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はじめに

第 7.2 版の序文
SQF 規定第 7.2 版へようこそ。2014 年 7 月 3 日から実施予定の第 7.2 版は、2014 年 3 月 10 日に SQF 利害関係者全員に公開されました。
SQF 規定第 7.2 版に追加された主な内容は、以下のとおりです。
 モジュール 14: 食品安全の基礎 - 食品仲介業者および代理業者の適正製造規範
 季節需要対応サプライヤーの要件
 認証範囲内に現地生産される全製品を含める
 マルチサイ ト運営に対する新基準
 未公表の再認証審査に関するプロトコル
 サーベイランス審査結果
その他の編集・変更内容は、SQFI ウェブサイト（sqfi.com）で入手可能な文書『Summary of Code Changes, edition 7.2』（英語のみ）に要約
されています。
SQF 規定第 7.2 版は、2014 年 7 月 3 日以降に実施されるすべての認証・再認証審査に適用されます。既存の SQF 認証を受けているサプライヤー
が同日以降に認証・再認証を受ける場合、第 7.2 版の要件を満たすよう自社システムを改良する必要があります。

SQF 規定第 7 版
SQF 規定は 2012 年に再構築され、一次生産から輸送・流通までに至る食品産業の全業種を対象としています。第 7 版は、「SQF 2000 規定」第 6
版および「SQF 1000 規定」第 5 版の後継となるものです。
SQF 規定は、製造プロセス・製品認証基準です。米国食品微生物基準諮問委員会（National Advisory Committee on Microbiological
Criteria for Food: NACMCF）およびコーデックス委員会（CODEX Alimentarius Commission）の「HACCP 原則およびガイダンス」を用いている
「危害分析・重要管理点モニタリング方式（HACCP）を基盤とした食品安全・品質管理システムであり、業界または企業商標付き製品の裏付けとなってサプ
ライヤーや顧客にメリットをもたらすことを目的としています。SQF 規定認証に基づいて生産・製造される製品は、世界中の市場で高く認められています。
1994 年にオーストラリアで初めて策定された SQF プログラムは、2003 年から、食品マーケティング協会（Food Marketing Institute: FMI）に所有・
管理されています。2004 年には、SQF プログラムの基準が国際食品安全イニシアチブ（Global Food Safety Initiative: GFSI）*のベンチマーク要
件を満たしているとして、同イニシアチブから評価（レベル 2）を受けました。SQF 規定レベル 3 は、GFSI ベンチマーク文書の要件を上回るものです。
SQF 規定の主な特徴は、食品安全と食品品質のハザードを管理するために、HACCP を系統的に適用することを重要視している点です。SQF 管理シス
テムを実施することで、買い手の食品安全・品質要件に対処し、地域および世界の食品市場に供給している企業にソリューションを提供します。
SQFI（Safe Quality Food Institute）の認可を受けている認証機関による SQF システム認証は、認証機関がサプライヤーの食品/サービスを確実に
しているという声明、あるいはすべての食品安全に関する規制を常に満たしているという声明ではありません。同認証は、サプライヤーの食品安全プランが
HACCP 手法および適切な規則要件に従って実施されたこと、および食品安全の管理に効果があると検証・判断されたことを確実にするものです。また、
サプライヤーによる以下の事項へのコミットメントについての声明でもあります。
1.
2.
3.

安全で高品質な食品の製造
SQF 規定要件の順守
適切な食品関連法規の順守

SQF 規定第 7 版は、2012 年 6 月 30 日以降に実施されるすべての認証・サーベイランス審査に適用されます。既存の SQF 認証を受けているサプライ
ヤーは、同日までに第 7 版の要件を満たすよう自社システムを改良する必要があります。
本参考文書は英語で発行されていますが、他言語版も用意されています。翻訳版と参考文書との間に相違がある場合、参考文書を優先するものとします。
本文書で使用されている用語の詳しい定義については、「添付書類 2: 用語集」を参照してください。
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はじめに

第 7.1 版
2013 年 7 月 1 日実施予定の SQF 規定は第 7.1 版として更新され、2013 年 4 月 1 日に公開されました。
SQF 規定第 7.1 版に追加された主な内容は、以下のとおりです。

モジュール 3: 食品安全の基礎 – 動物飼料製造における適正製造規範（動物飼料事業の認証を受けるサイト向け）。

モジュール 4: 食品安全の基礎 – ペットフード加工における適正製造規範（ペットフード事業の認証を受けるサイト向け）。

モジュール7H: 食品安全基準 – 植物製品栽培における適正農業規範（United Fresh Harmonized Produce Standard）。整合
農産物（Harmonized Produce）技術委員会が展開した、農産物の食品安全要素が組み込まれています。これらの基準で生産された製
品を顧客に提供することを希望する栽培者が使用しています。
その他の編集・変更内容は、SQFI ウェブサイト（sqfi.com）で入手可能な文書『Summary of Code Changes, edition 7.1』（英語のみ）に要約
されています。
SQF 規定第 7.1 版は、2013 年 7 月 1 日以降に実施されたすべての認証・再認証審査に適用されました。

*国際食品安全イニシアチブ（Global Food Safety Initiative: GFSI）は、国際事業者団体「コンシューマー・グッズ・フォーラム（Consumer Goods Forum）」が設立
した民間組織です。GFSI は製造業者や農場が確実に基準を順守するために、食品安全基準のベンチマーク計画を保守しています。
Copyright 2011 Food Marketing Institute (FMI).All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
初版発行 1995 年 5 月
本規定および関連文書の利用者は、すべての FMI 出版物およびソフトウェアに著作権が発生することに留意してください。著作権法が認める場合および以下で規定されている
場合を除き、文書による事前許可なしに、FMI が作成する出版物またはソフトウェアの複製、あらゆる形式による情報検索方式への保管またはあらゆる手段による送信は、一
切行ってはなりません。許可には、適切なロイヤルティの支払いが条件となる場合があります。ソフトウェアのロイヤルティの許可および情報に関するリクエストはすべて、SQFI 宛に
書面で行ってください。
使用資料は必ず規定の最新版を出所とし、かつコード修正・改訂時には使用資料を確実に更新することに細心の注意を払ってください。したがって、本規定の日付は明確に表
示する必要があります。
印刷資料の使用、または商用コンピューターソフトウェアプログラムでの資料の使用、または商用契約に基づく資料の使用は、ロイヤルティ支払いの対象となります。FMI は、常
に、本方針を変更する権限を有します。
SQF、SQF の認証マーク、知的財産およびロゴは FMI の所有物であり、FMI が指名する代理人の許可を得て使用されるものです。
本規定の改善点に関して、利用者各位からの提案を歓迎します。提案は、「SQFI, 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA, 22202, USA」へ、書面でお
送りください。
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パート A: SQF 規定の実施と維持
1.

SQF 認証の準備

図 1: SQF 認証の準備ステップ
1.6 SQF 実施トレーニング（選択式）

1.1 SQF 規定について

1.2 関連する SQF モジュールの選択

1.3 SQF 評価データベースへの登録

1.6 SQF 実施トレーニング（推奨）

1.5 SQF プラクティショナーの指定

1.7 認証レベルの選択
1.4.SQF コンサルタントの利用（選択）
1.8 SQF 規定の文書化と実施
1.9 SQF ガイダンス文書（推奨）
1.10 認証機関の選択

1.11 プレアセスメント審査の実施（推奨）

1.1

SQF 規定について

各食品事業における SQF 規定の実施は、以下の方法で学習することができます。


認定 SQF トレーニングセンターで、「Implementing SQF Systems」トレーニングコース（1.6 を参照）に参加する（推奨）。



sqfi.com で、「Implementing SQF Systems」オンライントレーニングコースを受ける。



sqfi.com で SQF 規定を無料ダウンロードして自習し、自社業種への適用方法を読む。



「SQF システムの実施」オンライン試験を受け、SQF 規定の知識を確認する。
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1.2

関連する SQF モジュールの選択

SQFI では、製品・プロセスへの安全リスクに応じて食品安全規則は変化するものであると認識しています。また、SQF 規定は、各業種の要件を満たすよう設計
されています。サプライヤーは SQF ウェブサイト（sqfi.com）にアクセスし、関連するモジュール、SQF 規定第 7 版（最新版）、関連業種を選択できます。モジュー
ル 2: SQF システム要素は、すべての業種に適用されることを留意してください。
SQF 食品セクター区分と適用可能なモジュールは表 1 に記載されています。定義、例、リスクレベル、GFSI 業界範囲との関係性を含む詳細なリストは、添付書
類 1 に記載されています。
表 1: SQF 食品セクター区分と適用可能なモジュール
SQF 食品セ
クター区分
（FSC）

区分

SQF 規定の適用モジュール

（サプライヤーの認証範囲）
家畜および狩猟動物の生産、捕
獲、産出

モジュール 2: システム要素

2

動物飼料の栽培と収穫

モジュール 2: システム要素

3

生鮮農産物の栽培と生産

1

GFSI によるベンチマーク
はい

モジュール 5: 家畜飼育における適正農業規範
はい

モジュール 3: 動物飼料製造における適正製造規範
モジュール 2: システム要素
モジュール 7: 植物製品（青果）栽培における適正農業規範

はい
7H いいえ

または、
モジュール 7H: 植物製品栽培における適正農業規範
4

生鮮農産物の包装工場業務

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 10: 植物製品前処理における適正製造規範
5

広域大型農業経営

モジュール 2: システム要素

いいえ

モジュール 8: 穀物・豆類栽培における適正農業規範
6

魚の捕獲および集中的養殖

モジュール 2: システム要素

いいえ

モジュール 6: 魚養殖における適正養殖規範
7
8
9

食肉解体場、骨取りおよび食肉処
理業務

モジュール 2: システム要素

生産された獣畜および家禽肉の
加工

モジュール 2: システム要素

水産物の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 9: 動物生産品前処理における適正製造規範
はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
10

酪農食品の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
11

蜂蜜の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
12

鶏卵の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
13

パン・スナック食品の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
14

青果の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
15

16

缶詰、低温殺菌処理（乳製品を除
く）、UHT（超高熱処理）、無菌処
理

モジュール 2: システム要素

氷・飲料の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
17

菓子製造

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
18

保存食品製造

モジュール 2: システム要素
モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
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SQF 食品セ
クター区分
（FSC）
19

区分

SQF 規定の適用モジュール

（サプライヤーの認証範囲）
食品原料製造

モジュール 2: システム要素

GFSI によるベンチマーク
はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
20

調理済み食品製造

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
21
22

油脂および油脂ベースのスプレッド
製造

モジュール 2: システム要素

シリアル用穀物・ナッツ類の加工

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
23

食品ケータリング業と食品サービス
業

該当なし 1

該当なし

24

食品小売業

該当なし 1

該当なし

25

生鮮農産物の卸売・流通

モジュール 2: システム要素

26

食品の卸売・流通

いいえ

モジュール 12: 食品の輸送・流通における適正製造規範
モジュール 2: システム要素

いいえ

モジュール 12: 食品の輸送・流通における適正製造規範
27

食品セクター包装資材製造

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 13: 食品包装資材製造における適正製造
規範
該当なし 1

該当なし

田畑収穫サービス提供

該当なし

1

該当なし

30

衛生サービス提供

該当なし 1

該当なし

31

栄養補助食品製造

モジュール 2: システム要素

28
29

農薬散布サービス提供

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
32

ペットフード製造

33

農薬・食品加工助剤製造

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 4: ペットフード加工における適正製造規範
モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
34

動物飼料製造

モジュール 2: システム要素

はい

モジュール 3: 動物飼料製造における適正製造規範
35

仲介業者または代理業者

モジュール 2: システム要素
モジュール 14: 仲介業者または代理業者の適正製造規範

1.

「GFSI ガイダンス」が利用可能になり次第、これらのモジュールが完了します。
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一部のサプライヤーは垂直統合された企業のため、一次生産と加工を行っている場合があります。たとえば、水産物の製造と加工を行っている水産養殖サイトは、
「FSC 6」および「FSC 9」を選択し、さらに製造過程全体にわたる認証が必要な場合は、以下のモジュールの実施が義務付けられています。
モジュール 2:

システム要素

モジュール 6:

魚養殖における適正養殖規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範
ただし、当該サプライヤーが水産物加工のみを行っている場合は、「FSC 9」が関連業種となり、当該の水産養殖サイトで以下のモジュールの要件を実
施します。
モジュール 2:

システム要素

モジュール 11: 食品加工における適正製造規範

1.3

SQF 評価データベースへの登録

SQF 認証を受けるために、サプライヤーは、SQF 評価データベースに登録する必要があります。このデータベースには、SQFI ウエブサイト（sqfi.com）か
らアクセスできます。
登録は年 1 回行います。また、登録時および更新時には、サプライヤーのサイトごとに手数料を支払う必要があります。この手数料はサイト規模により異
なり、年間総売上高で決定されます。手数料料金表は sqfi.com に掲載されています。
サプライヤーは、認証取得前に SQFI に登録する必要があります。また、認証を維持するために、登録を継続する必要があります。サプライヤーが認証の
維持を怠った場合、サプライヤーの認証書は、その施設が評価データベースに適切に登録されるまでは無効となります。

1.4

SQF コンサルタントの利用

サプライヤーは、自社の条件を満たした従業員、または、SQF コンサルタントのサービスを利用して SQF システムを策定・実施することができます。すべて
の SQF コンサルタントは、特定の食品セクター区分ごとに SQFI に登録されています（表 1 および添付書類 1 を参照）。SQF コンサルタントには、各自
が登録されている食品セクター区分を示す ID カードが発行されます。コンサルタントサービスを利用する前に、SQF コンサルタントの登録詳細を
sqfi.com で確認することをサプライヤーに推奨しています。SQF コンサルタント資格取得に必要な要件を概説する基準および申請フォームは、
sqfi.com で入手できます。「SQF コンサルタント倫理規定（SQF Consultant Code of Practice）」は、SQF コンサルタントに求められる姿勢の概
要を示すものです。

1.5

SQF プラクティショナーの指定

SQF コンサルタントを利用するか否かを問わず、SQF 規定では、各サプライヤーが適切な資格を有する SQF プラクティショナーをサイトに配属し、食品
安全の基礎、食品安全プラン（レベル 2）、食品品質プラン（レベル 3）の開発、実施、評価および保守を監督することを義務付けています。SQF プラク
ティショナーの要件は、SQF 規定第 2.1.2.4 項および第 2.1.2.5 項に記載されています。一部のサイトでは、シフト上および運営上の要件に応じるた
めに、1 人以上の SQF プラクティショナーを指定できます。

1.6

SQF 実施トレーニング

認定トレーニングセンターの SQFI ネットワークを通じて、2 日間の「SQF システム実施」トレーニングコースを利用できます。SQF 規定要件の策定、実
施、維持を担当する従業員には、トレーニングコースへ参加することが推奨されます。トレーニングセンターおよびトレーニングセンターが運営されている国
に関する詳細は、sqfi.com で入手できます。同コースの日程および開催場所については、sqfi.com に掲載されているトレーニングセンターに問い合わ
せてください。
「SQF システム実施」トレーニングコースの受講は SQF プラクティショナーの必須義務ではありませんが、強く推奨されるものです。
SQFI でも、SQFI ウェブサイト（sqfi.com）からアクセス可能な「SQF システム実施」オンライントレーニングコースを用意しています。このオンライントレー
ニングソリューションは、従業員がそれぞれ都合の良い時間に、都合の良い場所で、SQF システムトレーニングに登録し、修了することのできるウェブベー
スの教育ポータルです。
HACCP、適正農業規範（GAP: Good Agriculture Practices）、適正養殖規範（GAP: Good Aquaculture Practices）、適正製造規
範（GMP: Good Manufacturing Practice）、内部審査など、その他の食品産業に関する規則のトレーニングも義務付けられている場合がありま
す。各トレーニングセンターでは、その他のトレーニングコースの詳細も案内しています。

1.7

認証レベルの選択

サプライヤーは、各自の顧客ニーズと食品安全・品質管理システムの開発段階に基づいて、3 つの認証レベルのうち 1 つを選択する必要があります。3 つ
の認証レベルは、以下のとおりです。
レベル 1
食品安全の基礎: 新規企業および成長中の企業向けのエントリーレベル。GAP/GMP/GDP の要件と食品安全の要素（モジュール 2）
のみを対象としている。
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レベル 2
HACCP に基づいた食品安全プラン（認証済み）: レベル 1 のシステム要件がすべて組み込まれている。さらに、ハザードと危害の除去・
予防・軽減措置を特定するために、製品および製品プロセスの食品安全リスク分析を完了していること。レベル 2 のモジュール 2 のシステム要素が必須。
レベル 3
包括的な食品安全・品質管理システム: レベル 1、レベル 2 のシステム要素がすべて組み込まれている。さらに、製品および製品プロセス
の食品品質リスク分析を完了していること、および品質低下予防措置を講じていること。レベル 3 のモジュール 2 のシステム要素が必須。

1.8

SQF 規定の文書化と実施

SQF 認証を取得するためには、サプライヤーは、必須レベルの SQF 規定関連モジュールを文書化し、かつ実施する必要があります（第 1.7 項を参照）。
これには、以下の 2 段階のプロセスが必要です。
SQF システムの文書化 – SQF 規定関連モジュールに対応する方針、手順、作業指示、仕様の作成。つまり、「実施事項を説明する」こと。
SQF システムの実施 – 作成した方針、手順、作業指示、仕様を実施し、SQF 規定関連モジュールを順守していることを実証するために記録に残す。
つまり、「説明事項を実施する」こと。SQFI では、サイト審査の実施前に最低 2 カ月間の記録を取ることを推奨しています。

1.9

SQF ガイダンスドキュメント

一部の SQF モジュールおよび食品セクター区分のガイダンス文書は、SQFI ウェブサイト（sqfi.com）から入手できます。ガイダンス文書は、サプライヤー
が SQF 規定の要件を解釈すること、および SQF システムを文書化/実施することを支援します。ガイダンス文書は、食品セクターの技術専門家の支援
を受けて開発されました。
ガイダンス文書はサプライヤーのサポートとして利用できますが、審査可能な文書ではありません。ガイダンス文書と SQF 規定の間に相違がある場合は、
SQF 規定（英語版）を優先します。

1.10

認証機関の選択

認証機関は、SQF 審査を実施し SQF 認証書を発行することを SQFI から認可されています。SQFI の認可を受けている認証機関には、国際規格
ISO/IEC 17065 認定を取得し、かつ SQFI が認可する認定機関による認証活動評価を年 1 回受けることが義務付けられています。
サプライヤーには、SQF 審査および提供する認証サービスの概要を示す認証機関との契約を常に整えることが義務付けられています。これには、少なくと
も以下の事項が含まれます。
i.

審査範囲、審査実施予定時期、審査終了予定時期、報告要件

ii.

認証機関の料金体系

iii.

SQF 認証書の状態（発行済み、取り下げ、一時停止）

iv.

認証機関の要請、苦情、紛争処理手順

認定されている認証機関の最新リストは、SQFI ウェブサイト（sqfi.com）に掲載されています。また、この最新リストには、各機関が業務を運営している
国も収録されています。認証機関も SQF 評価データベースに記載されています。さらに、認証機関を登録した時点で、サプライヤーは見積価格の要請
や認証機関の選択をオンラインで行えます。
SQF マルチサイトプログラムを実施しようとするサプライヤー（モジュール 16 を参照）は、認証審査請求においてその旨を認証機関に届け出なくてはなりま
せん。合意を受けたマルチサイトプログラムは（セントラルサイトおよびサブサイトの数と名前を含む）、認証機関との契約に含めなくてはなりません。

1.11

プレアセスメント審査の実施

プレアセスメント審査は強制ではありませんが、サプライヤーが実施した SQF システムの「検診」を行うことが推奨されます。プレアセスメント審査は、サプラ
イヤーの SQF システムの差異を特定するために役立ちます。選択した認証機関が完全な資格審査を請け負う前に、是正処置を講じられるようにするた
めです。このプレアセスメント審査は、自社の従業員、SQF コンサルタント、SQF 審査員を起用して実施できます。
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2.

初回の認証プロセス

2.1

SQF 審査員の選任

SQF 審査員は、SQFI から認可されている認証機関に雇用されているか、または同機関と契約を結ぶ必要があり、かつ SQFI への登録が必須です。
認証機関は、サプライヤーの SQF 認証審査に最適な資格を有する SQF 審査員を選定します。SQF 審査員は、サプライヤーと同一の食品セクター区
分に登録されていなければなりません。認証機関は、SQF 審査員が同一サプライヤーの審査を認証サイクル 3 連続以上実施しないよう確実にします。
認証機関は、SQF 審査の予定を決める時点で、SQF 審査員名をサプライヤーに通知する必要があります。サプライヤーは、SQF 審査員の登録と食
品セクター区分を sqfi.com で確認できます。

2.2

認証範囲の確認

SQF 認証は、サイトと製品に固有のものです。認証活動が、運営および技術管理を担当する同一上級管理職が監督する複数の施設で行われ、かつ
1 つの SQF システムでカバーされる場合は、サイトを拡大して各施設を含めることができます。
認証範囲は認証書の一部を構成します。認証範囲には、サイト、食品セクター区分（添付書類 1 を参照）、そのサイトで加工され取り扱われている製
品について記載されています。認証書は、サイトの所在地、サプライヤーの SQF 認証の特性および程度の概要を示すものです。
サイト、食品セクター区分、製品を含む認証範囲は、サプライヤーと認証機関の間で、初回の認証審査前に明確に確認され合意し、初回の認証審査
およびそれに続くすべての審査の範囲に含まれていなければなりません（第 2.4 項を参照）。
認証範囲には、すべての施設、関連する建物、サイロ、タンク、荷さばき所、外部の土地を含むサイト全体が含まれていなければなりません。サプライヤー
が何らかの理由でサイトの一部の免除を希望する場合、その免除要求は書面で認証機関に提出され、SQF 評価データベースの施設説明に列挙され
ます。範囲に含まれる、製品の生産、加工、保管に関与する施設およびプロセスのいかなる部分も免除することはできません。
認証活動が、運営および技術管理を担当する同一上級管理職が監督する複数の施設で行われ、かつ 1 つの SQF システムでカバーされる場合は、サ
イトを拡大して各施設（オフサイトの製品保管庫等）を含めることができます。すべての施設は、SQF 評価データベースの施設説明に列挙されなければ
なりません。
サイトで生産、保管、加工されるすべての製品は、サプライヤーによって免除されない限り、サプライヤー認証書に列挙されます。
サプライヤーがプロセス、製品またはサイトの一部分を認証範囲から免除することを決定した場合、その要求は書面で認証機関に提出され、SQF 評価
データベースの施設説明に列挙されなければなりません。免除された製品は認証書には列挙されず、認証範囲であると主張してはなりません。免除され
た製品またはプロセスを主張していることが（定期審査またはその他の手段により）確認・実証された場合は、SQF 認証を即時取り下げるものとします。
認証範囲の変更を依頼するには、パート A の第 5.1 項を参照してください。

2.3

認証審査

SQF 認証審査は、次の 2 段階で構成されています。
i.

サプライヤーの SQF システムに関する文書が、SQF 規定要件を満たしていることを検証するために取り組む文書審査。

ii.

サイトで実施し、サプライヤーが文書化した SQF システムが効果的に実施されているかどうか判断するための現地審査。

サプライヤーが季節的条件下で業務を行っている場合（主要活動の実施期間が連続 5 カ月間以内）、認証審査は当該季節の始まりから 30 日以内
に完了するものとします。

2.4

審査範囲の確認

サプライヤーおよび認証機関は、認証審査開始前に審査範囲に合意するものとします。審査範囲には、サイトの認証範囲という名目で記載されている
所要の認証レベル（モジュール 2 を参照のこと）、食品セクター区分、製品が含まれているものとします。また、原材料のレシピから最終製品の出荷までを
含め、サプライヤーの管理下にあるすべてのプロセスを網羅するものとします。
サプライヤーと認証機関の間で審査範囲に一旦合意すると、審査開始時点で審査範囲を変更することはできなくなります。

2.5

審査所要期間の指標

認証機関およびサプライヤーが認証範囲、各種プロセスの数、当該サイトで製造・取引される製品の数に合意した時点で、認証機関は認証審査完了
までの所要期間の見積もりをサプライヤーに提示するものとします。
審査期間は、当該サイトの業務の規模と複雑度により異なります。審査期間に影響を及ぼす可能性のある要素としては、以下があります。
i.

審査範囲

ii.

サイトの規模、製品設計、従業員の流れ

iii.

製品ラインの数と複雑度、全体的なプロセス
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iv.

製品リスク度の高低

v.

SQF システムの策定と文書化の複雑度

vi.

機械化度、労働集約度

vii. 会社人員とのコミュニケーションの容易さ（多言語が使用されていると見なして）
viii. サプライヤーの人員との協力

表 2 および表 3 に提示しているのは、SQF 認証審査の所要期間に関する指標です。認証機関がこの指標から 30%以上逸脱する場合は、正当な
理由が必要です。
表 2: 文書審査の所要期間表
規格

基本期間（日数）

SQF レベル 1

0.5 日

SQF レベル 2

1.0 日

SQF レベル 3

1.0 日
表 3: 現地審査の所要期間表

ステップ 1

ステップ 2

規格

基本期間（日数）
（3 つの HACCP プランを含む）

従業員数に基づく追加日数

施設規模に基づく追加日数

SQF レベル 1

1.0

1～200 = 0

0～200,000 ft2 = 0

201～400 = 0.5

（0～19,000 m2 = 0）

401～600 = 1.0

200,000～300,000 ft2 = 0.5

601～1000 = 1.5

（19,000～27,000 m2 = 0.5）

SQF レベル 2

1.5

SQF レベル 3

2.0

ステップ 3

1001～2500 = 2.0
2501～4000 = 2.5
4,000 超 = 3.0

各 HACCP プランのための追加
期間（複数/各種プランがある場

合）

300,000～500,000 ft2 = 1.0
（27,000～46,000 m2 = 1.0）

HACCP プラン 3 件の追加または
生産/製造プロセス 3 件の追加に
つき 0.5 日

認証機関は、審査期間に加えて、計画、出張、報告書作成、不適合対処の所要期間と予想費用をサプライヤーに提示するものとします。
2.6

文書審査

独立した文書審査は、初回の認証に向けて認証機関が実施するものです。この独立した文書審査は、認証機関が指名した登録済みSQF審査員に
よって実施されるもので、以下を確実に行います。

i.
ii.

適切な資格を有する SQF プラクティショナーの指名。

iii.

食品品質プラン（レベル 3）、関連する重要品質点（CQP）の決定、妥当性確認および検証を適切に文書化し、SQF プラクティショナーの承
認を得ること。

iv.

文書化されたシステムが、認証範囲およびその条件下で加工される製品に関連していること。

食品安全プラン（レベル 2）、関連する重要管理点（CCP）の決定、妥当性確認および検証を適切に文書化し、SQF プラクティショナーの承
認を得ること。

認証機関は、訂正もしくは是正処置、または改善や調整が必要な SQF システムのあらゆる側面をサプライヤーに通知するものとします。また、現地審
査を進める前に、重要な不適合および軽微な不適合へのすべての修正または是正処置が対処済みかどうかも検証するものとします。

2.7

現地審査

現地審査は認証機関が指名する SQF 審査員によって、サイトで実施されます。メインのプロセスが実施中の場合、サプライヤーと認証機関の合意によ
る時間に実施されます。現地審査には、認証の範囲に関わらず、小屋などを含めて建物の内外を含む、施設全体の審査を含める必要があります。現
地審査は、SQF システムが文書化されているとおり効果的に実施されているかどうかを判断するものです。立証点および検証点は、以下のとおりです。
i.

全体としての SQF システムの有効性

ii.

食品安全性のハザード（レベル 2）および食品品質のハザード（レベル 3）が効果的に特定・抑制されていること。
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2.8

iii.

SQF システムの全要素間の効果的な相互作用。

iv.

