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１－１ 製造室の清掃及び保守点検

＜作成のポイント＞

①床、内壁、天井、窓、照明器具、換気扇、手洗い設備及び排水溝などの施設設備ごと

に具体的な清掃方法及び頻度を定めます。

②施設設備ごとに施設設備の破損の状況、清掃状況などの点検方法及び頻度を定めます。

③手洗い設備に必須の洗浄液、消毒液、ペーパータオル等の確認方法を定めます。

④床及び排水溝の清掃状況についての記録簿を作成します。

１－２ トイレの清掃保持

＜作成のポイント＞

①トイレの具体的な清掃方法及び頻度を定めます。

②破損の状況、清掃状況などの点検方法及び頻度を定めます。

③手洗い設備に必須の洗浄液、消毒液、ペーパータオル等の確認方法を定めます。

④清掃状況についての記録簿を作成します。

＜認証基準＞

床、内壁、天井、窓、照明器具、換気扇、手洗い設備及び排水溝の清掃手順、保守点

検方法が定められていること。

床及び排水溝の清掃は１日に１回以上、その他の清掃はそれぞれ清掃の頻度の記載があ

ること。

保守点検頻度の記載があること。

床及び排水溝の清掃状況について、記録すること。

＜認証基準＞

トイレの清掃手順及び保守点検方法が定められていること。

清掃の頻度の記載があること。

保守点検頻度の記載があること。

清掃状況について、記録すること。

１ 施設設備の衛生管理

26 食品添加物



- 2 -

１－３ 清掃用具の管理

＜作成のポイント＞

①製造室以外の場所に専用の保管場所を準備します。

②清掃用具の清潔保持の方法を定めます。

③乾燥後保管するなど清掃用具の保管方法を定めます。

④保管場所、ロッカー等の清潔保持の方法を定めます。

１－４ その他

＜作成のポイント＞

①倉庫、資材庫、保管庫、更衣室、廊下などの製造室以外の施設の清掃の方法を定めま

す。

＜認証基準＞

清掃用具の管理方法が定められていること。

＜認証基準＞

製造室以外の清掃手順が定められていること。

26 食品添加物
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２－１ 機械器具類等の衛生管理

＜作成のポイント＞

①原料に直接触れる作業台、機械類、器具類及び容器包装の洗浄・消毒の具体的な方法

と頻度を定めます。

②機械類について、部品の脱落、摩耗の有無、異常音などの日常点検の方法と頻度を定

めます。また、異常を発見した場合の対応について定めます。

③機械類のメンテナンス、温度計の校正など専門業者に委託する内容、頻度を定めます。

④機械類の保守点検状況、異常発見時の対応についての記録簿を作成します。

⑤可動式機械類、器具類、容器包装の保管場所を定めます。

２ 機械器具類の衛生管理

＜認証基準＞

原料に直接触れる作業台、機械類、器具類及び容器包装の洗浄・消毒の手順が定めら

れていること。

洗浄及び消毒は１日に１回以上行う旨の記載があること。

機械類の保守点検方法が定められていること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

保守点検の頻度の記載があること。

保守点検状況及び不適の場合の対応について、記録すること。

可動式機械類、器具類、容器包装の保管場所が定められていること。
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２－２ 冷蔵冷凍設備の衛生管理

＜作成のポイント＞

①冷蔵庫、冷凍庫の清掃・消毒の具体的な方法と頻度を定めます。

②冷蔵庫、冷凍庫の清掃・消毒の実施状況についての記録簿を作成します。

③冷蔵庫、冷凍庫の管理温度を設定し、温度を確認する頻度を定めます。

④温度の記録簿を作成します。

⑤管理温度を逸脱してた場合の対応方法と記録簿を定めます。

＜認証基準＞

冷蔵冷凍設備の清掃及び消毒手順が定められていること。

清掃及び消毒の頻度の記載があること。

清掃及び消毒の状況について、記録すること。

冷蔵冷凍設備の温度管理の方法が定められていること。

温度確認は、１日１回以上行う旨の記載があること。

温度について、記録すること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

不適の場合の対応について、記録すること。
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３－１ 原材料の仕入れ時の検収

＜作成のポイント＞

①原料等については、鮮度その他品質を確認する方法と頻度を定めます。

②容器包装に入れられた原材料については、規格に定める原料であるか、また、包装が

破れてないか等包装の状態を確認する方法と頻度を定めます。

③検収の記録簿を作成します。

④不適の場合の対応方法と記録方法を定めます。

３－２ 原材料の保存

＜作成のポイント＞

①原材料の種類毎に保存場所、保存温度を定めます。

②相互汚染を防止する方法を定めます。

③先入れ先出しに関する注意事項を定めます。

④不適の場合の対応方法と記録方法を定めます。

３ 食品等の衛生的な取扱い

＜認証基準＞

原材料の検収手順が定められていること。

搬入毎に行う旨の記載があること。

規格内の原料であるか及び包装の状態について、記録すること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

不適の場合の対応について、記録すること。

＜認証基準＞

原材料の保存方法が定められていること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

不適の場合の対応について、記録すること。
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３－３ 異物混入防止

