（５） 当該認定工場の製品について第３２条の「市販品の調査」等の結果、不適合があ

ることが明らかになったとき。 

（６） 当該認定工場で、品質管理水準が大幅に低下し、認定が不適切であるとき。 

（７） 当該認定工場において、認定証票の不適切使用があったとき。 

（８） 当該認定工場が第３０条第２項の格付数量を意図的に偽り、過少申告したとき。 

（９） 国内外を問わず企業活動において、関係法令、認定制度等に著しく反する行為

があったとき。 

２ 協会は、前項各号について、当該認定工場に立入調査を行うことができる。正当な理由

がなく立ち入り調査を拒んだ場合は、直ちに認定を一時停止し、認定証票の使用を差し止

める。 

３ 認定の一時停止は工場単位を基本とするが、停止事由が特定のライン・製造現場に限定

的であることが科学的・合理的に認められれば、停止範囲・製品を限定することができる。 

４ 認定の一時停止期間は認定期間に含まれる。 

 

（認定の一時停止の解除） 

第９条 認定の一時停止工場が一時停止の解除を望むときには、一時停止事由を解消した旨

の報告書と冷凍食品製造工場認定停止解除確認審査申請書（以下、｢解除確認申請書｣とい

う。）を各1部、協会に提出し、解除確認審査を受けなければならない。   

２ 認定委員会は解除確認調査の結果を基に第１４条第４号に定める合否を決定する。合格

の場合は一時停止を解除する。なお、解除は当該工場、または対象となる範囲を一括で行

い、部分解除は行わない。 

３ 認定委員会での審査の結果、不合格の決定を受けた当該工場が有効期間内に是正を実施

した場合、改めて解除確認申請書による再審査の申請を行うことができる。なお、有効

期間内に是正されない場合、第１１条第１項第４号に定める通り、認定の取り消しとなる。 
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（解除確認審査料の納付） 

第１０条 解除審査の申請者は、解除確認の申請が受理された後、別記２第１項に定める

解除確認審査料等を協会の請求に基づき事前に納入しなければならない。解除確認の

再審査の申請も同様とする。 

 

（認定の有効期間の短縮、取消し及び取下げ並びに通知） 

第１１条 協会は、認定工場が次の各号の一つに該当すると認めたときは、有効期間の短縮

または認定の取消しができる。さらに、取消しの場合、取消し後に認定申請を受け付けな

い期間（以下、「欠格期間」という。）を定めることができる。 

（１） 当該認定工場が認定基準及び製品基準に適合しなくなったとき。 

（２） 当該認定工場において冷凍食品の製造事業を廃止したとき。 

（３） 当該工場が不当な手段により認定を受けたとき。 

（４） 当該認定工場が認定の一時停止期間中に認定期間を満了したとき。 

（５） 第８条第１項の第４号、第５号、第６号、第７号、第８号及び第９号に該当する

とき。 

（６） 当該認定工場において正当な理由がなく年間格付数量基準（60トン以上）を下回っ

たとき。なお、災害等、認定工場の責によらない事由がある場合はこの限りではない。 

（７） 当該認定工場において、第３０条で定める認定証票使用料を協会に対し、1

年以上滞納したとき。 

（８） 当該認定工場において、正当な理由がなく、受検義務のある工場指導及び定期検

査を受検しないとき、あるいは見込まれるとき。 

（９） 当該認定工場から、認定取下げ、または当該認定工場を所有する会員から協会退

会の申請があったとき。 

（１０） 次項の立入調査に対して、正当な理由がなく拒否したとき。 

（１１） その他、協会の名誉を著しく傷付けたとき。 

２ 協会は、前項及び第３１条に抵触する疑義がある場合、当該認定工場への立入調査を行

うことができる。当該工場は、正当な理由がない限り、この立入調査を拒否することはで

きない。なお、立入調査で判明した事実について、認定委員会が重大な不正と認めた場合、

立入調査の費用として、別記２第１項の認定審査料及び同第２項の出張費用を徴収する。 

３ 協会は、第１項により有効期間の短縮、認定の取消しを行ったときは、遅滞なく当該認

定工場及びＪＦＩＣに対し、その旨に理由を付して文書をもって通知する。 
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第２章 冷凍食品製造工場認定委員会 

（認定委員会の設置） 

第１２条 認定制度の円滑な運用を図るため、認定委員会を置くものとする。 

 

（委員の構成） 

第１３条 認定委員会は、協会に所属しない学識経験者、その他有識者及び協会役員の5名

以内で構成する。 

２ 委員は、協会会長が委嘱するものとする。 

 

（認定委員会の役割） 

第１４条 認定委員会は、協会の諮問に応じ、要綱、要領、認定基準、製品基準及び運用規

定の改定または廃止について審議し、協会に報告する。また、工場認定に関する次の事項

を決定する。 

（１） 工場認定のための調査結果に基づく認定可否及び有効期間の設定。 

（２） 第７条に定める有効期間の延長。 

（３） 第８条第１項に定める認定の一時停止とその期間。 

（４） 第９条第１項に定める認定の一時停止工場における停止解除の合否及び同

条第３項に定める不合格であった場合の是正に必要とする期間。 

（５） 第１１条第１項で定める要件に基づく有効期間の短縮とその期間、工場認

定の取消し及び欠格期間。 

（６） 第１９条第２項及び第２７条に関する異議申立の取扱い。 

 

（利害関係者の意見の表明） 

第１５条 前条第３号、第４号、第５号及び第６号に利害関係のある者は、認定委員会に出

席して意見を述べることができる。 

 

第３章 国内冷凍食品製造工場の認定申請手続 

（国内工場の認定申請） 

第１６条 協会の会員は、協会に対し、工場の認定を申請することができる。申請にあたっ

ては、水産冷凍食品、農産冷凍食品、畜産冷凍食品、調理冷凍食品及びその他の冷凍食品

の種類（以下、「分類」という。）を明記しなければならない。 

２ 前項の申請には、当該工場ごとに、冷凍食品製造工場認定申請書（以下、｢認定申請書｣

という。）及び認定申請書添付書類を各1部、協会に提出しなければならない。 

３ 申請にあたっては、当該工場で格付表示する製品の数量（以下、「格付数量」という。）

の合計が、年間60トン以上の見込みであり、かつ申請する分類ごとの格付数量が0トン

の見込みであってはならない。 
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４ 認定を申請する工場は、品質管理、衛生管理、施設･設備に係わる管理等に習熟し、当

該工場に在籍する者を品質管理責任者として1名を選任し、協会に届け出なければならな

い。 

 

（認定審査料の納付） 

第１７条 申請者は、認定申請が受理された後、別記２第１項に定める認定審査料等を協

会の請求に基づき、事前に納入しなければならない。 

 

（認定審査） 

第１８条 第１６条及び第２１条の申請が行われたときは、協会は書類審査を行う。書類審

査に合格した後、ＪＦＩＣは当該申請工場が認定基準及び製品基準に適合しているかにつ

いて現地調査を行う。認定委員会は、その調査結果に基づき、当該工場の認定の可否、有

効期間の査定等を行う。 

 

（結果の通知、異議申立） 

第１９条 協会は、前条に基づく認定の可否及び有効期間について、当該申請者及びＪＦＩ

Ｃに対し、遅滞なく文書をもって通知する。 

２ 当該申請者は、認定の可否の通知を受け取った日から15日以内に、認定委員会に対し異

議を申し立てることができる。 

 

（変更の届出） 

第２０条 認定工場は、第１６条第２項で定める認定申請書の記載事項に変更があったとき

は、遅滞なく、指定の様式に基づき1部を協会に提出しなければならない。 

２ 認定の対象となる冷凍食品分類の品目を追加する場合及び認定範囲の拡大・変更

を行う場合、事前に指定の様式に基づき1部を提出して申請するものとする。いず

れの場合も審査を受けて認定を受けなければならない。また認定した品目の一部を

取り下げる場合も指定の様式に基づき1部を提出しなければならない。 

 

第４章 海外冷凍食品製造工場の認定申請手続 

（海外工場の認定申請） 

第２１条 海外工場の認定申請は、第１６条を準用する。また、海外冷凍食品製造工場の認

定条件の申請も各1部協会に提出しなければならない。 
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（認定申請の条件） 

第２２条 前条で定める海外工場の認定申請にあたっては、協会の会員である日本企業

が全額または一部出資している等の企業が所有する工場とし、日本の会員企業による指

導・管理を十分行うことができること、またはこれらと同等の指導・管理を行うことがで

きると認められることを条件とする。 

２ 日本の会員企業は、当該海外工場と協会との連絡窓口を設けるとともに、業務指導、会

費・指導料の徴収等の円滑な遂行に努めるものとする。 

 

（認定審査料の納付、認定審査、結果の通知、異議申立及び変更の届出） 

第２３条 認定審査料の納付、認定審査、結果の通知、異議申立及び変更の届出は、第１

７条から第２０条までの規定を準用する。 

 

第５章 認定工場の更新手続 

（更新申請） 

第２４条 第６条の更新審査の手続は、次の通りとする。 

（１） 更新を希望する認定工場は、冷凍食品製造工場認定更新申請書（以下、「更新申

請書」という。）1部を協会に提出しなければならない。 

（２） 更新申請は、認定の有効期間満了日の6ヶ月前より受け付けるものとする。その満

了日を過ぎた場合には、改めて第３条に基づく認定審査を受けなければならない。 

（３） 前号に拘わらず、有効期間満了日の6ヶ月前よりさらに遡って更新申請（以

下、「早期更新申請」という）を行うことができるものとする。その場合、

早期更新申請に基づく審査によって有効期間が決定した時点で、従前の有効

期間は消滅する。早期更新申請の手続、審査等は、運用規定に基づいて実施

する。 

（４） 協会は、更新申請があった当該工場について、第１６条第３項及び第２１条の基

準を満たしていることを書類審査により確認し、更新申請を受け付ける。 

 

