
茨城県HACCP導入型基準に基づく届出等に関する事務処理要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，茨城県食品衛生法施行条例（平成11年茨城県条例第60号）及び茨城県 

食品衛生条例施行規則（昭和40年規則第102号）に定める基準のうち，HACCPを用いる 

場合，並びにと畜場法（昭和28年法律第114号）第９条及び食鳥処理の事業の規制及 

び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号） 第11条の規定に基づく公衆衛生上 

必要な措置に関する基準のうち，HACCPを用いる場合の届出等に関する事項を定め,H 

ACCPに基づく衛生管理の普及により食品の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 「HACCP」とは，Hazard Analysis（危害要因分析）and Critical Control 

Point（重要管理点）の略で，食品製造工程において発生する危害を想定し，そ

の発生を防止するための監視方法を定めることによる，効果的かつ効率的な衛生

管理方法をいう。 

(2) 「危害要因」とは，製造工程ごとに健康に悪影響（危害）をもたらす原因とな

るおそれのある食品中の物質又は食品の状態をいう。 

(3) 「管理措置」とは，危害要因を予防若しくは排除，又は許容できるレベルに低

減するための処置又は活動をいう。 

(4) 「重要管理点」とは，食品中に存在するかもしれない危害要因を食品から減少

または排除しないと最終製品の安全性が確保できない工程をいう。 

(5) 「管理基準」とは，危害要因を管理する上で許容できるか否かを区別するモニ

タリング・パラメータの限界をいう。 

(6) 「モニタリング方法」とは，重要管理点が管理状態にあるか否かを確認するた

めに行う連続的又は相当の頻度の観察，測定及び試験検査により，管理基準をチ

ェックするための方法をいう。 

(7) 「改善措置」とは，重要管理点におけるモニタリングの結果，パラメータが管

理基準を逸脱したときに講ずべき措置をいう。 

(8) 「検証」とは，HACCPプランに従って実施されているかどうか，HACCP プラン

に修正が必要かどうかを判定するために行う方法，手続き及び試験検査をいう。 

 

（適用業種等の範囲） 

第３条 次条に定める届出を行う対象施設は，食品衛生法（昭和22年法律第233号）第52条

に基づく許可及び茨城県食品衛生条例（昭和40年茨城県条例第41号）第５条に基づ



く食品営業許可施設，届出営業施設（集団給食，食品製造，添加物（規格なし）製

造等），と畜場法第４条に基づくと畜場及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に

関する法律第３条に基づく食鳥処理場とする。 

 

（HACCP導入型基準による衛生管理の届出を行う施設） 

第４条 HACCP導入型基準による衛生管理の届出を行う施設とは次の各号のとおりとする。 

(1) HACCP導入型基準を選択し，自主的に衛生管理を行っている施設。 

(2) 既にHACCPシステムを取り入れた施設（総合衛生管理製造過程による承認，い 

ばらきハサップ認証制度による認証，（公社）茨城県食品衛生協会が行う「ハサ 

ップ普及促進事業」の認定又は民間の認証機関による認定を受けた者等）。 

 

（HACCP導入型基準による衛生管理を行う施設の届出等） 

第５条 HACCP導入型基準による衛生管理を行う施設の届出は，次の各号のとおりとする。 

(1) 届出書 

HACCP導入型基準による衛生管理を行う者（以下「届出者」という。）は，「HACCP

導入型基準施設届出書（様式第１号）」に，施設における衛生管理を自ら確認し

た「HACCP自主点検票（様式第２号）」及びその他添付書類を添えたものを正副２

部作成し，当該施設の所在地を管轄する保健所長に提出するものとする。ただし，

と畜場及び大規模食鳥処理場においては当該施設の所在地を管轄する食肉衛生検

査所長に１部提出するものとする。 

 (2) 変更届 

同条第１号の規定により届け出た届出事項に変更が生じた場合（HACCPによる

衛生管理を行わなくなった場合も含む。）は，変更が生じた日から30日以内に変

更した事項に係る書類を添えて，「HACCP導入型基準施設変更届（様式第３号）」

を当該施設の所在地を管轄する保健所長又は食肉衛生検査所長に提出するもの

とする。 

 