効果的な SQF システムの維持ならびに食品安全に関する規則および顧客要件への適合に対して、サプライヤーが示す献身度。

季節需要生産

季節需要生産に関わるサプライヤーに対する初回の認証審査（主要生産活動の実施期間が連続 5 カ月間以内）は、季節の最繁忙期間中に実施さ
れます。
サプライヤーが認証範囲に複数の季節に生産される製品を含める場合、サプライヤーと認証機関はリスクがもっとも高いあるいは生産量が最大の間に初
回の認証審査を実施することに同意します。他の季節の生産に関する文書と記録は、認証審査の一環として審査されます。
2.9

システム要素

モジュール 2 のすべての適用要素および関連 GAP/GMP モジュールは、認証審査の一貫として検査を受けるものとします。要素が適用できず、かつ適
切に正当性が示される場合、審査員は審査報告書にその旨を記載するものとします。
モジュール 2 の範囲内において、以下の要素は「該当なし」や「免除」と報告できない必須要素であるため、審査を行って適合/不適合を報告する必要
があります。必須要素は、以下のとおりです。
2.1.1

経営方針

2.1.2

経営責任

2.1.3

食品安全・品質管理システム

2.1.4

管理レビュー

2.2.1

書類管理

2.2.2

記録

2.4.1

食品関連法律

2.4.2

食品安全の基礎

2.4.3

食品安全プラン（レベル 2、3）

2.4.4.1 食品品質プラン（レベル 3）
2.4.8

製品リリース

2.5.2

検証と効率性

2.5.4

検証とモニタリング

2.5.5

是正措置と予防対策

2.5.7

内部審査

2.6.1

製品識別

2.6.2

製品トレース

2.6.3

製品撤退と不良品回収

2.7.1

食品防御

2.9.2

トレーニングプログラム

SQF コードのモジュール 2 では、必須要素を「M」の文字で示しています。
2.10

不適合

SQF 審査員が SQF 規定の関連モジュールの要件からの逸脱を発見した場合、当該審査員は当該不適合の数、説明、範囲をサプライヤーに伝える
ものとします。不適合は、「不具合」と呼ばれることもあります。SQF 規定に対する不適合は、以下のとおり等級分けされます。


軽微（マイナー）な不適合とは、対処しないと食品安全および品質にリスクを与える可能性のある不充分な状態を生み出すものの、システム
要素の機能停止の原因にはならない SQF システムの不備や欠如のことです。



重要（メジャー）な不適合とは、食品安全および品質にリスクを与える不満足な状態を生み出し、システム要素の機能停止の原因になる可
能性のある SQF システムの不備や欠如のことです。



致命的（クリティカル）な不適合とは、重要管理点、前提条件プログラムまたはその他加工手順における致命的な管理の中断のことで、著し
い公衆衛生上の危険を招く可能性がある状態や製品が汚染されている状態と判断されるものです。



致命的（クリティカル）な不適合はまた、サプライヤーが、認証機関と合意した期間内に効果的な是正処置を講じない場合、または食品安
全管理および SQF システムに関連する記録が全体的に改ざんされていると認証機関が見なす場合にも提起されます。
致命的な不適合は、文書審査では提起されません。
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是正処置による不適合の解決期間は、「パート A: 3.2 施設の是正処置」で扱っています。

2.11

改善機会

改善機会とは、現地審査中に審査員が行う、問題が不適合に当たらないことを特定した上で、サプライヤーが行う業務が業界のベストプラクティスとは
違うことを見分けるモニタリングのことです。サプライヤーによる是正処置対応を要請するものではありませんが、サプライヤーに SQF システムを改善する機
会を与えます。
2.12

審査報告書

SQFI は、SQF 審査実施時に SQF 審査員が使用する電子審査チェックリストを、認証機関に提供します。この審査チェックリストは、SQF 評価データ
ベースで入手でき、SQF レベルおよび業種は個別に変更されます。この SQF チェックリストは、SQF 審査要件の統一的な適用を確保するために作成さ
れているものです。SQF 審査員が、所見記録や、サプライヤーの業務の規定要件順守度を判断するために使用します。
必須要素（上記第 2.9 項を参照）については、提出する審査報告書で必ず報告しなければなりません。
審査報告書には、SQF 審査中に特定された逸脱を正確に記述し、SQF 規定の該当条項および不適合の理由をもれなく記した是正処置要請を提
起するものとします。
電子審査報告書は、SQF 審査員がもれなく記入した上で、技術レビューを受けるために認証機関にアップロードする必要があります。
認証機関は、審査最終日から 10 暦日以内にサプライヤーが審査報告書を入手できるようにするものとします。
SQF 審査報告書は、認証機関への依頼者（サプライヤー）の所有物であり続けるものとし、かつ当該依頼者の許可なしに第三者に配布してはならない
ものとします。
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3.

初回の認証決定

3.1

認証決定の責任

SQF 審査員によって行われた審査が綿密なものであり、全要件を満たし、審査報告書に記入漏れがないことを確保することは、認証機関の責任です。
認証決定は、SQF 審査員が SQF 審査中にまとめたコンプライアンスおよび不適合の証拠に基づいて、認証機関が行うものとします。SQFI は認証に
関するガイダンスを提示しますが、認証の正当化、授与を判断する責任を負うのは認証機関です。
本セクション 3 の範囲外でなされた認証決定: 初回の認証決定では認証機関は、書面による正当性の表明を SQFI に提供する必要があります。

3.2

現地審査の是正処置

すべての不適合およびその解決は、SQF 審査員により文書化される必要があります。
軽微な不適合には、現地審査完了から 30 暦日以内に SQF 評価データベースの修正、検証、対処するものとします。製品の安全性および品質に差
し迫った脅威がない場合は認証機関によって期間延長が認められる場合があり、そうなれば、代替手段として暫定的な管理手法が開始されます。サプ
ライヤーは、期間延長について通知を受けるものとします。軽微な不適合に対処する期間を延長することによって、認証書の発行を阻止、遅延させては
なりません。
重要な不適合は、SQF 評価データベースへの修正、適切な是正処置の検証・対処は、現地審査完了から 14 暦日以内に行うものとします。
是正処置に構造的変革が含まれる場合、または季節的条件や導入リードタイムの理由から修正できない場合、是正処置期間に認証機関が同意で
き、かつサプライヤーが暫定措置を講じて製品の安全性または品質に対するリスクを軽減するという条件で、この期間を延長することができます。そのよう
な場合には、SQF 評価データベース上で不適合に対処し、審査員は期間延長の正当な理由、リスク管理の方法、合意された完了日の全詳細を文
書化するものとします。
SQF 審査員が現地審査中に、致命的な不適合が存在すると見なす場合、当該審査員は、サプライヤーへの助言と認証機関への通知を速やかに行
うものとします。認証審査で致命的な不適合を提起すると、審査は無条件で不合格となるため、サプライヤーは認証を再申請しなければなりません（下
記第 3.5 項を参照）。

3.3

審査のスコアおよび格付け

SQF 審査員が集めた証拠に基づき、審査報告書が SQF 評価データベースにアップロードされると、SQF 現地審査に当てはまる各特性のスコア付けが
自動的に行われます。文書審査のスコア付けは行われません。
計算には、以下の要素を用います。
0

特性が基準を満たしている。

1

軽度の差異があり、特性が基準に一致していない（軽微（マイナー）な不適合）。

10

基準を満たしていない特性がある（重要（メジャー）な不適合）。

50

基準を満たしていない特性がある（致命的（クリティカル）な不適合）。

単一の格付けは、現地審査に対して（100 – N）として計算されます。この場合、N は割り当てられた個別の格付け基準の合計です。この格付けは、
SQF 規定に対するサプライヤーサイトの全体的な状況を表すものです。また、認証機関によるサーベイランスに求められる水準についてのガイダンスを規
定するものでもあります。各格付けレベルの審査頻度は、以下のとおりです。
スコア

認証 1

格付け

審査頻度

96～100

E- 優

認証書発行

12 カ月ごとに認証審査を再実施

86～95

G– 良

認証書発行

12 カ月ごとに認証審査を再実施

70～85

C – 合格（順守）

認証書発行

6 カ月ごとにサーベイランス審査を実施

F – 不合格（不順守）

認証書発行なし

SQF 審査不合格と見なす

0～69
1.

また、認証が発行されるには、すべての重要な不適合に 14 暦日以内に対処し、軽微な不適合に 30 暦日以内に対処することが必要です。
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3.4

認証授与

SQF システム認証は、未対処の不適合がない、審査格付け「C – 合格（順守）」以上を取得しているサプライヤーに授与されます。認証決定は、現地
審査最終日から 45 暦日以内に行われるものとします。SQF 認証が授与されるとすぐに、SQFI が、当該サプライヤーのサイトに一意の認証番号を発
行します。
認証授与から 10 暦日以内に、認証機関はサプライヤー認証書またはハードコピーを当該サプライヤーに発行します。この認証書は最初の認証審査日
から 75 日間有効であり、SQFI が承認する形式で発行されるものとします。
認証書には、以下の事項が含まれています。
i.

認証機関の名称、所在地、ロゴ

ii.

認定機関のロゴ、認証機関の認定番号

iii.

「認証書」という表題

iv.

「（サプライヤー名）は、SQF 規定第 7 版の要件を満たしているものとして登録される」という文言

v.

認証レベル、説明

vi.

登録範囲 – 食品セクター区分および製品

vii.

審査日（最終日）、次回の再認証審査日、認証決定日、認証書の有効期限

viii.

正当な権限ある役員および発行担当役員の署名

ix.

SQF 品質シールド（レベル 3）およびロゴ

レベル 3 のサプライヤーに対して、認証機関は認証機関名およびサプライヤーの認証番号を含む SQF 品質シールドの電子コピーを発行するものとします。

3.5

不合格（不順守）

サプライヤーが認証審査で「F – 不合格」となった場合、サプライヤーは SQF 審査不合格と見なされます。その場合、サプライヤーは現地審査を再申請
する必要があります。
サプライヤーが最終審査日から 6 カ月以内に同一認証機関に再申請する場合、現地審査の予定を立てる必要がありますが、文書審査は不要です。
最終審査日から 6 カ月過ぎて再申請する場合、またはこれまでと違う認証機関に再申請する場合は、文書審査と現地審査が必須です。
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4

サーベイランスおよび再認証

4.1

認証の維持

SQF 認証を維持するために、サプライヤーは、再認証審査で審査格付け「C – 合格」以上を取得すること、義務付けられた期間内にサーベイランス審
査または再認証審査を確実に行うこと、致命的な不適合がサーベイランス審査または再認証審査で提起されないことを確保すること、すべての重要な
不適合および軽微な不適合を指定期間内に修正することが必須です。

4.2

サーベイランス審査

サーベイランス審査は、サプライヤーが認証審査または再認証審査で格付け「C – 合格」を取得した場合に実施されます。このサーベイランス審査は、
前回の認証審査または再認証審査の最終日から 6 カ月目の前後 30 暦日以内に実施するものとします。新しいスコアや格付けはサーベイランス審査
時に発行されますが、再認証審査日に変更はありません。
サーベイランス審査の目的は、以下のとおりです。
i.

前回審査で対処された修正および是正処置の継続効果を検証すること。

ii.

SQF システムが、文書化されたとおり継続的に実施されていることを検証すること。

iii.

サプライヤーが行う業務変更がサプライヤーの SQF システムに影響を及ぼす場合に、適切な措置を検討し講じること。

iv.

SQF 規定要件の継続的順守を確認すること。

v.

すべての重要なステップを継続管理中であることを検証すること。

vi.

サプライヤーの SQF システムおよび業務運営の継続的改善に貢献すること。

サーベイランス審査で提起された重要な不適合または軽微な不適合に、第 3.2 項で示すとおりに対処すること。
以下の場合は、サプライヤーの認証書を認証機関が一時停止するものとします。

4.3

i.

サプライヤーが、義務付けられた期間内のサーベイランス審査を認めない場合。

ii.

サーベイランス審査で、致命的な不適合が提起される場合。

iii.

サプライヤーが合意した期間内に、重要な不適合または軽微な不適合に対処しない場合。

再認証審査

SQF システムの再認証審査は、サプライヤーの SQF システム全体としての継続有効性を検証するために行われます。
この再認証審査は、初回認証審査最終日の前後 30 暦日以内に実施するものとします。この再認証審査のスコアは、初回認証審査と同じ方法で計
算され、同じ格付けが適用されます（上記第 3.3 項を参照）。
SQF シニアテクニカルディレクターが発行する書面による承認を受けた場合、天災または悪天候などの極端な環境下に置かれた場合も含めて、サプライ
ヤーの再認証審査日程および認証書の有効期限日が一時的に延長されます。季節需要対応サプライヤーについては、パート A 第 4.9 項を参照してく
ださい。
再認証審査日に永続的な変更が必要となる場合は、SQF シニアテクニカルディレクターの書面による承認が必要であり、当該サプライヤーの新たな再
認証日は応当日よりも前倒しになる可能性があります。また、新たな再認証日が新しい初認証審査日と定められます。
延長要請はすべて、サプライヤーの SQF 認証書を発行した認証機関から出されます。
再認証審査の目的は、以下のとおりです。
i.

前回審査で対処された修正および是正処置の継続効果を検証すること。

ii.

SQF システムが、文書化されたとおり継続的に実施されていることを検証すること。

iii.

サプライヤーが行う業務変更がサプライヤーの SQF システムに影響を及ぼす場合に、適切な措置を検討し講じること。

iv.

すべての重要なステップを継続管理中であること、および SQF システムの全要素間の効果的な相互作用を検証すること。

v.

業務上の変更点を踏まえて、SQF システムの総合的な効果を全体として検証すること。

vi.

サプライヤーが、SQF システムの効果を維持すること、および規則・顧客要件を満たすことへのコミットメントを継続的に実証してい
ることを検証すること。

vii.

サプライヤーの SQF システムおよび業務運営の継続的改善に貢献すること。
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4.4

再認証プロセスの差異

再認証審査要件は、第 2.1 項～第 3.4 項の認証審査に関する記載と同じですが、以下の例外があります。
i.

再認証審査の一貫としての、独立した文書審査は不要。ただし、統合された文書審査と現地審査を再認証ごとに実施するも
のとする。現地審査の一貫として、必要に応じてサプライヤーの文書のレビューを行うものとする。

ii.

サプライヤーが合意した期間内に再認証審査またはサーベイランス審査を許可しない場合、認証機関は当該サプライヤーの認
証書を直ちに一時停止するものとする。

iii.

サプライヤーが再認証審査またはサーベイランス審査で格付け「F – 不合格」を受けた場合、認証機関は当該サプライヤーの認
証書を直ちに一時停止するものとする。

サプライヤーが合意した期間内に不適合に対処しない場合、認証機関は当該サプライヤーの認証書を直ちに一時停止するものとする。

4.5

無通告の再認証審査

3 回の認証サイクルの間、認証機関はサプライヤーに無通告の再認証審査を 1 回実施します。無通告審査は、60 日間の再認証期間内にサプライヤ
ーの施設で行われます（初回の認証審査日の前後 30 日間）。 現在、認証を受けた SQF サプライヤーは、1 回の無通告審査を 3 年間の認証サイク
ル以内に受ける必要があります。
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
4.6

サプライヤーの認証サイクルは初回の認証審査日から始まります。無通告の再認証審査は、3 年間の認証サイクルごとに１回実
施されます。
無通告審査は初回の認証審査やサーベイランス審査では実施されません。
サプライヤーが認証機関を変更する場合、サプライヤーの無通告の再認証審査スケジュールは変更されません。
無通告の再認証審査は、SQF 規定のパート A 第 4.3 項および第 4.4 項に準じます。
マルチサイトのサプライヤーは無通告審査を免除されます。
無通告審査日は 60 日間の再認証審査期間内に認証機関によって決定されます。
無通告審査の年は、認証機関とサプライヤー間で決められます。
定められたブラックアウト期間は、シーズンオフや施設が合法的な稼働理由で稼働していない時に無通告の再認証審査が行わ
れるのを防止するため、サプライヤーと認証機関の交渉で定められます。
無通告審査で審査員の入室が拒否されたサイトでは、サプライヤーの認証書が即時に停止されます。

認証の一時停止

サプライヤーが以下の状態にある場合、認証機関は SQF 認証書を一時停止するものとします。
i.

再認証審査またはサーベイランス審査が許可されない。

ii.

格付け「F – 不合格」を受けた。

iii.

是正処置を実施しない。

iv.

無通告審査を受け入れない。

v.

指定期間内に是正処置を実施しない。

vi.

認証機関の意見で、SQF 規定の要件が維持されていない場合。

サプライヤーの認証書が一時停止すると、認証機関は SQFI データベース上にある当該サプライヤーの詳細情報を「一時停止」状態に修正し、一時停
止の理由と発効日を表示します。さらに、以下の事項を書面で行います。
i.

一時停止措置の理由と発効日をサプライヤーに通知すること。

ii.

サプライヤーに送付した一時停止通知の写しを、SQFI シニアテクニカルディレクターに送付すること。

iii.

一時停止通知の受け入れ後 48 時間以内に、サプライヤーが認証機関に、講じる是正処置を概説する詳細な是正処置計画を
提示するよう要請すること。

サプライヤーの認証書が一時停止される場合、認証機関は詳細な是正処置計画を受け取り次第、以下を行うものとします。
iv.

是正処置計画の受け入れから 30 暦日以内に現地審査を行い、速やかな修正が講じられたことを検証すること。

v.

是正処置が無事に実施された場合、サプライヤーのステータスを SQFI データベースに再掲示し、認証書の一時停止が解除されたこと
を伝える通知書をサプライヤーに送付すること。

vi.

一時停止後 6 カ月以内に、認証機関がサーベイランス審査を必ず実施し、是正処置計画が効果的に実施されたことと、サプライヤー
の SQF システムが規定の目標を達成していることを検証すること。

vii. サプライヤーに送付される一時停止解除通知の写しを SQFI に送付すること。
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認証機関がサプライヤーの SQF 認証書を一時停止した場合、一時停止期間中、当該サプライヤーは SQF 認証取得と自称してはなりません。
レベル 3 のサプライヤー は、付属書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定の別表 1 で説明されている、SQF 規定およびシールド。
4.7

認証の取り下げ

サプライヤーが以下の状態にある場合、認証機関は認証書を取り下げるものとします。
i.

一時停止状態にありながら、認証機関によって規定されている承認済みの是正処置計画を提出していない場合、または認証機
関によって決定されている承認済み是正処置を指定期間内に講じていない場合。

ii.

記録を偽造した場合。

iii.

SQF 認証書との整合性が取れていない場合。

iv. サプライヤーの資産を清算する命令が下されるか、決定がなされ、管財人、収益管理人、収益管理人と管理人、公認管理人また
は暫定清算人が任命された場合（合併または再建を目的とする場合を除く）、サプライヤーが事業を停止するか破産した場合、破
産あるいは支払い不能となった債務者の救済を目的として法による便益を受けることを請求する場合、債権者との取り決めまたは
調停を行う場合。
加えて、レベル 3 のサプライヤーは付属書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定の別表 1 で説明されている、SQF 規定およびシールド。
サプライヤーの認証書が取り下げられると、認証機関は SQFI 評価データベース上にある当該サプライヤーの詳細情報を「取り下げ」状態に修正し、取り
下げの理由と発効日を表示します。さらに、以下の事項を書面で行います。
i.

SQF 認証書が取り下げられたこと、当該措置の理由、発効日をサプライヤーに通知すること。

ii.

サプライヤーに送付される取り下げ通知の写しを SQFI に送付すること。

iii.

認証書を返却するよう、サプライヤーに指示すること。

加えて、レベル 3 のサプライヤーのために認証機関は付属書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定の別表 1 で説明されている、SQF 規定およ
びシールド。
認証取り下げを受けたサプライヤーは、認証書を再申請する必要があります。
4.8

サーベイランス審査 - 季節需要対応サプライヤー

認証審査あるいは再認証審査で格付け「C」を持つ季節需要対応サプライヤーは、前回の認証審査あるいは再認証審査の最終日から 6 ヶ月目の前
後 30 日間以内にサーベイランス審査の対象となります。
サーベイランス審査の履行日が操業時期の範囲内に含まれる場合、パート A 第 4.2 項が適用されます。サーベイランス審査の履行日が操業時期の
範囲外である場合、次回の再認証審査に備えるため、サーベイランス審査では最終審査で提示された是正措置が講じられているか、全面的に見直し
する必要があります。
4.9

再認証審査－季節需要対応サプライヤー

季節需要対応サプライヤーの認証更新審査は、パート A 第 4.3 項の要件に従うものとします。ただし、季節操業が大幅に変更され、60 日間の再認
証審査期間を満たさない場合は、季節のピーク操業時期に審査を行うよう、認証機関とサプライヤーは一時的に再認証審査日を設定し直すこととしま
す。
季節的条件のために、サプライヤーが再認証審査日を永久に変更することを希望する場合は、SQFI に書面で変更依頼を提出します。
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5

サプライヤーおよび認証機関の義務

5.1

認証範囲の変更

サプライヤーが食品セクター区分または製品を認証範囲に追加する場合、当該サプライヤーは認証機関へ書面で認証範囲の拡大を要請するものとし
ます。認証機関は、追加するプロセスまたは製品に対して審査が必要であるかどうかを決定します。これは、製品リスク、既存のプロセスおよび製品との
類似性、および次回の審査予定日の近接性に基づいて決定されます。
この決定に基づいて、認証機関は新しい認証書を発行するか、新しい認証書発行不可の理由を書面でサプライヤーに通知します。
新しい認証書発行時に、認証機関は SQFI 評価データベース上で当該サプライヤーの記録を適切に変更します。
別のレベルに移動するサプライヤー（例: レベル 2 からレベル 3、またはレベル 3 からレベル 2）は、次回の再認証審査日まで待つ必要があります。

5.2

認証機関の変更

認証が一時停止されていない場合、または認証が一時停止もしくは取り下げられる可能性がある場合、サプライヤーは 1 認証サイクル後に認証機関を
変更できます（すべての未対処の不適合に対処した場合に限り）。
サーベイランス審査を要求するサプライヤーは、サーベイランス審査が実施された後、または SQFI の上級技術担当ディレクターから書面による承認を得
た場合に限り、認証機関の変更を許可されます。
サプライヤーが認証機関を変更する場合、旧認証機関が発行した認証書は有効期限まで有効です。認証番号および再認証日は、サプライヤーが新
しい認証機関に通知します。
サプライヤーの認証を移行する前に、新しい認証機関は以下の事項を確認するものとします。

5.3

i.

認証書が SQF システムに関連する最新かつ有効なものであり、認証取得済みであること。

ii.

サプライヤーの食品セクター区分が新しい認証機関の認証範囲に含まれていること。

iii.

提示された苦情に対処していること。

iv.

サプライヤーの審査履歴（サプライヤーは旧認証機関が完成させた審査報告書の写しを用意し、新しい認証機関の要件内でサプライ
ヤーの審査履歴を明示すること）および未対処の不適合が及ぼしている影響。

v.

現在の認証サイクルの段階。

不良品回収および規則違反の通知

認証済みサプライヤーが、公示が義務付けられている食品安全に関する事象（クラス l またはクラス ll の回収、あるいは法的警告状の受領など）を引き
起こしたことが確認され次第、当該サプライヤーはその事象から 24 時間以内に認証機関および SQFI（foodsafetycrisis@sqfi.com）に書面で通
知するものとします。SQF 規定モジュール 2 の第 2.6.3 項で定義されているとおり、サプライヤーが選定した認証機関および SQFI はサプライヤー最重
要連絡先リストに掲載されるものとします。
認証機関は事象から 48 時間以内に、認証の完全性を守るために講じる措置について SQFI に通知するものとします。

5.4

オーナーシップの変更

認証済みサプライヤーの事業が売却され商号が存続する場合、新規オーナーはオーナーシップ変更から 30 暦日以内に認証機関に通知し、SQF 認証
と既存認証番号の維持を申請するものとします。認証済みサプライヤーのオーナーシップが変更し、主要 SQF システム管理・監督担当従業員はそのま
ま維持されている場合、当該認証機関は従来の審査頻度状況を保つことができます。申請書の内容に準じて、認証機関は主要 SQF システム管理
監督担当従業員が維持されているかどうかを判断するものとします。
サイト管理および人員に重大な変更がある場合、認証機関は認証審査を完了し、新しい認証書および認証番号を発行するものとします。また、新し
い認証に適する審査頻度を用いるものとします。

5.5

施設の移転

認証済みサプライヤーが施設を移転する場合、当該サプライヤーの認証書は新しい施設の再認証が完了するまで無効になります。

5.6

専門技術者の利用

審査員が SQF 登録者であるが、審査対象サプライヤーの食品セクター区分を専門としていない場合の審査、または専門技術者の助言が審査のため
になると考えられる高リスク審査においては、SQF 審査員をサポートするために、専門技術者を利用できます。
SQF 審査を実施するに当たり、SQF 審査員をサポートするための専門技術者を利用するには、当該専門技術者が参加する旨をサプライヤーに審査
前に通知し、サプライヤーがそれを承認している場合に認められます。専門技術者は、認証機関との秘密保持契約に署名しなければなりません。
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認証機関は、当該専門技術者の技術的資格および当該専門技術者の利用を正当化する理由を、SQFI 上級技術担当ディレクターに審査前に提
出しなければなりません。

5.7

言語

認証機関は審査を実施する SQF 審査員が、審査対象サプライヤーの口頭言語および書記言語で完全に意思疎通できることを確認する必要がありま
す。
翻訳者が必要な場合は、認証機関が翻訳者を用意するものとします。また、当該翻訳者は審査中に使用する技術用語の知識を有し、審査対象サ
プライヤーから独立しており、一切の利害対立がないものとします。サプライヤーは、審査期間が長期化し、かつ翻訳者利用に伴う費用が増えることにつ
いて通知されるものとします。
対立の解消を目的とするため、SQF 規定の英語版を決定力のある参考資料とします。

5.8

利害の対立

認証機関は、すべての認証活動がコンサルティング活動から切り離して統制・管理（方針および規範の策定を含む）されていることを確認するものとしま
す。以下に概説される利害対立を構成する SQF システム認証に関して、または利害対立につながる可能性のあるその他の状況に関して、SQF 審査
員候補は審査実施を請け負わないものとします。
当該サプライヤーまたは当該サプライヤーの関係者と関わるコンサルタント業務を過去 2 年間に担当した SQF 審査員は、審査を担当することはできませ
ん（食品安全プランの策定など、審査対象 SQF システムの策定に積極的かつ独創的な方法で参加していると見なされる場合）。コンサルタント業務に
は、以下などの活動を含みますがこれらに限定されません。
i.

食品安全プラン、食品品質プラン、マニュアル、ハンドブック、手順の作成・準備。

ii.

SQF システムに関する意思決定プロセスへの参加。

iii.

SQF システムの設計、文書化、開発、妥当性確認、検証、実施または保守について、コンサルタントとして、または別途で助言するこ
と。

iv.

最終的な認証に向けて食品安全プランおよび SQF システムの開発・実施に関して助言または指導が行われる「社内」トレーニングサ
ービスを実施すること、または実施に参加すること。

認証機関は、SQF 審査員自身またはその所属組織とサプライヤーの間につながりが現存していること、かつてつながりがあったこと、つながりが提案されて
いることを確実に当該審査員に開示させるものとします。
認証機関は、認証機関が契約または採用している審査員から現行サプライヤーまたはサプライヤー候補に対して生じる利害対立の可能性、コンサルテ
ィング、トレーニングが SQF プログラム内で一切ないことを、組織上の構成を通じて確認するものとします。
SQF 審査員が利害対立を抱えているとサプライヤーが見なす場合、またはその他の理由によって、当該サプライヤーは SQF 審査員のサービスを拒否す
ることができます。この場合、サプライヤーはその理由の概要を書面で認証機関に説明するものとします。

5.9

苦情、異議申し立て、紛争

認証機関は、サプライヤーまたはサプライヤーに関するほかの当事者によってなされる異議申し立て、苦情、紛争に対処するための手順を文書化するも
のとします。
審査員の活動や意思決定を含め、サプライヤーが認証機関の活動に関する苦情を表明することになった場合、または認証機関による意思決定につい
て異議申し立てや紛争がある場合、認証機関は、当該問題を先延ばしすることなく調査・解決し、かつすべての苦情、異議申し立て、紛争、それらの
決議の記録を取るものとします。
認証機関が他の関係者からサプライヤーに関する苦情を受け取った場合、認証機関には当該問題を先延ばしすることなく調査・解決し、かつすべての
苦情、異議申し立て、紛争、それらの決議の記録を取ることが義務付けられています。
認証機関による SQF 認証の一時停止や取り下げについての意思決定に関する異議申し立てでは、認証の一時停止または取り下げを行う判断を先
延ばしにすることはできません。
苦情調査中に、サプライヤーの SQF システムに具体的な不具合が見つかった場合、または SQF 規定やその他の関係資料に順守しない状態が見つか
った場合、認証機関は上記の第 4.4 項で概説しているとおり、当該サプライヤーの認証を一時停止するものとします。
審査員または認証機関の人員の行為や態度について苦情が提示された場合、認証機関は苦情を先延ばしすることなく調査・解決し、かつすべての苦
情とその解決策を記録するものとします。
要請に応じて、SQF は苦情および調査の記録を利用できるものとします。サプライヤーと認証機関の間で苦情、異議申し立て、紛争を十分に解決でき
ない場合、当該問題は SQFI の苦情・異議申し立て手順に付託されるものとします。
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モジュール 1: 範囲、参考文書と定義

パート B: SQF 規定
モジュール 1: 範囲、参考文書と定義
a)

範囲

SQF 規定とは、食品および食品に接触する包装資材の一次生産、製造、加工、輸送、保管、流通、小売に関与するサプライヤーの要件を概説するも
のです。
SQF 規定には、サプライヤーが SQF 規定の認証取得のために順守しなければならない審査対象要件が記載されています。SQF 規定は、生産業者また
は食品サプライヤーの食品業種に見合う、順守すべき複数のモジュールに分かれています。
モジュール 2: SQF システム要素: 本モジュールでは、供給網全体の全サプライヤーを対象とした、食品安全管理の要件を定義しています。モジュール 2
は、ISO 17065: 2011 を取得した SQFI ライセンスを有する認証機関によって、3 つのレベルで認証を受けることができます。レベルは以下のとおりです。
レベル 1: 新規企業や成長中の企業向けのエントリーレベル。GAP/GMP/GDP 要件および食品安全に関する基本要件のみをカバーしてい
ます。SQF 規定の認証要件レベル 1 を順守しているサプライヤーは、SQFI ライセンスを持つ認証機関から認定された認証書を受領します。
レベル 2: 食品安全の基礎に加えて、HACCP 食品安全プランを実施済みのサプライヤーを認知します。SQF 規定の認証要件レベル 2 を順
守しているサプライヤーは、SQFI ライセンスを持つ認証機関から認定された認証書を受領します。
レベル 3: 食品安全プランおよび食品安全の基礎に加えて、HACCP 食品品質プランを実施済みのサプライヤーを認知します。SQF 規定の
認証要件レベル 3 を順守しているサプライヤーは、SQFI ライセンスを持つ認証機関から認定された認証書を受領します。
モジュール 3～15: 各種食品業種に適用される GAP/GMP/GDP 要件です。生産業者/サプライヤーは、食品業種に適用されるモジュール要件または
モジュールを満たさなければなりません。
モジュール 16 は、セントラルサイトが管理する SQF マルチサイトプログラムの要件を定義しています。

b)

参考文書

SQF 規定は、 「CODEX Alimentarius Commission Guidelines for the Application of the Hazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) System（ハザード分析重要管理点（HACCAP）システムおよびその適用のためのコーデックス委員会ガイドライン）」、「National
Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF) Hazard Analysis and Critical Control Point Principles
and Application Guidelines（米国食品微生物基準諮問委員会（NACMCF）ハザード分析・重要管理点の原理および適用ガイダンス）」（1997
年 8 月 14 日承認）を参考にしています。

c)

定義

SQF 規定の定義は、「添付書類 2: 用語集」で概説されています。
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モジュール 2: SQF システム要素
必須要素を（M）で示しています（パート A: 第 2.8 項を参照）。
「食品」は、「動物飼料」、「ペットフード」または「食品接触包装資材」も含むと解釈されます。「食品安全」は、「動物飼料安全」または「ペットフード安全」も含むと解釈されます。「食品安全プラン」は、「動物飼
料安全プラン」または「ペットフード安全プラン」も含むと解釈されます。「食品品質プラン」は、「動物飼料品質プラン」または「ペットフード品質プラン」も含むと解釈されます。

2.1

2.1

経営コミットメント

経営コミットメント

2.1

経営コミットメント

生産業者/サプライヤーは、効果的な SQF システムを実施・維持
し、かつ継続的改善を支援するために、コミットメントの証拠を提示
するものとします。

生産業者/サプライヤーは、効果的な SQF システムを実施・維持
し、かつ継続的改善を支援するために、コミットメントの証拠を提示
するものとします。

生産業者/サプライヤーは、効果的な SQF システムを実施・維持
し、かつ継続的改善を支援するために、コミットメントの証拠を提示
するものとします。

2.1.1

2.1.1

2.1.1

経営方針（M）

2.1.1.1
上層部経営陣は、少なくとも以下の事項を概説する
方針声明を作成するものとします。

経営方針（M）

2.1.1.1
上層部経営陣は、少なくとも以下の事項を概説する
方針声明を作成するものとします。

経営方針（M）

2.1.1.1
上層部経営陣は、少なくとも以下の事項を概説する
方針声明を作成するものとします。

i.