（更新審査料の納付） 

第２５条 申請者は、更新申請が受理された後、別記２第１項に定める更新審査料等を協

会の請求に基づき、事前に納入しなければならない。 

 

（更新審査） 

第２６条 ＪＦＩＣは更新申請に基づき、当該申請工場が認定基準及び製品基準に適合して

いるか調査を行う。認定委員会は、その調査結果に基づき、当該工場の認定の可否及び有

効期間の査定等を行う。 
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（結果の通知、異議申立） 

第２７条 前条の結果の通知及び異議申立については、第１９条を準用する。 

 

第６章 認定工場の格付検査及び工場指導 

（格付検査） 

第２８条 協会は、認定工場に対し、格付検査を行う。格付検査は、継続的に認定工

場の管理状況を監査する「定期検査」と、認定工場で生産され、認定証票を付して

販売される冷凍食品（以下、「格付製品」という。）の品質・衛生状況等を確認する

「製品検査」からなる。 

２ 定期検査は「認定基準」及び「運用規定」に基づき、製品検査は「製品基準」に基

づき行う。 

３ 製品検査は、ＪＦＩＣの検査員が定期検査時等に製品を抜き取って行う。 

 

（工場指導） 

第２９条 協会は、有効期間を短縮した工場に対して、管理体制改善のため認定工場の指導

（以下、「工場指導」という｡）を行う。 

２ 協会が認める特段の事情がない限り、３年工場は年1回以上、２年工場は年2回以上の工

場指導を受け、管理体制の向上に努めなければならない。なお、４年工場においても協

会が必要と判断した場合は、工場指導を受けなければならない。 

３ 工場指導を受けた認定工場は、その費用として、別記２第１項に定める工場指導料等を

協会の請求に基づき、納めなければならない。 

 

（認定証票使用料の支払い） 

第３０条 認定工場は、格付製品の認定証票使用料を協会の請求に基づき支払うものとし、

別記２第４項の使用料表の金額（以下、「料率」という。）を適用する。 

２ 認定工場は、その使用料の算出根拠となる格付製品生産量（以下、「格付数量」という。）

について、指定の様式により月次でＪＦＩＣに報告する。 

３ 年度終了後に格付数量の過少報告が明らかになった場合は、別記２第４項第２号に定め

る金額を証票使用料として徴収する。なお、過大分の返金は行わない。 

４ 長期あるいは相当規模の報告漏れ、意図的な格付数量の隠ぺい等による認定証票の不適

切使用については、前項に加え、別記２第４項第３号に定める課徴金を追徴する。 

５ 第１項及び第３項は、別記２第３項を適用する。 

  

（認定証票の不適切使用） 

第３１条 協会は、定期検査等で、認定証票及びその表示が不適切使用と判断したときは、

第８条第１項第７号もしくは第１１条第１項第５号に基づく措置を行う。             
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（市販品の調査） 

第３２条 ＪＦＩＣは、格付製品として販売されているものが、「製品基準」を満たしている

か否かについて、別に定めるところにより調査し、その結果を協会に報告するものとする。 

２ 協会は、前項の調査により、製品基準の逸脱及び認定証票の表示が適当でないと判断し

たときは、前条に準じて措置を行う。 

 

（認定証票付輸入冷凍食品の格付） 

第３３条 海外工場で製造し認定証票を付して販売する冷凍食品（以下、「認定証票付輸入

冷凍食品」という。）について、協会が行う格付のための検査方法は次の通りとする。 

（１） 格付のための検査依頼書等の様式については、別途定める。 

（２） ＪＦＩＣが、前号の検査依頼書に基づき行う検査の方法は、協会が定める「製品

基準」に準ずる。 

（３） 当該海外工場は、認定証票付輸入冷凍食品に係わる品質管理及び衛生管理の記録

をＪＦＩＣに提出する。 
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（別記１） 

平成 20年 4月 1日制定 

令和2年11月13日最終改定 

 

認定証票の様式及び表示の方法 
 

冷凍食品製造工場認定要綱第６条第２項に定める「認定証票」の様式及び表示の方法は 

次の通りとする。 
 

１．様式 

                

 

 

 

 

 

 

                

認定証票の外周円の直径は15mm以上とし、｢認定証」の文字は白抜きとすること。 

 

２．表示方法 

（１） 「認定証票」と一括表示は、販売最小単位の包装面のなるべく近いところに一緒

に印刷すること。若しくは、「認定証票」と一括表示を一緒に印刷したラベルを、販売

最小単位の包装面に貼付すること。 

（２） 「認定証票」は文字が正確に読み取れるよう、擦れ等がないように印刷すること。 

（３） 「認定証票」の表示は最小包装単位で行うことが原則であるが、最小包装単位に

「認定証票」を貼付した製品を輸送するために用いるダンボール等の外箱にも「認定証

票」を貼付する場合は、外箱に最低限、商品名、内容量、賞味期限、保存方法、製造業

者等の氏名を同時に印刷または、同時に印刷したシールを貼ること。 

 

３．禁止事項 

製品以外に「認定証票」を使用することは禁止する。 
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（別記２）                          

平成 20年 4月１日制定 

令和 2年 11月 13日最終改定 
 

冷凍食品製造工場の認定審査料等料金表 
 

認定制度に係る各審査料、工場指導料、出張費用及び認定証票使用料の金額は下記の通りと

する。 

１ 審査料または指導料 
（１） 認定審査料   一工場当たり     80,000円 

（２） 更新審査料   一工場当たり     80,000円 

（３） 解除確認審査料 一工場当たり     80,000円 

（４） 工場指導料   一工場一回当たり  100,000円 

２ 審査または指導に係る出張費用は、合理的に算定した旅費を審査料とは別に徴収する。 

３ 災害等、当該認定工場の責によらない事由により、工場被害や大きな経済的損失を受け、

審査料または指導料の納入が困難となった場合には、その金額の全部または一部を免除す

ることができる。 

 

４ 認定証票使用料表 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１） 認定証票使用の基本料金として26,400円を定め、1年間の認定証票使用料が

これに満たない場合は、事業年度末に追徴する。 

（２） 認定要領第３０条第３項に定める過少分は修正前の料率に不足数量を乗じた

金額とする。 

（３） 認定要領第３０条第４項に定める課徴金は、該当する製品重量（kg単位）に

150銭を乗じた金額とする。 

格付数量区分 

 （月当り） 

認定証票使用料 

（kg当り） 

トン以上 トン未満 

～  10〃 

10  ～  20〃 

20  ～  30〃 

30  ～  40〃 

40  ～  50〃 

50  ～  70〃 

70  ～  80〃 

80  ～  300〃 

300 ～ 500〃 

500 ～ 

150銭 

120〃 

100〃 

 70〃 

 56〃 

 44〃 

 40〃 

 37〃 

 36〃 

 35〃 
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附則（平成20年4月1日 制定） 

この要領、別記１及び別記２は、平成21年4月1日から施行する。 

 

附則（平成23年6月13日 一部改定） 

この別記１は、平成23年9月1日から施行する。 

 

附則（平成24年7月11日 一部改定） 

この要領は、平成24年10月1日から施行する。 

 

附則（平成24年11月14日 一部改定） 

この要領及び別記２は、平成25年4月1日から施行する。 

 

附則（平成25年5月1日 一部改定） 

別記１及び様式は、平成25年5月1日から施行する。 

 

附則（平成26年4月22日 一部改定） 

この要領は、平成26年4月22日から施行する。 

 

附則（平成27年3月23日 一部改定） 

この要領及び別記２は、平成27年4月1日から施行する。 

 

附則（平成28年10月1日 一部改定） 

この要領及び別記２は、平成29年4月1日から施行する。 

 

附則（平成29年4月1日 一部改定）  

この要綱に規定する“一般財団法人日本冷凍食品検査協会”は、組織の名称変更により、 

平成29年5月1日より“一般財団法人日本食品検査”に読み替えるものとする。 

 

附則（令和2年11月13日 一部改定） 

この要領及び別記２は、令和3年4月1日から施行する。 
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付 録 

 

冷凍食品製造工場認定申請書等の様式集 

 

様式１．１  冷凍食品製造工場認定申請書 

様式１．２  申請書類（工場の名称及び住所等） 

様式１．３  申請書類（品質管理責任者及び補佐員） 

様式１．４  申請書類（組織図及び区分ごとの人員） 

様式１．５  申請書類（工場立地図及び機械配置図等） 

様式１．６  申請書類（認定基準に定める各事項について(その１)） 

様式１．７  申請書類（認定基準に定める各事項について(その２)） 

様式１．８  申請書類（認定基準に定める各事項について(その３)） 

様式１．９  申請書類（認定申請書別添書類等） 

様式１．１０ 冷凍食品製造工場認定再審査申請書 

様式１．１１ 冷凍食品製造工場認定停止解除確認審査申請書 

様式２     海外冷凍食品製造工場の認定条件の申請 

様式３     品質管理責任者の変更届 

様式４．２  格付製品リスト 

様式４．３  冷凍食品格付依頼書 

様式５     認定品目の追加に関する審査申請書 

様式５．２   認定範囲の変更若しくは拡大に関する審査申請書 

様式６     冷凍食品格付検査成績書 

様式７     冷凍食品製造工場認定申請書記載事項の変更届 

様式８     冷凍食品製造工場認定更新申請書（その１） 

様式９     冷凍食品製造工場認定更新申請書（その２） 

様式１１    冷凍食品製造工場認定取下げ届 

様式１１．２ 認定品目の認定取下げ届 

様式１１．３  冷凍食品工場認定一時停止届 

様式１２    認定工場証紛失届 

様式１３    認定工場証再交付願 

 