＜作成のポイント＞

①目視による確認、金属探知器等による 終製品の確認、フィルター使用することによ

る除去など 終製品に硬質異物が入らない方法を定めます。

→部品の脱落防止など設備の保守に関することは、２－１で定めます。

②装置を使用する場合は、テストピースなどによる作動状況の確認方法と頻度を定めま

す。

③装置作動記録簿を作成します。

④異物が発見された場合の対応方法と記録方法を定めます。

３－４ 製品の保存

＜作成のポイント＞

①種類毎に保存場所、保存温度を定めます。

②不適の場合の対応方法と記録方法を定めます。

＜認証基準＞

異物混入の防止手順が定められていること。

保守点検は１日に１回以上行う旨の記載があること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

保守点検状況及び不適の場合の対応について、記録すること。

＜認証基準＞

製品の保存方法が定められていること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

不適の場合の対応について、記録すること。
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３－５ 表示

＜作成のポイント＞

①品目毎、関係法令を確認した表示見本を作成します。

②製造日毎の表示と表示見本を確認する方法と頻度を定めます。

③表示点検簿を作成します。

④表示違反が発見された場合の対応方法と記録方法を定めます。

＜認証基準＞

関係法令を満たす表示見本が定められていること。

製品表示の確認手順が定められていること。

点検は１日に１回以上行う旨の記載があること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

点検状況及び不適の場合の対応について、記録すること。
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３－６ 期限の設定

＜作成のポイント＞

①官能検査、理化学検査、微生物検査など期限設定に必要な検査項目を設定し、その結

果をもとにした期限の設定方法を定めます。

②①のデータを保存します。

３－７ 製品の配送

＜作成のポイント＞

①配送温度、配送時間を定めます。

②配送に使用する運搬箱、運搬車等の清掃に関することを定めます。

③添加物以外の物と一緒に配送する場合は、汚染の防止に関することを定めます。

３－８ 製品検査

＜作成のポイント＞

①理化学的、微生物学的検査の項目を設定し、その検査方法を定めます。

②委託検査に関する登録検査機関名、項目及び回数を定めます。

③検査成績書の保存について定めます。

④検査の結果が不適の場合の対応方法と記録方法を定めます。

＜認証基準＞

期限の設定方法が定められていること。

期限設定の科学的・合理的根拠を示す資料を保存すること。

＜認証基準＞

製品の配送方法が定められていること。

＜認証基準＞

製品の検査に関する実施手順が定められていること。

検査成績書について、保存すること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

不適の場合の対応について、記録すること。
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３－９ 薬品等の保管

＜作成のポイント＞

①洗剤、消毒剤及び殺虫剤の特性及び危険性を調べます。

→食品工場に不適切なもの（ジクロルボスなど）の使用を中止します。

②洗剤、消毒剤及び殺虫剤の保管場所を定めます。

③洗剤、消毒剤及び殺虫剤の容器に種類及び名称が記載されているか確認する方法を定

めます。

④他の容器に小分けする場合も、どの薬品が入っているわかるようにします。

⑤使用方法及び使用時の注意事項を定めます。

３－１０ その他

＜作成のポイント＞

①食品、器具、容器などを直接床に置かないことを定めます。

②跳ね水による汚染防止の方法（床から６０ｃｍ以上高さで作業するなど）を定めます。

＜認証基準＞

洗剤、消毒剤及び殺虫剤の保管場所、取扱方法が定められていること。

＜認証基準＞

床からの汚染の防止方法が定められていること。

26 食品添加物
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４－１ 濁り等の確認

＜作成のポイント＞

①始業前に、水の濁り、色、臭い、味を確認する方法を定めます。

②使用水の官能検査記録簿を作成します。

③不適の場合の対応方法と記録方法を定めます。

４－２ 滅菌装置等の確認

＜作成のポイント＞

①水道水（水道法又は秋田県小規模水道条例の規定による水道により供給される水）以

外の水及び貯水槽を使用した水を使用している場合は、始業前に残留塩素濃度を確認

する方法を定めます。

②残留塩素濃度が規定値を下回った場合の対応とその記録について定めます。

③滅菌装置、浄化装置等の日常点検（次亜塩素酸Ｎａ液の残量確認、メーター、配管等

の異常の有無など）や専門業者に委託する保守点検（フィルターの交換など）の方法

と頻度をについて定めます。

④殺菌装置、浄化装置の管理記録簿を作成します。

⑤貯水槽の清掃等は２－１で定めます。

４ 使用水の衛生管理

＜認証基準＞

使用水の濁り、色、臭い、味を確認する方法が定められていること

始業前に確認する旨の記載があること。

確認結果について、記録すること。

不適の場合の対応について、記録すること。

不適の場合の対応方法が定められていること。

＜認証基準＞

水道水以外の水及び貯水槽を使用した水を使用している場合は、残留塩素濃度を確認す

る方法が定められていること。

始業前に確認を行う旨の記載があること。

不適の場合の対応について、記録すること。

滅菌装置、浄化装置等の保守点検方法が定められていること。

保守点検の頻度の記載があること。

滅菌装置、浄化装置等の保守状況について、記録すること。
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４－３ 水質検査