（保健所の役割） 

第６条 届出書の受理及び届出した施設に対する確認は次の各号のとおりとする。 

(1)  保健所衛生課は，第５条第１号に基づく届出書の記載事項及び添付書類が整っ

ているかを確認したうえで正副２部の届出書を受理するものとする。また，副本

は管轄する保健所監視指導課へ送付し，保健所衛生課及び保健所監視指導課が１

部ずつ保管するものとする。 

(2) 保健所衛生課は，届出書の記載事項の一部を食品衛生許認可システムへ入力す

る。 

(3) 届出施設に対しては，茨城県食品衛生監視指導計画に基づく監視に併せて



「HACCP確認票（様式第４号又は６号）」により，その履行状況について確認調

査を行うものとする。 

 

（食肉衛生検査所の役割） 

第７条 食肉衛生検査所は，第５条第１号に基づく届出書の記載事項及び添付書類が整っ

ているかを確認したうえで届出書を受理する。また必要に応じ，「HACCP確認票（様

式第５号又は６号）」により，その履行状況について確認調査を行うものとする。 

 

（添付書類の省略） 

第８条 届出者は,届出書を提出する際には，自ら確認した「HACCP自主点検票（様式第２

号）」を添付することを原則とするが，既にHACCPの認証等を受けている施設にあっ

ては，承認又は認証した機関が交付した事実を証する書類の写しを添付することで

代えることができるものとする。 

ただし，保健所で承認又は認証が確認できるものについては，添付書類を省略す

ることができる。 

 

（ハサップ普及促進事業及びいばらきハサップ認証制度への転換促進） 

第９条 保健所及び食肉衛生検査所は，第５条第１号の届出を行い，積極的にHACCPによる

衛生管理を実施しようとする施設については，（公社）茨城県食品衛生協会が行う「ハ

サップ普及促進事業」又はいばらきハサップ認証制度の認証対象工程への転換促進に

係る助言や必要な指導を行うよう努めるものとする。 

 

（HACCP導入型基準による衛生管理を行う施設の公表） 

第10条 HACCP導入型基準による衛生管理を行う施設の公表については次の各号のとおりと

する。 

(1) 第５条第１号の規定による届出内容のうち，いばらき食の安全情報Web Site 

（以下「Web Site」という。）での公表を希望する旨の届出書を受理した保健所

又は食肉衛生検査所は，受理した日から30日以内に届出書の写しを生活衛生課に 

報告するものとする。報告を受けた生活衛生課は，Web Siteに次に揚げる事項を 

公表するものとする。 

ア 届出営業者の氏名（法人にあっては名称） 

イ 施設の名称及び所在地 

ウ 届出された業種 

エ 届出された対象品 

 (2) 保健所又は食肉衛生検査所は，第５条第２号に基づく変更届を受理した場 

合は，すみやかに変更届の写しを生活衛生課に報告するものとする。 



附 則 

この要綱は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

 

HACCP 導入型基準施設届出書 

 

年  月  日 

 

茨城県      保健所長 殿 

茨城県  食肉衛生検査所長 殿 

 

住 所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては，その名称及び代表者氏名） 

 

茨城県 HACCP 導入型基準に基づく事務処理要綱第５条第１号の規定により下記のとおり

届け出ます。 

施   設 所在地  

名 称  

営業の種類  

対 象 品  

HACCP の認証等を受

けているか 

①はい（・マル総 ・いばらきハサップ ・食協ハサップ  

    ・民間ハサップ等（              ）   

・その他（                  ）） 

②いいえ 

開 始 年 月 日  平成  年  月  日 

HACCP 基準型導入 

状況 

①施設全体   

②一部の製造ライン又は一部の製品のみ  ＊どちらかに○ 

いばらき食の安全

情報 Web Site での

公表 

①希望する 

 

②希望しない 

＊添付書類 

（１）HACCP 自主点検票（様式第２号）の写し。 

（２）民間 HACCP 認証施設については，認証書等の写し。 

付記：この届出は，保健所が自主的に HACCP に基づく衛生管理を行っている施設を把握する

ものであり，HACCP に基づく衛生管理について評価するものではありません。 



様式第２号 

 
 