◎各様式は協会のホームページ「冷凍食品の認定制度」の中の申請方法にあります。 

http://www.reishokukyo.or.jp/certification/application 

 

 

 

http://www.reishokukyo.or.jp/certification/application
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様式 1.1  冷凍食品製造工場認定申請書 
    ○    ○   ○    

様式 1.2  申請書類（工場の名称及び住所等） 
    ○    ○   ○    

様式 1.3  申請書類（品質管理責任者及び補佐員） 
    ○  ○  ○   ○    

様式 1.4  申請書類（組織図及び区分ごとの人員） 
    ○    ○ ○  ○ ○   

様式 1.5  申請書類（工場立地図及び機械配置図等） 
    ○   ○ ○ ○  ○ ○ ○  

様式 1.6  申請書類認定基準に定める各事項について(その 1) 
    ○    ○   ○    

様式 1.7  申請書類認定基準に定める各事項について(その 2) 
    ○    ○   ○    

様式 1.8  申請書類認定基準に定める各事項について(その 3) 
    ○    ○   ○    

様式 1.9  申請書類（認定申請書別添書類等） 
    ○    ○   ○    

様式 1.10  冷凍食品製造工場認定再審査請求書 
     ○         ○ 

様式 1.11  冷凍食品製造工場認定停止解除確認審査申請書 
  ○             

様式 2  海外冷凍食品製造工場の認定条件の申請 
        ○       

様式 3  品質管理責任者の変更届 
      ○         

様式 4.2  格付製品リスト 
○               

様式 4.3  冷凍食品格付依頼書 
○               

様式 5  認定品目の追加に関する審査依頼書 
       ○      ○  

様式 5.2  認定範囲の変更若しくは拡大に関する審査依頼書 
       ○      ○  

様式 6  冷凍食品格付検査成績書 
○               

様式 7  冷凍食品製造工場認定申請書記載事項の変更届 
      ○         

様式 8  冷凍食品製造工場認定更新申請書(その 1) 
         ○   ○   

様式 9  冷凍食品製造工場認定更新申請書(その２) 
         ○   ○   

様式 11  冷凍食品製造工場認定取下げ届 
   ○            

様式 11.2  認定品目の認定取下げ届 
       ○        

様式 11.3  冷凍食品工場認定一時停止届 
 ○              

様式 12  認定工場証紛失届 
          ○     

様式 13  認定工場証再交付願 
          ○     

 



 

 

 

 

第２編 

冷凍食品製造工場認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年４月１日制定 

令和２年１１月１３日最終改定 

一般社団法人 日本冷凍食品協会 
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平成 20年 4月 1日制定 

令和 2年 11月 13日最終改定 

 

 

 有害な微生物、異物等の混入を防止し、安全で良質な冷凍食品を製造するために

必要な組織、要員、製造工程及び品質・衛生管理に係わる基準ならびに施設・設備

の基準（以下「認定基準」という。）を次の通り定める。 

 

認定の基本要件 

 認定工場は、以下の３基本要件を満たさなければならない。 

１．品質及び衛生管理部門が独立していること。 

２．工場内または近隣に、工場が主体的に運用できる微生物検査室を設置している

こと。 

３．以下の凍結要件を満たしていること 

１）製品凍結時に、概ね 30分以内に製品の中心温度が最大氷結晶生成温度帯を通

過していること。 

２）製品凍結後から製品保管庫に入れるまでの間において、表面品温が最大氷結

晶生成温度帯まで戻らないこと。 

３）出荷時の品温は-18℃以下であること。 

 

 

 

 

Ⅰ 仕事の仕組みに係る基準 

 

１．企業の社会的責任  

１）コンプライアンス  

ア．経営者または工場の代表者（以下「組織の代表者」という。）は、コンプラ

イアンス遵守の方針を掲げ、従業員に周知すること。 

イ．組織の代表者は、コンプライアンス遵守責任者を任命すること。 

ウ．コンプライアンス遵守責任者は、関係法令の理解と遵守をはじめとした、社

会規範の遵守を推進するため、以下の体制を確立すること。 

①コンプライアンス遵守の推進及び遵守状況を評価・検証するための委員会

を組織すること。 
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②定期的に委員会を開催し、その推進体制及び法令遵守等の状況について、

評価・検証し、必要に応じて推進体制の見直しを行うこと。 

③重大な法令違反または社内マニュアル違反が起こった場合は、直ちに委員

会を開催し、対策を決定すること。実施した対策は委員会で評価・検証す

ること。 

④委員会の議事録を保管すること。 

エ．遵守すべき主な法令、社会規範、業界及び社内基準等を明確にすること。 

オ．倫理憲章等の倫理規範、就業規則や業務マニュアル等の社内規範を、具体的

に作成すること。その内容には、偽装及び記録等の改ざんに対する姿勢を明

確にすること。 

カ．主要な法令(食品衛生法、食品表示法等)及び冷凍食品製造工場認定基準は、

最新版を閲覧できること。 

キ．重大な法令違反が起こった場合は、関係省庁、自治体等へ速やかにかつ適切

に申告し、これらの指示等に基づき必要な対応を実施するとともに、(一社)

日本冷凍食品協会（以下、「協会」という。）に報告すること。 

 

２）維持可能な環境への責任 

ア．工場は、その活動により影響を及ぼす可能性のある環境について評価し､方

針を定め対応策を検討・実施すること。 

イ．特に近隣に直接的に悪影響を及ぼす可能性のある、廃水、騒音、悪臭、廃棄

物等については具体的な影響を評価し、これを低減あるいは根絶するため

の活動を行うこと。 

 

３）ステークホルダー（利害関係者）に対する配慮 

ア．最終的なお客様である消費者を重視する姿勢、方針を明確にすること。 

イ．工場の活動に直接関係のある顧客、取引先、地域社会、行政、従業員等に対

し、工場の活動に対する理解を得るために適切な情報開示を行うとともに、

コンプライアンス方針に則った対応を行うこと。 

 

 

２．経営層の責務とガバナンス 

１）食品の安全に関わる方針と目標の明確化 

ア．組織の代表者は、『品質方針』及び『食品安全方針』を定め、文書化するこ

と。また、その方針を実現するための具体的な目標を定めること。 

イ．方針の内容には食品安全だけでなく、食品防御も含むこと。 
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ウ．アの方針及び目標を従業員に周知徹底させるための教育を行い、その記録を

保管すること。 

エ．アの方針は社会や外部関係者の理解と共感、協力を得るために公表すること。 

オ．アの目標を達成するために、組織の代表者は継続的改善を行うためのマネジ

メントレビュー及びその他組織活動の仕組みを整えること。 

 

２）品質管理部門の独立性、品質管理責任者等の任命 

ア．品質及び衛生管理を行う部門が他の部門から実質的に独立していること。 

イ．組織の代表者は、品質管理責任者を任命し、必要な権限を与えること。品質

管理責任者は、品質及び衛生管理を行う部門の長あるいは食品衛生責任者

であること。但し、以下の要件をすべて満たすものであれば必ずしもその限

りではない。 

①品質及び衛生管理部門において必要な責任を持ち、権限を有していること。 

②ＨＡＣＣＰをはじめとする品質及び衛生管理システムについて、充分な知識

と理解を有していること。 

③ＩＳＯ９０００、ＩＳＯ２２０００（またはＦＳＳＣ２２０００）をはじめ

とする品質に関する規格と表示に関する教育を受けていること。    

④衛生検査または品質検査を 1年以上経験しているか、あるいはそれと同等の

知識、技能を有していること。 

⑤品質、衛生に関係する主な法令・基準及び本認定制度を理解していること。 

 

３）内部監査員の任命 

組織の代表者は、内部監査員を任命すること。 

 

４）食品防御責任者の任命 

組織の代表者は、食品防御責任者を任命し、必要な権限を与えること。 

 

 

３．危機管理 

１）危機管理体制の構築 

食品安全上の事故・事件の予防・未然防止や、発生した場合の拡大防止や早期

終息のために、全社的な機能として以下の危機管理体制を整えることが必要で

ある。 

ア．平時における危機管理体制（予防・未然防止）と、非常時における危機管理

体制を区別して構築する。 
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イ．危機対応のプロセスを構築する。特に初期対応、事態の公表及び製品回  

収に至る意思決定、非常時体制への移行、被害の拡大防止と消費者保護、収

束・終結については、手順及び関与すべき機能・組織を明確にすること。 

ウ．特に事故の公表・製品の回収の必要性を判断するプロセスについて、そ  

の判断基準が重大な事故の発生や明確な法令違反だけでなく、クレームや

営業情報等に重大な内容が含まれていることがあるため、これらの情報を

適切に評価すること。 

 

２）非常時の危機管理 

消費者の安全を最優先として、積極的に正確な情報を公開し、行政や関係先の

協力を得て、被害の拡大防止と事態の収束及び終結に努めること。なお、危機管

理の構築と非常時の危機管理については、協会が作成した「食品防御ガイドライ

ン」を参照して、自社に適合した体制、手順を整えること。 

 

