
関東信越厚生局における
総合衛生管理製造過程承認
施設の監視結果について

関東信越厚生局

健康福祉部食品衛生課

平成3１年３月６日



本日の内容

総合衛生管理製造過程の承認状況に
ついて

立入検査での文書指摘及び口頭指導事項

（事例紹介）

 その他伝達事項
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総合衛生管理製造過程の

承認状況について
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乳 乳製品 食肉製品
魚肉練り
製品

容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

清涼飲料水 合 計

施設数 １３９ １２９ ６1 １９ ８ ８６ ４４２

件 数 ２０１ １７６ １０３ ２２ ９ １３９ ６５０

総合衛生管理製造過程の承認状況（全国）

平成30年1２月末現在
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承認施設数の推移（全国）
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総合衛生管理製造過程の承認状況（関東信越厚生局）
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乳 乳製品 食肉製品
魚肉練り
製品

容器包装詰
加圧加熱
殺菌食品

清涼
飲料水

合 計

施設数 ３８ 3６ 16 8 ２ 3１ 1３１

件 数 5４ 4４ 24 10 ２ ５５ １８９

平成３０年1２月末現在

平成３０年度の申請（関東信越厚生局：平成３１年１月末現在）

更
新

乳 5件
乳製品 5件
食肉製品 4件
魚肉練り製品 2件
清涼飲料水 10件

変
更
魚肉練り製品 2件
清涼飲料水 1件



立入検査での文書指摘及び
口頭指導事項について

（事例紹介）
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総合衛生管理製造過程承認制度実施要領
（別表第１ 承認基準）その１
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1. 製品説明書
2.  製造又は加工の工程に関する文書
3.  施設の図面
4.  危害の原因となる物質の特定等
5.  危害の発生を防止するための措置
6.  改善措置の方法
7.  衛生管理の方法
8.  検証
9.  記録

10.  管理体制



総合衛生管理製造過程承認制度実施要領
（別表第１ 承認基準）その２
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（7）衛生管理の方法
（ア）施設設備の衛生管理
（イ）従事者の衛生教育
（ウ）施設設備及び機械器具の保守点検
（エ）そ族昆虫の防除
（オ）使用水の衛生管理
（カ）排水及び廃棄物の衛生管理
（キ）従事者の衛生管理
（ク）食品等の衛生的取扱い
（ケ）製品の回収方法
（コ）製品等の試験検査に用いる機械器具の

保守点検



総合衛生管理製造過程の審査内容

•審査の対象は、
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ＨＡＣＣＰシステム
＋

一般的衛生管理



立入検査での着眼点
1. ＨＡＣＣＰプラン（重要管理点の設定、

逸脱時の対応等）

– 管理体制（ＨＡＣＣＰ会議等）

– 製品説明書

– 製造又は加工の工程（製品フロー図等）

– 施設図面

– 危害要因分析

– 記録

2. 一般的衛生管理（衛生教育、施設設備や

使用水の衛生管理、回収方法等）

3. 検証（衛生管理の全般的事項について）
10



11

立入検査における指摘事項

関東信越厚生局管内の総合衛生管理製造過程
承認施設に対する文書指摘事項の件数

（平成２６年４月～平成３０年１２月）

１５７事項



指摘事項の内訳
（平成２６年４月～平成３０年１２月）
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検証

36%

HACCPプラン

26%

一般的衛生管理

19%

記録

6%

危害要因分析

4%

施設図面

4%

管理体制

3% その他

1%

製造又は加工の

工程

1%



総合衛生管理製造過程承認制度の
承認基準（多い指摘）

検証に関する事項 ３６％

（機器の校正や検証記録の不備等）

ＨＡＣＣＰに関する事項 ２６％

（重要管理点の設定、逸脱の対応、
モニタリング方法等）

一般的衛生管理に関する事項 １９％

（洗浄･清掃、従事者の衛生教育等）
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平成３０年の関東信越厚生局管内の

総合衛生管理製造過程承認施設

に対する文書指摘事項事例

（平成３０年１月～平成３０年１２月）

立入施設数 ６３施設

（承認申請及び承認後監視、事故等に係る立入検査）
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事 項 不適切な内容

危害要因分析

原材料の危害の原因物質として、農薬の混入、動物用医薬
品の混入を挙げており、防止措置として品質規格保証書の
チェックを実施することとしているが、品質保証書におい
て、農薬及び動物用医薬品の検査結果を確認できなかった

増設ラインにおいて、使用水や、蒸気等に関して、ハザー
ド評価表に記載がありながら、ハザードの明確化及び許容
水準の決定（ハザード物質名、ハザードの性質等）の各欄
には「－」や「未記載」という状況を相当数で認めた