施設名

所在地

対象製品等

1 HACCP チームの編成
製品やその製造について熟知した者の参加が必要です。な
お、HACCPに関する専門的な知識及び助言は関係団体、行
政機関、出版物等から得ることができます。

2 製品説明書の作成
製品の情報を整理するために、原材料や保管条件等、安全
性に関する必要な事項を記載したものです。

3 意図する用途等の確認
製品説明書に、当該製品が加工用か直接消費されるものか
の別を記載します。直接消費されるものの場合は対象者及び
調理方法を記載します。

4 製造工程一覧図の作成
製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図を作
成します。

5 製造工程一覧図の現場確認
作成した製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施
設設備配置に照らし合わせて適切か否かの確認を行い、適
切でない場合には修正します。

6（原則１） 危害要因の分析（HA）

全ての危害の原因となる物質を列挙し、各製造工程における
食品衛生上の危害の原因となる物質を特定します。また、当
該危害の発生を防止するための措置を検討し、危害要因リス
トを作成します。

7（原則2） 重要管理点（CCP)の決定

危害要因分析で特定された危害要因となる物質による危害
の発生を防止するため、当該工程に係る管理措置の実施状
況の連続的な確認（モニタリング）を必要とする工程（重要管
理点）を決定します。

8（原則3） 管理基準（CL)の設定
重要管理点について、危害となる物質を許容できる範囲まで
低減又は排除するための基準（管理基準）を設定します。

9（原則4） モニタリング方法の設定
管理基準の遵守状況を確認するためのモニタリング方法を設
定します。

10（原則5） 改善措置の設定
管理基準が守られなかった場合にとる措置（改善措置：工程
の管理を戻す措置及び逸脱している間に製造した製品の措
置を含む）をあらかじめ設定します。

11（原則6） 検証の実施
前項までで作成されたHACCPを用いた工程管理により、危
害の発生が適切に防止されていることを確認するため検証を
行います。

12（原則7） 記録と保存方法の設定
作成した手順６から11に関する記録は食品等の流通実態等
に応じて合理的な期間保管します。

点検実施者 点検実施日

HACCP自主点検票

評価
手順番号

（原則番号）
説明項目



様式第３号 

 

HACCP 導入型基準施設変更届 

 

年  月  日 

 

茨城県      保健所長 殿 

茨城県  食肉衛生検査所長 殿 

 

 

住 所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

 

氏 名（法人にあっては，その名称及び代表者氏名） 

 

茨城県 HACCP 導入型基準に基づく事務処理要綱第５条第２号の規定により下記のとおり

届け出ます。 

 

営業施設 所在地  

名 称  

営業の種類  

変更年月日 平成   年   月   日 

変 

更  

内 

容 

変 更 前  

変 更 後  

備  考  

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

手順番号
評価

（○△×）

1
チ ェ ック

2
チ ェ ック

3
チ ェ ック

4
チ ェ ック

5
チ ェ ック

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に製品の原料受入から出荷までの全ての製造工程を記載しているか。
（一時保管、外部委託、戻し工程等）

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施設設備配置に照らし合わせて適切か否かの確認を
行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行っている
か。

詳細項目

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している者が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を、関係団体、行政機関、出版物等
から得ているか。

製品説明書の作成
詳細項目

安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成しているか。
　（記載する事項の例：必ずしも全てを記載する必要はない）

□原材料等の組成及び添加物の名称と使用量
□物理的・化学的性質（水分活性、pH等）
□殺菌・静菌処理（加熱処理、凍結、加塩、燻煙等）
□包装形態（ガス置換、脱気、真空等）
□保存性、保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）
□法令に基づく規格が設定されている場合、その規格
□流通方法
□想定する使用方法
□消費者層
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
（ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成するこ
とができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を１部ずつ作成する必要はない。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることを記載しているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、乳幼児、高齢者等）及び調理方法
（例：加熱加工用等）が記載されているか。
対象消費者にハイリスク集団（病院食、老人ホーム向け等）が含まれている場合、その旨を記載して
いるか。

製造工程一覧図の作成

HACCP確認票（一般食品）

HACCP チームには製品やその製造について熟知している者が参加しているか。
（製品の特性や工程の知識を有する者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等）