３）トレーサビリティ 

事故・事件の原因の究明及び製品の回収を適切に行うことを目的として、以下

に示すトレーサビリティシステムを構築すること。 

ア．製品と使用原材料（包装資材を含む。以下同じ。）との関係、及び製品の所

在を特定するために、以下のことが可能なトレーサビリティシステムがあ

り、文書化すること。 

①特定ロットの製品について、使用した全ての原材料の種類とロットが特定で

きる。 

②特定ロットの原材料について、使用された全ての製品名とロットが特定でき

る。 

③特定ロットの製品について、出荷先を時系列的に追跡し、在庫状況を把握で

きる。 

イ．製品には、トレースを有効に行うためのロット表示を適切に行うこと。 

ウ．このシステムを有効とするための適切な記録管理を各作業工程で行うこと。 

 

４）クレーム対応 

クレーム対応は、顧客満足と同時に危機管理のための重要な機能であること

を理解すること。 

ア．顧客、消費者等から寄せられたクレームへの対応及び社内処理について､以

下の事項を含む手順等が文書化された対応マニュアルを作成すること。 

①クレームの受付窓口、担当部署及び基本的な社内対応の流れについて、関連
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組織の関与を含めて明確にすること。 

②製品回収を伴う可能性がある緊急かつ重大な問題が発生した場合は、直ちに

組織の代表者に報告すること。 

③クレーム内容の調査及び原因究明についての流れ。 

④クレームの対応、内容の調査及び原因究明に関しての記録管理規定の整備。 

イ．クレームの内容、原因、件数等の情報を統計的に処理し、その結果を関係部

署にフィードバックして、改善活動に活用すること。 

ウ．クレームの背後に重大な事故・事件が潜んでいないか注意すること。 

 

５）製品回収 

ア．製品回収プログラムについて以下の内容を含む手順を文書化すること。 

    a 担当部署とその役割の明確化 b 回収判断 c 事実の公表 d 回収方法 

e 消費者,関係先への連絡 f 回収製品の処理 g 回収の評価・分析 

h 回収の終了 

イ．製品回収プログラムは適切なシミュレーションにより訓練し、有効性を確認

すること。 

ウ．シミュレーションの結果は記録し、評価の上、必要に応じ見直しを行うこと。 

エ．認定証票の貼付の有無に係わらず、対外告知を伴う製品回収を決定した場合

は、直ちにその内容を、行政及び協会に報告すること。 

 

 

４．商品設計 

商品設計に際して、製品のコンセプトを明確にするとともに、あわせて、危害

発生を防止するため、この項目に示す基準を遵守すること。 

１）商品の基本設計 

類似製品において発生した過去の事故情報を収集するとともに、考えうる事

故を想定し、それらの事故が発生しないように、以下について確認を行ったうえ

で商品設計を行うこと。 

①十分な原材料供給体制であること。 

②製品を安定的に製造できる生産体制であること。 

③凍結要件を満たす製造条件であること。 

④製品に求められる法令、条例、業界基準等の規格、及び原材料に関する情

報を把握すること。 
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２）製品説明書（仕様書） 

製品説明書には、以下の項目を記載すること。 

a 食品表示法により義務付けられている項目 

b 名称と商品名 c 品質基準と衛生規格  

d 使用されるすべての原材料の名称と配合量  

e 保存方法、用途、使用方法等 

f アレルギー物質の表示 

    

３）工程フロー図 

工程フロー図は、現場の実態を確認したうえで、実態を正しく記載し作成する

こと。 

 

４）表示、賞味期限 

表示及び賞味期限は以下のことを考慮して作成すること。また工場でも、初

回生産時には表示内容を確認すること。 

①表示内容は法令、条例、業界基準に合致していること。 

②注意事項、アレルギー物質、調理方法等を記載する際には、分かりやすく表

示すること。 

③認定証マークは、認定要領に基づき貼付すること。 

④賞味期限は、保存試験等に基づき設定すること。保存試験等を行うことが難

しい場合は、科学的、合理的な根拠に基づき設定すること。 

 

 

５．工程管理のために必要な基準の作成 

１）ＨＡＣＣＰに基づく管理 

基本的にすべての製品に以下の記載に沿った衛生管理計画を作成すること。

ただし、類似した工程及び重要管理点（ＣＣＰ）の製品群については、科学的か

つ合理的な根拠があれば特定のアイテムを代表とした製品群として一括作成す

ることが可能である。 

ア．製品説明書（仕様書） 

全ての製品について、製品説明書を作成し、工程フロー図を添付すること。 

イ．原材料の管理 

原材料の受入、保管及び使用基準、不適合原材料の識別、処理手順を定めるこ
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と。 

ウ．工程及び食品の管理 

①工程毎に食品と工程の管理方法及び作業手順を定めること。 

②工程毎に危害要因分析を行い、リスクの評価を行うこと。 

③評価に基づき重要管理点（ＣＣＰ）を設定すること。 

④科学的根拠に基づき重要管理点（ＣＣＰ）の管理基準を設定すること。 

⑤重要管理点（ＣＣＰ）の管理をモニタリングするシステムを設定すること。 

⑥重要管理点（ＣＣＰ）が管理基準外となった場合の措置を定めること。  ま

た、実施した是正措置、改善措置は、記録し保存すること。 

エ．製品保管管理 

製品を適切に保管・管理するための規定を定め、文書化すること。規定には、

以下の事項を含めること。 

a 保管庫の温度及び点検､記録管理  

b 保管製品の衛生的な取扱い方法 

c 基準を逸脱した場合の製品への対応 

オ．製品出荷時の管理 

①科学的根拠に基づく出荷基準を定め、文書化すること。規定には以下に関す

る事項を含めること。 

a 製品の品温等の点検記録  

b 出荷先、車番、引渡記録等  

c 基準を逸脱した場合の製品への対応 

②出荷時の品温は-18℃以下になっていること。 

カ．アレルゲンを含む食品（以下「アレルギー物質」という。」）の管理 

①原料のアレルギー物質を把握すること。 

②工程毎にアレルギー物質混入の危害要因分析を行うこと。 

③アレルギー物質の混入を防止するための手順を定めること。 

④交差汚染がないことの検証を適切な頻度で行うこと。 

キ．ＨＡＣＣＰシステムが有効であることを検証する手順の設定 

ク．ア～キに関する手順の文書化と適切な記録の作成 

 

２）前提条件管理（ＰＲＰ・一般的衛生管理） 

以下の衛生管理項目について、管理基準、チェック方法、実施記録の作成及び

保存等、必要事項を文書化すること。 

ア．施設・設備の衛生管理 

a 食品に接触する面の管理 b 食品に接触しない面の管理  
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c 床面の清掃 d 壁・天井の清掃 e 相互（交差）汚染の防止  

f 結露の防止 g 便所の管理 h 手洗い設備の管理 i 足洗い設備の管理 

イ．施設・設備、使用機械・器具類の点検、保守管理 

a 施設周囲の整理整頓 b 周辺建物等の管理 c 作業スペースの確保と管理  

d 使用機械・器具類の保守点検 e 照明設備の管理 f 窓・出入口の管理 

ウ．従業員の衛生管理 

a 健康診断 b 検便 c 出勤時の健康確認 d 入室確認 e 持ち込み品  

f 作業着  g 手袋,前掛け等 h 毛髪混入対策 i 飲食・喫煙 j 手洗い  

k 従業員の突発的な下痢・嘔吐等への対応 

エ．使用水及び氷の衛生管理 

水についてはその用途に則した管理を行うこと。上水道、井水、工業用水、

海水等、種類・用途ごとに必要事項を定めること 

a 使用水の種類,用途 b 殺菌装置の管理 c 水源の管理 d 水質検査  

e 貯水槽の管理 f 製氷機の管理 

オ．製造現場で使用する薬剤の管理 

a 使用薬剤のリスト化 b 化学物質安全データシート(ＳＤＳ)の理解・保管 

c 使用記録 d 内容物の表示 e 使用濃度の確認 f 保管場所及びその管理 

カ．鼠族・昆虫の防除 

a 鼠族・昆虫の防除計画 b トラップ、捕虫設備の設置と維持管理 

c 捕獲物のモニタリングと結果分析及び改善 d 使用薬剤の管理 

キ．廃水及び廃棄物の衛生管理 

a 排水溝及び排水ピットの清掃 b 廃棄物容器の管理・清掃  

c 廃棄物の取り扱い 

 

３）食品防御のための管理 

   製造現場への入場管理、持ち込み物の管理、原料・工程・設備・製品へのアク

セス管理等について工場の実態に応じた基準を作成し文書化すること。また、

監視機器を設置している場合には、その扱いについても同様であること。 

 

４）アウトソース事業者の選定と管理 

原材料の調達、製造における製品の品質に直結する業務及び運営上重要な業

務を、外部に委託あるいは請負させる場合（以下「アウトソース」という。）は、

事業者の選定と管理について基準(以下「選定基準」という。)を作成し、必要事

項を文書化すること。 

ア．選定基準には、以下の要件に加え、個別業務に必要な内容を含むこと。 
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①アウトソース事業者は当該業務を適切に遂行した実績があること。あるいは