安全な食品を供給することに対する組織のコミットメント。

i.

安全な食品を供給することに対する組織のコミットメント。

i.

安全な食品を供給することに対する組織のコミットメント。

ii.

顧客要件および規則要件を順守するために適用され
る方法。

ii.

顧客要件および規則要件を順守し、食品安全管理シ
ステムを継続的に改善するために適用される方法。

ii.

iii.

食品安全に関する目標を定め、レビューすることに対す
る組織のコミットメント。

iii.

食品安全に関する目標を定め、レビューすることに対する
組織のコミットメント。

顧客要件および規則要件を順守し、食品安全・品質
管理システムを継続的に改善するために適用される方
法。

iii.

食品安全・品質に関する目標を定め、レビューすること
に対する組織のコミットメント。

2.1.1.2
ます。

方針声明には、以下の必須事項を含める必要があり

2.1.1.2
ます。
i.

上層部経営陣の署名

ii.

従業員全員が理解できる言語版の用意

iii.

2.1.2

経営責任（M）

方針声明には、以下の必須事項を含める必要があり

2.1.2

従業員全員に効果的に伝えられる、目立つ区域への
掲示

経営責任（M）

2.1.2.1
食品安全責任者について説明した組織報告構造を
定義し、組織内部で周知するものとします。

2.1.2.1
食品安全責任者について説明した組織報告構造を
定義し、組織内部で周知するものとします。

2.1.2.2
上層部経営陣は、基本的な食品安全規範の導入・
維持を確保するための規定を設けるものとします。

2.1.2.2
上層部経営陣は、基本的な食品安全規範の導入・
維持を確保するための規定を設けるものとします。

2.1.2.3

2.1.2.3

上層部経営陣は、SQF システムの開発、実施、整

上層部経営陣は、食品安全の目標を達成し、SQF

i.

上層部経営陣の署名

ii.

従業員全員が理解できる言語版の用意

iii.

従業員全員に効果的に伝えられる、目立つ区域への
掲示

2.1.2

経営責任（M）

2.1.2.1
食品安全・品質、そして両者の相互関係に関する責
任について述べた組織内部での報告構造を定義し、組織内部で
周知するものとします。
2.1.2.2
上層部経営陣は、基本的な食品安全・品質規範の
導入・維持を確保するための規定を設けるものとします。
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備、継続的改善を支援するために適切なリソースを確実に利用で
きる状態にするものとします。

システムの開発、実施、整備、継続的改善を支援するために適切
なリソースを確実に利用できる状態にするものとします。

2.1.2.4
上層部経営陣は、以下の責任と権限を持つ各サイ
トの SQF プラクティショナーを指名するものとします。

2.1.2.4
上層部経営陣は、以下の責任と権限を持つ各サイト
の SQF プラクティショナーを指名するものとします。

2.1.2.3
上層部経営陣は食品安全・品質に関する目標を達
成し、SQF システムの開発、実施、整備、継続的改善を支援する
ために、適切なリソースを確実に利用できる状態にするものとしま
す。

i.

第 2.4.2 項に概説されている食品安全の基礎の策定・
実施を指揮する。
ii. SQF システムの策定、実施、レビュー、整備を監督する。
iii. SQF システムの整合性を確保するために適切な措置を
講じる。
2.1.2.5
されます。
i.

SQF プラクティショナーには、以下の必須事項が適用

サプライヤーから正社員として雇用されていること。

ii. サプライヤーの SQF システム管理に関して責任を負う役職
についていること。
iii. HACCP に基づくトレーニングコースを修了していること。
iv. 食品安全の基礎を実施・維持する能力があること。
v. SQF 規定のレベル 1 およびサプライヤーの認証範囲に関
連している SQF システムの実施・維持要件を理解してい
ること。
2.1.2.6

組織のトレーニングを定義・実施するものとします。

2.1.2.7
食品安全に関する問題を実行権限のある人員に報
告する責任について、従業員全員に通知するものとします。

i. 第 2.4.2 項に概説されている食品安全の基礎、第 2.4.3
項に概説されている食品安全プランを含め、SQF システムの
策定、実施、レビュー、整備を監督する。
ii. SQF システムの整合性を確保するために適切な措置を講じ
る。
iii. SQF システムの効果的な実施・整備を確実に行うために欠か
せないすべての情報を、関係人員に伝達する。
2.1.2.5
SQF プラクティショナーには、以下の必須事項が適用
されます。
i.

2.1.2.4
上層部経営陣は、以下の責任と権限を持つ各サイト
の SQF プラクティショナーを指名するものとします。
i.

ii.
iii.

サプライヤーから正社員として雇用されていること。

ii. サプライヤーの SQF システム管理に関して責任を負う役職に
ついていること。

第 2.4.2 項に概説されている食品安全の基礎、第
2.4.3 項に概説されている食品安全プラン、第 2.4.4 項
に概説されている食品品質プランを含め、SQF システムの
策定、実施、レビュー、整備を監督する。
SQF システムの整合性を確保するために適切な措置を
講じる。
SQF システムの効果的な実施・整備を確実に行うために
欠かせないすべての情報を、関係人員に伝達する。

2.1.2.5
されます。

SQF プラクティショナーには、以下の必須事項が適用

iii. HACCP に基づくトレーニングコースを修了していること。

i.

サプライヤーから正社員として雇用されていること。

iv. HACCP に基づく食品安全プランを実施・維持する能力があ
ること。

ii.

サプライヤーの SQF システム管理に関して責任を負う役
職についていること。

v. SQF 規定のレベル 2 およびサプライヤーの認証範囲に関連
している SQF システムの実施・維持要件を理解しているこ
と。

iii.

HACCP に基づくトレーニングコースを修了していること。

iv.

HACCP に基づく食品安全プラン・食品品質プランを実
施・維持する能力があること。

2.1.2.6
組織の人員が製品、法的義務、安全性に影響する
各自の職務を遂行するために必要なトレーニングを定義・実施する
ものとします。

v.

SQF 規定のレベル 3 およびサプライヤーの認証範囲に関
連している SQF システムの実施・維持要件を理解してい
ること。

2.1.2.7
食品安全に関する問題を実行権限のある人員に報
告する責任について、従業員全員に通知するものとします。
2.1.2.8
食品安全責任者に対する責務の詳細を文書化し、
かつ主要人員の不在をカバーするための規定を盛り込むものとしま
す。
2.1.2.9
上層部経営陣は、SQF システムの有効性を改善す
るためのプロセスを確立し、継続的改善を実証するものとします。

2.1.2.6
組織の人員が製品、法的義務、安全性、品質に影
響する各自の職務を遂行するために必要なトレーニングを定義・実
施するものとします。
2.1.2.7
食品安全・品質に関する問題を実行権限のある人
員に報告する責任について、従業員全員に通知するものとします。
2.1.2.8
食品安全・品質責任者に対する責務の詳細を文書
化し、かつ主要人員の不在をカバーするための規定を盛り込むもの
とします。
2.1.2.9
上層部経営陣は、SQF システムの有効性を改善す
るためのプロセスを確立し、継続的改善を実証するものとします。
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2.1.3

2.1.3

2.1.3

食品安全管理システム（M）

2.1.3.1
食品安全マニュアルは、電子コピーかハードコピーの
形式で文書化・維持するものとします。関連する従業員が利用で
きる状態にし、かつ以下の事項が含まれるものとします。
i.

方針声明および組織図

ii.

認証範囲

iii.

認証範囲対象製品のリスト

iv.

SQF システムの策定、実施、整備、管理のサポートに
必要な手順書、前提条件プログラム、その他の文書の
記載または参照

食品安全管理システム（M）

2.1.3.1
食品安全マニュアルは、電子コピーかハードコピーの形
式で文書化・維持するものとします。本規格要件を満たすために組
織が用いる方法を概説し、関連する従業員が利用できる状態にし
ます。かつ以下の事項が含まれるものとします。
i.

食品安全・品質管理システム（M）

2.1.3.1
食品安全・品質マニュアルは、電子コピーかハードコピ
ーの形式で文書化・維持するものとします。本規格要件を満たすた
めに組織が用いる方法を概説し、関連する従業員が利用できる状
態にします。かつ以下の事項が含まれるものとします。
i.

本規格要件を満たすために適用する、組織の食品安
全・品質に関する方針と方法の概要

ii. 方針声明および組織図

ii.

方針声明および組織図

iii. 認証範囲

iii.

認証範囲

本規格要件を満たすために適用する、組織の食品安全
に関する方針と方法の概要

iv. 認証範囲対象製品のリスト
2.1.3.2 食品安全マニュアルを文書化・維持し、関連する従業
員が利用できる状態にします。また、SQF システムの策定、実施、
整備、管理のサポートに必要な手順書、前提条件プログラム、食
品安全プラン、その他の文書の記載または参照が含まれるものとし
ます。

iv. 認証範囲対象製品のリスト
2.1.3.2
食品安全マニュアルを文書化・維持し、関連する従
業員が利用できる状態にします。また、SQF システムの策定、実
施、整備、管理のサポートに必要な手順書、前提条件プログラム、
食品安全プラン、その他の文書の記載または参照が含まれるものと
します。
2.1.3.3
品質マニュアルを文書化・維持し、関連する従業員が
利用できる状態にします。また、SQF システムの策定、実施、整
備、管理のサポートに必要な手順書、標準作業手順書、作業指
示書、食品品質プランおよびその他の文書の記載または参照が含
まれるものとします。品質マニュアルは、食品安全マニュアルと組み合
わせることができます。

2.1.4

管理レビュー（M）

2.1.4

2.1.4.1
上層部経営陣は、方針声明を含む SQF システムの
レビューに責任を負うものとします。
2.1.4.2
少なくとも年 1 回、SQF システム全体のレビューを行
うものとします。
2.1.4.3
サプライヤーの安全な食品を提供する能力に影響を
及ぼす変更が食品安全の基礎になされる場合、これをレビューする
ものとします。
2.1.4.4
サプライヤーの安全な食品を提供する能力に影響を
及ぼす変更が食品安全の基礎になされる場合、この妥当性を確
認するものとします。
2.1.4.5
SQF システムに対するすべてのレビュー、妥当性確
認、変更の記録を維持するものとします。

管理レビュー（M）

2.1.4.1
上層部経営陣は、SQF システムのレビューおよび当
該レビュー手順の文書化に責任を負うものとします。レビューには、
以下の事項が含まれるものとします。
i.
ii.
iii.
iv.

方針マニュアル
社内外審査の所見
是正処置およびその調査、解決策
顧客の苦情、その解決策および調査

2.1.4

管理レビュー（M）

2.1.4.1
上層部経営陣は、SQF システムのレビューおよび当
該レビュー手順の文書化に責任を負うものとします。レビューには、
以下の事項が含まれるものとします。
i.
ii.
iii.
iv.

方針マニュアル
社内外審査の所見
是正処置およびその調査、解決策
顧客の苦情、その解決策および調査

2.1.4.2
少なくとも年 1 回、SQF システム全体のレビューを行う
ものとします。

2.1.4.2
少なくとも年 1 回、SQF システム全体のレビューを行う
ものとします。

2.1.4.3
サプライヤーの安全な食品を提供する能力に影響を
及ぼす変更が食品安全の基礎および食品安全プランになされる場
合、これらをレビューするものとします。

2.1.4.3
サプライヤーの安全で高品質な食品を提供する能力
に影響を及ぼす変更が食品安全の基礎、食品安全プラン、食品
品質プランに行われる場合、これらをレビューするものとします。
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2.1.4.4
サプライヤーの安全な食品を提供する能力に影響を
及ぼす変更が食品安全の基礎および食品安全プランになされる場
合、これらの妥当性を確認するものとします。

2.1.4.4
サプライヤーの安全で高品質な食品を提供する能力
に影響を及ぼす変更が食品安全の基礎、食品安全プラン、食品
品質プランに行われる場合、これらの妥当性を確認するものとしま
す。

2.1.4.5
SQF システムに対するすべてのレビュー、文書修正の
理由、妥当性確認、変更の記録を維持するものとします。

2.1.5

苦情管理

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.1.6

事業継続計画

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.1.5

苦情管理

2.1.4.5
SQF システムに対するすべてのレビュー、文書修正の
理由、妥当性確認、変更の記録を維持するものとします。
2.1.5

苦情管理

2.1.5.1
顧客および当局からの苦情の原因と解決策に対処
し、それらを調査する方法および責任を文書化し、実施するものと
します。

2.1.5.1
顧客および当局からの苦情の原因と解決策に対処
し、それらを調査する方法および責任を文書化し、実施するものと
します。

2.1.5.2
その事例に詳しい人員によって、顧客苦情データの傾
向の調査と分析を行うものとします。

2.1.5.2
その事例に詳しい人員によって、顧客苦情データの傾
向の調査と分析を行うものとします。

2.1.5.3
第 2.5.5 項で概説のとおり、その事例の深刻度に見
合う是正処置を実施するものとします。

2.1.5.3
第 2.5.5 項で概説のとおり、その事例の深刻度に見
合う是正処置を実施するものとします。

2.1.5.4
顧客からの苦情の記録およびその調査内容は維持す
るものとします。

2.1.5.4
顧客からの苦情の記録およびその調査内容は維持す
るものとします。

2.1.6

2.1.6

事業継続計画

事業継続計画

2.1.6.1
企業に対する食品安全上の既知の脅威の理解に基
づく事業継続計画を上層部経営陣が作成し、サプライヤーの安全
な食品を提供する能力に影響を及ぼす可能性のある事業上の危
機に対処するために組織が実行する方法および責任を概説するも
のとします。

2.1.6.1
企業に対する既知の脅威の理解に基づく事業継続
計画を上層部経営陣が作成し、サプライヤーの安全で高品質な食
品を提供する能力に影響を及ぼす可能性のある事業上の危機に
対処するために組織が実行する方法および責任を概説するものと
します。

2.1.6.2
事業継続計画には、少なくとも以下の事項を含める
ものとします。

2.1.6.2
事業継続計画には、少なくとも以下の事項を含める
ものとします。

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

意思決定、危機管理、その事例に起因する措置の監
督・開始に責任のある上級経営陣
危機管理チームの任命とトレーニング
対応により食品安全・品質に損失を与えないよう管理
するための規制
危機への対応により影響が及ぶ製品を隔離・識別する
ための対策
リリース前に食品の使用可否を検証するための対策
最新の緊急連絡先リストの作成・整備

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

意思決定、危機管理、その事例に起因する措置の監
督・開始に責任のある上級経営陣
危機管理チームの任命とトレーニング
危機への対応により食品安全・品質に損失を与えない
よう管理するための規制
危機への対応により影響が及ぶ製品を隔離・識別する
ための対策
リリース前に食品の使用可否を検証するための対策
最新の緊急連絡先リストの作成・整備
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vii.
viii.

2.1.6.4
事業継続計画のレビュー・検証の記録は維持するも
のとします。

2.1.6.4
事業継続計画のレビュー・検証の記録は維持するも
のとします。

2.2

2.2

2.2.1

文書管理（M）

2.2.1

2.2.2

記録（M）

2.2.2.1
すべての記録は判読できるものとし、検査、分析、そ
の他の重要活動の完了を実証するモニタリング活動担当者によっ
て適切に正当性が認められるものとします。
2.2.2.2
記録は安全に管理して損傷や劣化を避け、すぐに利
用できる状態であるものとし、かつ顧客または規制によって指定され
る期間を順守して保管するものとします。

法律上の助言、専門家の助言の情報源
内部連絡および当局、外部組織、メディアとの連絡責
任

2.1.6.3
少なくとも年 1 回、事業継続計画のレビュー、テスト、
検証を行うものとします。

文書管理および記録

2.2.1.2
文書は安全に保管し、すぐに利用できる状態である
ものとします。

vii.
viii.

2.1.6.3
少なくとも年 1 回、事業継続計画のレビュー、テスト、
検証を行うものとします。

2.2

2.2.1.1
SQF システムに関する最新文書および改訂を示した
登録を保管するものとします。

法律上の助言、専門家の助言の情報源
内部連絡および当局、外部組織、メディアとの連絡責
任

文書管理および記録
文書管理（M）

文書管理および記録

2.2.1

文書管理（M）

2.2.1.1
文書管理を継続的に行い、従業員が最新文書を確
実に利用できる状態にする方法および責任を文書化し、実施する
ものとします。

2.2.1.1
文書管理を継続的に行い、従業員が最新文書を確
実に利用できる状態にする方法および責任を文書化し、実施する
ものとします。

2.2.1.2
SQF システムに関する最新文書および改訂を示した
登録を保管するものとします。

2.2.1.2
SQF システムに関する最新文書および改訂を示した
登録を保管するものとします。

2.2.1.3
文書は安全に保管し、すぐに利用できる状態であるも
のとします。

2.2.1.3
文書は安全に保管し、すぐに利用できる状態であるも
のとします。

2.2.2

2.2.2

記録（M）

記録（M）

2.2.2.1
モニタリング活動の実施、記録の検証、維持、保持の
方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.2.2.1
モニタリング活動の実施、記録の検証、維持、保持の
方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.2.2.2
すべての記録は判読できるものとし、検査、分析、そ
の他の重要活動の完了を実証するモニタリング活動担当者によって
適切に正当性が認められるものとします。

2.2.2.2
すべての記録は判読できるものとし、検査、分析、そ
の他の重要活動の完了を実証するモニタリング活動担当者によって
適切に正当性が認められるものとします。

2.2.2.3
記録は安全に管理して損傷や劣化を避け、検索可
能ですぐに利用できる状態であるものとし、かつ顧客または規制によ
って指定される期間を順守して保管するものとします。

2.2.2.3
記録は安全に管理して損傷や劣化を避け、検索可
能ですぐに利用できる状態であるものとし、かつ顧客または規制によ
って指定される期間を順守して保管するものとします。
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2.3

仕様書および製品開発

2.3

2.3

2.3.1

製品開発と製品化

2.3.1

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.3.2

原料および包装資材

2.3.2.1
最終製品の安全性に影響を及ぼす成分、添加物、
有害化学物質、加工助剤を含むがこれらに限定されないあらゆる
原料および包装資材の仕様書は、文書化し、関連法を順守し、
常に最新の状態を保つものとします。

仕様書および製品開発
製品開発と製品化

仕様書および製品開発

2.3.1

製品開発と製品化

2.3.1.1
製品化に向けた製品コンセプトの設計、開発、改良
の方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.1.1 製品化に向けた製品コンセプトの設計、開発、改良の
方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.1.2
製品の配合、製造プロセスおよび製品に関する要件
を満たしていることは、施設試験、シェルフライフ試験、製品試験に
よって妥当性を確認するものとします。

2.3.1.2 製品の配合、製造プロセスおよび製品に関する要件を
満たしていることは、施設試験、シェルフライフ試験、製品試験によ
って妥当性を確認するものとします。

2.3.1.3
シェルフライフ試験は、必要に応じて、製品の以下の
点を立証し、妥当性を確認するために実施するものとします。

2.3.1.3 シェルフライフ試験は、必要に応じて、製品の以下の点
を立証し、妥当性を確認するために実施するものとします。
i.
「消費期限」、「賞味期限」の設定を含む取り扱い・保
管要件
ii.
微生物学的基準
iii. 顧客の準備・保管・取り扱い要件

i.

「消費期限」、「賞味期限」の設定を含む取り扱い・保
管要件

ii.

微生物学的基準

iii.

顧客の準備・保管・取り扱い要件

2.3.1.4
食品安全プランでは、商業生産・流通への転換のた
めに、または食品安全に影響を及ぼす可能性のある変更が成分、
加工、包装に生じる場合に、各新製品とその関連プロセスの妥当
性確認および検証を行うものとします。

2.3.1.4
食品安全プランおよび食品品質プランでは、商業生
産・流通への転換のために、または食品安全・品質に影響を及ぼ
す可能性のある変更が成分、加工、包装に生じる場合に、各新
製品とその関連プロセスの妥当性確認および検証を行うものとしま
す。

2.3.1.5
すべての製品設計、プロセス開発、シェルフライフ試
験、承認の記録を維持するものとします。

2.3.1.5
すべての製品設計、プロセス開発、シェルフライフ試
験、承認の記録を維持するものとします。

2.3.2

2.3.2

原料および包装資材

2.3.2.1 最終製品の安全性に影響を及ぼす成分、添加物、
有害化学物質、加工助剤を含むがこれらに限定されないあらゆる
原料および包装資材の仕様書は、文書化し、常に最新の状態を
保つものとします。
2.3.2.2 すべての原料、包装資材、成分は関連法を順守する
ものとします。
2.3.2.3 詳細な原料、成分、包装資材の仕様書を作成・承
認する方法および責任は、文書化するものとします。
2.3.2.4 製品の安全性が損なわれていないこと、および材料が
用途に適していることを確認するため、原料、包装資材、成分の
妥当性を確認するものとします。原料および成分の妥当性確認に
は、適合証明書か分析証明書、またはサンプリングと検査を含むも
のとします。

原料および包装資材

2.3.2.1
最終製品の安全性と品質に影響を及ぼす成分、添
加物、有害な化学物質、加工助剤を含むがこれらに限定されない
あらゆる原料および包装資材の仕様書は、文書化し、常に最新の
状態を保つものとします。
2.3.2.2
すべての原料、包装資材、成分は関連法を順守する
ものとします。
2.3.2.3
詳細な原料、成分、包装資材の仕様書を作成・承
認する方法および責任は、文書化するものとします。
2.3.2.4 製品の安全性と品質が損なわれていないこと、および
材料が用途に適していることを確保するため、原料、包装資材、
成分の妥当性を確認するものとします。原料および成分の妥当性
確認には、適合証明書か分析証明書、またはサンプリングと検査
を含むものとします。
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2.3.2.5 包装資材の妥当性確認には、以下の事項を含むも
のとします。

2.3.2.5 包装資材の妥当性確認には、以下の事項を含むも
のとします。

i.

ii.

2.3.3

請負業者

本条項は、レベル 1 には適用されません。

i.

食品に直接接触するすべての包装資材は、規制当局
の承認または認可基準のいずれかを満たしているという
証明書。証拠書類は、継続的な順守保証書、適合
証明書、適用される規定当局の証明書のいずれかの
形式とするものとします。
適合証明書、分析証明書、保証書がない場合、包
装資材から食品内容物への化学的移動の可能性が
ないことを確認するための試験・分析を実施し、記録を
維持するものとします。

ii.

食品に直接接触するすべての包装資材は、規制当局
の承認または認可基準のいずれかを満たしているという
証明書。証拠書類は、継続的な順守保証書、適合
証明書、適用される規定当局の証明書のいずれかの
形式とするものとします。
適合証明書、分析証明書、保証書がない場合、包装
資材から食品内容物への化学的移動の可能性がない
ことを確認するための試験・分析を実施し、記録を維持
するものとします。

2.3.2.6
製品ラベルは正確で関連法を順守し、資格のある会
社人員の承認を受けているものとします。

2.3.2.6
製品ラベルは正確で関連法を順守し、資格のある会
社人員の承認を受けているものとします。

2.3.2.7 原料・包装資材の仕様書およびラベルの登録を維持
し、常に最新の状態を保つものとします。

2.3.2.7 原料・包装資材の仕様書およびラベルの登録を維持
し、常に最新の状態を保つものとします。

2.3.3

2.3.3

請負業者

2.3.3.1 最終製品の安全性に影響を及ぼす契約サービスの仕様書
は、文書化し、最新の状態を保ち、提供サービスの十分な説明と契
約人員の関連トレーニング要件の詳細を含めるものとします。
2.3.3.2 契約サービス仕様書の登録はすべて維持するものとします。

請負業者

2.3.3.1 最終製品の安全性および品質に影響を及ぼす契約サ
ービスの仕様書は、文書化し、最新の状態を保ち、提供サービスの
十分な説明と契約人員の関連トレーニング要件の詳細を含めるも
のとします。
2.3.3.2 契約サービス仕様書の登録はすべて維持するものとします。

2.3.4

契約製造業者

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.3.4

契約製造業者

2.3.4

契約製造業者

2.3.4.1 食品安全、顧客の製品要件、その製品化、引き渡しに
関連するあらゆる取り決めが規定・同意されていることを確認する
方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.4.1 食品安全・品質、顧客の製品要件、その製品化、引き
渡しに関連するあらゆる取り決めが規定・同意されていることを確
認する方法および責任を文書化し、実施するものとします。

2.3.4.2 サプライヤーは、以下の必須事項を行うものとします。

2.3.4.2 サプライヤーは、以下の必須事項を行うものとします。

i.

SQF 規定への順守および顧客要件が常に満たされているこ
とを検証する。高リスクとみなされる契約製造業者の製品お
よび/またはプロセスについて、サプライヤーまたはその他の第
三者代理業者が審査を実施し、SQF 規定および合意した
取り決めを順守していることを確認する。

i.

ii.

契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認さ
れ、関係人員に伝達されることを徹底する。

2.3.4.3 契約レビュー、契約上の合意に対する変更の記録、そ
れらの承認はすべて維持するものとします。

ii.

SQF 規定への順守および顧客要件が常に満たされているこ
とを検証する。高リスクとみなされる契約製造業者の製品お
よび/またはプロセスについて、サプライヤーまたはその他の第
三者代理業者が審査を実施し、SQF 規定および合意した
取り決めを順守していることを確認する。
契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認さ
れ、関係人員に伝達されることを徹底する。

2.3.4.3 契約レビュー、契約上の合意に対する変更の記録、そ
れらの承認はすべて維持するものとします。
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2.3.5

2.3.5

2.3.5

最終製品

2.3.5.1
最終製品の仕様書は文書化し、最新の状態を保
ち、サプライヤーおよびその顧客による承認を受け、関連する従業
員が利用できる状態にするものとし、さらに以下の事項が含まれる
ものとします。
i.
ii.

2.3.5.1 最終製品の仕様書は、文書化し、最新の状態を保ち、
サプライヤーおよびその顧客による承認を受け、関連する従業員が
利用できる状態にするものとし、さらに以下の事項が含まれるものと
します。
i.
ii.

微生物学的限界および化学的限界
ラベル付け・包装の要件

最終製品

最終製品

2.3.5.1 最終製品の仕様書は、文書化し、最新の状態を保ち、
サプライヤーおよびその顧客による承認を受け、関連する従業員が
利用できる状態にするものとし、さらに以下の事項が含まれるものと
します。
i.
ii.
iii.