項目

HACCP チームの編成
詳細項目

HACCP チームは編成できているか。
（従業員が少数の場合、必ずしも複数名である必要はない）

施設名

所在地

対象製品等



 

 
 
 
 
 

6
チ ェ ック

7
チ ェ ック

8
チ ェ ック

9
チ ェ ック

10
チ ェ ック

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めている
か。

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法は定め、その文書を作成して
いるか。
改善措置を行う担当者は決まっているか、また改善措置を行った場合、確認する責任者は決まってい
るか。

詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除でき
ない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）を必要とする重要
管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６．７に戻って危害要因分析や
重要管理点の特定に問題がないか、再度、確認し、それでも重要管理点を定める必要がないと判断し
た場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成しているか。

管理基準（CL)の設定
詳細項目

重要管理点において危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準（管
理基準）を設定し、その文書を作成しているか。

管理基準は温度、時間、水分含量、pH、水分活性、有効塩素等測定できる指標又は外観及び食感の
ような官能的指標で設定しているか。（管理基準は必ずしも数値である必要はない）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況の確認をするためのモニタリングの方法を設定し、その文書を作成しているか。
（管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足りる。）

十分なモニタリング頻度を設定しているか（事業者が設定した理由を説明できるか。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行われ
ているか

改善措置の設定

詳細項目

詳細項目

重要管理点（CCP)の決定

危害要因の分析（HA）
詳細項目

製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リスト）を作成
しているか。
（なお、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成するこ

とができ、必ずしも全ての製品ごとに製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はない。）

【危害の原因となる物質の例】
・金属片、プラスチック片などの混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各製造工程における食品衛生上の危害の原因となる物質を特定しているか。

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害の原
因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を検討し、危害要因リストに記載
しているか。



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
チ ェ ック

12

チ ェ ック

手順７、重要管理点の決定について記録を保存しているか。

手順８、管理基準の設定の記録を保存しているか。

手順９、モニタリングの記録を作成し、保存しているか。

手順１０、改善措置についての記録を作成し、保存しているか。

手順１１、検証の実施記録を作成し、保存しているか。

上記各記録の保存期間を設定しているか。

特記事項

確認実施者 確認実施日

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
（事業者が頻度を設定した理由を説明できるか。）

記録と保存方法の設定
（これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することもでき
る。なお、重要管理点を定めない場合には、手順８から手順11のチェックは不要。）

手順６、危害要因の分析について、作成した文書を保存しているか。

検証の実施

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した
文書を作成し、検証を実施しているか。
（記載する検証事項の例）
□モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニタ
リング及び改善措置記録を確認する
□計器類の定期的な校正を実施する
□設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうかを
確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

詳細項目

詳細項目



様式第５号 

 
 
 
 

手順番号
評価

（○△×）

1
チ ェ ック

2
チ ェ ック

3
チ ェ ック

4
チ ェ ック

5
チ ェ ック

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調理方法（例：加

熱加工用等）が記載されているか。

詳細項目

HACCP チームは編成できているか。

HACCPチームには獣畜のとさつ又は解体に係る衛生管理について専門的な知識及び技術を有す
る者が参加しているか。
(製品の特性や工程の知識を有する者、衛生管理責任者、作業衛生責任者など）

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出版物
等から得ているか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成しているか。
　　□製品の名称
　　□種類（食肉又は内臓の種別）
　　□原材料（獣畜の種類）
　　□その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　 保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）、流通方法等）

HACCP確認票（と畜場）

HACCP チームの編成

　施設名

　所在地

　対象製品等

項目

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
（ただし、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成
することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はない。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製造工程一覧図の作成
詳細項目

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に獣畜の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他全ての製造工程を記載して
いるか。

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、と畜場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照らし合わせ
て、適切か否かの確認を行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行ってい
るか。



 
 
 
 

6
チ ェ ック

7
チ ェ ック

8
チ ェ ック

9
チ ェ ック

10
チ ェ ック

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害の
原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根拠に基づいて
検討し、危害要因リストに記載しているか。
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載してい
るか。