適切に遂行できることを合理的に確認すること。 

②アウトソース事業者は過去の実績から信頼が置けるものであること。また、

偽装防止を含むコンプライアンス、業務管理、品質管理において継続的に適

切な状態が維持できる管理・運用体制があること。また、品質管理上重要な

事業者については、その確認は品質管理責任者あるいはその代行者が実地で

行なうこと。 

③アウトソース事業者が策定する当該業務遂行上の各種基準が適切であるこ

と。なお、工場が策定した基準をそのまま運用する場合はこの限りではない。 

イ．アウトソース事業者の業務遂行については適切に評価・記録し、必要に応じ

是正措置を行うこと。アウトソース事業者の管理について、業務遂行の評価

基準、不適合であった場合の是正措置及び運用基準・手順を定めること。 

ウ．アウトソース事業者に対して、定期的な評価・見直しを行い、その手順・内

容を定めること。 

エ．アウトソース事業者に対する評価のフィードバック、その結果に基づいた適

切な指導について手順を定めること。 

 

５）設備の台帳管理、施設・設備の保全計画 

ア．製造、清掃、保安管理等に係る設備は台帳化して管理すること。 

イ．重要な施設、設備について定期的な保全計画を作成すること。 

    

 

６．品質検査体制・衛生検査体制 

１）品質検査・衛生検査 

ア．品質検査・衛生検査（官能検査、微生物検査、理化学検査等）に関するマ

ニュアルを作成すること。マニュアルには培地の管理を含めること。 

イ．マニュアルに従って検査を実施し、結果を記録・保管すること。 

ウ．検査の結果、管理基準を逸脱した場合の措置の手順を定め、文書化するこ

と。 

エ．イの結果記録は品質及び衛生管理を行う部門の長あるいは品質管理責任者

が結果を確認すること。 

  

２）検査担当者に求める要件 

   検査担当者には、次の要件をすべて満たすものを含むこと。 

①実務経験として、品質及び衛生検査の経験を 1年以上有すること。 
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②検査技能の習得に必要かつ十分な内容の教育を受けていること。 

③必要な項目の微生物検査のクロスチェックを毎年 1回以上受け、合格してい

ること。なお、不合格となった場合の再教育等の手順を定めること。 

 

３）検査に用いる施設及び設備の管理 

ア．検査施設は以下の要件を満たしていること。 

①作業場から隔離された位置に、検体数に対して十分な広さの微生物検査室を

設置し、微生物検査項目に応じた必要な設備を有すること。 

②適切な官能検査が実施できる広さを有すること。 

③必要に応じて、製造する冷凍食品の特性に応じた理化学検査を実施できる設

備を有すること。 

イ．検査・測定機器の整備、保守点検 

①検査室あるいは製造現場で使用する検査・測定機器は、目的に合った測定範

囲、精度のものを選択すること。 

②検査・測定機器の点検・校正は、手順を定め、漏れがないように台帳等で管

理すること。 

 

     

７．教育と組織マネジメント 

１）教育と規律の維持 

ア．組織の代表者は、従業員の教育について方針を定めること。 

イ．従業員の教育は、教育計画を作成し実施すること。計画は、教育プログラム

と年間スケジュールを作成し、実施記録と効果の確認を行う手順を定める

こと。 

ウ．教育プログラムは、全体教育と業務及び職務に応じた個別教育に分けて作成

すること。全体教育には、コンプライアンス、品質管理、衛生管理、食品防

御の内容を含むこと。 

エ．教育を通じた規範、規律意識の向上も目的とすること。 

オ．重要な工程の担当者等には、必要に応じて、従業員の経験、知識、技能を考

慮した社内資格制度等を設けること。 

 

２）コミュニケーション 

ア．業務上の指示命令、報告相談が適切に行われるよう、朝礼、ミーティング等

の機会を定期的に設けること。 

イ．ヒヤリ・ハット事例等、従業員からの情報提供や意見具申を受け付ける手順
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を定めること。 

 

３）内部監査 

ア．内部監査員は、品質管理、衛生管理及び工場が定める事項について、内部監

査を行うとともに、内部監査についての手順、計画を定めること。 

イ． 内部監査では、既に不適合として処理された事案についても評価すること。 

ウ．内部監査において、不適合とされた事項に対する措置及びその手順を定める

こと。 

 

４）マネジメントレビュー 

品質管理責任者は、品質に係る事項のマネジメントレビューについて実施、見

直し、記録等の手順を定めること。 

   

 

８．文書体系 

１）文書体系の構築 

ア．文書の分類・体系を定めること。 

イ．文書の作成、承認、保管に関する文書管理の手順を定めること。 

ウ．文書には電子媒体も含む。 

 

２）文書の作成・管理 

すべての方針、目標、基準、手順、マニュアル、計画、台帳、様式、記録等は

文書化され、定められた体系で分類すること。 

 

 

 

 

Ⅱ 現場での実施・管理に係る基準 

１．ＨＡＣＣＰに基づく管理 

１）アウトソースの管理 

ア．原材料及び原材料供給者に対しては、基準を作成し、以下の通り管理するこ

と。 

①供給者より全ての原材料について、規格保証書を受領すること。また、その

内容が受け入れ基準の範囲内であること。 
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②原材料の受入毎に、規格保証書及び受入基準と原材料が適合しているか適切   

に確認・検査を実施し、記録すること。 

③原材料について、供給者への訪問や規格内容の検証等の計画を立て、供給者

が規格保証書に基づき、適切に履歴管理及び品質管理を行っていることを検

証し、必要に応じて是正要求を行うこと。また、その内容を記録すること。 

④原材料の保管と使用（払出し）の管理を適切に行い、トレースが可能である

ように保管管理及び使用実績について記録すること。 

⑤原材料の使用時には目視、官能等による確認を行うこと。 

⑥受入検査時、保管時及び使用前確認において見出された不適合原材料は、 手

順に従い識別処理し、その内容を記録すること。 

イ．原材料供給者を含むアウトソース事業者に対しては、基準を作成し、以下の

通り管理すること。 

①アウトソースの業務遂行状況が必要な要件に適合しているか、適切な頻度

で確認・検査を行い、その結果を記録すること。 

②業務遂行状況が不適合であった場合は、適切な是正措置を行い、記録する

こと。また、必要に応じて再発防止策を実施すること。 

 

２）重要管理点（ＣＣＰ）及び工程の管理（モニタリング、検証を含む） 

工程及び工程内に存在する原料・仕掛品等の食品は、ＨＡＣＣＰプランに基

づき適切に管理し、その状況を記録すること。 

ア．凍結工程では認定の基本要件で示された急速凍結条件を維持し、また、その

後の工程で品温が最大氷結晶生成温度帯まで上昇しないこと。 

イ．重要管理点（ＣＣＰ）を適切にモニタリングすること。 

ウ．品質に影響を及ぼす全ての工程の管理状況を記録すること。 

エ．管理基準を逸脱したときは、工程の是正措置と製品の措置を予め定めた通

りに実施すること。 

オ．製品規格または管理基準等の逸脱により、不適合となった食品を手直しし

て使用する場合には、以下の要件を確保したうえで、基準・手順を定めて

行うこと。 

a. 製品の安全性 b. 製品の品質 c. トレーサビリティ d. 法令遵守 

カ．管理基準を逸脱したときは、逸脱の原因を分析評価し、必要に応じ是正措

置に加え、再発防止策を実施すること。また、その評価と再発防止策を記

録し、手順とすること。 

キ．工程がＨＡＣＣＰプラン通りに管理され、システムが適切に機能しているか

を検証すること。検証に基づき必要に応じ見直しを行うこと。 
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ク．賞味期限印字を適切に行うこと。 

 

３）ＣＣＰを設定し運用できない場合の管理 

危害要因分析の結果、危害要因を減少・排除することが必要であるが、特定の工程

にＣＣＰを設定し運用できない場合は、以下の手順により管理を行うこと。 

①重要な危害要因を確認・評価し、ＣＣＰ的な管理が必要な危害要因を特定する。 

②危害要因の抑制、または一定レベルまで減少させるための工程及びＰＲＰを選定

する。 

③選定したＰＲＰに管理の基準を設定し、基準に基づき管理する。 

④管理の基準の設定以降の手順は、ＣＣＰと同様に運用する。 

⑤実施した手順は記録すること。 

なお、モニタリング及び管理記録は必ずしも必要としない。リスクに合わせて適切に

運用すること。また、基準を逸脱した場合の措置等も固定的に定めず、措置対象を特

定した上で責任者に連絡して判断を仰ぐ等としてもよい。 

 

４）製品管理、出荷管理 

製品は保管管理規定に基づき管理し、出荷基準により合格判定したものを出

荷すること。 

ア．製品保管庫は温度管理し、衛生的かつ整理整頓すること。 

イ．原料保管庫と共用する場合は、区画区分して識別し、使用すること 

ウ．保管基準及び出荷基準を逸脱した製品は、適切な識別管理のもとで、保管及

び措置を行うこと。その記録を保管すること。 

エ．出荷基準に合格し出荷された製品は、製品のロットと出荷先を記録し､ 

製品トレースが可能であるようにすること。また、ロット毎に期間を定め 

サンプルを保管すること。 

 

５）アレルギー物質管理 

ア．アレルギー物質（原料、仕掛品を含む）の保管及び使用においては、他の食

品と識別管理し、誤使用がないよう配慮すること。 

イ．アレルギー物質混入防止対策の検証を行ない、必要に応じ見直しを行うこと、

その内容は記録すること。 

ウ．ライン間の交差汚染や、清掃後の残留による汚染が起こらないよう、手順に

従い管理・清掃を行い、その記録を残すこと。 
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２．前提条件管理（ＰＲＰ・一般的衛生管理） 