微生物学的限界および化学的限界
ラベル付け・包装の要件

2.3.5.2 最終製品仕様書の登録を維持するものとします。

微生物学的限界および化学的限界
ラベル付け・包装の要件
製品品質特性

2.3.5.2 最終製品仕様書の登録を維持するものとします。

2.4

食品安全の実現

2.4

2.4.1

食品関連法規（規制）（M）

2.4.1

2.4.1.1 組織は、顧客への引き渡し時に、供給する食品が、食
品の生産国および仕向け国の食品および食品製造に適用される
法律を順守するものとしますよう義務を負わせるものとします。これ
には、食品安全、包装、製品記述・栄養成分・添加物のラベル付
けに適用される法的要件、および関連業界の実施規範への順守
が含まれます。

2.4.2

食品安全の基礎（M）

食品安全の実現
食品関連法規（規制）（M）

2.4

食品安全の実現

2.4.1

食品関連法規（規制）（M）

2.4.1.1 組織は、顧客への引き渡し時に、供給する食品が、食
品の生産国および仕向け国の食品および食品製造に適用される
法律を順守するものとしますよう義務を負わせるものとします。これに
は、最大残留限界、食品安全、包装、製品記述・栄養成分・アレ
ルゲン・添加物のラベルに適用される法的要件、および関連業界の
実施規範への順守が含まれます。

2.4.1.1 組織は、顧客への引き渡し時に、供給する食品が、食
品の生産国および仕向け国の食品および食品製造に適用される
法律を順守するものとしますよう義務を負わせるものとします。これに
は、最大残留限界、食品の安全性、取引重量・寸法、包装資
材、製品記述・栄養成分・アレルゲン・添加物のラベルに適用され
る法的要件、および関連業界実施規範の順守が含まれる。

2.4.1.2 組織が関連法、科学的開発、技術開発、関連業界実
施規範に対する変更通知を常に受けることを徹底する方法および
責任を文書化し、実施するものとします。

2.4.1.2 組織が関連法、科学的開発、技術開発、関連業界実
施規範に対する変更通知を常に受けることを徹底する方法および
責任を文書化し、実施するものとします。

2.4.1.3 公示が義務付けられている食品安全に関する事象（規
制機関からの警告書を受領など）を引き起こしたことが確認され次
第、SQFI および認証機関にその事象から 24 時間以内に通知す
るものとします。

2.4.1.3 公示が義務付けられている食品安全に関する事象（規
制機関からの警告書受領など）を引き起こしたことが確認され次
第、SQFI および認証機関にその事象から 24 時間以内に通知す
るものとします。

2.4.2

2.4.2

食品安全の基礎（M）

食品安全の基礎（M）

2.4.2.1
施設、建物、設備は、安全な食品の衛生的な製
造、取り扱い、保管、出荷を促すように配置、建設、設計、維持さ
れるものとします。

2.4.2.1
施設、建物、設備は安全な食品の衛生的な生産、
製造、取り扱い、保管、出荷を促すように配置、建設、設計、維
持されるものとします。

2.4.2.1 施設、建物、設備は安全な食品の衛生的な生産、
製造、取り扱い、保管、出荷を促すように配置、建設、設計、維
持されるものとします。

2.4.2.2
サプライヤーは、本規定の関連する後続モジュール（モ
ジュール 3～15）に記載されている食品安全の基礎を確実に適用

2.4.2.2
サプライヤーは、本規定の関連する後続モジュール（モ
ジュール 3～15）に記載されている食品安全の基礎を確実に適用

2.4.2.2 サプライヤーは、本規定の関連する後続モジュール（モ
ジュール 3～15）に記載されている食品安全の基礎を確実に適用
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するものとします。これらの要件は、食品安全を危険にさらさないこと
を徹底するための代替管理手段の有効性の証拠、または適用免
除を正当化する詳細なリスク分析により、免除することもできます。

するものとします。これらの要件は、食品安全を危険にさらさないこと
を徹底するための代替管理手段の有効性の証拠、または適用免
除を正当化する詳細なリスク分析により、免除することもできます。

するものとします。これらの要件は、食品安全を危険にさらさないこ
とを徹底するための代替管理手段の有効性の証拠、または適用
免除を正当化する詳細なリスク分析により、免除することもできま
す。

2.4.2.3 食品安全を管理・確保する方法を概説する、認証範囲
に当てはまるこれらの前提条件プログラムを文書化し、実施するも
のとします。
2.4.2.4 前提条件プログラムの有効性は、第 2.5.4 項に記載の
とおり検証するものとします。
2.4.3

食品安全プラン

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.4.4

食品品質プラン

本条項は、レベル 1 には適用されません。

2.4.3

食品安全プラン（M）

2.4.3.1
食品安全プランを策定し、効果的に実施・維持し、か
つ組織の食品安全を管理・確保する方法を概説するものとします。
食品安全プランには、以下の必須事項が適用されます。
i.

コーデックス委員会または NACMCF の HACCP のガイ
ダンスに規定されているステップにしたがって作成されるこ
と。一次生産業者および動物飼料製造業者は、責任
機関が策定した HACCP に基づく参考食品安全プラン
を利用すること。

ii.

製品または製品群、関連プロセスを網羅すること。

iii.

手直しを含む、あらゆる投入・加工ステップに関連する
食品安全上のハザードを特定するために行うハザード
分析の方法と結果を説明すること。動物飼料およびペッ
トフードの安全プランには、動物安全性と動物製品の
消費者安全性に関連するハザードを含めること。

iv.

食品安全を確実にし、モニタリング・維持に不可欠な管
理を行うための方法を規定すること。

v.

製品安全のモニタリングをするために、製造中の管理点
におけるプロセス管理を含めること。プロセスが設定され
たパラメーターから逸脱した場合を特定し、プロセスを管
理された状態に保つための修正を行うこと。

vi.

組 織 の 認 証 範 囲 に適 用 で き る「 標準 作 業 手 順 書
（SOP）」および「作業指示書（WI）」を含めること。

2.4.4

食品品質プラン

本条項は、レベル 2 には適用されません。

2.4.2.3 食品安全を管理・確保する方法を概説する、認証範囲
に当てはまるこれらの前提条件プログラムを文書化し、実施するも
のとします。
2.4.2.4 前提条件プログラムの有効性は、第 2.5.4 項に記載の
とおり検証するものとします。
2.4.3

食品安全プラン（M）

2.4.3.1 食品安全プランを策定し、効果的に実施・維持し、か
つ組織の食品安全を管理・確保する方法を概説するものとしま
す。食品安全プランには、以下の必須事項が適用されます。
i.

ii.

コーデックス委員会または NACMCF の HACCP のガイ
ダンスに規定されているステップにしたがって作成されるこ
と。一次生産業者および動物飼料製造業者は、責任
機関が策定した HACCP に基づく参考食品安全プラン
を利用すること。
製品または製品群、関連プロセスを網羅すること。

iii.

手直しを含む、あらゆる投入・加工ステップに関連する
食品安全上のハザードを特定するために行うハザード
分析の方法と結果を説明すること。動物飼料およびペッ
トフードの安全プランには、動物安全性と動物製品の
消費者安全性に関連するハザードを含めること。

iv.

食品安全を確実にし、モニタリング・維持に不可欠な管
理を行うための方法を規定すること。

v.

製品安全のモニタリングをするために、製造中の管理点
におけるプロセス管理を含めること。プロセスが設定され
たパラメーターから逸脱した場合を特定し、プロセスを管
理された状態に保つための修正を行うこと。

vi.

組 織 の 認 証 範 囲 に適 用 で き る「 標準 作 業 手 順 書
（SOP）」および「作業指示書（WI）」を含めること。

2.4.4

食品品質プラン

2.4.4.1 （M）食品品質プランを HACCP 方法に従って策定
し、効果的に実施・維持し、組織の食品品質・合法性を管理・確
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保する方法を概説するものとします。食品品質プランには、以下の
必須事項が適用されます。
i.

ii.
iii.

iv.
v.

製品・プロセスの品質の達成と維持に対する脅威を特
定するために行う、食品品質リスク分析の結果を概説
すること。
食品品質を確実にし、モニタリング・維持に不可欠な管
理を行うための方法を規定すること。
製品品質のモニタリングをするために、製造中の品質点
におけるプロセス管理を盛り込むこと。プロセスが設定さ
れたパラメーターから逸脱した場合を特定し、プロセスを
管理された状態に保つための修正を行うこと。
食品または食品群、関連プロセスを網羅すること。
組織の認証範囲に適用できる「標準作業手順書
（SOP）」および「作業指示書（WI）」を含めること。

2.4.4.2 SQF 品質シールドの使用は、添付書類 3 に記載さ
れている要件に従うものとします。SQF 品質シールドおよびロゴ使
用規定
2.4.5

受け入れ製品・サービス

2.4.5

受け入れ製品・サービス

2.4.5

受け入れ製品・サービス

2.4.5.1
最終製品の安全性に影響を及ぼす原料、成分、包
装資材、サービスは、承認済みサプライヤーから供給を受けるか、ま
たは使用前に検査・分析を行うものとします。

2.4.5.1
最終製品の安全性に影響を及ぼす原料、成分、包
装資材、サービスは、承認済みサプライヤーから供給を受けるものと
します。

2.4.5.1
最終製品の安全性および品質に影響を及ぼす原
料、成分、包装資材、サービスは、承認済みサプライヤーから供給
を受けるものとします。

2.4.5.2
とします。

検査・分析は、標準的な参照方法と適合させるもの

2.4.5.3

検査・分析の記録を維持するものとします。

2.4.5.2
未承認サプライヤーからの原料、成分、包装資材の
受け入れは、使用前にそれらの検査または分析が行われていること
を条件に、緊急事態の場合に容認できるものとします。

2.4.5.2
未承認サプライヤーからの原料、成分、包装資材の
受け入れは、使用前にそれらの検査または分析が行われていること
を条件に、緊急事態の場合に容認できるものとします。

2.4.5.3
承認済みサプライヤーの選定・評価・承認・モニタリン
グの責任を文書化し、実施するものとします。

2.4.5.3
承認済みサプライヤーの選定・評価・承認・モニタリン
グの責任を文書化し、実施するものとします。

2.4.5.4
承認済みサプライヤープログラムは、サプライヤーの過
去の業績、および原料成分、包装資材、供給されるサービスのリス
クレベルを根拠とし、少なくとも以下の事項を含めるものとします。

2.4.5.4
承認済みサプライヤープログラムは、サプライヤーの過
去の業績、および原料成分、包装資材、供給されるサービスのリス
クレベルを根拠とし、少なくとも以下の事項を含めるものとします。

i.

合意済みの仕様書

i.

合意済みの仕様書

ii.

原料成分、包装資材、サービス、承認済みサプライヤ
ーに適用されるリスクレベルの格付けへの言及

ii.

原料成分、包装資材、サービス、承認済みサプライヤー
に適用されるリスクレベルの格付けへの言及

iii.

承認済みサプライヤーが実施している食品安全管理の
概要

iii.

承認済みサプライヤーが実施している食品安全・品質
管理の概要

iv.

承認済みサプライヤーというステータスの承認方法

iv.

承認済みサプライヤーというステータスの承認方法

v.

承認済みサプライヤーをモニタリングする方法と頻度

v.

承認済みサプライヤーをモニタリングする方法と頻度
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2.4.6

製品または設備の不適合

vi.

必要な場合、適合証明書の詳細

vi.

必要な場合、適合証明書の詳細

vii.

承認済みサプライヤーの能力およびステータスをレビュー
する方法と頻度

vii.

承認済みサプライヤーの能力およびステータスをレビュー
する方法と頻度

2.4.5.5
承認済みサプライヤーの登録、および承認済みサプラ
イヤーの検査・審査記録を維持するものとします。

2.4.5.5
承認済みサプライヤーの登録、および承認済みサプラ
イヤーの検査・審査記録を維持するものとします。

2.4.6

2.4.6

製品または設備の不適合

製品または設備の不適合

2.4.6.1
不適合な製品、原料、成分、生産中の仕掛品、包
装資材、設備は、不用意な使用、不適切な使用、最終製品の
完全性に対するリスクを最小限に抑える方法で隔離、処理、廃棄
するものとします。

2.4.6.1
受け入れ、保管、加工、処理または配送中に検出され
る不適合な製品、原料、成分、生産中の仕掛品、包装資材または
設備の処理方法を概説する責任と方法を文書化し、実施するものと
します。適用される方法では、以下を徹底するものとします。

2.4.6.2

i.

不適合製品を、不用意な使用、不適切な使用または最終
製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方法で隔
離、処理、廃棄すること。

i.

不適合製品を、不用意な使用、不適切な使用または
最終製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方
法で隔離、処理、廃棄すること。

ii.

不適合設備を、不用意な使用、不適切な使用または最終
製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方法で効果
的に修理するか、廃棄すること。

ii.

不適合設備を、不用意な使用、不適切な使用または
最終製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方
法で効果的に修理するか、廃棄すること。

iii.

関連する従業員全員が、隔離状態にある設備または製品
に適用される、所属組織の隔離要件およびリリース要件を
理解すること。

iii.

関連する従業員全員が、隔離状態にある設備または
製品に適用される、所属組織の隔離要件およびリリー
ス要件を理解すること。

iv.

生産業者については、適用可能な場合に、手順書に
栽培者、生産地名、量、容認できない原料の最終的
処遇を文書化すること。

不適合製品の処理・廃棄記録を維持するものとします。

iv.

2.4.7

製品の手直し

2.4.7.1
手直し（再利用または再梱包）活動を管理し、トレー
サビリティを確保するものとします。

2.4.6.1
受け入れ、保管、加工、処理または配送中に検出され
る不適合な製品、原料、成分、生産中の仕掛品、包装資材または
設備の処理方法を概説する責任と方法を文書化し、実施するものと
します。適用される方法では、以下を徹底するものとします。

生産業者については、適用可能な場合に、手順書に栽培
者、生産地名、量、容認できない原料の最終的処遇を文
書化すること。
2.4.6.2
隔離記録および不適合製品または設備の処理、是
正措置または廃棄の記録を維持するものとします。

2.4.6.2
隔離記録および不適合製品または設備の処理、是
正措置または廃棄の記録を維持するものとします。

2.4.7

2.4.7

製品の手直し

2.4.7.1
製品の手直し（再利用または再梱包）方法を概説す
る責任と方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法
では、以下を徹底するものとします。

i.
ii.

手直し業務は資格のある人員が監督します。

iii.

手直し製品の各バッチは、必要に応じて、リリース前に
検査または分析を行います。

手直し製品は明確に識別され、トレース可能な状態で
あるものとします。

製品の手直し

2.4.7.1
製品の手直し（再利用または再梱包）方法を概説す
る責任と方法を文書化し、実施するものとします。適用される方法
では、以下を徹底するものとします。

i.
ii.

手直し業務は資格のある人員が監督します。

iii.

手直し製品の各バッチは、必要に応じて、リリース前に
検査または分析を行います。

手直し製品は明確に識別され、トレース可能な状態で
あるものとします。
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2.4.8

製品リリース（M）

本条項は、レベル 1 には適用されません。

iv.

検査および分析は、第 2.5.6 項に概説されている要件
に適合するものとします。

iv.

検査および分析は、第 2.5.6 項に概説されている検証
要件に適合するものとします。

v.

手直し製品のリリースは、第 2.4.8 項に概説されている
要件に適合するものとします。

v.

手直し製品のリリースは、第 2.4.8 項に概説されている
要件に適合するものとします。

2.4.7.2

手直し業務の記録はすべて維持するものとします。

2.4.7.2

手直し業務の記録はすべて維持するものとします。

2.4.8

製品リリース（M）

2.4.8

製品リリース（M）

2.4.8.1
製品リリースの責任と方法を文書化し、実施するもの
とします。製品リリースにおいて適用される方法では、以下を徹底す
るものとします。
i.

権限を与えられた人員が担当する。

ii.

すべての検査・分析が無事に完了し、法的統制または
定められた食品安全管理に適合していることを検証す
るために文書化された時点で行う。

2.4.8.2

2.4.9

在庫の回転

2.4.9

すべての製品リリースの記録を維持するものとします。

在庫の回転

2.4.8.1
製品リリースの責任と方法を文書化し、実施するもの
とします。製品リリースにおいて適用される方法では、以下を徹底す
るものとします。

i.
ii.

権限を与えられた人員が担当する。

iii.

顧客仕様書に適合していることを検証するための官能
分析などの評価を十分に完了した時点で行う。

すべての検査・分析が無事に完了し、法的統制または
定められた食品安全管理に適合していることを検証す
るために文書化された時点で行う。

2.4.8.2

すべての製品リリースの記録を維持するものとします。

2.4.9

在庫の回転

2.4.9.1 効果的な在庫の回転原則を適用するものとします。

2.4.9.1
効果的な在庫の回転原則の適用を確保する責任と
方法を文書化し、実施するものとします。
2.4.9.2 成分、原料、生産中の仕掛品、最終製品を指定された
保存可能期間内で使用することを徹底するための手順を実施する
ものとします。

2.4.9.1
効果的な在庫の回転原則の適用を確保する責任と
方法を文書化し、実施するものとします。
2.4.9.2 成分、原料、生産中の仕掛品、最終製品を指定された
保存可能期間内で使用することを徹底するための手順を実施する
ものとします。

2.5

SQF システム検証

2.5

2.5

2.5.1

責任、頻度、方法

2.5.1

責任、頻度、方法

2.5.1

責任、頻度、方法

2.5.1.1

妥当性確認と検証作業を実施するものとします。

2.5.1.1

妥当性確認と検証作業を実施するものとします。

2.5.1.1

妥当性確認と検証作業を実施するものとします。

SQF システム検証

SQF システム検証

+

2.5.1.2
製品材料の調達、保管、使用、前提条件プログラム
の適用に関連するハザードに対して定められる許容限界の妥当性
確認および検証に用いる頻度と方法を文書化し、実施するものと
します。

2.5.1.2
食品安全の基礎、許容限界、食品安全プランで特定さ
れるその他食品安全管理の妥当性確認と検証に用いる頻度と方法
を文書化・実施し、かつ本来の目的に適合させるものとします。

2.5.1.2
食品安全の基礎、許容限界、食品安全プランおよび
食品品質プランで特定されるその他食品安全・品質管理の妥当
性確認と検証に用いる頻度と方法を文書化・実施し、かつ本来の
目的に適合させるものとします。
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2.5.1.3

すべての検証活動の記録を維持するものとします。

2.5.1.3

すべての検証活動の記録を維持するものとします。

2.5.1.3

すべての検証活動の記録を維持するものとします。

2.5.2

妥当性確認および有効性（M）

2.5.2

妥当性確認および有効性（M）

2.5.2

妥当性確認および有効性（M）

2.5.2.1
本来の目的を確実に達成するために前提条件プログ
ラムの効果を確保する方法、責任、基準を文書化し、実施するも
のとします。

2.5.2.1
本来の目的を確実に達成するために前提条件プログラ
ムの効果を確保する方法、責任、基準および食品安全に関する許容
限界の妥当性を確認する方法、責任、基準を文書化し、実施するも
のとします。適用される方法では、以下を徹底するものとします。
i.

求められる結果に到達するよう、前提条件プログラムを確
認する。

ii.

食品安全に関して特定されたハザードを指定されたレベル
で管理できるよう、許容限界を決定する。

iii.

すべての許容限界および管理方法を個別に、または組み
合わせて用いて、必要なレベルで管理できるようにする。

iv.

プロセスまたは手順への変更を評価し、管理の有効性が
続いていることを確保する。

v.

食品安全に関する許容限界の妥当性は、少なくとも年 1
回再確認する。

2.5.2.2

2.5.3

検証スケジュール

2.5.3

すべての検証活動の記録を維持するものとします。

検証スケジュール

2.5.3.1
検証活動、各活動の完了頻度と担当者を概説する
検証スケジュールを作成し、実施するものとします。

2.5.3.1
検証活動、各活動の完了頻度と担当者を概説する
検証スケジュールを作成し、実施するものとします。

2.5.4

2.5.4

モニタリング活動の検証（M）

2.5.4.1
前提条件プログラムおよびその他の食品安全管理に
関連するモニタリング活動に対して、検証を行うものとします。

モニタリング活動の検証（M）

2.5.2.1
本来の目的を確実に達成するために前提条件プログ
ラムの効果を確保する方法、責任、基準、および食品安全と品質
に関する許容限界の妥当性を確認する方法、責任、基準を文書
化し、実施するものとします。適用される方法では、以下を徹底す
るものとします。
i.

求められる結果に到達するよう、前提条件プログラムを
確認する。

ii.

食品安全に関して特定されたハザードまたは食品品質
の実現に対する脅威を、指定されたレベルで管理できる
よう、許容限界を決定する。

iii.

すべての許容限界および管理方法を個別に、または組
み合わせて用いて、必要なレベルで管理できるようにす
る。

iv.

プロセスまたは手順への変更を評価し、管理の有効性
が続いていることを確保する。

v.

食品安全と品質に関する許容限界の妥当性は、少な
くとも年 1 回再確認する。

2.5.2.2

すべての検証活動の記録を維持するものとします。

2.5.3

検証スケジュール

2.5.3.1
検証活動、各活動の完了頻度と担当者を概説
する検証スケジュールを作成し、実施するものとします。
2.5.4

モニタリング活動の検証（M）

2.5.4.1
前提条件プログラム、重要管理点および特定された
その他の食品安全管理のモニタリング効果を検証するための方法、
責任、基準を文書化し、実施するものとします。適用される方法に
よって、モニタリング活動の検証責任者は、検証済みの各記録を確
実に承認するものとします。

2.5.4.1
前提条件プログラム、重要管理点、重要品質点およ
び特定されたその他の食品安全・品質管理のモニタリング効果を検
証するための方法、責任、基準を文書化し、実施するものとしま
す。適用される方法によって、モニタリング活動の検証責任者は、
検証済みの各記録を確実に承認するものとします。

2.5.4.2

モニタリング活動の検証記録を維持するものとします。

2.5.4.2

モニタリング活動の検証記録を維持するものとします。

2.5.5

是正処置および予防措置（M）

2.5.5

是正処置および予防措置（M）

2.5.5

是正処置および予防措置（M）

2.5.5.1

コンプライアンス違反の解決のため、是正処置を講じ

2.5.5.1

根本的な原因の特定、食品安全の許容限界への重

2.5.5.1

根本的な原因の特定、食品安全・品質の管理基準
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るものとします。

大なコンプライアンス違反の解決、食品安全の要件からの逸脱を
含む、修正および是正処置の調査、解決、管理、統制のあり方に
ついて概要を記す責任と方法を文書化し、実施するものとします。

への重大なコンプライアンス違反の解決、食品安全・品質の要件
からの逸脱を含む、修正および是正処置の調査、解決、管理、統
制のあり方について概要を記す責任と方法を文書化し、実施する
ものとします。

2.5.5.2

是正処置の記録を維持するものとします。

2.5.5.2
修正および是正処置の調査・解決の記録を維持す
るものとします。
2.5.6

製品のサンプリング、検査および分析

2.5.6

本条項は、レベル 1 には適用されません。

製品のサンプリング、検査および分析

2.5.6.1
原料、最終製品、仕掛品のサンプリング、検査および
/または分析の方法、責任および基準を文書化し、実施するものと
します。適用される方法では、以下を徹底するものとします。
i.
ii.

iii.

iv.

検査と分析は必要に応じて、同意された仕様書および法
的要件に従って一定の間隔で行う。
原料、仕掛品、最終製品が該当する仕様書・規制要件
を順守しており、ラベル通りであることを確実にするため検
査を実施する。
すべての分析は、全国的に認められた方法または全国的
に認められた方法に相当すると検証済みの代替方法に従
って実施する。
情報提供または製品分析の実施のために外部検査機関
を利用する場合、その検査機関が ISO17025 または相
当する全国的基準の認定を受けていること。

2.5.6.2 すべての検査および分析の記録は保存されるものとしま
す。

2.5.5.2 修正および是正処置の調査・解決の記録を維持す
るものとします。
2.5.6

製品のサンプリング、検査および分析

2.5.6.1
原料、最終製品、仕掛品のサンプリング、検査および
/または分析、および製品品質・官能特性の分析・評価の方法、
責任および基準を文書化し、実施するものとします。適用される方
法では、以下を徹底するものとします。
i. 検査と分析は必要に応じて、同意された仕様書および法
的要件に従って一定の間隔で行う。
ii. 原料、仕掛品、最終製品は該当する仕様書・規制要件
を順守しており、ラベル通りであり、シェルフライフ試験後に
重量および寸法の要件を順守していることを確実にするた
め検査を実施する。
iii. すべての分析は、全国的に認められた方法または全国的
に認められた方法に相当すると検証済みの代替方法に従
って実施する。
iv. 情報提供または製品分析の実施のために外部検査機関
を利用する場合、その検査機関が ISO17025 または相
当する全国的基準の認定を受けていること。
v. シェルフライフ後に、必要に応じて、製品の官能特性が一
定して達成されていることを示すよう、設計された間隔で
官能分析および評価を行う。
vi. 顧客が特定する製品の適切な官能特性に従って、官能
評価を行う。
vii. 官能評価は確立された方法または顧客の指定に従い、
訓練された担当者が行う。
2.5.6.2
すべての検査、分析、官能評価および、検査、分
析、官能評価により生ずる措置の記録を維持するものとします。

2.5.7

内部審査（M）

2.5.7

2.5.7.1
SQF システムの有効性確認のため、施設および設備
機器の定期検査を計画し、実施するものとします。サプライヤーは
以下を行うものとします。
i.

修正および是正処置を行う。

内部審査（M）

2.5.7.1
施設と設備機器の検査、前提条件プログラム、食品
安全プラン、法規的統制を含む、SQF システムの有効性を確認す
るための内部審査のスケジュール作成および実施の方法および責
任を文書化し、実施するものとします。適用される方法では、以下
を徹底するものとします。

2.5.7

内部審査（M）

2.5.7.1
施設と設備機器の検査、前提条件プログラム、食品
安全プラン、食品品質プラン、法規的統制を含む、SQF システムの
有効性を確認するための内部審査のスケジュール作成および実施
の方法および責任は文書化し、実施するものとします。適用される
方法では、以下を徹底するものとします。
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ii.

検査および行われた是正処置の記録を維持する。

i.

内部審査のスケジュールの作成にあたっては内部審査
の範囲と頻度を詳述する。

i.

内部審査のスケジュールの作成にあたっては内部審査
の範囲と頻度を詳述する。

ii.

内部審査中に特定された不備の修正および是正処置
を実施する。

ii.

内部審査中に特定された不備の修正および是正処置
を実施する。

iii.

審査結果を、是正処置の実施・確認の責任がある適
切な管理職者と担当者に伝達する。

iii.

審査結果を、是正処置の実施・確認の責任がある適
切な管理職者と担当者に伝達する。

iv.

内部審査の記録、および内部審査の結果実施される
修正および是正処置の記録を維持する。

iv.

内部審査の記録、および内部審査の結果実施される
修正および是正処置の記録を維持する。

2.5.7.2
内部審査を実施する担当者は、内部審査手順の訓
練を受けるものとします。

2.5.7.2 内部審査を実施する担当者は、内部審査手順の訓
練を受けるものとします。

2.5.7.3
可能な場合、内部審査を実施する担当者は、審査
対象の部門には所属しないものとします。

2.5.7.3 可能な場合、内部審査を実施する担当者は、審査
対象の部門には所属しないものとします。

2.6

2.6

製品の識別、トレース、撤去、およびリコール

2.6

2.6.1

製品の識別（M）

2.6.1

2.6.1.1
以下の事項を確実にするために、製品識別システム
を実行するものとします。
i.

製品は、受け入れ、生産、保管、出荷の全段階で明確に
識別されている。

ii.

最終製品は、顧客の指示および/または規制要件の通
りにラベル付けされている。

2.6.1.2

2.6.2

2.6.1.1
以下の事項を確実にするため、製品トレースシステム
を実行するものとします。
i.

ii.

最終製品は顧客までトレース可能（一つ先）で、原料、
食品接触の包装資材、およびその他のインプット（一つ
後）までのプロセスを通して、トレーサビリティ（トレース可
能性）を提供する。
トレーサビリティは製品が手直しされる場合も維持される。

製品の識別（M）

2.6.1.1
生産および保管の全段階における製品識別の方法
および責任を文書化し、実施するものとします。以下の事項を確実
にするために、製品識別システムを実行するものとします。

製品の識別、トレース、撤去、およびリコール

2.6.1

製品の識別（M）

2.6.1.1
生産および保管の全段階における製品識別の方法
および責任を文書化し、実施するものとします。以下の事項を確実
にするために、製品識別システムを実行するものとします。

i.

原料、仕掛品、最終製品は、受け入れ、生産、保管、
出荷の全段階で明確に識別されている。

i.

原料、仕掛品、最終製品は、受け入れ、生産、保管、
出荷の全段階で明確に識別されている。

ii.

最終製品は、顧客の指示および/または規制要件の通り
にラベル付けされている。

ii.

最終製品は、顧客の指示および/または規制要件の通り
にラベル付けされている。

製品識別の記録を維持するものとします。

製品トレース（M）

製品の識別、トレース、撤去、およびリコール

2.6.1.2

製品識別の記録を維持するものとします。

2.6.1.2

製品識別の記録を維持するものとします。

2.6.2

製品トレース（M）

2.6.2

製品トレース（M）

2.6.2.1
以下の事項を確実にするために、製品トレースの責
任と方法を文書化し、実施するものとします。

2.6.2.1 以下の事項を確実にするために、製品トレースの責
任と方法を文書化し、実施するものとします。

i.

最終製品は顧客までトレース可能（一つ先）で、原料、
食品接触の包装資材、およびその他のインプットの受け
入れ日（一つ後）までのプロセスを通して、トレーサビリテ
ィ（トレース可能性）を提供する。

i.

最終製品は顧客までトレース可能（一つ先）で、原料、
食品接触の包装資材、およびその他のインプットの受け
入れ日（一つ後）までのプロセスを通して、トレーサビリテ
ィ（トレース可能性）を提供する。

ii.