危害要因の分析（HA）
詳細項目

放血、頭部の処理、とたいの剥皮、乳房の切除、内臓の摘出、背割り、枝肉の洗浄、内臓の処理及
び冷却のうち、実際行われている工程及びそれ以外の全ての工程ごとに、発生するおそれのある
全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リスト）を作成しているか。
（類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することが
でき、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はない。）

【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特定し
ているか。

重要管理点（CCP)の決定
詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除で
きない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）を必要とする
重要管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害要因分
析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認し、それでも重要管理点を定める必要がないと
判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しているか。

管理基準（CL)の設定
詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準
（管理基準）を設定し、その文書を作成しているか。

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定しているか。（管
理基準は必ずしも数値である必要はない。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設定し、
その文書を作成しているか。
（管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足り
る。）

十分なモニタリング頻度を設定しているか。
（事業者が設定した理由を説明できるか。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行
われているか。

詳細項目

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を作成
しているか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっているか。

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めてい
るか。

詳細項目

改善措置の設定



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
チ ェ ック

12

チ ェ ック

特記事項

確認実施者 確認実施日

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ているか。

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成して
いるか。

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成している
か。

検証の実施

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載
した文書を作成し、検証を実施しているか。
【記載する検証事項の例】
□モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
□計器類の定期的な校正を実施する
□設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
（事業者が頻度を設定した理由を説明できるか。）

記録と保存方法の設定
（これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することもでき
る。なお、重要管理点を定めない場合には、チェックは不要。）

詳細項目

詳細項目



様式第６号 

 
 
 
 

　

手順番号
評価

（○△×）

1
チ ェ ック

2
チ ェ ック

3
チ ェ ック

4
チ ェ ック

5
チ ェ ック

HACCP確認票（食鳥処理場）

HACCP チームの編成

　施設名

　所在地

　対象製品等

項目

製造工程一覧図の作成

詳細項目

HACCP チームは編成できているか。

HACCPチームには食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的取扱いについて専
門的な技術を有する者が参加しているか。
(製品の特性や工程の知識を有する者や食鳥処理衛生管理者など）

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出版物
等から得ているか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成しているか。
　　□製品の名称
　　□種類（食鳥肉又は内臓の種別）
　　□原材料（食鳥の種類）
　　□その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　 保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）、流通方法等）

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
（ただし、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成
することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はない。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調理方法（例：加

熱加工用等）が記載されているか。

詳細項目

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に食鳥の搬入、とさつ、解体、処理、保管及び出荷その他全ての製造工程を記載
しているか。

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、と畜場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照らし合わせ
て、適切か否かの確認を行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行ってい
るか。



 
 
 
 

6
チ ェ ック

7
チ ェ ック

8
チ ェ ック

9
チ ェ ック

10
チ ェ ック

重要管理点（CCP)の決定

危害要因の分析（HA）
詳細項目

生体の受入れ、放血、湯漬、脱羽、内臓摘出及び冷却のうち、実際行われている工程及びそれ以
外の全ての工程ごとに、発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リ
スト）を作成しているか。
（類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成することが

でき、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はない。）

【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特定し
ているか。

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害の
原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根拠に基づいて
検討し、危害要因リストに記載しているか。
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載してい
るか。

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を作成
しているか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっているか。

詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除で
きない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）を必要とする
重要管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害要因分
析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認し、それでも重要管理点を定める必要がないと
判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しているか。

管理基準（CL)の設定
詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準
（管理基準）を設定し、その文書を作成しているか。

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定しているか。（管
理基準は必ずしも数値である必要はない。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設定し、
その文書を作成しているか。
（管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足り
る。）

十分なモニタリング頻度を設定しているか。
（事業者が設定した理由を説明できるか。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行
われているか。

改善措置の設定

詳細項目

詳細項目

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めてい
るか。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
チ ェ ック

12

チ ェ ック

特記事項

確認実施者 確認実施日

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成して
いるか。

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成している
か。

検証の実施

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載
した文書を作成し、検証を実施しているか。
【記載する検証事項の例】
□モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
□計器類の定期的な校正を実施する
□設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
（事業者が頻度を設定した理由を説明できるか。）

記録と保存方法の設定
（これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することもでき
る。なお、重要管理点を定めない場合には、チェックは不要。）

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ているか。

詳細項目

詳細項目