主な指摘事項（１）（平成30年12月現在）



事 項 不適切な内容

ＨＡＣＣＰ
プラン

冷却工程において、モニタリング方法として規定している、製品
を冷却冷蔵庫内に入庫してからの冷却時間をロット毎に確認する
記録がなかった

ＨＡＣＣＰプラン全体の定期的見直しの頻度を年１回と規定して
いるが、実施されていなかった

金属探知工程について、金検除去事例が記録されていたが、ＣＣ
Ｐ整理表にて管理基準を逸脱した際に記録するよう規定されてい
る記録は作成しておらず、ＣＣＰ整理表に規定していない記録を
作成していた

平成３０年の主な指摘事項（２）（平成３０年12月現在）
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事 項 不適切な内容

検証

金属検出のモニタリング結果記録において、改善措置記録
が残されている製品の記録が、金属混入数がゼロと記録さ
れていた

金属混入数の記録漏れが散見され、検証者もその記録につ
いて問題なしと確認し、押印していた

主な指摘事項（３）（平成30年12月現在）
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事 項 不適切な内容

管理体制

異物混入の苦情により回収を行っており、その記録を確認
したところ、規定に基づいて、経緯や苦情の解析は行われ
ていなかった

加熱殺菌について、パネル表示温度計の校正を年１回実施
していたが、最新の補正値を殺菌日報に反映させないまま
記録している状況を認めた

主な指摘事項（４）（平成30年12月現在）
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事 項 不適切な内容

記 録

受入工程において、副原料（練乳）について、受入時に外
観・色調の確認、官能検査、溶解テスト及び抗生物質の検査
を実施することとしているが、検査結果の記録欄が空欄であ
り、受入検査を実施しているか不明であった

回収液の保管工程において、温度を始業及び終業時に確認す
ることと規定しているが、実際には始業時のみ確認しており、
回収液の使用基準についても、回収後４８時間以内に使用す
ることとし、回収時間を記録するよう規定しているが記録漏
れが散見された

製品のトレースバックを実施したところ、複数ロット使用時
のロット管理不備及び受入時の記録と使用時の記録が異なり、
トレースバックが出来なかった

主な指摘事項（５）（平成30年12月現在）
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事 項 不適切な内容

一般的衛生
管理

製品の保管温度は常時10℃以下と規定しており、省令においても、
保存の方法の基準は、殺菌後直ちに10℃以下に冷却して保存する
ことが規定されているが、製品を保管している冷蔵庫温度記記録
に測定値が10℃を上回る記録が複数認められた

製造現場において、以下の事例が認められた
（１）天井近くの配管に複数の蜘蛛の巣
（２）不要ホース周辺に多数の虫の発生
（３）不要な塩素水のバケツに、複数の黒いカビ様浮遊物
当該エリアの清掃管理記録を確認したところ、清掃は適切に行わ
れている記録であったが、防虫委託業者による記録には衛生害虫
の発生要因があることが指摘されていた

主な指摘事項（６）（平成30年12月現在）



 不適切な内容

増設ラインにおいて、使用水や、蒸気等に関して、ハザード評価表

に記載がありながら、ハザードの明確化及び許容水準の決定（ハ

ザード物質名、ハザードの性質等）の各欄には「－」や「未記載」と

いう状況を相当数で認めた

 問題点

施設の現状に沿った、正確な危害要因分析が出来ていない

 指摘事項

再度危害要因分析を実施し直し、その結果を鑑み、現状実施し

ている各作業内容が適切であるかを見直すとともに、ハザード評

価表を記載整備すること
 改 善
工程及び危害要因分析の再実施により記載を整備した 21

危害要因分析に関る指摘事項
原材料の危害要因分析が不十分（清涼飲料水）
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ＨＡＣＣＰプランに関する指摘事項
事例１ ＨＡＣＣＰプランの不適切な運用（魚練り）

 不適切な内容

金属探知工程に、金検除去が記録されていたが、 ＣＣＰ整理表

において管理基準逸脱時に規定されている記録は作成しておらず、

ＣＣＰ整理表に規定していない記録を作成していた

 問題点

規定に基づく対応がされておらず、検証者も確認している

 指摘事項
担当者は、管理基準逸脱時の対応を規定に基づき確実に記録
し、検証者はその内容を適切に確認すること、及び同様の事例の発
生を防止するため、担当者及び検証者に対して再教育し、必要に
応じ記録体制の見直しを行うこと
 改 善
・規定に基づき記録を残す
・関係文書の整備と、担当者等への教育実施