１）施設・設備の衛生的な運用・管理 

ア．作業場内の施設・設備・器具・備品は適宜清掃し、適切な衛生状態を維持す

ること。また、必要に応じ使用前清掃・殺菌を行うこと。 

イ．作業場は適切に換気すること。必要に応じて温度、湿度等を管理し、微生物

増殖や結露の発生を抑制すること。また、粉塵飛散がある場合はその対策を

行うこと。 

ウ．設備のレイアウトは、汚染作業区、準衛生作業区、衛生作業区等の衛生区分

や動線に配慮し、衛生的で、交差汚染が起こりにくいものであること。 

エ．作業場は整理整頓し、不要な食品、消耗品、備品等を放置しないこと。 

オ．施設・設備には錆やカビの発生がないよう管理すること。また、異物混入を

防ぐため、欠損しにくい材質のものを選択し、破損・欠損がある場合には直

ちに適切な措置を行うこと。 

カ．食品に接触する面は常時衛生的に管理し、食品屑や残渣の付着がないように

すること。食品に接触しない面においても、従業員の手が触れる可能性があ

る部分は同様に管理すること。 

キ．洗剤、消毒剤、潤滑油、床からの跳ね水等、不適切な物質が混入しないよう

に管理すること。 

ク．手洗い場、足洗い場は衛生的で、適切な備品を設置・管理すること。 

ケ．便所は、適切に換気し、定期的に消毒するなど、衛生的に管理し、適切な備

品を設置していること。 

コ. 作業場内の施設・設備・器具・備品は日常的に点検し、必要に応じて大掃除、

補修、交換等の措置を取ること。また、その記録を残すこと。 

 

２）従業員の管理 

従業員の管理に関する以下の事項について手順を定め、その実施状況につい

て必要に応じ記録管理を行うこと。 

ア．従業員は臨時職員も含めて、少なくとも法令等に定める頻度で健康診断及び

検便を受けること。検便の実施は、計画的に行うこと。また、検便の項目に

は腸管出血性大腸菌を含め、それらの記録も保管すること。 

イ．従業員の採用時にも検便は必ず実施すること。また、検便の項目には、腸管

出血性大腸菌を含め、それらの記録も保管すること。 

ウ．健康診断及び検便で異常が認められた場合は、速やかに手順に則した適切な

処置を行い、記録を保管すること。 

エ．従業員が感染症による症状、あるいは次の症状を呈している場合は、責任  
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者に報告の上、食品の取り扱いに従事させないこと。場合によっては、製造

現場への立ち入り禁止あるいは出勤停止の措置を行うこと。工場内で処置

を行った場合は、症状及び処置内容を記録し、保管すること。また必要に応

じて医師の診断、治療を受けさせること。その内容に応じて保健所等に連絡

し、必要な対応を行うこと。 

 [症状の例] 

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,目又は鼻からの分泌（病

的なものに限る）  

なお、皮膚に軽度な外傷があって化膿等の症状が無い者を従事させる際に

は、品質管理責任者と協議の上、当該の外傷部位を耐水性の被覆材で処置し、

症状及び処置内容を記録管理すること 

オ．従業員は清潔な作業着、帽子、靴を着用し、必要に応じてマスク、手袋を着

用すること。また、爪は短く切ること。なお、使用する手袋は、必要な耐性

を有し適宜交換すること。 

カ．異物混入や汚染の防止のため、持ち込み可能物を定め、持ち込み品の記録を

残すこと。特に以下の物品の着用や持込みをさせないこと。 

a 指輪 b 腕時計等の装飾品 c タバコ、財布等の私物 d マニキュアや 

付けまつげ e シャープペンシル f 消しゴム等の異物混入原因となり  

やすい筆記用具 g その他異物や汚染の要因になるもの 

キ．毛髪混入防止のため、以下の項目を遵守すること。 

①毛髪は、脱落を防止するタイプの帽子の中に収めること。 

②ローラーがけを実施し、また、それらの器具の管理をすること。 

③エアシャワーを設置している場合は、規定時間のシャワーを浴びること。 

④定期的に洗髪をする等、日常生活で指導すること。 

 

ク．作業場内では、許可された給水を除き、飲食、喫煙は行わないこと。 

ケ．入場時、作業中に必要な場合は、手洗いマニュアルに沿って手洗いを実施す

ること。手洗いマニュアルは手洗い施設に掲示すること。また、定期的にふ

き取り検査、あるいは化学的検査手法で手洗いの効果を確認すること。 

コ．工場内で、従業員が嘔吐等した場合は、直ちに適切な消毒及び措置を行うこ

と。 

 

３）水、氷、蒸気の管理 

ア．添加水、調理時に使用する水及び食品に直接接触する水は、食品衛生法で定
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める食品製造用水とし、以下の措置を行うこと。 

①始業時に水の臭気、味、透明度等を官能評価して使用すること。評価結果は

記録・保管すること。 

②井水を使用する場合や水道水であっても貯水して使用する場合は、法令に定

める検査を実施することに加えて、定期的に水の品質検査を行うこと。検査

結果は記録・保管すること。 

イ．原材料の一次洗浄や一時保管のために使用する水、氷、海水は、衛生的な処

理を行ったものを使用すること。 

ウ．工程内で食品に直接使用される蒸気を発生させるボイラーの清缶剤は、食品

添加物として認められたものを使用すること。 

エ．使用した水を製造区域内で再利用することは、原則禁止とする。やむを得ず

使用する場合は、食品の安全性に影響がないよう、給水栓を区別し、食品及

び食品と接する器具・設備面に飛沫がかからないようにすること。 

    

４）その他の管理 

ア．薬剤の管理 

作業場内で使用する薬剤は、予め定めた手順に基づき保管、使用するこ

と。使用に当たっては、適切な用途、濃度で使用するよう、担当者を決め、

薬剤名、用途・用法を適切に明示すること。使用記録を作成し保管するこ

と。 

イ．鼠族・昆虫の防除管理 

①鼠族・昆虫の防除のためには、扉の開閉時間の短縮や開放防止策、エアカー

テンやシートシャッターの設置・管理等の適切な侵入防止策を実施すること。 

②内部発生、内部繁殖を防ぐために、食品残渣や清掃の管理を徹底すること。 

③防除に当たっては予め定めた手順に従って行うこと。 

ウ．食品残渣、廃棄物及び廃水の衛生管理 

①作業場で発生する食品残渣が床面等に付着・滞留することがないよう、適切

に清掃を行うこと。 

②排水溝は定期的に清掃し、廃水や食品残渣の滞留がないこと。 

③作業場で発生する食品残渣、廃棄物、廃水は衛生的に集め、適切に管理して

作業場外に排出すること。 

④食品残渣、食品廃棄物、一般廃棄物はその性状により区分管理すること。   

⑤廃棄物、排水処理設備から発生する汚泥等は法令の定めに従い、適切に処理

すること。廃棄にあたってはマニュフェストを保存すること。 

⑥食品残渣、食品廃棄物を飼料として循環使用する場合は、肉の扱いの有無に
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より区分管理すること。 

 

エ．外来者の入退場管理 

①外来者の入退場に関する手順を作成し、運用すること。 

②外来者の入退場は、従業員の入退場手順に準じ、その入退場を記録すること。

外来者には、従業員の案内を付けることを原則とする。 

 

オ．工作設備や備品、部品の管理 

工作室の設備、備品は適切に記録・管理し、備品、部品等は自由に持ち出さ

れないように施錠管理すること。 
      

３．品質検査・衛生検査 

１）検査手順、精度の管理 

ア．検査はマニュアルに従って実施すること。また、品質管理責任者は､操作の

手順に異常や逸脱がないように管理指導すること。 

イ．アの結果は適切に確認、記録すること。管理基準からの逸脱があった場合の

措置は適切に実施すること。 

ウ．検査担当者の技量向上のための教育、訓練を行うこと。官能検査のパネラー

の能力評価確認も同様に行うこと。 

エ．検査機器は適切に校正・管理すること。また、機器・器具も汚染の恐れがな

いよう管理すること。 

オ．クロスチェックによる外部精度管理を受けるとともに、適切な内部精度管理

を行い、検査精度の維持を図ること。 

 

２）工程管理のための検査 

工程管理のために、以下の内容について検査を適宜実施すること。 

ア．設備・備品の拭き取り検査（微生物検査） 

①清掃の効果を検証 

②稼働中の工程の汚染状況を調査・把握・管理 

③仕掛品・製品に微生物的な異常がみられる場合の原因究明 

  イ．モニタリング検証のための抜き取り検査（微生物検査、官能検査等） 

①加熱条件の検証 

②製品の品質に異常がみられる場合の検証と原因究明 

なお、上記の異常とは管理基準内での異常値も含む。 
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３）試薬・培地の管理 

ア．試薬･培地等は適切な方法により保管し、使用期限内に使用すること。 

イ．微生物検査に使用された培地は、滅菌し廃棄物として処理すること。 

ウ．工場内で扱われる全ての劇・毒物は、品質及び衛生管理を行う部門の長、  

    または組織責任者が指名するものが管理すること。 

エ．劇・毒物の保管場所は施錠し、使用記録簿を作成し記録保管すること。  

    なお、記録項目として、劇・毒物ごとに、受払いの日付、量、取扱い者氏名に

加え、必要に応じて使用目的を記すこと。 

 