トレーサビリティは製品が手直しされる場合も維持される。

ii.

トレーサビリティは製品が手直しされる場合も維持される。

SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
56

SQF 規定第 7 版

モジュール 2: SQF システム要素

初版 1995 年 5 月

レベル 1 食品安全の基礎

レベル 2 食品安全プラン

レベル 3 食品品質プラン

（認定された認証）

（認定された認証、GFSI 承認）

（認定された認証、GFSI 承認および品質管理）

iii.

製品トレースシステムの有効性を少なくとも、年１回テス
トする。

iii.

製品トレースシステムの有効性を少なくとも、年１回テス
トする。

iii.

製品トレースシステムの有効性を少なくとも、年１回テス
トする。

2.6.2.2
原料と包装資材の受け入れと使用、また製品の出
荷と出荷先の記録を保守するものとします。

2.6.2.2
原料と包装資材の受け入れと使用、また製品の出荷
と出荷先の記録を保守するものとします。

2.6.2.2 原料と包装資材の受け入れと使用、また製品の出荷
と出荷先の記録を保守するものとします。

2.6.3

2.6.3

2.6.3

製品撤去とリコール（M）

2.6.3.1
製品の撤去またはリコールが必要な状況が生じた場
合、サプライヤーは顧客および重要関係者に対する通知の方法お
よび責任の概要を記すものとします。

製品撤去とリコール（M）

2.6.2.1
製品の撤去またはリコールの責任と利用される方法
は、以下を確実にするために文書化し、実施するものとします。手
順は以下の通りです。
i.

製品の撤去またはリコールの開始、管理、調査の責任者
を特定する。

ii.

法的・専門的な助言者を含む、実行の管理手順を説明
する。

iii.

顧客、消費者、当局およびその他重要関係者に、出来
事の性質に適してタイムリーに情報を伝えるため、コミュニ
ケーション計画の概要を記す。

iv.

SQFI および認証機関は必須機関としてリストに掲載さ
れ、公的性格のある食品安全に関する事故が生じた場
合、またはいかなる理由にかかわらず製品リコールが生じた
場合は直ちに通知を受けるものとする。

2.6.3.2
撤去またはリコールの根本的な原因を究明するための
調査を実施し、調査および実施された措置の詳細を記録するもの
とします。
2.6.3.3
製品の撤去とリコールシステムは少なくとも年１回見直
し、テストを行い、有効性の確認を行うものとします。
2.6.3.4
すべての製品の撤去、リコール、および想定演習の記
録を維持するものとします。

製品撤去とリコール（M）

2.6.2.1
製品の撤去またはリコールの責任と利用される方法
は、以下を確実にするために文書化し、実施するものとします。手
順は以下の通りです。
i.
ii.
iii.

iv.

製品の撤去またはリコールの開始、管理、調査の責任
者を特定する。
法的・専門的な助言者を含む、実行の管理手順を説
明する。
顧客、消費者、当局およびその他重要関係者に、出
来事の性質に適してタイムリーに情報を伝えるため、コミ
ュニケーション計画の概要を記す。
SQFI および認証機関は必須機関としてリストに掲載さ
れ、公的性格のある食品安全に関する事故が生じた
場合、またはいかなる理由にかかわらず製品リコールが
生じた場合は直ちに通知を受けるものとする。

2.6.3.2 撤去またはリコールの根本的な原因を究明するための
調査を実施し、調査および実施された措置の詳細を記録するもの
とします。
2.6.3.3 製品の撤去とリコールシステムは少なくとも年１回見直
し、テストを行い、有効性の確認を行うものとします。
2.6.3.4
すべての製品の撤去、リコール、および想定演習の記
録を維持するものとします。
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2.7

サイトのセキュリティー

2.7

2.7

2.7.1

食品防御（M）

2.7.1

サイトのセキュリティー
食品防御（M）

サイトのセキュリティー

2.7.1

食品防御（M）

2.7.1.1
意図的な妨害工作またはテロリスト的事件が原因の
食品への不純物混入を予防する方法、責任および基準を文書
化・実施・維持するものとします。

2.7.1.1
意図的な妨害工作またはテロリスト的事件が原因の
食品への不純物混入を予防する方法、責任および基準を文書
化・実施・維持するものとします。

2.7.1.1 意図的な妨害工作またはテロリスト的事件が原因の
食品への不純物混入を予防する方法、責任および基準を文書
化・実施・維持するものとします。

2.7.1.2
食品防御の実施手順を整え、以下の事項を含める
ものとします。

2.7.1.2
食品防御の実施手順を整え、以下の事項を含める
ものとします。

2.7.1.2 食品防御の実施手順を整え、以下の事項を含める
ものとします。

i.

食品防御の責任がある上級管理職者の名前。

ii.

許可された人員のみが、指定のアクセスポイントを通じ
て製造および保管区域に立ち入ることを徹底するための
方法。

i.
ii.

iii.

注意を要するプロセスポイントに意図的な混入がないよ
う、保護するための方法。

iv.

原料、包装資材、備品および危険化学物質の安全な
保管を徹底するための対策。

v.

v.

最終製品が安全な保管および輸送状態に置かれてい
ることを徹底するための対策。

vi.

vi.

従業員、契約業者、訪問者による敷地への立ち入りを
記録・管理するための方法。

iii.
iv.

食品防御の責任がある上級管理職者の名前。
許可された人員のみが、指定のアクセスポイントを通じ
て収穫物、製造機器・車両、製造および保管区域に
立ち入ることを徹底するための方法。
注意を要するプロセスポイントに意図的な混入がないよ
う、保護するための方法。
原料、包装資材、備品および危険化学物質の安全な
保管を徹底するための対策。
収穫物および/または最終製品が安全な保管および輸
送状態に置かれていることを徹底するための対策。
従業員、契約業者、訪問者による敷地への立ち入りを
記録・管理するための方法。

i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

食品防御の責任がある上級管理職者の名前。
許可された人員のみが、指定のアクセスポイントを通じ
て収穫物、製造機器・車両、製造および保管区域に
立ち入ることを徹底するための方法。
注意を要するプロセスポイントに意図的な混入がないよ
う、保護するための方法。
原料、包装資材、備品および危険化学物質の安全な
保管を徹底するための対策。
収穫物および/または最終製品が安全な保管および輸
送状態に置かれていることを徹底するための対策。
従業員、契約業者、訪問者による敷地への立ち入りを
記録・管理するための方法。
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2.8

分別生産流通管理（IP）食品

2.8

2.8

2.8.1

IP 食品に関する一般的要件

2.8.1

本条項は、レベル 1 には適用されません。

分別生産流通管理（IP）食品
IP 食品に関する一般的要件

本条項は、レベル 2 には適用されません。

分別生産流通管理（IP）食品

2.8.1

IP 食品に関する一般的要件

2.8.1.1
コーシャー、ハ ラル、有機、遺伝子 組み換え作物
（GMO）食品およびその他製品の分別生産流通管理（IP）が必要
な食品の識別・加工の方法および責任を文書化し、実施するもの
とします。
2.8.1.2
分別には添加物、保存料、加工補助剤および香料
を含む製品の全成分の分別状態の明細を含むものとします。
2.8.1.3
IP 食品の原料と成分の仕様書にはその取り扱い、輸
送、貯蔵および使用前の配送の要件を含むものとします。
2.8.1.4
原料または成分の分別状態に関する保証は、サプラ
イヤーとの同意に基づくものとします。
2.8.1.5
プロセスの説明では、製造中に維持される製品の分
別状態を考慮するものとします。
2.8.1.6
IP 食品の加工は、以下のような管理状態において行
われるものとします。
i.

IP 食品と識別された材料が混合しないよう、物理的に
分離する。

ii.

加工は、別の作業室で行うか、初回生産稼動分として
予定を組むか、区域と設備の完全な衛生処理後に行
う。

iii.

最終製品は個別の区画で保存・輸送するか、物理的
な障壁を用いて一般製品から隔離する。

2.8.1.7
分別状態は、現在の法的要件に従って言明されるも
のとします。
2.8.1.8
IP 食品に関する顧客の要求は第 2.3.5 項に記載の
最終製品の仕様書、またはラベルの登録に含まれるものとし、サプラ
イヤーにより実行されるものとします。
2.8.2

アレルゲン管理

2.8.2

2.8.2.1
アレルゲンを管理し、アレルゲンの源による製品の汚染
を予防する責任と方法を文書化し、実施するものとします。アレルゲ
ン管理プログラムには、以下の事項を含めるものとします。

アレルゲン管理

2.8.2.1
アレルゲンを管理し、アレルゲンの源による製品の汚染
を予防する責任と方法を文書化し、実施するものとします。アレルゲ
ン管理プログラムには、以下の事項を含めるものとします。

2.8.2

アレルゲン管理

2.8.2.1
アレルゲンを管理し、アレルゲンの源による製品の汚染
を予防する責任と方法を文書化し、実施するものとします。アレルゲ
ン管理プログラムには、以下の事項を含めるものとします。
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i.

i.

食品グレードの潤滑剤を含む、アレルゲンを含む原料、
成分および加工補助剤のリスク分析。

i.

ii. 生産国および仕向け国に適用されるアレルゲンの登録。

ii.

iii. 関連担当者がアクセス可能なアレルゲンのリスト。
iv. アレルゲンおよびアレルゲン管理に伴うハザードの確認を行
う。

生産国および仕向け国に適用されるアレルゲンの登
録。

ii. 生産国および仕向け国に適用されるアレルゲンの登
録。

iii.

関連担当者がアクセス可能なアレルゲンのリスト。

iii. 関連担当者がアクセス可能なアレルゲンのリスト。

iv.

食品安全プランに組み込まれるアレルゲンとその管理に
関連するハザード。

iv.

v. 標的原料の受け入れ責任者に提供される、アレルゲンを
含む原料の識別、取り扱い、保管および分離の方法に関
する指示。

v.

標的原料の受け入れ責任者に提供される、アレルゲン
を含む原料の識別、取り扱い、保管および分離の方法
に関する指示。

v. 標的原料の受け入れ責任者に提供される、アレルゲン
を含む原料の識別、取り扱い、保管および分離の方法
に関する指示。

vi.

アレルゲンを含む食品を明確に識別し分離するための
対策。

vi. アレルゲンを含む食品を明確に識別し分離するための
対策。

vii. ライン切り替え間の製品接触面の清浄と殺菌はリスクと
法的要求事項に対し、有効、適切であり、交差接触
防止のために、製品接触面から必要に応じてエアロゾル
を含む全てのありうるアレルゲンの除去に十分であるもの
とする

vii. ライン切り替え間の製品接触面の清掃と殺菌はリスクと
法的要件に対し有効・適切であり、交差接触防止のた
めに、製品接触面から必要に応じてエアロゾルを含むす
べてのありうるアレルゲンの除去に十分であること。

食品グレードの潤滑剤を含む、アレルゲンを含む原料、成
分および加工補助剤のリスク分析。

vi. アレルゲンを含む食品を明確に識別し分離するための対
策。
vii. ライン切り替え間の製品接触面の清掃と殺菌は、リスクと
法的要件に対し有効・適切であり、交差接触防止に適
切な、製品接触面からエアロゾルを含むすべてのありうるア
レルゲンの除去に十分であること。
viii.
リスク評価に基づき、アレルゲンが使用される区域と設
備の洗浄と殺菌の有効性の検証は効果的に実行される
こと。
ix. 完全なラインの衛生と清掃または分離が不可能な場合、
取り扱いと生産設備を分離すること。
2.8.2.2
製品識別システムには、アレルゲンを含む食品が製造
される生産ラインおよび設備で生産される製品の規制要件に従った
明確な識別とラベル付けに関する対策を設けるものとします。
2.8.2.3
製品トレースシステムは、アレルゲン含有食品が製造
される状態を考慮に入れ、使用される全成分を完全に遡ってトレー
スするものとします。
2.8.2.4
アレルゲン発生の原因となる物質を含む製品の手直
しにおいては、製品の安全性と完全性が確実に維持される条件で
行われるものとします。アレルゲンを含む手直し済みの製品は明確に識
別され、トレース可能な状態でなければなりません。

viii. リスク評価に基づき、アレルゲンが使用される区域と設
備の洗浄と殺菌の有効性の妥当性確認と検証は効果
的に実行されること。
ix.

完全なラインの衛生と清掃または分離が不可能な場
合、取り扱いと生産設備を分離すること。

2.8.2.2
製品識別システムには、アレルゲンを含む食品が製造
される生産ラインおよび設備で生産される製品の規制要件に従った
明確な識別とラベル付けに関する対策を設けるものとします。
2.8.2.3
製品トレースシステムは、アレルゲン含有食品が製造
される状態を考慮に入れ、使用される全成分を完全に遡ってトレー
スするものとします。
2.8.2.4
アレルゲン発生の原因となる物質を含む製品の手直
しにおいては、製品の安全性と完全性が確実に維持される条件で
行われるものとします。アレルゲンを含む手直し済みの製品は明確に識
別され、トレース可能な状態でなければなりません。

食品グレードの潤滑剤を含む、アレルゲンを含む原料、
成分および加工補助剤のリスク分析。

食品安全プランに組み込まれるアレルゲンとその管理に
関連するハザード。

viii. リスク評価に基づき、アレルゲンが使用される区域と設
備の洗浄と殺菌の有効性の妥当性確認と検証は効果
的に実行されること。
ix. 完全なラインの衛生と清掃または分離が不可能な場
合、取り扱いと生産設備を分離すること。
2.8.2.2
製品識別システムには、アレルゲンを含む食品が製造
される生産ラインおよび設備で生産される製品の規制要件に従った
明確な識別とラベル付けに関する対策を設けるものとします。
2.8.2.3
製品トレースシステムは、アレルゲン含有食品が製造
される状態を考慮に入れ、使用される全成分を完全に遡ってトレー
スするものとします。
2.8.2.4
アレルゲン発生の原因となる物質を含む製品の手直
しにおいては、製品の安全性と完全性が確実に維持される条件で
行われるものとします。アレルゲンを含む手直し済みの製品は明確に識
別され、トレース可能な状態でなければなりません。
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2.9

トレーニング

2.9

2.9

2.9.1

トレーニングの要件

2.9.1

トレーニング

トレーニングの要件

トレーニング

2.9.1

トレーニングの要件

2.9.1.1
SQF レベル 1 システムの効果的な実行と食品安全と
規制要件の維持に必須な業務を遂行する人員は、適切なトレー
ニングを受けるものとします。

2.9.1.1
SQF レベル 2 システムの効果的な実行と食品安全と
規制要件の維持に必須な業務を遂行する人員は、適切なトレー
ニングを受けるものとします。

2.9.1.1
SQF レベル 3 システムの効果的な実行と食品安全と
規制要件の維持に必須な業務を遂行する人員は、適切なトレー
ニングを受けるものとします。

2.9.2

2.9.2

2.9.2

トレーニングプログラム（M）

2.9.2.1
従業員トレーニングプログラムを文書化し、実施するも
のとします。プログラムには、以下の関連業務を遂行する従業員に
適用される、具体的な職務に対する必要能力およびトレーニング
方法の概要を記すものとします。
i.
適正農業規範、適正養殖規範、適正製造規範（必
要に応じて）の開発および適用
ii.
食品規制要件の適用

2.9.3

指示

トレーニングプログラム（M）

2.9.2.1
従業員トレーニングプログラムを文書化し、実施するも
のとします。プログラムには、以下の関連業務を遂行する従業員に
適用される、具体的な職務に対する必要能力およびトレーニング
方法の概要を記すものとします。
i.
適正農業規範、適正養殖規範、適正製造規範（必要に
応じて）の開発および適用
ii.

食品規制要件の適用

iii.

ハザード分析および/またはその他指示により、食品安全プラ
ンおよび食品安全の維持の効果的な実施に必須と認識さ
れたステップ

iv.

SQF システムの効果的な実施および維持に必須と認識され
た業務

2.9.3

指示

トレーニングプログラム（M）

2.9.2.1
従業員トレーニングプログラムを文書化し、実施するも
のとします。プログラムには、以下の関連業務を遂行する従業員に
適用される、具体的な職務に対する必要能力およびトレーニング
方法の概要を記すものとします。
i. 適正農業規範、適正養殖規範、適正製造規範（必要に応
じて）の開発および適用
ii. 食品規制要件の適用
iii. ハザード分析および/またはその他指示により、食品安全プラン
および食品安全の維持の効果的な実施に必須と認識された
ステップ
iv. 食品品質プランおよび食品品質の維持の効果的な実施に必
須と認識されたステップ
v. SQF システムの効果的な実施および維持に必須と認識された
業務
2.9.3

指示

2.9.3.1
食品安全および規制順守に関連する全業務の実行
方法を説明する指示を利用可能にするものとします。

2.9.3.1
食品安全および規制順守、食品安全とプロセス効率
性の維持に必須な全業務の実行方法を説明する指示を利用可
能にするものとします。

2.9.3.1
顧客の仕様、規制順守、食品の安全、品質、プロセ
ス効率性の維持に必須な全業務の実行方法を説明する指示を
利用可能にするものとします。

2.9.4

2.9.4

2.9.4

HACCP トレーニングの要件

本条項は、レベル 1 には適用されません。

HACCP トレーニングの要件

2.9.4.1
HACCP トレーニングを、食品安全プランの開発と維
持に関わる担当者に提供するものとします。

HACCP トレーニングの要件

2.9.4.1
HACCP トレーニングを、食品安全プランと食品品質
プランの開発と維持に関わる担当者に提供するものとします。
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2.9.5

2.9.5

2.9.5

言語

言語

言語

2.9.5.1
トレーニングの教材とトレーニングの実施は、従業員が
理解する言語で行われるものとします。

2.9.5.1
トレーニングの教材とトレーニングの実施は、従業員が
理解する言語で行われるものとします。

2.9.5.1
トレーニングの教材とトレーニングの実施は、従業員が
理解する言語で行われるものとします。

2.9.6

2.9.6

2.9.6

更新トレーニング

更新トレーニング

更新トレーニング

2.9.6.1
トレーニングプログラムには、組織の更新トレーニングの
必要性の判断および実施に関する対策を含むものとします。

2.9.6.1
トレーニングプログラムには、組織の更新トレーニングの
必要性の判断および実施に関する対策を含むものとします。

2.9.6.1
トレーニングプログラムには、組織の更新トレーニングの
必要性の判断および実施に関する対策を含むものとします。

2.9.7

2.9.7

2.9.7

トレーニングスキル登録リスト

2.9.7.1
トレーニングスキル登録リストにより、関連スキルの訓
練を受けた人員のリストを保守するものとします。

トレーニングスキル登録リスト

2.9.7.1
トレーニングスキル登録リストにより、関連スキルの訓
練を受けた人員のリストを保守するものとします。登録リストには以
下を記載するものとします。
i.

トレーニングスキル登録リスト

2.9.7.1
トレーニングスキル登録リストにより、関連スキルの訓
練を受けた人員のリストを保守するものとします。登録リストには以
下を記載するものとします。

参加者名

i.

参加者名

ii. スキルの説明

ii.

スキルの説明

iii. 実施されたトレーニングの説明

iii.

実施されたトレーニングの説明

iv. トレーニング修了日

iv.

トレーニング修了日

v. トレーニング講師またはトレーニング実施者

v.

トレーニング講師またはトレーニング実施者

vi. トレーニングが完了し、トレーニング参加者が必要な業務
遂行能力を備えているという監督責任者による確認

vi.

トレーニングが完了し、トレーニング参加者が必要な業
務遂行能力を備えているという監督責任者による確認
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モジュール 3: 動物飼料安全の基礎動物飼料製造における適正製造規範（GFSI 対象範囲 F）
本モジュールでは、単一成分動物飼料および配合動物飼料の製造における適正製造規範の要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター分類（FSC）は以下の通りです。
FSC 34: 動物飼料製造
本モジュールは、加工済み、半加工、未加工を問わず、単体または複数の原料からなり、食品を生産する家畜に直接給餌する動物飼料の製造に対
し適用されます。

3.1

サイトの要件と承認

3.1.1

施設の立地

3.1.1.1

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。

3.1.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。

3.1.2

建設と操業認可

3.1.2.1

現地の施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

3.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

3.2.1

材料と作業台

3.2.1.1
動物飼料取り扱い区域、原料保管庫、包装資材保管庫における、製品接触面および動物飼料に直接接触しない面は、動物飼料安
全に対しリスクをもたらさないような材料で造るものとします。
3.2.2

床、排水口、排水トラップ

3.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

3.2.2.2
します。

水を使用する場合、通常の作業条件下で溢れた水や廃水をすべて効果的に排出できるよう、排水口に向かって床に傾斜をつけるものと

3.2.2.3

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

3.2.2.4

排水トラップシステムは、施設の動物飼料取り扱い区域または入口から離して配置するものとします。

3.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

3.2.3.1
壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は非浸透性であり、清潔に保つものとします（第 3.2.13.1
項を参照）。
3.2.3.2
3.2.3.3

壁と壁、壁と床との継ぎ目は、残渣が堆積しないよう、清掃しやすく、密封されるものとします。
蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいように設計および構築されるものとします。

3.2.3.4

ドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料および構造であるものとします。
i.

ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。

ii.

窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

3.2.3.5
とします。

動物飼料の加工と取り扱いは、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を備えた区域で行うもの

3.2.3.6

吊り天井は害虫の活動をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供するため、追加で構築されるものとします。

3.2.4

階段、通路、足場

3.2.4.1
動物飼料の加工・取り扱い区域の階段、通路、足場は、製品汚染リスクをもたらさないような設計・構造とし、清潔に保つものとします
（第 3.2.13.1 項を参照）。
3.2.5

照明と照明設備

3.2.5.1
動物飼料の製造・取り扱い区域、ならびに検品ステーションの照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照度を
保つものとします。
3.2.5.2
加工区域、検品ステーション、材料と包材の保管区域および製品が露出した状態にあるすべての区域に設置される照明設備は、飛散
防止型の照明器具か、飛散防止カバーまたは保護カバーつきの照明器具を使用するものとします。
3.2.5.3

製品が保護されている倉庫やその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

3.2.6

検品区域

3.2.6.1

製品検査が必要な場合、十分な照度があり、手洗い設備に行きやすい適切な区域を提供するものとします。

3.2.7

埃、ハエ、および害虫よけ

3.2.7.1

外壁の窓、換気口、ドア、およびその他の開口部はすべて、閉じたときに効果的に密閉されるものとします。

3.2.7.2
電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。原料または動物飼料保管区域および加工区域内では、毒餌を使用していけません。
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3.2.8

換気

3.2.8.1

密閉された製造区域や動物飼料取り扱い区域は、適切に換気するものとします。

3.2.8.2

加熱作業を行う区域や、大量の蒸気が発生する区域には、換気扇およびキャノピーを設置するものとします。

3.2.9

施設と設備機器の保守

3.2.9.1
工場、機器、建物の保守・修理方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書化・計
画・実施するものとします。
3.2.9.2
ます。

保守担当の従業員および契約業者が動物飼料の加工、取り扱い、保管区域で保守および修理を行う際は、以下の規範に従うものとし
i.

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 3.3.1 項、第 3.3.2 項、第 3.3.3 項、第 3.3.4 項）
に従うこと。

iv.

動物飼料取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、施設監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

3.2.9.3
す。

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとしま

3.2.9.4
す。

潤滑剤は、目的に適したもので、法規制に適合しており、動物飼料に直接接触する可能性のある区域では食品グレードであるものとしま

3.2.9.5

動物飼料取り扱いまたは接触区域に使用する塗装は、状態がよく、使用に適したもので、製品接触面には一切使用してはいけません。

3.2.10

校正

3.2.10.1
前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他のプロセス管理で述べているモニタリング活動、または
顧客の仕様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものと
します。
3.2.10.2
測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文
書化し、実施するものとします。
3.2.10.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

3.2.10.4
機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入
手できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
3.2.10.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

3.2.10.6
3.2.11

校正記録を維持するものとします。
害虫害獣駆除の管理

3.2.11.1
統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより害虫や害獣をおびき寄せないようにします。
3.2.11.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

3.2.11.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

3.2.11.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

3.2.11.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 3.6.4 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、動物飼料および動物飼料接触面への汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員に
よって、またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
3.2.11.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
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i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、権限を有する担当者に報告する。

vi. 所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。
3.2.11.7
のとします。

サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底するも
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii. 未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。
3.2.12

機器、器具、防護服

3.2.12.1 機器および器具は、目的に適し、洗浄や保守がしやすい構造で、動物飼料に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付
け、操作、保守するものとします。
3.2.12.2

桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水は、床排水システムに直接廃棄するものとします。

3.2.12.3

防護服は、動物飼料を汚染しにくい素材で、容易に洗浄できるものとします。

3.2.12.4 防護服を使用する場合、従業員が加工区域から退出する際のために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚は手洗い設備
に近接または隣接した区域に配置するものとします。
3.2.13

清掃および衛生

3.2.13.1 動物飼料取り扱いおよび加工機器、ならびに取り扱いと加工の環境、保管区域、従業員用設備およびトイレ設備の清掃方法および責
任を文書化し、実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii. 清掃時期
iv. 清掃責任者
v. 洗剤および消毒剤の適正な濃度を確認するのに用いる方法
vi. 清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法
3.2.13.2

加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。

3.2.13.3 製品容器、刃物、その他の器具を洗浄するため、および従業員が着用した防護服を洗浄するため、適切な設備が備えられた区域を指
定するものとします。これらの清掃作業は、製造操業や機器、製品の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具および防護服保管用の
棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
3.2.13.4

清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。

3.2.13.5 洗剤および消毒剤は、動物飼料製造環境に好適なものであり、適用法規に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を
確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 3.6.4 項の概要に従って保管されている。

iii.
iv.
3.2.13.6

訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.
3.2.13.7

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。
衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

3.3

人員衛生と福利厚生

3.3.1

人員

3.3.1.1
ます。

感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品取り扱い作業または処理作業には関与しないものとし

3.3.1.2
露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、動物飼料の取り扱いまたは加工、一次包装資材や動物飼料接触面の取り扱い
に従事しないものとします。身体の露出部に軽度な切り傷や擦り傷がある場合は、絆創膏またはその他の適切な防水性の保護材で覆うものとします。
3.3.1.3

動物飼料加工または動物飼料取り扱い区域での喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

3.3.2

手洗い

3.3.2.1

手洗い設備を設置するものとします。
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3.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

3.3.2.3

手洗い指示を適切な言語で表示し、見やすい位置に掲示するものとします。

3.3.2.4

次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。
i.

食品取り扱いまたは加工区域への入場時

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

汚染した材料を取り扱った後

3.3.2.5

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

3.3.3

服装

3.3.3.1

動物飼料取り扱い作業担当の従業員は着用する衣服を、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものとします。

3.3.4

アクセサリーと所持品

3.3.4.1
動物飼料の取り扱い・加工区域や、動物飼料が露出した状態で置かれている区域内で、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を
身につけたり、持ち込んだりしてはいけません。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできな
いものを装着することは認められます。
3.3.5

訪問者

3.3.5.1
経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、動物飼料加工・取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用
するものとします。
3.3.5.2 すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。
3.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者が、動物飼料の取り扱いまたは加工区域に立ち入ることを禁止するものとします。

3.3.5.4
とします。

訪問者は、適切な従業員用入口を使用して動物飼料取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うもの

3.3.6

従業員向けの快適環境（休憩室）

3.3.6.1

動物飼料の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が、適切な照明と換気設備のある従業員用施設を利用できるものとします。

3.3.7

更衣室

3.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

3.3.7.2

動物飼料の加工に携わる従業員、および衣服が汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員のために更衣室を提供するものとします。

3.3.7.3

動物飼料接触区域および動物飼料・包装資材保管区域とは別の区域に、私服および私物を保管するための設備を用意するものとします。

3.3.7.4

必要に応じて、従業員用のシャワーを十分な数提供するものとします。

3.3.8

衛生設備

3.3.8.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員が利用しやすい区域で、動物飼料の加工および取り扱い作業から分離されるように、設計および構築されていること。

ii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iii.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

iv.

清潔に保ち、整頓すること。

3.3.8.2

トイレの排水口は、施設内の他の排水口に接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。

3.3.8.3

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 3.3.2.2 項の記載に従って設計されているものとします。

3.3.9

食堂

3.3.9.1

動物飼料接触・取り扱い区域から離れたところに食堂を設けるものとします。

3.3.9.2

3.3.9.3
のとします。

食堂は以下の条件を満たすものとします。
i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。

動物飼料加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で表示された掲示板を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するも
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3.3.10

救急用品

3.3.10.1
軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

3.4

加工の規範

3.4.1

動物飼料の取り扱い・加工を担当する従業員

3.4.1.1
動物飼料取り扱い、調製または加工作業に関与する人員全員は、製品と材料の損傷や、製品汚染を起こさない方法で取り扱い・保管
を行うよう留意するものとします。該当する人員は、以下の加工規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

iii.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

3.4.2

製品の配合

3.4.2.1
動物飼料製品の配合設計は、指定の要求に確実に適合するよう、権限を与えられた人員が開発するものとします。配合設計には、フラッ
シング、シークエンシング、特別な作業指示およびクリーンアウト手順に関連したすべての製造指示が含まれるものとします。
3.4.2.2
承認済みの製品配合設計に従い、目的に適した材料と成分のみを使用した動物飼料製造を確実にするよう、手順を文書化し、実施す
るものとします。家畜動物飼料の製造で使用が禁止されている原料が、製品に入り込まないように注意を払うものとします。
3.4.3

薬品の添加

3.4.3.1

薬品は、適用法規に従い、承認済みサプライヤーから購入するものとし、また製造業者により正しくラベル付けされているものとします。

3.4.3.2

動物飼料に添加するすべての薬品は、ラベルの指示に従い添加するものとします。

3.4.3.3

薬品の取り扱いは、訓練を受け許可された人員に限定するものとします。

3.4.3.4
購入および使用したすべての動物用医薬品の在庫記録を維持するものとします。サプライヤーは、在庫に記載され、施設内で使用したす
べての動物用医薬品についての購入証拠を提供するものとします。動物用医薬品は、有効期限に基づき適正な在庫の回転を図るものとします。期限
切れの医薬品は使用しないものとします。
3.4.3.5
サプライヤーは、未使用の動物用医薬品、期限切れの医薬品および空容器を法規制に従い処分し、空容器は再使用せずに、廃棄まで
の間、隔離し安全に保管するものとします。

3.5

水、氷、空気供給

3.5.1

給水

3.5.1.1

加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給するものとします。

3.5.1.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。

3.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

3.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

動物飼料の洗浄・処理

ii.