 不適切な内容
ＨＡＣＣＰプラン全体の定期的見直しの頻度を年１回と規定
しているが、実施されていなかった

 問題点
規定に基づく対応がされていない、プランの見直しが必要で
あること、重要であることへの認識が希薄化

 指摘事項
ＨＡＣＣＰプラン全体の定期的見直しは、規定した頻度で適切
に実施するとともに、見直しの必要がなかった場合も含めて記
録を残すこと

 改 善

規定したとおりの見直しを実施し、新たに記録様式を作成し、

ＨＡＣＣＰ会議、内部監査等で検討された内容含め、記録として

残し、年に一回定例月のＨＡＣＣＰ会議において、確認する
23

ＨＡＣＣＰプランに関する指摘事項
事例２ ＨＡＣＣＰプランの不遵守（乳）



管理体制等
苦情の解析が規定のとおりではない（乳）

不適切な内容

異物混入事例による苦情と、回収事例があったが、規定に

基づく記録の保存がされていなかった

 問題点

経緯や原因の解析結果、再発防止策等が確認できない

指摘事項

苦情について、規定に基づき原因の解析及び再発防止策を

含めた対応等を各実に記録する体制を構築すること

改 善

・苦情の管理体制の見直し

・苦情処理記録の保管場所の見直し

・施設の最高責任者によるリーダー指名と、リーダーによる

人員指名（書記等役割分担を明確化）
24



記録に関する指摘事項
原料記録の不備（食肉製品）

不適切な内容

製品のトレースバックを実施したところ、複数ロット使用

時のロット管理不備及び受入時の記録と使用時の記録が異なり

トレースバックが出来なかった

問題点
規定された記録が確認できず、示せない

指摘事項
製造工程において、受入時及び使用時の記録を含め、確実に
トレースバックが出来るように、記録方法を見直し、適切に記録を
残す体制を整えること

改 善
・複数ロット使用時の記録方法の見直し
・ロット記録対象を一本化（入庫日をロットとする）
・ロット記載がない副原料については、賞味期限をロット記載する
よう指示していく 25
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平成３０年度までの関東信越厚生局管内
の総合衛生管理製造過程承認施設

に対する口頭指導事項事例

（平成３０年１月～平成３０年１２月）
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口頭指導事項
事例１ 製造現場における衛生管理

（ウォークスルー及び記録確認）

１）確認された事項
原料調合や原料のカット等を行う場所において、天井や調合等

に使用している機械等に、飛び散った原料やカビ状の汚れ、また
は塗装の剥がれやサビ等の発生を確認した

２）問題点

・異物混入や、不衛生な状況が考えられた

・記録を確認したところ、当該箇所の清掃記録が無かった

３）改善案
・機械器具や天井の清掃方法、清掃頻度の見直し及び
記録と保存
・剥がれやサビ等については、適切な頻度での補修
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１）確認された事項
原料調合エリアにおいて、
原料を入れている容器が床に
直置きされていた

２）問題点

・施設の規定のとおりではない

原料の取扱

・衛生的ではない原料の取扱

３）改善案
・従事者に対して、食品の衛
生的取扱についての再教育
（その後も、定着するように定期
的な再教育）

29

事例２ 製造現場における衛生管理



指摘・指導ポイント（まとめ）
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① ＨＡＣＣＰプランに、現状との齟齬が生じてい
ないか適宜、見直しを行う⇒特に４Ｍ変動（人、
機械、材料、方法の変更）に注意する（内部監
査の重要性）

② 教科書どおりではなく、自分たちの実状に沿っ
たルールを決め、それを遵守する

③ モニタリングに重要な機器校正を適切に行う

④ 従業員教育の重要性を認識する

⑤ 検証者は適切に検証を行う
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指導事項等の改善の考え方

計画

(Plan)

実行

(Do)

確認

(Check)

改善措置

(Act)
PDCAサイクル

① 指摘を受けた現状をよく把握し、問題点を明確化し、
水平展開を図る。

② 改善策の立案は、現場の意見を吸い上げて、HACCPチーム
全体で検討し、現場を含めた同意を得て運用する。

③ 改善を実施した一定期間後、期待した結果が得られている
か検証する。

④ 解決していないと判断された場合、再度原因究明を行い
真の原因を突き止め改善策を修正する。
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その他伝達事項
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★ 年度初めに平成３１年度調査計画を、
施設様、管轄の自治体様へ送付します

対象：更新予定の施設

更新満了日の概ね３ヶ月前に、当課の担当者
より、更新申請の意向の有無等を連絡

その他伝達事項（１）
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★ 承認後監視について

調査予定の概ね１～２ヶ月前に
当課の担当者より連絡

例年、年度初めに立入検査の計画をお知らせしてお
りますが、今年度は、適宜、担当者より、事前にお知
らせさせていただきます
早めにご連絡致しますので、よろしくお願いします

その他伝達事項（２）
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その他伝達事項（３）

★総合衛生管理製造過程承認制度に関する相談や疑
問点についてのお問い合わせについて

☆年間計画のお知らせ別添として送信している
「お問い合わせ（ご質問）」様式をご活用ください

☆その他、ご相談なさる場合、まずはお電話いただ
き、その後、相談内容は必ずメールにて、代表アド
レスへ送信をお願いします

代表アドレス：ksfs02@mhlw.go.jp



ご清聴ありがとうございまし
た。
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関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課