４．教育と組織マネジメント 

１）教育と規律の維持 

ア．教育は年間計画に沿って実施し、効果確認を含めて記録すること。また、必

要に応じて追加的な教育を実施すること。 

イ．規範意識、規律遵守意識が適正で、逸脱行為がある場合はその程度に応じた

措置を行い、是正すること。 

ウ．重要な工程の担当者は教育による十分な職務遂行能力を有すること。また、

社内資格制度がある場合には、適切な運用を行うこと。  

 

２）コミュニケーション 

ア．従業員とのコミュニケーションの機会は、設定されたとおりに実施し記録す

ること。また、コミュニケーションの効果と課題を把握し、改善に努めるこ

と。 

イ．従業員からの情報提供、意見具申に対しては適切な回答を行うこと。また、

回答に当たっては従業員が委縮しないような配慮を行うこと。 

 

３）内部監査・不適合対応 

ア．内部監査は、事前の計画に基づき、手順に沿って実施すること。 

イ．工程内外で発生した不適合は、適切に処理し、記録すること。 

また、その記録は内部監査で確認すること。 

ウ．内部監査で指摘された不適合、是正措置要求等には適切に対応し、内部監査

報告書として品質管理責任者が確認の上、当該組織の責任者に報告するこ

と。 
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４）マネジメントレビュー 

ア．組織の代表者は、定期的に内部監査結果、品質管理及び衛生管理の問題点の

報告を受け、その評価を行い、必要に応じて指示をすること。 

イ．品質管理責任者は、マネジメントレビューの結果を受け、組織の代表者の指

示を実行し、その結果を組織の代表者に報告すること。また、それら一連の

記録を保管すること。 

       

 

５．文書管理 

１）文書管理 

ア．全ての文書は、定められた文書体系に沿って分類され、以下の通り管理する

こと。 

①組織の代表者が作成する方針に関する文書を除き、作成された文書は作成

者以外の承認者(作成者よりも上位者が望ましい)を定め、承認を行うこ

と。また、承認されていない文書は使用しないこと。 

②文書は定期的に見直しを行うこと。 

③文書の最新版管理を行い、整理整頓し保管すること。 

イ．記録様式は文書であり、以下の項目を含めること。 

a 記録様式の題名  b 会社名、工場名及び工場所在地 c 装置名・場所等 

d 日付及び時刻  e 製品の特定（ロット）f 管理基準  

g 記録者及び承認者の署名又は捺印と承認日付 

      

 

２）記録の作成と管理 

この基準が求める記録は以下の通り管理すること。 

①記録の保管期限を決めて、適切な方法で保管すること。 

②記録には正確に事実を記載し、管理者は期限内に確認・承認すること。期限

は記録ごとに合理的に定めること。 

③承認された記録の訂正が必要な場合は、組織の代表者の承認のもとに、訂正

理由と訂正前結果が分かる履歴を残すこと。  

④記録類は､改ざんし難い方法･手段を用いて記録し、空白には斜線等を記入す

ること。 
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Ⅲ 施設設備・機械器具に係る基準 

１．工場敷地内環境 

１）境界、入構口 

ア．工場敷地と外部は、壁、柵、塀等により区画区分していること。 

イ．従業員、外来者の入構口を定めること。入構口は管理できる範囲内で設置す

ること。第三者の無用な無断立入を禁ずる表示を行うこと。 

ウ．入構口で入場者の管理を行うこと。やむを得ない場合は別途外来者の入場登

録窓口を設置し、分かりやすく掲示すること。 

エ．外来者の入構は、確認・記録し、記録は保管すること。 

 

２）敷地内外回り 

ア．敷地内環境は、以下を満たしていること。 

①敷地内の道路、駐車場、荷捌き室等は舗装していること。 

②敷地内は、整理整頓し、恒常的な水溜りができないように周囲の排水設備

を整えること。また、塵埃が舞い上がらないように舗装等により防護策を

講じるとともに、昆虫の発生、鼠族等の隠れ場所ができないよう十分に整

地すること。 

③工場周辺に安全・衛生上の障害となる危険性がある場合は、十分な防護施設

を設けること。 

イ．敷地内への入構 

①敷地内は必要に応じ立入制限区域を定め、無用の人間が立ち入らないよう管

理すること。 

②外来者は従業員が同行するか、許可された外来者であることが識別できるこ

と。 

 

２．作業場施設設備 

１）製造現場への出入口 

ア．出入口の構造 

①出入口は、入退場時以外は常時閉じていること。 

②管理外の出入口は閉鎖すること。非常口等は外側からは開けられない構造

であること。 

③出入口は二重構造になっており、入退場時に作業場が外部に曝露されない

こと。 

④扉は直接、手指で開閉しない構造であること。 
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イ．製造現場の出入口は、以下の要件を満たしていること。 

①外履きと場内履きを履き替えるためのスペースがあり、靴箱は外履きと場

内履きを区分して置ける構造であること。 

②鼠族、昆虫等の侵入を防止できる構造を有すること。 

③着衣に付着している毛髪を除去するための粘着ローラー等を設置している

こと。また、除去作業を行うためのスペースがあること。 

④全身を見ることができる鏡を設置していること。 

⑤近接した位置に手洗い場・足洗い場を設置していること。 

 

２）作業場の構造 

ア．作業場は、以下の要件を満たしていること。 

①必要かつ製品の取扱量等に応じた機械・器具の設置と、適切な作業を行う

ための十分な広さを有していること。 

②その使用目的及び作業内容に応じて、必要に応じた衛生区分に区画してい

ること。 

イ．床面は、以下の要件を満たしていること。 

①不浸透性で、耐性（酸、アルカリ、油、熱等）を有し、平滑で滑りにくい材

質であること。 

②排水が容易に行われるよう適切な勾配を有し、また内壁と床面の境界は容易

に清掃ができる構造であること。 

ウ．排水設備は、以下を満たしていること。 

①適当な勾配及び清掃が容易に行えるような構造であること。 

②鼠族、昆虫等の侵入防止及びゴミの流出並びに廃水の逆流防止のため、施設

外部への開口部にトラップ、ステンレス製のカゴ、封水ピット等を設置して

いること。 

エ．天井は、以下の要件を満たしていること。 

①不浸透性で平滑な材質を使用し、塵埃、水滴等の落下を防止する構造である

こと。 

②天井部に配されたダクト及びパイプ等に付着した塵埃や水滴が、製造過程に

ある原材料、仕掛品または機械・器具類への落下を防止できる構造、設備で

あること。 

オ．壁は、不浸透性で汚染しにくい材質であること。 

カ．窓は、以下の要件を満たしていること。 

①密閉式を原則とし、窓の下部は、埃の堆積等を避ける構造であること。 

②開閉式の場合は 32メッシュより細かい網目を有する防虫網戸を設置し、か
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つ取り付け部をコーキング処理していること。 

 

３）作業場の設備 

ア．照明は以下の要件を満たしていること。 

①汚染区の照度       300lx以上 

②準衛生区及び衛生区の照度 500lx以上 

③選別、検品等の作業の照度 700lx以上  

④作業場内の照明器具は、粉塵等が蓄積せず清掃が容易な構造とし、また電 灯

が破損時に飛散しない対策を行うこと。 

イ．作業場には十分な給排気設備を設置し、以下の要件を満たしていること。ま

た、必要に応じて空調設備を設けること。 

①給排気設備には、防虫ネットや防塵フィルターを設置し、外部から虫や塵の

侵入を防止する構造であること。 

②給排気設備は、適切な能力を有し、場内の給排気バランスを考慮しているこ

と。また、空気の流れによって、汚染源とならないように管理できる構造で

あること。 

③作業場で、蒸気、熱気、煤煙、臭気等が発生する場所では、それらを排除し、

十分な換気ができること。また、フードを設置する場合は、容易に清掃でき

る構造であり、必要に応じてオイル受けやオイルフィルターを取り付けてい

ること。 

④空調設備は、室内を適切な温度にできること。 

 

 

３．保管施設 

１）保管施設に共通する構造 

保管施設はいずれも製造現場とは隔壁により区分し、入場管理できる構造で

あること。また、以下の要件を満たしていること。 

①床面、内壁、天井及び扉の表面は不浸透性の材質を用いて耐水性を有し、清掃

に支障のない構造であること。 

②種類別に区分け保管きるよう目的に応じた十分な広さを有していること。 

③鼠族、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。 

④出入口は危害の程度に応じて、施錠できる構造であること。 

 

２）原材料入荷口 

原材料入荷口は、必要に応じてドックシェルター等を設置していること。 
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３）原材料保管施設 

ア．常温保管施設は、必要に応じて温度管理を行い、品質を保持できる構造であ

ること。 

イ．冷蔵保管施設及び冷凍保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①品質を保持するための適切な温度を維持できる構造であること。 

②温度測定器を設置し、庫外から庫内温度を確認できる位置に温度表示器を

設置していること。 

③冷凍保管庫については、床面、内壁、天井、扉は凍結に対する耐久性を有

し、水分が氷結し、霜・氷として堆積しにくい構造であること。また、出

入り口は必要に応じて外気が侵入しにくい設備や器具を取り付けること。 

 

４）包装資材保管施設 

食品に直接接触する資材が衛生的に保管でき、汚染や異物混入が起こらない

ような構造であること。 

 

５）薬剤保管施設 

薬剤保管施設は以下の要件を満たすものであること。 

①人に対する危害の程度により区分できる構造であること。 

②危害がある劇・薬物等は施錠できる専用施設であること。専用にできない

場合は、全ての薬剤を施錠できる施設であること。 

③種類別に区分け保管できる十分な広さを有していること。 

 