＜作成のポイント＞

①水質検査の実施方法、項目、頻度を定めます。

②成績書の保管について定めます。

＜認証基準＞

水道水以外の水及び貯水槽を使用した場合は、水質検査の実施方法が定められているこ

と。

年１回以上行う旨の記載があること。

水質検査成績書について保存すること。

26 食品添加物
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５－１ 排水及び廃棄物等の衛生管理

＜作成のポイント＞

①食品残渣、油脂等が施設外に流れないように処理方法を定めます。

②グリストラップを使用している場合は、その管理方法を定めます。

③廃棄物は、ふた付きの容器を使用するなどの方法を定めます。

④廃棄物の排出に関する方法を定めます。

⑤廃棄物集積所の清掃については、１－４で定めます。

⑥排気、臭気、騒音等で近隣に迷惑がかかっていないか確認する方法を定めます。

５ 排水及び廃棄物等の衛生管理

＜認証基準＞

排水、廃棄物の処理手順が定められていること。
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６－１ ねずみ及び昆虫の駆除

＜作成のポイント＞

①網戸、防虫灯、防虫カーテン、排水溝の網などの防鼠、防虫設備の管理方法を定めま

す。

②ドアや窓の開閉等に関する管理方法を定めます。

③ねずみ、昆虫等の発生状況の確認を行う場所（施設の周囲を含む）、方法、頻度を定

めます。

④委託による確認を行う場合は、その頻度、対象等を定めます。

⑤ねずみ・昆虫等確認状況記録簿を作成します。

⑥発生が確認された場合の駆除の方法について定めます。

⑦ねずみ・昆虫等駆除実施状況記録簿を作成します。

６ ねずみ及び昆虫

＜認証基準＞

ねずみ、昆虫等の侵入防止方法が定められていること。

ねずみ、昆虫等の発生状況の確認方法が定められていること。

発生状況の確認は月１回以上行う旨の記載があること。

発生状況の確認結果について、記録すること。

ねずみ、昆虫等の駆除方法が定められていること。

駆除実施状況について、記録すること。

26 食品添加物
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７－１ 従事者の衛生教育

＜作成のポイント＞

①従事者の衛生教育についての実施方法と頻度を定めます。

朝礼時に実施するなど従事者全員に対して実施できるよう工夫します。

②衛生教育実施記録簿を作成します。

③食品衛生責任者研修会への参加の頻度について定めます。

７ 衛生教育

＜認証基準＞

衛生教育の実施方法が定められていること。

月１回以上行う旨の記載があること。

実施状況（年月日、内容、人数）について、記録すること。
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８－１ 従事者の健康管理

＜作成のポイント＞

①下痢、腹痛、発熱、吐気、手指の傷の有無について、始業前に確認する方法を定め

ます。

②検便について、項目、頻度について定めます。

③健康管理実施記録簿を作成します。

④検便の検査結果の保存について定めます。

⑤体調不良、検便陽性の従事者についての対応方法と記録簿を定めます。

８－２ 従事者の手洗い

＜作成のポイント＞

①「爪を短く切り、指輪等を付けないこと」や「ペーパータオルで拭き取ること」など

具体的な方法を定めます。

②トイレの後、製造室に入る際、段ボールを触った後など手を洗う必要がある時を定め

ます。

８ 従事者の衛生管理

＜認証基準＞

従事者の健康管理手順が定められていること。

健康管理の確認は、始業時に行う旨の記載があること。

検便は、年２回以上行う旨の記載があること。

健康管理状況、検便の実施状況について、記録すること。

体調不良の従事者についての対応方法が定められていること

体調不良の従事者への対応について、記録すること。

＜認証基準＞

手洗い手順が定められていること。

始業前、トイレ使用後、作業が切り替わる毎に行う旨の記載があること。
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８－３ 従事者の服装等

＜作成のポイント＞

①作業衣、帽子、履物の着用について定めます。

②マスク、手袋を着用する具体的な作業を定めます。

③作業衣、帽子等の交換時期を定めます。

④粘着ローラー、靴の殺菌槽等の使用の方法について定めます。

８－４ その他

＜作成のポイント＞

①製造室内での禁止行為（更衣、喫煙、飲食、放たんなど）を定めます。

②従事者以外の人の入室に関しての方法を定めます。

＜認証基準＞

従事者の作業着等について、定められていること。

＜認証基準＞

製造室での禁止行為が定められていること。
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９－１ 管理体制

＜作成のポイント＞

①衛生管理に関する役割を明確にした組織体制を定めること。

９－２ 事故発生時の対応（製品の回収方法）

＜作成のポイント＞

①事故発生時の対応方法を定めます。

②保健所への連絡について定めます。

③苦情処理の手順について定めます。

④製品の回収方法について定めます。

⑤事故発生時対応記録簿、苦情処理記録簿等を作成します。

９ 衛生管理体制

＜認証基準＞

衛生管理に関する組織体制が定められていること。

＜認証基準＞

食中毒等事故発生時の対応方法、苦情処理手順、製品の回収方法が定められていること。

事故等の内容とその処理経過について、記録すること。