原料または動物飼料の加工助剤

iii.

動物飼料接触面の洗浄

iv.

動物飼料に接触する蒸気の製造、または動物飼料に接触する水を加熱するために使用

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
3.5.3

配水

3.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

3.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

3.5.4

水処理

3.5.4.1

必要に応じて、水処理の方法、装置、材料は、効果的な水処理を行うように設計・設置・運用するものとします。

3.5.4.2

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。

3.5.4.3

処理済みの水は定期的にモニタリングし、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

3.5.5

分析

3.5.5.1
給水の清浄度とモニタリング活動、および実施している水処理方法の有効性を検証するため、製造に使用する水の微生物学的分析を
実施するものとします。
3.5.5.2

水は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。

3.5.6

空気の品質

3.5.6.1

動物飼料と接触する圧縮空気は清潔であり、動物飼料安全にリスクをもたらさないものとします。

3.5.6.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。
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3.6

保管と輸送

3.6.1

冷蔵保管、冷凍、冷却

3.6.1.1
サプライヤーは、冷凍・冷却・冷凍保管庫の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。冷蔵室、急速冷凍室、冷凍保存室は、
以下の条件を満たすものとします。
i. 動物飼料を衛生的かつ効率的に冷蔵できるよう設計・構築されている。
ii. 点検と清掃しやすく設計されている。
3.6.1.2
冷蔵区域の定期的な清掃を行った上で、予測される最大量の処理能力で製品を冷却・冷凍・冷蔵保存、冷凍保存することができる、
十分な冷蔵能力を有するものとします。
3.6.1.3

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

3.6.1.4
冷凍・冷蔵・冷凍保存室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装
置を備えているものとします。
3.6.2

乾物原料、包装資材、最終製品の保管

3.6.2.1
製品の成分、包蔵資材およびその他の乾燥品の保管に使用する部屋は、製品を汚染や劣化から保護するように設計、建設されている
ものとします。
3.6.2.2
包装資材の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、
包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
3.6.2.3
動物飼料に接触する車両、取り扱い、または加工区域で使用する車両、または冷蔵保管室で使用する車両は、動物飼料安全のハザ
ードとならないよう設計および使用するものとします。
3.6.2.4
動物飼料製造に使用する医薬品は、安全な専用保管庫、または保管専用区域に保管し、また法規制に従って、または法規制がない
場合には、製造業者の指示に従うものとします。
3.6.3

機器と容器の保管

3.6.3.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。

3.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

3.6.4.1
動物飼料汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、包装、製品取り
扱い装置または区域に対してハザードをもたらさないように保管するものとします。
3.6.4.2

加工器具および包装資材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管しないものとします。

3.6.4.3
水の継続的消毒剤や加工助剤として、あるいは動物飼料接触区域の加工機器や接触面の応急的な洗浄に使用する化学物質を毎
日供給する必要がある場合は、加工区域の内部または近くに保管できるものとしますが、その化学物質保管設備へのアクセスは許可された担当者に
限るものとします。
3.6.4.4
農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤は、消毒剤および洗剤とは別に保管するものとします。化学物質はすべて、購入時の容器に入れて
保管するものとします。
3.6.4.5

危険化学物質および有害物質の保管設備は、以下の条件を満たすものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv. 危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう指定・制限されてい
る。
v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi. 保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。
vii. 保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。
viii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。
ix. 漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。
3.6.5

代替となる保管方法と製品の取り扱い

3.6.5.1
第 3.6.1 項～第 3.6.4 項に記述されている製品を一時保管する場合、または収納しきれずに、保管用に設計された安全な区域以外
に置かれる場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、汚染、もしくは動物飼料安全および品質に対する悪影響がないことを
確認するものとします。
3.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

3.6.6.1
動物飼料の積み込み、輸送および積み降ろしの規範を、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設計する
ものとします。相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、積み込み、輸送および積み降ろしが行われるものとします。
3.6.7

積み込み

3.6.7.1
動物飼料の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に
対して悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
3.6.7.2
積み込み作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。
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3.6.8

積み降ろし

3.6.8.1
積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

3.7

機能の分離

3.7.1

プロセスフロー

3.7.1.1
プロセスフローは、相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するも
のとします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。
3.7.2

原料と包装資材、原料成分の受け入れ

3.7.2.1
乾燥原料成分および包装資材は、冷蔵の原料とは個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。未加
工の原材料は、相互汚染が起こらないように受け入れし、隔離するものとします。
3.7.3

製品の解凍

3.7.3.1

材料および成分の解凍は、目的に適した設備および室内で実施するものとします。

3.7.3.2
水解凍装置は、連続的な流れで、水交換速度と温度が製品の劣化や汚染を起こさないように確認するものとします。溢流水は床の排
水システムへと導き、床には流さないものとします。
3.7.3.3

空気解凍設備は、解凍率と温度条件を管理することにより、製品の劣化や汚染を起こさないよう設計するものとします。

3.7.3.4
製品にリスクをもたらさないようにするため、解凍した製品から生じた使用済みカートンや包装資材の綴じ込めと定期的な廃棄を行うため
の設備が提供されるものとします。
3.7.4

異物混入の管理

3.7.4.1

動物飼料への異物混入を予防するための方法を文書化・実施し、従業員全員に通知するものとします。

3.7.4.2

工場と機器が良好な状態を維持し、異物混入が効果的に防止されていることを確認するため、検査を実施するものとします。

3.7.4.3

機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。

3.7.4.4

ガラス片の混入を予防するための予防的措置を実施するものとします。

3.7.4.5
動物飼料取り扱い/接触区域で使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専用とし、清潔で、良好な形状と状態を
維持するものとします。その状態は定期的検査の対象となります。
3.7.4.6
機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
3.7.4.7

加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

3.7.5

異物の検知

3.7.5.1
異物を除去また検出するための、モニタリング、保守、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技術の使用に関する責任、方
法、頻度を文書化し、実施するものとします。
3.7.5.2
金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術は、動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証するものとします。機器は
不良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
3.7.5.3

異物検出装置による検査とその検証記録を維持するものとします。

3.7.6

異物混入事故の管理

3.7.6.1

異物混入が起こった場合は、影響を受けたバッチまたは品目の評価、検査、および適切な廃棄を行うものとします。

3.7.6.2
ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

3.8

施設内の検査室

3.8.1

配置

3.8.1.1
施設内検査室は、動物飼料加工または取り扱い作業区域とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りするように設計する
ものとします。
3.8.1.2
敷地内で保持する検査室廃棄物はすべて隔離して格納し、動物飼料由来の廃棄物とは別に管理するよう、設備を用意するものとしま
す。検査室からの排水出口は、少なくとも、動物飼料加工および取り扱い区域の排水口の下流に設けるものとします。
3.8.1.3

検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示を掲示するものとします。

3.9

廃棄物処理

3.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

3.9.1.1
のとします。

乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも

3.9.1.2
廃棄物は定期的に除去し、動物飼料取り扱いまたは加工区域に集積させないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃
棄物が回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
3.9.1.3
トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
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3.9.1.4
切り落とし屑、使用済み包装を含む、すべての固体ゴミを廃棄するための、適切な設備を用意するものとします。廃棄までの間、施設内
で保管する廃棄物は、ハザードをもたらさないように保管するものとします。
3.9.1.5
加工および動物飼料取り扱い区域からのすべての液体廃棄物を廃棄するための、適切な設備を用意するものとします。液体廃棄物は、
加工環境から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザードをもたらさないようにします。
3.9.1.6

廃棄物管理効果の確認をルーチンの衛生点検の一部として実施し、この点検結果を該当する衛生報告書に含めるものとします。

3.10

屋外

3.10.1

地面と道路

3.10.1.1

施設周囲の地面および道路は、廃棄物や残渣の集積がなく、害虫や害獣をおびき寄せないように管理するものとします。

3.10.1.2 通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設で行う動物飼料安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守する
ものとします。
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モジュール 4: ペットフード安全の基礎‐ペットフード製造の適正製造規範（GFSI 対象範囲 F）
本モジュールでは、家畜および特定ペット向けのあらゆるペットフード製造における適正製造規範の要件について説明します。これには、乾燥および湿性
のペットフードおよびトリート、半生、缶詰、冷蔵、または冷凍の製品が含まれる。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 32: ペットフード製造

4.1

サイトの要件と承認

4.1.1

施設の立地

4.1.1.1

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。

4.1.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。

4.1.2

建設と操業認可

4.1.2.1

現地の施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

4.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

4.2.1

材料と作業台

4.2.1.1
ペットフード取り扱い区域、原料保管庫、包装資材保管庫、冷蔵冷凍保管区域における、ペットフード接触面および製品に直接接触し
ない面は、食品安全リスクをもたらさないような材料で構築するものとします。
4.2.2

床、排水口、排水トラップ

4.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

4.2.2.2
のとします。

床は通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除去できるような好適な傾斜で、床の排水口へと傾斜がつけられているも

4.2.2.3

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

4.2.2.4

排水トラップシステムは、施設のペットフード取り扱い区域または入口から離して配置するものとします。

4.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

4.2.3.1
壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は滑らかで不浸透性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保
たれるものとします（第 4.2.13.1 項を参照）。
4.2.3.2
4.2.3.3

壁と壁、壁と床との継ぎ目は、ペットフード残渣が堆積しないよう、清掃しやすく、密封されるものとします。
蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいように設計および構築されるものとします。

4.2.3.4

ドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料および構造であるものとします。
i.

ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。

ii.

製品区域の窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質とします。

4.2.3.5
とします。

ペットフードの加工と取り扱いは、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を備えた区域で行うもの

4.2.3.6

害虫の活動をモニタリングし、清掃をしやすくし、配線や配管へのアクセスを提供するため、吊り天井を後付けで張るものとします。

4.2.4

階段、通路、足場

4.2.4.1
ペットフード保管・取り扱い区域の階段、通路、足場は、製品汚染リスクをもたらさないような設計・構造とし、清潔に保つものとします
（第 4.2.13.1 項を参照）。
4.2.5

照明と照明設備

4.2.5.1
ペットフード加工・取り扱い区域、ならびに検品ステーションの照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照度を
保つものとします。
4.2.5.2
加工区域、検品ステーション、材料・包装資材の保管区域および製品が露出した状態にあるすべての区域で、飛散防止型の照明器具
か、飛散防止カバーまたは保護カバーつきの照明器具を使用するものとします。
4.2.5.3

製品が保護されている倉庫やその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

4.2.6

検品区域

4.2.6.1

製品検査が必要な場合、十分な明るさがあり、手洗い設備に行きやすい適切な区域を提供するものとします。

4.2.7

埃、ハエ、および害虫よけ

4.2.7.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。

4.2.7.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。
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4.2.7.3

ペットフード取り扱い区域で製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以
上でハエを防御するものとします。
i.
自動閉鎖装置
ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエよけ網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v.

ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング

4.2.7.4 電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。原料またはペットフード保管区域および加工区域内では、毒餌を使用してはならない。
4.2.8

換気

4.2.8.1 密閉された加工区域やペットフード取り扱い区域は、適切に換気するものとします。加熱作業を行う区域や、大量の蒸気が発生する区域
には、換気扇およびキャノピーを設置するものとします。
4.2.9

施設と設備機器の保守

4.2.9.1
工場、機器、建物の保守・修理方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書化・計
画・実施するものとします。
4.2.9.2
します。

保守担当の従業員および契約業者は、ペットフード加工、取り扱い、保管区域で保守および修理を行う際は、以下の規範に従うものと
i.

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 4.3.1 項、第 4.3.2 項、第 4.3.3 項、第 4.3.4 項）
に従うこと。

iv.

ペットフード取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、施設監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

4.2.9.3

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

4.2.9.4
ます。

潤滑剤は、目的に適したもので、法規制に適合しており、ペットフードに直接接触する可能性のある区域では食品グレードであるものとし

4.2.9.5

ペットフード取り扱いまたは接触区域に使用する塗装は、状態がよく、使用に適したもので、製品接触面には一切使用してはいけません。

4.2.10

校正

4.2.10.1
前提条件プログラム、ペットフード安全プラン、ペットフード品質プラン、およびその他の工程管理で述べているモニタリング活動、または顧
客の仕様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものとし
ます。
4.2.10.2
測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文
書化し、実施するものとします。
4.2.10.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

4.2.10.4
機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入
手できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
4.2.10.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

4.2.10.6

校正記録を維持するものとします。

4.2.11

害虫害獣駆除の管理

4.2.11.1
統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより害虫や害獣をおびき寄せないようにします。
4.2.11.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
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ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

4.2.11.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

4.2.11.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

4.2.11.5
農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 4.6.4 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、ペットフードおよびペットフード接触面の汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員に
よって、またはそのような人員の直接的監督のもとで、使用するものとします。
4.2.11.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、権限を有する担当者に報告する。

vi.

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

4.2.11.7
サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底する
ものとします。
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii. 未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。
4.2.12

機器、器具、防護服

4.2.12.1

機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。

4.2.12.2 ベンチ、テーブル、コンベア、ミキサー、ミンサー、グレーダー、その他の機械的加工装置は、衛生的に設計され、適切な洗浄ができるよう配
置するものとします。
4.2.12.3 食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱等は、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材質で構築するものとします。
非食用の材料に用いられる容器は、明確に識別するものとします。
4.2.12.4

桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水は、床排水システムに直接廃棄するものとします。

4.2.12.5

防護服は、ペットフードを汚染しにくい素材で、容易に洗浄できるものとします。

4.2.12.6 従業員が加工区域から退出するときのために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚は人員用の出入口ドアおよび手洗い設
備に近接または隣接して提供するものとします。
4.2.13

清掃および衛生

4.2.13.1 ペットフード取り扱いおよび加工機器、ならびに取り扱いと加工の環境、保管区域、従業員用設備およびトイレ設備の清掃方法および
責任を文書化し、実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

洗剤および消毒剤の適正な濃度を確認するのに用いる方法

vi.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

4.2.13.2

加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。

4.2.13.3 製品容器、刃物、まな板、およびその他の器具を洗浄するため、および従業員が着用した防護服を洗浄するため、適切な設備が備えら
れた区域を指定するものとします。これらの清掃作業は、製造操業や機器、製品の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具および防
護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
4.2.13.4 生産開始前に、ペットフード加工区域、食品接触面、機器、従業員用設備・衛生設備、その他の主要区域が清潔であることを確認す
るため、資格を有する人員が操業前衛生検査を実施するものとします。
4.2.13.5

清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。

4.2.13.6 洗剤および消毒剤は、ペットフード製造環境に好適なものであり、適用法規に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を
確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 4.6.4 項の概要に従って保管されている。

iii.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。

iv. 訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。
4.2.13.7

サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。
SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
73

SQF 規定第 7 版

モジュール 4: ペットフード加工における適正製造規範

初版 1995 年 5 月
ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。

4.2.13.8

操業前の衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

4.3

人員衛生と福利厚生

4.3.1

人員

4.3.1.1
ます。

感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品取り扱い作業または処理作業には関与しないものとし

4.3.1.2
露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工、一次包装資材やペットフード接触面の取り扱いに従
事しないものとします。軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、金属ストリップを含んだ色つき絆創膏、またはその他の好適な防水性かつ
色つきの保護材で覆うものとします。
4.3.1.3

ペットフード加工またはペットフード取り扱い区域での喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

4.3.2

手洗い

4.3.2.1
人員用出入り口に隣接して、および必要に応じてペットフード取り扱い、加工区域全体で、人員が出入りできる区域には手洗い設備を
設置するものとします。
4.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

v.

手指除菌用ローション

4.3.2.3

手洗い指示を適切な言語で表示し、見やすい位置に掲示するものとします。

4.3.2.4

次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。
i.

ペットフード取り扱いまたは加工区域への入場時

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

洗浄ホースや、落ちた製品、汚染した材料を取り扱った後

4.3.2.5

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

4.3.3

服装

4.3.3.1
します。

ペットフード取り扱い作業に従事する従業員は着用する衣服を、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものと

4.3.3.2
使い捨て手袋およびエプロンは、毎回休憩後、加工区域に再入場する際、および破損した場合に交換するものとします。使い捨てでない
エプロンおよび手袋は、必要に応じて清掃、消毒するものとします。使用していないときは、加工区域に提供されている棚に保管するものとし、包装資材、
原料成分、製品、機器の上に置いてはいけません。
4.3.4

アクセサリーと所持品

4.3.4.1
ペットフードの取り扱い・加工区域や、ペットフードが露出した状態で置かれている区域内で、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品
を身につけたり、持ち込んではいけません。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないも
のを装着することは認められます。
4.3.5

訪問者

4.3.5.1
経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、ペットフード加工・取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用
するものとします。
4.3.5.2 すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。
4.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者が、ペットフードの取り扱いまたは加工が行われる区域に立ち入ることを禁止するものとします。

4.3.5.4
訪問者は、適切な従業員用入口を使用してペットフード取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うも
のとします。
4.3.6

従業員向けの快適環境（休憩室）

4.3.6.1
適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、製品の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が利用できる状態に
するものとします。
4.3.7

更衣室

4.3.7.1 従業員および訪問者の防護服の着脱用に、必要に応じて、設備を提供するものとします。
4.3.7.2
とします。

高リスクのペットフード加工に携わる従業員、および衣服が汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員のために更衣室を提供するもの
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4.3.7.3
ます。

ペットフード接触区域およびペットフード・包装資材保管区域とは別の区域に、私服および私物を保管するための設備を用意するものとし

4.3.7.4

必要に応じて、従業員用のシャワーを十分な数提供するものとします。

4.3.8

洗濯室

4.3.8.1

衣服がひどく汚れる可能性のある高リスク加工作業に携わる従業員が着用する衣服の洗濯および保管用設備を用意するものとします。

4.3.9

衛生設備

4.3.9.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、加工およびペットフード取り扱い作業から分離されるように、設計および構築されていること。

ii.

加工区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

4.3.9.2

トイレの排水口は施設内の他の排水口と接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。

4.3.9.3

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 4.3.2.2 項の記載に従って設計されているものとします。

4.3.10

食堂

4.3.10.1

ペットフード接触・取り扱い区域から離れたところに食堂を設けるものとします。

4.3.10.2

食堂は以下の条件を満たすものとします。
i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。

4.3.10.3

ペットフード加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語での掲示を食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。

4.3.11

救急用品

4.3.11.1
軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

4.4

加工担当者の規範

4.4.1

ペットフードの取り扱いと加工に従事する従業員

4.4.1.1
ペットフード取り扱い、調製または加工作業に関与する人員は全員、製品と材料の損傷や、製品汚染を起こさない方法での取り扱い、
保管をするように留意するものとします。該当する人員は、以下の加工規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や製品/原料成分/包装資材の受け入れが必要な場合、長時間ドアを開放した
ままにしないこと。

iii.

ペットフードを取り扱う際は、つけ爪やマニキュアを使用しないこと。

iv.

筆記用具や外れやすい物品を、製品を汚染する可能性のある外衣に着用しないこと。

v.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

vi.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

vii. 従業員は、第 4.4.1.2 項に記述されている場合を除き、ペットフード取り扱い/接触区域で加工中の製品を食べたり、味見したりしな
いこと。
4.4.1.2
ペットフード取り扱い/接触区域で官能評価を実施する必要がある場合は、サプライヤーは以下の事項を確認するよう、適切な管理と手
順を実施するものとします。
i.
ペットフード安全の低下につながらないこと。

4.4.1.3

ii.

官能評価は、許可された担当者によって実施されること。

iii.

官能評価を実施する担当者は、高い基準の衛生規範を遂行すること。

iv.

官能評価は、その用途に装備された区域で実施すること。

v.

官能評価で使用した機器は、消毒し、加工機器とは別に保守・保管すること。

ホースはすべて使用後に専用棚に保管し、床には放置しないものとします。

4.4.2

製品の配合

4.4.2.1

ペットフードの配合設計は、使用目的への適合確保を許可された人員が開発するものとします。

4.4.2.2
承認済みの製品配合設計に従い、目的に適した材料と成分のみを使用したペットフード製造を徹底するよう、手順を文書化し、実施す
るものとします。
4.4.2.3
未加工および完成した製品の穀物やミネラルに関する仕様は、マイコトキシン、殺虫剤または重金属等の工業汚染について該当する州お
よび連邦の要件および規制基準値を満たすものとします。
SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
75

SQF 規定第 7 版

モジュール 4: ペットフード加工における適正製造規範

初版 1995 年 5 月
4.4.2.4
承認済みの原料サプライヤーは、製品の配合に影響を及ぼす可能性のある製品の組成の変更について通知するものとします。（例:
ンパク質含有量、水分、アミノ酸プロフィール、汚染物質レベルおよび/または作物や季節により変化し得るその他のパラメーター）。

4.5

タ

水、空気供給

4.5.1

給水

4.5.1.1

加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給するものとします。

4.5.1.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。

4.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

4.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

ペットフードの洗浄・解凍・処理

ii.

原料またはペットフードの加工助剤

iii.

ペットフード接触面の洗浄

iv.

ペットフードに接触する蒸気の製造、またはペットフードに接触する水を加熱するために使用

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
4.5.3

配水

4.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

4.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

4.5.4

水処理

4.5.4.1

水処理の方法、装置、材料は、効果的な水処理を行うように設計・設置・運用するものとします。

4.5.4.2

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。

4.5.4.3

処理済みの水は定期的にモニタリングし、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

4.5.5

分析

4.5.5.1
給水および、氷を使用している場合は清浄度を検証し、採用している処理方法の実施および効果をモニタリングするため、水および氷の
微生物学的分析を実施するものとします。
4.5.5.2

水は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。

4.5.6

空気の品質

4.5.6.1

ペットフードやペットフードの接触面に接触する圧縮空気は、清潔でペットフードの安全性にリスクを与えないようにするものとします。

4.5.6.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。

4.6

保管と輸送

4.6.1

ペットフードおよびペットフード原料の冷蔵保管・冷凍・冷却

4.6.1.1
サプライヤーは、冷凍・冷却・冷凍保管庫の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。冷蔵室、急速冷凍室、冷凍保存室は、
以下の条件を満たすものとします。
i. ペットフードを衛生的かつ効率的に冷蔵できるよう設計・構築されている。
ii. 点検と清掃しやすく設計されている。
4.6.1.2
冷蔵区域の定期的な清掃を行った上で、予測される最大量の処理能力で製品を冷却・冷凍・冷蔵保存、冷凍保存することができる、
十分な冷蔵能力を有するものとします。
4.6.1.3

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

4.6.1.4
冷凍・冷蔵・冷凍保存室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装
置を備えているものとします。
4.6.1.5

積み込みと積み降ろし用ドックは、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計するものとします。

4.6.2

乾燥原料、包装資材、長期保存可能な包装製品の保管

4.6.2.1
製品原料、包装資材、その他の乾燥原料の保管に使用する部屋は、濡れた区域からは離して配置され、汚染と劣化から製品を保護す
るよう構築するものとします。
4.6.2.2
包装資材の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、
包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
4.6.2.3
ペットフードに接触する車両、取り扱い、または加工区域で使用する車両、または保管室で使用する車両は、ペットフード安全のハザード
とならないよう設計および使用するものとします。
4.6.3

機器と容器の保管

4.6.3.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。
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4.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

4.6.4.1
ペットフード汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い
装置または区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
4.6.4.2

加工器具および包装資材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管しないものとします。

4.6.4.3
水の継続的消毒剤や加工助剤として、あるいはペットフード接触区域で加工機器や接触面の応急的な洗浄に使用する化学物質を毎
日供給する必要がある場合は、加工区域の内部または近くに保管できます。ただし、その化学物質保管設備への立ち入りは、許可された担当者に限
定されるものとします。
4.6.4.4
農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤は、消毒剤および洗剤とは別に保管するものとします。化学物質はすべて、購入時の容器に入れて
保管するものとします。
4.6.4.5

危険化学物質および有害物質の保管設備は、以下の条件を満たすものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう制限するため、セキ
ュリティが確保され施錠可能である。

v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。
viii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。
ix.
4.6.5

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

代替となる保管方法と製品の取り扱い

4.6.5.1
第 4.6.1 項～第 4.6.4 項に記述されている製品を一時保管する場合、または収納しきれずに、保管用に設計された安全な区域以外
に置く場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、汚染、もしくはペットフードの安全および品質に対する悪影響がないことを確
認するものとします。
4.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

4.6.6.1
ペットフードの積み込み、輸送および積み降ろしの規範を、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設計する
ものとします。相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、製品の積み込み、輸送および積み降ろしを行うものとします。
4.6.6.2 原料および成分のサプライヤーは、相互汚染防止のための輸送設備管理に関する文書を提供するものとします。
4.6.7

積み込み

4.6.7.1
ペットフードの輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に
対して悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
4.6.7.2
積み込み作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。
4.6.7.3

車両/コンテナは、シールまたはその他の合意済みの容認可能な装置またはシステムを使用して、不正使用を防止するものとします。

4.6.8

輸送

4.6.8.1
冷蔵装置はペットフードを必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定・確認・記録し、必要に応じて積み
込み中に製品の芯温を定期的に記録するものとします。
4.6.8.2
します。

冷蔵装置は常時作動可能状態にあるものとし、装置動作の確認を完了し、輸送中は定期的にドアの密閉と保管温度を確認するものと

4.6.9

積み降ろし

4.6.9.1

冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度を確認し、記録するものとします。

4.6.9.2

積み降ろしは効率的に完了するものとし、積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。

4.6.9.3
積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

4.7

機能の分離

4.7.1

プロセスフローおよび性能

4.7.1.1
プロセスフローは、相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するも
のとします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。
4.7.1.2
混合・配合設備は必要に応じ、加工時の変動に関連して生じる特定された食品安全上のハザードを防止、除去、低減し、均質な製品
を製造するよう操作するものとします。
4.7.2

原料と包装資材、原料成分の受け入れ

4.7.2.1
乾燥原料成分および包装資材は、冷蔵の原料とは個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。未加
工の原材料は、相互汚染が起こらないように受け入れし、隔離するものとします。
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4.7.3

材料および製品の解凍

4.7.3.1

材料および製品の解凍は、目的に適した設備および室内で実施するものとします。

4.7.3.2
水解凍装置は、連続的な流れで、水交換速度と温度が製品の劣化や汚染を起こさないように確認するものとします。溢流水は床の排
水システムへと導き、床には流さないものとします。
4.7.3.3

空気解凍設備は、解凍率と温度条件を管理することにより、製品や材料の劣化や汚染を起こさないよう設計するものとします。

4.7.3.4
製品にリスクをもたらさないようにするため、解凍した製品や材料の使用済みカートンや包装資材の格納と定期的な廃棄を行うようにする
ものとします。
4.7.4

高リスクの加工

4.7.4.1

高リスクのペットフード加工は、以下のような管理された条件下で実施するものとします。
i.

高リスクのペットフードが「殺菌」プロセスや「ペットフード安全への介入」プロセスを通過した後の要注意区域、または加工後の取り扱い
に関連する要注意区域は、他の加工や原料、原料取り扱い担当の従業員から保護/隔離し、相互汚染を最小限に抑えるようにす
ること。

ii.

高リスク区域には環境モニタリングプログラムを実施すること。最低限でも、（その業界に適合する）検査を行う該当の病原体または指
標微生物、採取するサンプル数、サンプリングの頻度、是正処置について詳細に記述した書面の手順を文書化すること。責任および
方法が文書化され、実施すること。サンプリングスケジュールが準備されること。

4.7.5

異物混入の管理

4.7.5.1

製品の異物汚染を予防する方法を文書化して実施し、全従業員に通知するものとします。

4.7.5.2
工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。
4.7.5.3
4.7.5.4

機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。
ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。
i.

ペットフード取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製、硬質プラスチック製の物品または同様の材料でできた物品は、その区域の詳
細を含め、異物混入登録簿に記載する。

ii.

ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具（製品がこれらの材料ででき
た包装資材に包装されている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）は、ペットフ
ード加工/接触区域では許可されない。

iii.

ペットフード取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録
簿に記載された物品の状態に変化がないことを確認する。

iv.

毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認する。

4.7.5.5
ペットフード取り扱い/接触区域で使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専用とし、清潔で、良好な形状と状態で
維持するものとします。その状態は定期的検査の対象となります。
4.7.5.6
機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
4.7.5.7

加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

4.7.6

異物の検知

4.7.6.1
異物を除去また検出するための、モニタリング、保守、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技術の使用に関する責任、方
法、頻度を文書化し、実施するものとします。
4.7.6.2
金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術は、動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証するものとします。機器は
不良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
4.7.6.3

異物検出装置による検査とその検証記録を維持するものとします。

4.7.7

異物混入事故の管理

4.7.7.1

異物混入が疑われる場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の評価、検査、および適切な廃棄を行うものとします。

4.7.7.2
ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

4.8

施設内の検査室

4.8.1

配置

4.8.1.1
施設内検査室は、ペットフード加工または取り扱い作業とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りするような設計にするも
のとします。
4.8.1.2
敷地内で保持する検査室廃棄物はすべて隔離して格納し、ペットフード由来の廃棄物とは別に管理するよう、設備を用意するものとしま
す。検査室からの排水出口は、少なくとも、ペットフード加工および取り扱い区域の排水口の下流に設けるものとします。
4.8.1.3

検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示を掲示するものとします。

SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
78

SQF 規定第 7 版

モジュール 4: ペットフード加工における適正製造規範

初版 1995 年 5 月

4.9

廃棄物処理

4.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

4.9.1.1
乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも
のとします。
4.9.1.2
廃棄物は定期的に除去し、ペットフード取り扱いまたは加工区域に集積させないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃
棄物が回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
4.9.1.3
トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
4.9.1.4
切り落とし屑、非食用の材料、使用済み包装を含むすべての固体ゴミを廃棄するための、適切な設備を用意するものとします。廃棄まで
の間、施設内で保管する廃棄物は、別の保管設備に保管し、閉じ込めることによって、ハザードをもたらさないようにします。
4.9.1.5
加工およびペットフード取り扱い区域のすべての液体廃棄物を廃棄するための、適切な設備を用意するものとします。液体廃棄物は、加
工環境から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザードをもたらさないようにします。
4.9.1.6

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。

4.10

屋外

4.10.1

地面と道路

4.10.1.1
ます。

施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし

4.10.1.2 通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設で行うペットフード安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守する
ものとします。
4.10.1.3 施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。
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モジュール 5: 食品安全の基礎 − 動物生産品の飼育における適正農業規範（GFSI Al）
本モジュールでは、精肉、卵生産、酪農、蜂蜜生産において用いられる、畜産（魚またはシーフードを除く）における適正農業規範の要件について説明
します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 1:

家畜および狩猟動物の生産、捕獲、産出
1A:
1B:
1D:
1E:

家畜の放し飼い生産
集中的動物生産 酪農業
狩猟動物
養蜂

5.1

サイトの要件

5.1.1

敷地の立地

5.1.1.1 農場と施設は近接・隣接の建物で、企業経営と土地使用は敷地における安全かつ衛生的な運営の妨げにならないようにするものとします。
5.1.1.2 以前の土地使用、近隣の土地使用、その他構造や設備を含む環境面の要素に関連する動物飼料や家畜のリスクを評価し記録するため、
土壌図を作成し、リスク評価を実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。

5.1.1.3

i.

土地使用の履歴

ii.

地形

iii.

近隣の土地使用

iv.

安全な製品の供給能力に影響を与え得るその他の要因

安全な製品の生産に影響を与え得る何らかの状況または変化があった場合、分析を再評価するものとします。

5.1.1.4 リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減少させるための管理措置を実施するものとします。

5.2

家畜と動物飼料の安全な収容

5.2.1

施設の立ち入りとセキュリティー

5.2.1.1
放牧地、飼育場その他の家畜が収容される作業場区域は柵で囲うものとします。サイトへの進入ポイントは、施錠可能な門で管理するも
のとします。
5.2.1.2

電気柵を使用する場合、囲いの中の家畜へのストレスや不快感を避けるための管理を行うものとします。

5.2.2

囲いと追い込み場

5.2.2.1
囲い、追い込み場、家畜休憩場は、ストレスや怪我、疾病を最小限に抑え、周囲の区域や天然資源に与える影響を最小限にするよう
設計、配置、建設、保守するものとします。
5.2.2.2

動物が囲いや飼育場に長期間とどめて置かれる場合、水と食物を適切に供給するものとします。

5.2.2.3
囲いや追い込み場の柵、ゲート、およびその他の表面は、摂取や吸入、接触を介して汚染を起こす傾向があるような塗料、処理液、消毒
液、その他の資材が用いられていないものとします。
5.2.3

集中的収容システム

5.2.3.1
集中的収容システムの設計、位置付け、構築は目的に適合しており、予期される極度の寒暖から動物を保護し、動物が横になる動作の
自由を許容する十分な空間を提供し、周囲の地域および天然資源に対する影響が最低限であるものとします。
5.2.3.2

動物を収容する建物にはその旨表示がされ、無許可の人物による進入を禁じるものとします。

5.2.3.3
動物の収容に使用される建物は、満足の行く生活環境を推進するために適切な通気があり、効果的な排水と堅固な足元を可能にする
設計がされているものとします。
5.2.3.4

十分な水と食料の供給および清掃と廃棄物除去の対策が取られるものとします。

5.2.3.5

畜舎は清潔かつ衛生的な状態を保守するものとします。

5.2.4

通路、けん引路、入口、出口、入庫・出庫用傾斜路

5.2.4.1
小道、通路、入口、出口、入庫・出庫用傾斜路は、家畜の社会的行動や動きを利用するよう設計され、家畜に怪我をさせる可能性が
ある箇所が生じないよう設計・保守するものとします。通路、けん引路、出口、入庫・出庫用傾斜路の底面はすべて、滑り、転倒ことを防ぐため、滑り止
めを施すものとします。すべての施設は、適切に保守されるものとします。
5.2.4.2
通路、けん引路、入口、出口、入庫・出庫用傾斜路は経口摂取、吸入、接触により動物を汚染しない素材を使うよう設計、建築、維
持され、 動物を傷つけうる尖った物がないようにするものとします。
5.2.5

動物飼料、農薬、備品保存用の建物

5.2.5.1
備品、動物用化学物質・農薬または動物飼料の保存に使用される建物はすべて、衛生管理基準の順守を可能にし、製品の汚染を避
けるよう設計・建築するものとします。建物は清潔に保つものとします。
5.2.5.2
動物飼料の貯蔵用のサイロは承認済みの素材で建設し、乾燥、清潔を保ち、ごみの残余物がなく、容認可能な状態で目的に適合して
おり、安全な薫蒸管理を可能にし、害虫の侵入を防ぐように設計するものとします。
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5.2.5.3
貯蔵庫は動物飼料、動物用化学物質および動物飼料と動物用化学物質の分配用の容器と設備の個別、衛生的な貯蔵を可能にす
るよう、農業用機械、危険化学物質およびその他の有毒物質と分離するよう設計し、建築するものとします。
5.2.5.4 動物用医薬品および医療用品は安全な区域に保存し、承認を受けた人員のみが利用できる状態にするものとします。
5.2.6

農業用機械、コンベヤー、収穫・加工用設備の建設と格納

5.2.6.1
コンベヤー、収穫・加工用設備への製品の接触面は、製品の効率的な取り扱いを可能にするよう設計・構築されており、製品と直接接触
する表面は食品または食品安全リスクの原因とならない素材で作られているものとします。
5.2.6.2

加工用設備、備品、コンベヤー、荷物用袋、トレイ容器および器具の洗浄・保管のための対策を備えるものとします。

5.2.6.3

農業用機械を動物飼料用コンベヤー、収穫・加工用設備から分離して保存する対策を備えるものとします。

5.2.7

車両、備品および器具

5.2.7.1

動物保健用の備品、道具、器具は使用に適しており、無毒性で、清潔で殺菌済みであり、汚染を防ぐ方法で保存するものとします。

5.2.7.2
家畜への動物飼料供給または動物保健用の備品、道具、器具およびその他の物品は、修繕を施し、清潔に保ち、汚染を防ぐ方法で保
存するものとします。
5.2.7.3
使い捨て医療用品を含む動物用備品は、目的に適合しており、清潔で使用可能な状態であり、清潔、安全で堅固な保存区域に保存
するものとします。
5.2.7.4

水槽と餌入れは、汚染源とならないよう、十分な頻度で清掃するものとします。

5.2.7.5
馬草収穫用のコンテナとパレットの検査に関して、明記された手順を実施するものとします。手順には、収穫用容器と包装資材の種類と
構造を含むものとします。
5.2.7.6
ます。

収穫用コンテナの収穫以外の目的への使用を明確に識別するものとし、収穫用に再利用するには完全な清掃と検査を実施するものとし

5.2.7.7
動物飼料輸送用車両は目的に適合しているものとし、完全な清掃と検査を実施せずに、動物飼料汚染の原因となる、廃棄物、し尿、
化学物質またはその他の危険物質の運搬に用いてはいけません。
5.2.7.8

サイトへの入場・退出区域には、車両車輪の清掃と殺菌地点を装備するものとします。

5.2.8

保守の実施手順

5.2.8.1

製品または設備の汚染リスクを予防する方法で、設備と建物の保全方法および責任を計画・スケジュール・実施するものとします。

5.2.9

設備の校正

5.2.9.1
動物飼料の供給、化学物質の使用、動物用医薬品に使用する供給、計測、試験、検査用具の校正の方法および責任を記録し、実
施するものとします。
5.2.9.2
当該備品は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて校正するものとします。基準が入手できない場合は、生産業者は適用
される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
5.2.9.3

校正は、設定されたスケジュールで、広く認められた基準または使用目的に適切な精度を用いて実施するものとします

5.2.9.4

校正記録を維持するものとします。

5.2.10

害虫管理

5.2.10.1 敷地や施設における害虫蔓延の管理方法を記録し、実施するものとします。敷地、動物収容施設、貯蔵施設、機械および設備は、害
虫をひきつけることがないよう、廃棄物またはゴミが集積することがないよう保つものとします。
5.2.10.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫発生時の駆除方法に関する概要を記す。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. 給餌管理プログラムを従業員に知らせる方法と、従業員が給餌ステーションと接触した際に取るべき措置の概要を記す。
ix.
5.2.10.3
5.2.11

従業員の認識度に関する要件と、害虫管理用化学物質および餌の使用トレーニングに関する要件の概要を記す。
害虫検査と殺虫剤使用の記録を維持するものとします。

動物管理

5.2.11.1
当該経営者は、動物飼料または食用作物の生産における動物行動または生産に関連する動物行動のリスク評価を実行・監視し、書
面で保管するものとします。
5.2.11.2

動物飼料栽培および生産用動物から、家畜と野生動物を排除する措置を取るものとします。

5.2.11.3

家畜を追うために作業犬が利用される場合、生産業者は作業犬の健康を維持・監視するものとします。

5.2.12

清掃および衛生

5.2.12.1 動物の収容場、囲い、飼育場、一時収容所、動物飼料接触備品、動物保健用品、衛生設備の清掃方法および責任を記録し、実施
するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
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i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

清掃評価担当者の特定

5.2.12.2 動物の収容場、囲い、飼育場、一時収容所、動物飼料接触備品、動物保健用品、衛生設備の清掃の有効性を検証する頻度を示し、
検証活動完了の責任者を示す検証スケジュールを作成するものとします。
5.2.12.3 洗浄と衛生プログラムの有効性について定期的に見直しを行い、必要に応じて環境的要因または疾病リスクに合わせるものとします。
5.2.12.4 洗浄と衛生活動の記録を維持するものとします。

5.3

個人衛生および福利

5.3.1

個人衛生の慣行

5.3.1.1
家畜と動物飼料の取り扱いに従事する人員は、適切な個人的慣行を守るものとします。食品安全慣行に違反する人員には、是正措置
を実施するものとします。
5.3.1.2

人畜共通感染症に罹患した、またはその保菌者である人員は、家畜または動物飼料の取り扱いに従事しないものとします。

5.3.1.3 医療スクリーニング手順は従業員全員に対して実施するものとし、すべての訪問者および契約業者にも適用可能とします。
5.3.1.4
家畜用動物飼料、および血液またはその他の体液と接触した動物飼料接触面の取り扱い手順を明記した、書面による方針を設定する
ものとします。
5.3.2

衛生施設および手洗い

5.3.2.1

トイレ設備は製品汚染リスクの可能性を最小限にする方法で、提供、設計、建築、配置するものとします。
i.

トイレは最大従業員数に対応し、洗浄・保守しやすい設計にするものとします。

ii.

清潔な水が出る手洗い設備、手洗いせっけん、使い捨てタオルまたは効果的な手乾燥装置、ゴミ箱、および廃棄される使用済み手
洗い水を溜めるタンクをトイレ設備内またはすぐ側に提供するものとします。

iii.

毎回のトイレ使用後に手洗いを促す指示を、手洗い設備のすぐ側に適切な言語で掲示するものとします。

iv.

農場の従業員が使用する、防護服用の棚を備え付けるものとします

v.

トイレは、農場作業員が利用しやすい位置に設置するものとします

vi.

トイレと手洗い設備は清潔で衛生的な状態に維持するものとします。

5.3.2.2 人員は手を清潔に保ち、次の場合に人員全員が手洗いするものとします。
i.
毎回のトイレ使用後
ii.
iii.

汚れた材料または汚染された材料を取り扱った後
喫煙または飲食後

5.3.3

防護服

5.3.3.1

防護服は、製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に保守、保管、洗濯、着用するものとします。

5.3.3.2

該当する場合、靴を含む衣類は製品を汚染リスクから守るために効果的に洗濯・殺菌を行うものとします。

5.3.3.3
ゴム手袋または使い捨て手袋を着用する場合、経営者は手袋着用に関する方針を整備することとし、人員は上記の通り手洗い慣行に
従うものとします。
5.3.3.4
5.3.4

建物間をつなぐ入退出部分には、履物の清掃・殺菌剤を備え付けるものとします。
アクセサリーと所持品

5.3.4.1
家畜の安全に脅威をもたらすアクセサリーおよびその他の外れやすい物品を、家畜取り扱いまたは動物飼料貯蔵区域内で身につけたり、
持ち込んではいけません。
5.3.5

訪問者

5.3.5.1
すべての訪問者には（管理職者と保守担当の従業員を含め）、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外し、適切な防護服を
身につけることを義務付けるものとします。
5.3.5.2

疾病の明らかな兆候を示す訪問者は、家畜取り扱い、動物飼料貯蔵、または作業場の業務区域への入場が禁止されます。

5.3.5.3

訪問者は、飼育場、囲い、飼育場、納屋または倉庫において、会社が従業員に指定するあらゆる慣行に従うものとします。

5.3.5.4

児童は動物取り扱いまたは保存区域への入場を許可されず、敷地内では常に監督下に置かれるものとします。

5.3.6

従業員施設

5.3.6.1

従業員の携行品を、家畜、収穫物、作業場加工業務、加工設備から離して保管するための措置を取るものとします。

5.3.6.2

食事・休憩用区域は、動物または動物飼料の取り扱い・接触区画および加工設備から離して指定・設置するものとします。

5.3.6.3
5.3.7

全作業場の従業員が飲用水を利用できるものとします。
救急用品

5.3.7.1
軽度の怪我の治療のため救急処置用施設を設置・運営し、患者がより専門的な治療を必要とする状況については、適切な処置を提供
するものとします。
5.3.7.2

救急用キットは衛生的で利用可能な状態に保つものとします。
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5.4

作業場および動物飼育の慣行

5.4.1

作業場での取り扱い慣行

5.4.1.1

作業場の包装担当従業員には、以下の事項を含む適切な慣行が用いられるものとします。
i.

エプロンと手袋を清潔に保つこと。

ii.

エプロンと手袋は、製品、作業台、設備または包装資材上に放置してはならず、与えられたエプロン・手袋用棚に吊るすこと。

iii.

すべての製品と包装資材は、地面と運搬車両の床に触れないようにすること。

iv.

廃棄物は廃棄用容器に格納すること。廃棄物は、家畜または動物飼料と接触してはならず、定期的に除去し、集積したままにしては
ならない。

5.4.1.2

家畜または動物飼料を、化学物質、油類や潤滑材および/または人との相互汚染から防ぐための対策を実施するものとします。

5.4.2

動物飼育の慣行

5.4.2.1
生産業者は、飼育する動物のタイプに合った動物飼育管理基準を適用し、広域放牧、閉鎖収容、または集中的収容状態のいずれかを
問わず、動物の基本的ニーズの充足が確実に維持されるようにするものとします。
5.4.2.2
動物の飼育と管理の責任を負う従業員は、動物の取り扱いと福利について訓練を受けているものとします。従業員は動物の苦痛と疾病
の早期兆候に気づき、動物のストレスを最低限にするものとします。
5.4.2.3
家畜の取り扱いに関する明記された手順を実施し、維持するものとします。従業員による家畜の取り扱いが以下の事項を満たすよう、方
針を徹底するものとします。
i.

動物に、清潔な動物飼料の適切な供給源と汚染されていない水が常に与えられていること。

ii.

動物は、損傷やストレスを避けるような方法で放牧・収容されること。

iii.

動物のし尿と飼育場の汚水は、定期的に除去し排除すること。

iv.

物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手順が設定されていること。

v.

疾病に罹患していたり、投薬中の動物を健康な動物から隔離すること。

vi.

疾病に罹患した動物の取り扱い・治療をしている人員は、健康な動物に接触しないこと。

5.4.2.4

家畜と接触する素材や設備は、清潔で修理が行き届いているものとします。

5.5

水の管理

5.5.1

家畜生産用の水

5.5.1.1

家畜生産用の水は、周知の清潔な水源から引くか、使用に適合するよう処理をしているものとする。

5.5.1.2
生産業者は、水源から使用に至るハザードの分析を行い、水のモニタリングに関する容認基準を設定し、目的に適合していることを徹底
するよう、使用される水の完全性の検証と確認を行うものとします。
5.5.1.3

家畜生産用の水がタンクまたは飼槽に溜めて置かれる場合、生産業者はタンクまたは飼槽が汚染源でないことを徹底するものとします。

5.5.1.4
5.5.2

人間または動物の排泄物を搬送する廃棄物システムは、家畜生産用の水の搬送用の水路とは分離されるものとします。
家畜生産用の水処理

5.5.2.1

家畜生産用の水が使用可能な状態に処理される場合、処理後の水は第 5.5.3 項に記す微生物学的規準に適合するものとします。

5.5.3

水管理計画

5.5.3.1
家畜生産、動物飼料の混合、動物飼料と動物用設備の清掃、殺菌剤溶液の混合に使用される水は、生産国の飲用水に関する微生
物学的・化学的基準に適合するものとします。ハザード分析と適用法に基づき、必要に応じて灌漑用水およびその他の農業用水に関する個別の基準
を設けるものとします。
水管理計画には、以下の事項を含むものとします。
i.

予防管理

ii.

監視および検証手順

iii.

是正処置

iv.

文書記録

5.5.3.2
必要に応じて、水リスク評価および現在の業界標準または生産する製品に関する規制の指示に従って、水管理計画の一環として水質検
査を行うものとします。該当する場合、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で水質分析を実施するものとします。
5.5.3.3
水質が、確立された標準または基準に適合することを確認するため、水質の監視を行うものとします。ハザード分析または適用法規により
決定されるモニタリングの区域と頻度を示す検証スケジュールを作成するものとします。
5.5.4
是正処置
5.5.4.1
モニタリングにより、家畜生産用（または第 5.5.3.1 項の下で特定されるその他の用途）の水が確立した基準または標準に満たない場合、
生産業者は是正処置計画を作成するものとし、是正処置計画には追加的な水処理、追加的な水源、家畜の特定と廃棄またはその他の判明したハ
ザードを適切に管理するための代替的措置を含めることができるものとします。

5.6

保管と輸送

5.6.1

家畜、動物飼料および動物用医薬品の保管

5.6.1.1

家畜は微生物学的または化学的汚染、身体的損傷または苦痛を最小限にする条件の下で、収容、運搬されるものとします。
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5.6.1.2
します。

生産業者は家畜、動物飼料または給餌用具に対して、農薬、洗浄剤、廃棄物または人との相互汚染を予防する対策を実施するものと

5.6.1.3
動物飼料は清潔で乾燥したサイロまたは納屋に安全に保管し、廃棄物、動物用医薬品、および危険化学物質とは分離して取り扱うも
のとします。
5.6.1.4

異なる種、生産業者、製造業者から調達した動物飼料は、個別のサイロまたは保管区域を用いて個別に保管するものとします。

5.6.1.5
動物飼料の清潔度、温度、適合性、およびカビや菌類がないことの確認を定期的に実施するものとします。動物飼料確認記録を維持す
るものとします。
5.6.1.6
動物用ワクチンおよび医薬品は、規制要件に従って、または規制要件がない場合はメーカーの指示に従って、安全で施錠可能な保管区
域に保管するものとします。
5.6.2

危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管

5.6.2.1
危険化学物質、有毒物質、石油製品は、従業員、製品、製品取り扱い設備、または家畜を処理、保管、運搬する区域に危険をもたら
すことがないよう、具体的に特定し保管するものとします。
5.6.2.2
農薬および除草剤、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤、消毒剤および洗剤などの製品接触化学物質は、購入時の容器内に入れて個別に
保管するものとします。
5.6.2.3

化学物質保存用倉庫は、以下の事項に従うものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

屋外への換気性がある。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた人員のみにアクセスを制限するよう、安全で施錠可能である。

v.

危険化学物質の安全な取り扱い説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域では、適切な救急用品および防護服を使用できるようにする。
viii. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび/または洗浄施設を利用できる状態にする。
ix.

危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。

x.

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

5.6.2.4

石油燃料、油類、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管区域とは別に保管するものとします。

5.6.2.5
動物飼料取り扱いまたは家畜収容区域内（個別で施錠可能またはそうでなければ封じ込めされている）に危険化学物質、有害物質、石
油製品を保管することは認められません。
5.6.3
輸送
5.6.3.1

家畜の積み込み、輸送、積み降ろしは、損傷と苦痛を最小限にするよう記録、実施、設計するものとします。

5.6.3.2

家畜の積み込み、輸送、積み降ろしを担当する従業員は、適切に訓練されるものとします。

5.7

医薬品、動物飼料、農薬の購入と使用

5.7.1

ワクチン、医薬品、ビタミンの購入

5.7.1.1
ワクチン、医薬品、ビタミン、栄養補助食品は、適用法規に従って認可済みのサプライヤーから購入し、メーカーにより正しい表示がなされ
ているものとします。
5.7.1.2
家畜用医薬品を含め、購入・使用する動物用医薬品、ビタミン、栄養補助食品の在庫一覧を維持するものとします。生産業者は在庫
一覧に含まれ、施設内で使用されたすべての動物用医薬品の購入証明を提供するものとします。
5.7.2
動物用医薬品の適用
5.7.2.1 標的疾患に対するワクチンまたは医薬品の使用を指示する動物保健計画を作成し、実施するものとします。すべてのワクチンと医薬品は、
投薬保留期間を含め、使用説明書に従って使用するものとします。
5.7.2.2

医薬品の承認適応外使用は、有資格獣医師により承認を受けるものとします。

5.7.2.3

クチン投与に関する決定を行う人員は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

対象市場において容認される医薬品、および最大残留物レベルに関する情報の知識があり、これらの情報へのアクセスがあること。

ii.

医薬品投与の多様な方法、および投与保留期間に関する能力と知識があること。

iii.

現在の医薬品一覧を維持し、購入・使用されたすべての医薬品の記録を保存すること。

5.7.2.4

動物用医薬品を動物飼料に混ぜて投与する必要がある場合、医薬品混入の動物飼料は個別に識別し、保存するものとします。

5.7.2.5

動物用医薬品を水に混ぜて投与する必要がある場合、医薬品混入の水は個別に識別し、保存すること。

5.7.2.6
生産業者は未使用の動物用医薬品、期限切れの医薬品、空容器と使い捨て器具を、規制要件に従って廃棄し、空容器、使用済み
注射針、使い捨て器具が再使用されることなく、廃棄されるまでの間、隔離して安全に保管するよう徹底するものとします。
5.7.2.7
一部またはすべての家畜が届出義務のある疾病に感染した場合、生産業者は影響を受けた家畜を隔離し、影響を受けた家畜の治療ま
たは廃棄による適切な措置を取るものとします。
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5.7.3

動物飼料管理計画

5.7.3.1
生産業者が動物飼料の購入を選択する際、適用法規および合意済みの仕様に従って、承認済みのサプライヤーから購入するものとしま
す。購入したすべての資料の記録を維持するものとします。
5.7.3.2
生産業者は、購入されたか現地生産かを問わず、全動物飼料の安全性と完全性を維持するため、動物飼料管理計画を実施するもの
とします。動物飼料は規制要件を満たし、微生物学的または化学的汚染の可能性を最小限にするよう管理するものとします。
動物飼料管理計画には、以下の事項を含めるものとします。
i.

予防管理

ii.

監視および検証手順

iii.

是正処置

iv.

文書記録

動物飼料が、確立された微生物学的および化学的標準または基準を順守していることを確認するため、動物飼料の品質の検査を行うものとします。
該当する場合、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で、動物飼料分析を実施するものとします。
5.7.3.3
動物飼料が汚染されたまたは使用に適さないことが発覚した場合、生産業者は家畜およびその他の農場の生産物に食品安全リスクをも
たらさないよう、汚染された動物飼料を封じ込め除去し、また汚染されたサイロと設備を洗浄・殺菌するプロセスを設定するものとします。
5.7.4
土壌改良
5.7.4.1
します。

生の未処理堆肥は使用してはいけません。生産物の汚染を防ぐために、土壌改良処理および適用の方法を記録・実施・設計するものと

5.7.4.2

土壌改良プロトコルは以下の事項を確認して、堆肥およびその他の未処理有機肥料の処理に用いる方法の概要を示すものとします。
i.

適用された処理方法は、有機土壌改良において病原菌を不活性化すること。

ii.

使用前に、有機土壌改良処理方法のハザード分析を行うこと。

iii.

改良方法は検証済みであり、有機土壌改良処理は適用された方法に従っていると確認されていること。

iv. 有機土壌の改良の検証および確認記録を維持すること。
5.7.4.3
土壌改良実施手順には、有機土壌改良剤の適用によって生産物の安全性と人間の健康に対するリスクを最小限とするよう、適切な時
期の選択方法に関する概要を以下の事項を含めて記すものとします。
i.

土壌改良の適用はすべて、国・地方自治体のガイダンス、実施基準および適正農業規範の規約に従うこと。

ii.

土壌改良の適用に用いられる設備は正確な適用を確実に行うため良好な状態に保守され、校正されていること。

iii.

すべての設備の保守・校正記録が維持されていること。

iv.

看板・標識は国・地方の実施基準を順守していること。

v.

土壌改良の適用の詳細記録を提出するために十分なデータが記録されていること。

5.7.5

農薬

5.7.5.1
化学物質は適用される法規に従って、承認済みサプライヤーから購入するものとします。購入・使用したすべての農薬の在庫一覧を維持
するものとします。
5.7.5.2

標的害虫または疾病向けの適用と、その適用を開始する閾値レベルを示す作物保護対策計画を作成し、実施するものとします。

5.7.5.3

生産物が輸出用の場合、農薬の適用は輸出国の要件を考慮するものとします。

5.7.5.4

化学物質の適用を判断する者は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

対象市場において容認される化学物質の適用、および最大残留物レベルに関する情報の知識があり、これらの情報へのアクセスがあ
ること。

ii.

対象市場において、適用承認済みの化学物質のみを使用すること。

iii.

化学物質の使用および作物への使用保留期間に関する能力と知識を示すこと。

iv.

作物への使用および標的害虫・疾病に対する適用率が使用説明書の推奨を確実に順守していること。

v.

化学物質の適用時期と収穫までの期間が、適用した化学物質の承認された収穫間隔を順守していること。

vi.

現在の化学物質一覧を維持し、すべての化学物質の適用記録を維持すること。

5.7.5.5

生産業者は、規制要件に従って化学物質廃棄物および空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

5.8

在庫の識別とトレーサビリティー

5.8.1

生きた魚介の記録

5.8.1.1 すべての家畜は個別または群れごとの識別システムにより識別され、出生農場まで遡ってトレース可能な状態であるものとします。
5.8.1.2 生産業者は農場内の現在の生存家畜、家畜移動、家畜売買、家畜の損失を含む飼育の記録を維持するものとします。
5.8.1.3 承認された動物用医薬品による治療を受けた魚介の記録を保存し、その医薬品の投薬日と投薬保留期間を含めるものとします。
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5.8.2

動物飼料の識別とトレーサビリティー

5.8.2.1 すべての動物飼料および動物飼料添加物はバッチ識別システムにより識別され、サプライヤーの名称と住所とバッチ番号、または生産業者
の識別マークを含め、供給源まで遡ってトレース可能な状態であるものとします。
5.8.2.2 生産業者は使用した動物飼料と動物飼料添加物の記録を維持するものとします。

5.9

廃棄物処理

5.9.1

乾燥、液体廃棄物の処理

5.9.1.1
廃棄物は、家畜および農場のその他の動物に食品安全リスクをもたらすことがないよう、農場、作業場、囲い、飼育場、家畜小屋、周囲
の区域から定期的に除去されるものとします。
5.9.1.2
非食用材料および不使用の包装資材を含むすべての固体廃棄物、液体廃棄物および非衛生的廃棄物の効果的かつ効率的な廃棄に
ついての責任および方法を文書化し、実施するものとします。
5.9.1.3

農場の固形廃棄物が保管される区域は、清潔に保つものとします。

5.9.1.4
けません。

処理予定の動物の死骸は、生産区域外に保管されるものとします。死骸処理会社は、死骸除去の際に生産施設の通り抜けをしてはい

5.9.2

液体廃棄物

5.9.2.1

排水および廃棄物処理区域は、水路と隣接の敷地の汚染を避けるよう設計、建設するものとします。

5.9.2.2
下水処理工場からの未処理の排水およびスラリーは、動物一時収容区域、放牧場、作物の収穫、水路の汚染をしないよう封じ込めるも
のとします。
5.9.2.3
します。

液肥は、家畜およびその他農場の動物に食品安全リスクをもたらすことがないよう、特別に設計・構築された水密性容器に保管するものと
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モジュール 6: 食品安全の基礎 − 魚養殖に関する適正養殖規範（GFSI All）
本モジュールでは、食料生産に用いられる魚または魚介類の生産に関する適正養殖規範の要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 6:

魚の捕獲および集中的養殖
6A:

天然捕獲魚

6B:

養殖および非加熱喫食調理済み（RTE）魚介類

6.1

構造物と船舶の位置および配置

6.1.1

養殖場

6.1.1.1

養殖場は国・地方自治体の規則を順守し、土地使用、水使用および流出液体廃棄物について法的権限を明示するものとします。

6.1.1.2

養殖場は、近接、隣接の建物、作業、土地使用が敷地における安全で衛生的な運営の妨げにならないものとします。

6.1.1.3
以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環境要因に関連する製品に関するリスクを評価し記録するため、リスク
評価を実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

土地使用の履歴

ii.