６）製品保管施設 

製品保管施設は、以下の要件を満たすものであること。 

①製品品温が-18℃以下に保持できる能力を有していること。 

②温度測定器を設置し、庫外から庫内温度を確認できる位置に温度表示器を

設置していること。 

③床面、内壁、天井、扉は凍結に対する耐久性を有し、水分が氷結し、霜・

氷として堆積しにくい構造であること。また、出入り口は必要に応じて外

気が侵入しにくい設備や器具を取り付けること。 

 

７）製品出荷口 

製品出荷口はドックシェルター等を設置すること。 
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４．衛生設備・施設 

衛生設備・施設は、それぞれ以下の要件を満たすものであること。 

１）手洗い・足洗い設備 

①作業場の出入口及び作業場内の区域毎に作業者数に応じた数の手洗い・足

洗い設備を設けること。 

②給水栓は自動式や足踏み式等の非接触式であること。 

③手洗い用洗剤、ペーパータオルまたはエアータオル、消毒液等を設置して

いること。 

④必要に応じて爪ブラシ、温水が使用できること。 

⑤足洗い場は、洗浄後の汚水を作業場または移動先の区域に持ち込まないよ

うに足ふきマット等を設置し、汚染の拡散を防止すること。 

 

２）便所 

①作業場から隔離された位置にあり、作業者の人数に応じた十分なものとす

ること。 

②水洗式とし、外部からそ族や昆虫の侵入を防止する設備を設けること。 

③出入り口の扉は自動開閉式であり、専用の履物を備えていること。 

④手洗い用の給水栓は自動式や足踏み式等の非接触式であること。 

⑤手洗い用洗剤、ペーパータオルまたはエアータオル、消毒液等を設置して

いること。 

⑥必要に応じて爪ブラシ、温水が使用できること。 

 

３）洗浄設備 

洗浄設備は、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できること。洗浄設備または洗

浄槽は用途に応じた大きさ及び数を有し、清潔区、準清潔区を汚染しない場所に

設置していること。 

 

 

５．製造設備 

製造設備は、それぞれ以下の要件を満たすものであること。 

１）製品凍結装置または製品凍結庫 

①凍結装置または凍結庫は、製品を急速凍結させる能力を有すること。 

②製品を凍結後､衛生状態や品質にダメージを与えることなく保管することが

できる機械配置であること。 
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２）機械・器具及び搬送設備に共通して求める性能 

ア．食品に直に接触する機械・器具の材質は、以下の要件を満たしていること。 

①洗浄し易い形状であること。 

②材質は、耐腐食性かつ不浸透性で摩耗や破損しにくい金属や合成樹脂等で

あること。 

③使用目的により耐水・耐油性、耐寒・耐熱性、耐薬品性であること。 

④塗装等、表面に剥がれやすいものが施していないものであること。 

イ．食品に直接接触しない機械・器具でも、やむを得ず、上記ア以外の材質を使

用する場合､食品に異物混入、汚染がないよう措置を講じること。 

ウ．機械・器具及び搬送装置の構造は、以下の要件を満たしていること。 

①分解して容易に清掃、洗浄、消毒のできる構造であること。 

②点検やメンテナンスがし易い構造であること。 

③設置されている計器及びセンサー等は、測定、校正し易い構造であるこ

と。 

④衛生的で食品に異物混入や汚染が発生し難い構造であること。 

エ．労働安全上の防護策を有していること。 

 

３）個別の機械・器具に求める性能 

製造に使用する機械・器具については、処理工程ごとに必要に応じたものであ

ること。 

ア．前処理工程に使う機器の例 

【原料処理用機器】 

作業台、洗浄装置、調温機、カッター、チョッパー、包丁、まな板、 

スライサー、シフター、コンベア、配管、台車等。 

①必要に応じた厚さや大きさに均一に切断または裁断できるもの。  

②適切な大きさの網目であること。 

【混合・漬込み用機器】 

ミキサー、タンブリングマシン、液体注入機、擂潰機等。 

①均一に混合できるものであること。 

イ．加工工程に使う機器の例 

【加工機器】 

成形機、麺帯機、包あん機、衣付け機、餅製造機等。 

①一定量を一定の形に成形できるものであること。  

②衣を均一に付着できるものであること。 

③均一に蒸練できるものであること。    
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【加熱機器】 

蒸煮装置、焙焼装置、フライ装置、圧力加熱装置等。 

①適切に加熱処理できるものであり、かつ適正な温度管理ができるものである

こと。また、必要に応じて異常を告知する機器や自動記録計を有すること。 

②付着物や油カスが除去し易い構造であること。 

③適切な圧力計を設置すること。  

【冷却機器】 

水冷装置、空冷装置、真空冷却装置、製氷機等。 

① 目的に応じた冷却能力を有すること。 

ウ．包装工程に使う機器の例 

【包装機器】 

包装機、印字装置、ラベラー等。 

①シールが確実に行えるものであること。 

②印字がかすれたり、消えたりしないよう印字強度が適切であること。 

エ．計量・検査機器の例 

【計量機器】 

秤量器、自動計量機等。 

【検査機器】 

重量選別機、金属検出機、Ｘ線異物検出機、異物除去装置、温度計、自動記録計

等。 

①正確に計量できるものであること。 

②適切な感度を有し、正確かつ短時間で検出、測定することができること。

また、排除機能を有するものは、正確に対象物を排除できること。 

オ. 洗浄機器 

【洗浄機器】 

コンテナ洗浄機、ＣＩＰ洗浄装置、水圧洗浄機、ブラシ等。 

①適切な薬剤を使用し、適切に洗浄できること。  

②インジケータが正確に作動すること。 

 

４）ユーティリティー施設 

冷凍機械室、給水施設、ボイラー室、排水処理施設等のユーティリティー施

設は、作業場外に設置し、許可された要員以外の立ち入りを管理すること。 

【給水・製氷設備】 

①食品製造用水を末端まで十分な圧力及び適切な温度で供給できる設備であ

ること。 
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②井水等水道水以外を使用する場合は、必要な殺菌装置または浄水装置が設

けられており、かつ水源は汚水等により地下水が汚染される恐れのない場

所であること。 

③製造施設内では用途別に給水栓を区別していること。 

④製氷機を使用する場合、食品製造用水を使用し、衛生的に製造保管できる

構造であること。 

⑤貯水槽を使用する場合は衛生に支障のない構造であること 

【ボイラー】 

ア．用途に応じた適切な蒸気圧、蒸気量を供給できるものであること。 

イ．ボイラーに使用する清缶剤は以下の要件を満たすこと。 

①食品に直接使用する場合は、食品添加物として使用を認められたものとする

こと。 

②食品に直接使用しない場合でも、人体に有害なものは使用しないこと。 

【圧縮空気・ガスに関する設備】 

①圧縮空気を製造するコンプレッサーは、油を使用しないものか、使用する場

合も油は食品グレードとすること。 

②食品に直接使用する圧縮空気の供給機は、埃・水分・微生物を除去できる構

造であること。 

③食品に直接噴霧・添加されるガス（二酸化炭素、窒素等）は食品添加物とし

て認められたもので、食品グレードとすること。 

 

 

６．その他の付帯施設 

１）更衣室 

①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画された場所に設けてい

ること。 

②作業者数に応じたロッカーを配置し、私服及び作業服が交差汚染のないよ

うに適切に保管できるものであること。 

③更衣室への従業員以外の入場は制限・管理すること。 

④更衣室は定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 

２）休憩室、社員食堂 

ア．休憩室は、以下の要件を満していること。 

①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画した場所に設けている

こと。 

②定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 
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イ．社員食堂は以下の①②の要件を満していること。また、社員食堂内に調理

施設を設置する場合には③～⑤を併せて満たすこと。 

①作業者数に応じた十分な広さを有し、作業場と区画した場所に設けている

こと。 

②定期的に清掃し、清潔で埃、塵、毛髪等の落下がないこと。 

③調理場は、必要な資格を有する責任者を定めて運営すること。 

④調理場は、清潔で衛生的に管理すること。 

⑤調理場には、定められた調理作業者以外の立ち入りは認めないこと。 

 

３）廃棄物保管施設、保管容器 

ア.食品由来の廃棄物の保管施設及び保管容器は、以下の要件を満たすこと 

①原則として製造現場から隔離した場所に設置し、廃棄物の種類ごとに区分、

保管できる十分な広さを有し、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 

②鼠族、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。 

③床面、内壁、天井及び扉の表面は不浸透性の材質を用いて耐水性を有し、

清掃に支障のない構造であること。 

④作業場内の生ゴミ等の容器は、清掃が容易で、汚水、臭気が漏れない不浸

透性材で作られ、また容易に運搬できるものであること。食品由来でない

廃棄物は、その種類ごと適切に区分できること。 

イ．食品由来でない廃棄物は、その種類ごと適切に区分できること。 

 

４）廃水処理施設 

ア．工場から排出される廃水等が、昆虫等の発生源や生息場所とならないもので

あること。 

イ．法令で定める放流水の排水基準に適合する処理能力を有していること。 

ウ．廃水処理から発生する汚泥等を適切に処置できる設備であること。 

 

５）工作室 

工作室を設置する場合は、原則として作業場施設外に施錠できるように設ける

こと。 
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附則（平成 20年 4月 1日 制定） 

この基準は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

 

附則（平成 28年 4月 1日 改定） 

この基準は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

附則（平成 30年 10月 1日 一部改定） 

この基準は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

附則（令和 2年 3月 25日 一部改定） 

この基準は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

附則（令和 2年 11月 13日 一部改定） 

この基準は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