地形

iii.

近隣の土地使用

iv.

土壌の通水性

v.

安全な製品の供給能力に影響を与え得るその他の要因

6.1.1.4

安全な製品の生産に影響を与え得る何らかの状況または変化があった場合、分析を再評価するものとします。

6.1.1.5

リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減少させるための管理措置を実施するものとします。

6.1.2

船舶および構造物

6.1.2.1
船舶、魚の荷揚げ区域および陸上構造物は、近接の建物または業務が、生産業者の安全で衛生的な業務の妨げとならないよう設計、
建設されるものとします。
6.1.2.2
船舶、魚の荷揚げ区域および陸上構造物は、洗浄と害虫管理をしやすいよう、また油、グリース、その他の汚染物がないよう設計・建設
するものとします。

6.2

魚群、動物飼料、設備の安全な収容

6.2.1

施設の立ち入りとセキュリティー

6.2.1.1
養殖場には柵を設け、出入り口は施錠可能な門で管理するものとします。許可を受けた者のみが養殖場に入場し、製品、動物飼料、水
道を利用できるものとします。
6.2.1.2

天然捕獲魚は船上・陸上の双方において、清潔な容器に入れ、未許可の立ち入りまたは汚染源から保護するものとします。

6.2.2

動物飼料、化学物質、備品保存用の建物

6.2.2.1 備品、動物用・養殖用化学物質または動物飼料の保存に使用される建物はすべて、衛生管理基準を順守し、製品の汚染を避けるよう
設計・建築するものとします。
6.2.2.2 備品、動物用・養殖用化学物質または動物飼料保管用の建物は、清潔に保つものとします。
6.2.2.3
動物飼料貯蔵用のサイロは承認済みの素材で建設され、乾燥、清潔を保ち、ごみの残余物がなく、容認可能な状態で目的に適合して
おり、安全な薫蒸管理を可能にし、害虫の侵入を防ぐように設計するものとします。
6.2.2.4
貯蔵庫は動物飼料、動物用化学物質および動物飼料と動物用化学物質の分配用の容器と設備の個別、衛生的な貯蔵を可能にす
るよう、機械、危険化学物質およびその他の有毒物質と分離するよう、設計し、建築するものとします。
6.2.2.5
6.2.3

動物用医薬品および医療用品は安全な区域に保存し、承認を受けた人員のみが利用できる状態にするものとします。
機械、コンベヤー、収穫・加工用設備の建設と保管

6.2.3.1
船舶上または養殖場のコンベヤー、捕獲・加工用設備への製品の接触面は、製品の効率的な取り扱いを可能にするよう設計・構築し、
製品と直接接触する表面は、食品または動物飼料の安全リスクの原因とならない素材で構成するものとします。
6.2.3.2

捕獲用・加工用設備、備品、コンベヤー、荷物用袋、トレイ容器および器具の洗浄・保存のための対策を備えるものとします。

6.2.3.3
6.2.4

食品と接触しない設備を捕獲用・加工用設備と分離して保管する対策を備えるものとします。
車両、備品および器具

6.2.4.1
ナイフ、袋、トレイ、コンベヤー、容器、動物保健用備品などその他の備品を含む動物飼料加工用設備は、使用に適しており、無毒性、
滑らか、不浸透性で洗浄と殺菌しやすい素材で作るものとします。
6.2.4.2
魚の動物飼料供給または魚の保健用備品、道具、器具およびその他の物品は、修繕を施し、清潔に保ち、汚染を予防する方法で保存
するものとします。
6.2.4.3
使い捨て医療用品を含む動物用備品は、目的に適合しており、清潔で使用可能な状態であり、清潔、安全で堅固な保存区域に保存
するものとします。
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6.2.4.4

水槽と餌入れは、汚染源とならないよう、十分な頻度で洗浄を行うものとします。

6.2.4.5
魚群、動物飼料および氷の輸送に使用される車両は目的に適合しているものとし、完全な清掃と検査を実施せずに、動物飼料汚染の
原因となる、廃棄物、し尿、化学物質またはその他の危険物質の運搬に用いてはいけません。
6.2.5

保守の実施手順

6.2.5.1
6.2.6

製品または設備の汚染リスクを予防する方法で、船舶、設備、建物の保守方法および責任を計画・スケジュール・実施するものとします。
設備の校正

6.2.6.1 給餌の計測とモニタリング、化学物質投与、動物用医薬品に使用する給餌、計測、試験、検査用設備の校正と再校正の方法および責
任を記録し、実施するものとします。
6.2.6.2 設備は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて校正するものとします。基準が入手できない場合は、生産業者は適用される
校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
6.2.6.3 校正は、設定されたスケジュールで、広く認められた基準または使用目的に適切な精度を用いて実施するものとします
6.2.6.4 校正記録を維持するものとします。
6.2.7
害虫管理
6.2.7.1
船舶、サイトまたは施設における害虫蔓延の管理方法を記録し、実施するものとします。敷地、保管施設、貯蔵施設、機械および設備
は、害虫をひきつけることがないよう、廃棄物またはゴミが集積することがないよう保つものとします。
6.2.7.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫発生時の駆除方法に関する概要を記す。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. 給餌管理プログラムを従業員に知らせる方法と、従業員が給餌ステーションと接触した際に取るべき措置の概要を記す。
ix.

従業員の認識度に関する要件と、害虫管理用化学物質および餌の使用トレーニングに関する要件の概要を記す。

6.2.7.3

害虫検査と殺虫剤使用の記録を維持するものとします。

6.2.8

動物管理

6.2.8.1
経営者は、動物飼料、養殖魚、または天然魚介の生産内外における動物活動の実施・モニター済みの明記されたリスク評価を有するも
のとします。
6.2.9

清掃および衛生

6.2.9.1
船舶、容器、魚に接触する備品、動物保健用備品、衛生設備の洗浄の方法および責任を記録し、実施するものとします。以下の事項
を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

清掃評価担当者の特定

6.2.9.2
船舶、容器、魚が接触する設備、動物保健用備品、衛生設備の洗浄の有効性を検証する頻度を示し、検証活動完了の責任者を示
す検証スケジュールを作成するものとします。
6.2.9.3

洗浄と衛生プログラムの有効性について定期的に見直しを行い、必要に応じて環境的要因または疾病リスクに合わせるものとします。

6.2.9.4

洗浄と衛生活動の記録を維持するものとします。

6.3

個人衛生および福利

6.3.1

個人衛生の慣行

6.3.1.1 生きた養殖魚介、天然魚介、および動物飼料の取り扱いに従事する人員は、適切な慣行を順守するものとします。食品安全慣行に違反
する人員には、是正措置を実施するものとします。
6.3.1.2 食物を媒介として拡大し得る感染症に罹患している、もしくはその保菌者である人員は、生きた養殖魚介、天然魚介または動物飼料の取
り扱いに従事しないものとします。
6.3.1.3

医療スクリーニング手順は従業員全員に対して実施するものとし、すべての訪問者および契約業者にも適用可能とします。

6.3.1.4 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工に従事しないものとします。身体の露出部の軽度の切り傷
や擦過傷は、適切な防水包帯で覆うものとします。
6.3.1.5 生きた養殖魚介、天然魚介、動物飼料および製品の接触面の取り扱い手順を明記した書面による方針を設定するものとします。
6.3.1.6 製品または動物飼料の取り扱い区域では、喫煙、ガムを噛むこと、飲食（水を除く）、つば吐きは禁止します。
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6.3.2

衛生施設および手洗い

6.3.2.1

トイレ設備は製品汚染リスクの可能性を最小限にする方法で、提供、設計、建築、配置するものとします。
i.

トイレは最大従業員数に対応し、洗浄・保守しやすい設計にするものとします。

ii.

清潔な水が出る手洗い設備、手洗いせっけん、使い捨てタオルまたは効果的な手乾燥装置、ゴミ箱、および廃棄される使用済み手
洗い水を溜めるタンクをトイレ設備内またはすぐ側に提供するものとします。

iii.

毎回のトイレ使用後に手洗いを促す指示を、手洗い設備のすぐ側に適切な言語で掲示するものとします。

iv.

従業員が使用する、防護服用の棚を備え付けるものとします。

v.

トイレは、作業員が利用しやすい位置に設置するものとします。

vi.
6.3.2.2

トイレと手洗い設備は清潔で衛生的な状態に維持するものとします。
人員は手を清潔に保ち、次の場合に人員全員が手洗いするものとします。

i.

生きた魚、天然魚介、または動物飼料を取り扱う前

ii.

生きた魚、天然魚介、または動物飼料を取り扱った後

iii.

毎回のトイレ使用後

iv.

ハンカチの使用後

v.

汚れた材料または汚染された材料を取り扱った後

vi.

喫煙または飲食後

6.3.3

防護服

6.3.3.1

防護服は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に保守、保管、洗濯、着用するものとします。

6.3.3.2

該当する場合、履物を含む衣類は製品を汚染リスクから守るよう効果的に保守、洗濯、殺菌、着用するものとします。

6.3.3.3
ゴム手袋または使い捨て手袋を着用する場合、経営者は手袋着用に関する方針を整備することとし、人員は上記の通り手洗い慣行に
従うものとします。
6.3.4
アクセサリーと所持品
6.3.4.1
生きた魚介の安全に脅威をもたらすアクセサリーや外れやすい物品を、製品取り扱いまたは動物飼料貯蔵業務に際して身につけたり、持
ち込んではいけません。
6.3.5
訪問者
6.3.5.1
すべての訪問者には（管理職者と保守担当の従業員を含め）、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外し、適切な防護服を
身につけることを義務付けるものとします。
6.3.5.2

疾病の明らかな兆候を示す訪問者は、生きた魚介、天然魚介または動物飼料取り扱い区域への入場が禁止されます。

6.3.5.3
訪問者は、養殖場および・または天然魚介の荷揚げ、貯蔵および/または取り扱い区域内において会社が従業員に指定するあらゆる慣
行に従うものとします。
6.3.6
従業員施設
6.3.6.1

従業員の携行品は、生きた魚介、天然魚介または動物飼料取り扱い区域から離して保管するための措置を取るものとします。

6.3.6.2

船員用の船上宿泊設備は、規制要件（該当する場合）を満たし、清潔かつ乾燥しているものとします。

6.3.6.3

食事休憩用区域は、生きた魚介、天然魚介または動物飼料の取り扱い区域とは離れて指定・位置を決めるものとします。

6.3.6.4
6.3.7

従業員全員が飲用水を利用できるものとします。
救急用品

6.3.7.1
軽度の怪我の治療のため救急処置用施設を設置・運営し、患者がより専門的な治療を必要とする状況については、適切な処置を提供
するものとします。
6.3.7.2

救急用キットは衛生的で利用可能な状態に保つものとします。

6.4

養殖および魚介取り扱い慣行

6.4.1

製品取り扱い慣行

6.4.1.1
動物飼料、生きた魚介または天然魚介の取り扱い作業をする従業員については、以下の事項を含む適切な個人衛生の慣行が援用さ
れるものとします。
i.

エプロンと手袋を清潔に保つこと。

ii.

エプロンと手袋は、製品、作業台、設備または包装資材上に放置してはならず、与えられたエプロン・手袋用棚に吊るすこと。

iii.

すべての製品と包装資材は、地面と船舶の床、保管区域、または運搬車両の床に触れないようにすること。

iv.

廃棄物は廃棄用容器に格納すること。廃棄物は製品と接触してはならず、定期的に除去することとし、集積したままにしてはならな
い。

6.4.1.2

養殖または捕獲した製品を動物飼料、化学物質、油類や潤滑材および/または人との相互汚染から防ぐための対策を実施するものとします。

6.4.2

養殖の慣行

6.4.2.1
生産業者は、自らが飼育する生きた魚に対し良好な養殖工程管理を適用するものとし、管理下におかれる種の基本的なニーズが必ず
維持されるようにするものとします。
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6.4.2.2
養殖魚の飼育・管理責任者は、養殖生産工程の訓練を受け能力を有するものとします。従業員は苦痛と疾病の兆候に気づき、養殖魚
介のストレスを最低限にすることができるものとします。
6.4.2.3
養殖魚介の取り扱いに関する明記された手順を実施し、維持するものとします。方針では、従業員による養殖魚介の取り扱いが以下の
通りであるよう徹底するものとします。
i.

養殖魚介には、清潔な動物飼料の適切な供給源と汚染されていない水が常に与えられていること。

ii.

物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手順が設定されていること。

iii.

疾病にかかった、または投薬を受けている魚介は健康な群れから分離されていること。

iv.

疾病にかかった魚介を取り扱う、治療を行なう人員は、健康な魚介に接触しないこと。

6.4.2.4

養殖魚介と接触する素材や設備は、清潔で修理が行き届いているものとします。

6.5

水の管理

6.5.1

養殖用水

6.5.1.1

養殖魚介生産用の水は、周知の清潔な水源から引かれるか使用に適合するよう処理しているものとします。

6.5.1.2

養殖用水は、周知の法規を順守する区域および方法で調達されるものとします。

6.5.1.3
生産業者は、水源から使用に至るハザードの分析を行い、水のモニタリングに関する容認基準を設定し、目的に適合していることを徹底
するよう、使用される水の完全性の検証と確認を行うものとします。
6.5.1.4

養殖魚介生産用の水がタンクに溜められている場合、生産業者はタンクが決して汚染源にならないよう確認するものとします。

6.5.1.5
人間または動物の排泄物を搬送する廃棄物システムは、養殖魚介生産、設備洗浄、氷生産用の水の搬送用の水路とは分離されるも
のとします。
6.5.2
水処理
6.5.2.1

養殖魚介生産用の水が使用可能な状態に処理される場合、処理後の水は第 6.5.3 項に記す微生物学的規準に適合するものとします。

6.5.3

水管理計画

6.5.3.1
養殖魚介生産、動物飼料の混合、動物飼料・魚用設備の洗浄、氷生産に使用される水は、生産国の飲用水に関する微生物学的・
化学的基準に適合するものとします。必要に応じて、養殖に使用される水は重金属およびポリ塩化ビフェニル（PCB）の検査を行うものとします。
水管理計画には、以下の事項を含むものとします。
i.

予防管理

ii.

監視および検証手順

iii.

是正処置

iv.

文書記録

6.5.3.2
必要に応じて、水リスク評価および現在の業界標準または生産する製品に関する規制の指示に従って、水管理計画の一環として水質検
査を行うものとします。水質分析は、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で実施するものとします。
6.5.3.3
水質が、確立された微生物学的・化学的標準または基準に適合することを確認するため、水および氷の品質のモニタリングを行うものとし
ます。ハザード分析、生産国における生産管理工程基準、または適用法規により決定される、モニタリングの区域と頻度を示す検証スケジュールを作成
するものとします。
6.5.4
是正処置
6.5.4.1
モニタリングにより、生きた魚の生産（または第 6.5.3.1 項の下で特定されるその他の用途）に使用される水が設定されている条件および
基準に満たないことが判明した場合、生産業者は是正処置計画を作成するものとし、そこに追加的な水処理、追加的な水源、養殖魚介の特定と廃
棄またはその他の識別されたハザードを適切に管理するための代替的措置を含めることができるものとします。
6.5.5
洗浄、保存、輸送に使用される水/氷
6.5.5.1
天然魚介の捕獲、洗浄、氷生産中のあらゆる水使用についての標準作業手順（SOP）を作成するものとします。標準作業手順には、以
下の事項を含めるものとします。
i.
ii.
iii.
iv.

製品に直接接触し、製品接触面に使用される水または氷の微生物的品質
再循環水の処理（該当する場合）
送水システムの状態および保守
洗浄水の温度調節

6.5.5.2

水交換スケジュールを含む、養殖中のあらゆる水使用についての標準作業手順を作成するものとします。

6.6

保管と輸送

6.6.1

捕獲した魚、動物飼料および動物用医薬品の保存

6.6.1.1

捕獲した魚は微生物学的、化学的汚染または物理的損傷のリスクを最小限にする状態で収容・運搬するものとします。

6.6.1.2
生産業者は、生きた養殖魚介、天然魚介または動物飼料を、化学物質、洗剤、油類、グリース、その他の農薬、廃棄物または人との相
互汚染から防止する対策を実施するものとします。
6.6.1.3
動物飼料は清潔で乾燥したサイロまたは容器に安全に保管し、廃棄物、動物用医薬品、および危険化学物質とは分離して取り扱うも
のとします。
6.6.1.4

異なる種、生産業者、製造業者から調達した動物飼料は、個別サイロまたは個別保管区域を用い、個別に保管されるものとします。
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6.6.1.5
養殖用動物飼料の清潔度、温度、適合性、およびカビや菌類がないことの確認を定期的に実施するものとします。動物飼料確認記録を
維持するものとします。
6.6.1.6
動物用ワクチンおよび医薬品は、規制要件に従って、または規制要件がない場合はメーカーの指示に従って、安全で施錠可能な保管区
域に保管するものとします。
6.6.2

危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管

6.6.2.1
危険化学物質、有毒物質、石油製品は、従業員、製品、製品取り扱い設備、または捕獲した製品を取り扱い、保存、運搬する区域に
危険をもたらすことがないよう、具体的に特定し保管するものとします。
6.6.2.2
農薬および除草剤、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤、消毒剤および洗剤などの製品接触化学物質は、購入時の容器内に入れて個別に
保管するものとします。
6.6.2.3

化学物質保存用倉庫または納屋は、以下の事項に従うものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

屋外への換気性がある。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた人員のみにアクセスを制限するよう、安全で施錠可能である。

v.

危険化学物質の安全な取り扱い説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域では、適切な救急用品および防護服を使用できるようにする。
viii. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび/または洗浄施設を利用できる状態にする。
ix.

危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。

x.

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

6.6.2.4

石油燃料、油類、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管区域とは別に保管するものとします。

6.6.2.5
製品保管区域内（個別で施錠可能またはそうでなければ封じ込めされている）に危険化学物質、有害物質、石油製品を保管することは
認められません。
6.6.3
輸送
6.6.3.1

捕獲した魚介の積み込み、運搬、積み降ろしは損傷と苦痛を最小限にするよう記録、実施するものとします。

6.6.3.2

捕獲した魚介の積み込み、運搬、積み降ろしに関わる従業員は適切に訓練を受けているものとします。

6.7

医薬品、養殖用動物飼料、養殖用化学物質の購入と使用

6.7.1

医薬品の購入

6.7.1.1

ワクチンと医薬品は適用法規に従って認可済みのサプライヤーから購入し、メーカーにより正しく表示がなされているものとします。

6.7.1.2

成長促進を目的として、医薬品を購入または使用してはいけません。

6.7.1.3
動物飼料混入の医薬品を含め、購入・使用されたすべての養殖用医薬品の在庫一覧を維持するものとします。生産業者は在庫一覧に
含まれ、施設内で使用されたすべての医薬品の購入証明を提供するものとします。
6.7.2
養殖用医薬品の投与
6.7.2.1
標的疾患に対する医薬品の使用を指示する計画を作成し、実施するものとします。すべてのワクチンと医薬品は、投薬保留期間を含め、
使用説明書に従って使用するものとします。
6.7.2.2

医薬品の承認適応外使用は、有資格獣医師により承認を受けるものとします。

6.7.2.3

クチン投与に関する決定を行う人員は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

対象市場において容認される医薬品、および最大残留物レベルに関する情報の知識があり、これらの情報へのアクセスがあること。

ii.

医薬品投与の多様な方法、および投与保留期間に関する能力と知識があること。

iii.

現在の医薬品一覧を維持し、購入・使用されたすべての医薬品の記録を保存すること。

6.7.2.4

動物用医薬品を動物飼料に混ぜて投与する必要がある場合、動物飼料は個別に識別し、保存すること。

6.7.2.5

動物用医薬品を水に混ぜて投与する必要がある場合、医薬品混入の水は個別に識別し、保存すること。

6.7.2.6
生産業者は未使用の動物用医薬品、期限切れ医薬品、空容器と使い捨て器具を、規制要件に従って処分し、空容器、使用済み注
射針、使い捨て器具が再使用されることなく、処分されるまでの間、隔離して安全に保管するものとします。
6.7.2.7
一部またはすべての生きた魚介が届出義務のある疾病に感染した場合、生産業者は影響を受けた魚介を隔離し、影響を受けた魚介の
治療または処分による適切な措置を取るものとします。
6.7.3

動物飼料管理計画

6.7.3.1
生産業者が養殖用動物飼料の購入を選択する際は、適用法規および同意済みの仕様に従って、承認済みのサプライヤーから購入する
ものとします。購入・使用したすべての養殖用動物飼料の在庫一覧を維持するものとします。
6.7.3.2
生産業者は購入されたか現地生産かを問わず、すべての養殖用動物飼料の安全性と完全性を維持するため、動物飼料管理計画を実
施するものとします。養殖用動物飼料は規制要件を満たし、微生物学的または化学的汚染の可能性を最小限にするよう管理するものとします。
動物飼料管理計画には、以下の事項を含めるものとします。

SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
91

SQF 規定第 7 版

モジュール 6: 魚養殖における適正養殖規範

初版 1995 年 5 月
i.

予防管理

ii.

監視および検証手順

iii.

是正処置

iv.

文書記録

動物飼料が、確立された微生物学的および化学的標準または基準を順守していることを確認するため、動物飼料の品質の検査を行うものとします。
該当する場合、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で、動物飼料分析を実施するものとします。
6.7.3.3
養殖用動物飼料が汚染されたまたは使用に適さないことが発覚した場合、生産業者は養殖または捕獲された魚介に食品安全リスクをも
たらさないよう、汚染された動物飼料を封じ込め除去し、また汚染されたサイロと設備を洗浄・殺菌する工程を整備するものとします。
6.7.4

化学物質の購入と使用

6.7.4.1
化学物質は適用される法規に従って、承認済みサプライヤーから購入するものとします。購入・使用したすべての農薬の在庫一覧を維持
するものとします。
6.7.4.2

生産業者は、規制要件に従って化学物質廃棄物および空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

6.8

在庫の識別とトレーサビリティー

6.8.1

生きた魚介の記録

6.8.1.1 生産業者は養殖場内の現在の生きた魚介、魚介移動、魚介売買、魚介の損失を含む生きた魚介の記録を維持するものとします。
6.8.1.2 生産業者により購入および販売された生きた魚介の記録を維持するものとします。
6.8.1.3 承認された動物用医薬品による治療を受けた魚介の記録を保存し、その医薬品の投薬日と投薬保留期間を含めるものとします。
6.8.2

動物飼料の識別とトレーサビリティー

6.8.2.1 すべての動物飼料および動物飼料添加物はバッチ識別システムにより識別され、サプライヤーの名称と住所とバッチ番号、または生産業者
の識別マークを含め、供給源まで遡ってトレース可能な状態であるものとします。
6.8.2.2 生産業者は使用した動物飼料と動物飼料添加物の記録を維持するものとします。
6.8.3
捕獲した魚介の記録
6.8.3.1 配送先、業者、種、ロットまたはバッチ番号、生産日を含め、捕獲した全水産物に関する記録を維持するものとします。

6.9

廃棄物処理

6.9.1

乾燥廃棄物の処理

6.9.1.1
廃棄物は魚介その他養殖場の生産物に食品安全リスクをもたらすことがないよう、養殖場、船舶、荷揚げ区域、水産物貯蔵区域周辺
から定期的に除去するものとします。
6.9.1.2
非食用材料および不使用の包装資材を含むすべての固体廃棄物、液体廃棄物および非衛生的廃棄物の効果的かつ効率的な廃棄に
ついての責任および方法を文書化し、実施するものとします。
6.9.1.3

固形廃棄物が保管される区域は、清潔に保つものとします。

6.9.1.4

魚の死骸は、生産区域外に保管されるものとします。死骸処理会社は、死骸除去の際に生産施設の通り抜けをしてはいけません。

6.9.2

液体廃棄物

6.9.2.1

養殖池からの廃水およびスラリーは合法的に、かつ水路と近隣の敷地の汚染を避けるよう廃棄するものとします。

6.9.2.2

下水処理工場からの未処理の排水およびスラリーは、養殖池および水路の汚染をしないよう封じ込めるものとします。

6.9.2.3
液肥は生きた魚介およびその他の養殖場の動物に食品安全リスクをもたらすことがないよう、特別に設計・構築された水密性容器に保管
するものとします。
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モジュール 7: 食品安全の基礎 − 植物製品の栽培における適正農業規範（GFSI Bl）
本モジュールでは、穀物と豆類を除く、食用植物の栽培と収穫に関する、適正農業規範について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 3

生鮮農産物の栽培・生産

3A: さらなる加工を受ける生鮮農産物
3B: 非加熱喫食調理済み（RTE）食品

7.1

サイトの要件

7.1.1

敷地の立地

7.1.1.1

農場と施設は近接・隣接の建物で、企業経営と土地使用は敷地における安全かつ衛生的な運営の妨げにならないようにするものとします。

7.1.1.2
以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環境面の要因に関連する作物へのリスクを評価し記録するため、土壌
図を作成し、リスク評価を実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

土地使用の履歴

ii.

地形

iii.

近隣の土地使用

iv.

安全な製品の供給能力に影響を与え得るその他の要因

7.1.1.3

安全な製品の生産に影響を与え得る何らかの状況または変化があった場合、分析を再評価するものとします。

7.1.1.4

リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減少させるための管理措置を実施するものとします。

7.2

製品取り扱い、保管区域および設備

7.2.1

圃場および保管用建物

7.2.1.1
します。

備品、農薬または包装資材の保管に使用される建物はすべて、衛生管理基準を順守し、製品の汚染を避けるよう設計・建築するものと

7.2.1.2
作物または作物包装用材の保管用の建物は、頑丈な構造であるものとします。内部の表面は滑らかで不透水性で明るい色の仕上げと
し、清潔に保つものとします。
7.2.1.3
7.2.2

作物の接触面は、食品安全上のリスクをもたらさない素材で構築されるものとします。
温室、水耕栽培

7.2.2.1

屋内で製品を栽培する施設は、製品に食品安全上のリスクがないよう設計するものとします。

7.2.2.2

温室内でのガラスまたは硬質プラスチックの破砕の取り扱い手順を記録し、実施するものとします（第 7.8.2 項を参照）。

7.2.3

冷却装置および冷蔵庫

7.2.3.1

生産業者は建築許可と、冷却および冷却保存設備の操作性能の確認を提供するものとします。

7.2.3.2
床は不透水性で洗浄が容易な、滑らかで高密度の耐衝撃性の素材で建築するものとします。床は効果的に傾斜させ、正常な状態にお
いて溢流水または廃水を効果的に除去するものとします。
7.2.3.3

壁、天井、扉、窓枠、ハッチは堅牢な構造になっているものとします。内部の表面は滑らかで不透水性かつ明るい色の仕上げとします。

7.2.3.4

照明は飛散防止加工がされているか、保護カバーがついているものとします。

7.2.3.5
保管庫の定期的清掃を考慮した上で、予想される最大の製品処理能力で冷蔵または保管するために、冷蔵および管理環境の十分な
機能容量が利用できるものとします。
7.2.3.6

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

7.2.3.7
冷却および冷蔵貯蔵施設は、温度モニタリング設備または適切な温度モニタリング機器を備え、室内の最高温度部分をモニタリングし、読
み取り・アクセスしやすい温度計を備えているものとします。
7.2.3.8
7.2.4

冷却および冷蔵貯蔵積み込みドック区域は適切にシーリングを施し、排水があり、適切な傾斜になっているものとします。
乾燥材料、包装資材および器具の保管

7.2.4.1
種または食用作物貯蔵用のサイロは承認済みの素材で建設され、乾燥、清潔を保ち、ごみの残余物がなく、容認可能な状態で目的に
適合しており、安全な薫蒸管理を可能にし、害虫の侵入を防ぐように設計するものとします。
7.2.4.2
保管庫は、収穫・包装用器具を農業機械、危険化学物質、有毒物質から離して個別的、衛生的な保管を可能にするよう設計・建設
するものとします。
7.2.5
農業用機械、コンベヤー、収穫・加工用設備の建設と格納
7.2.5.1
コンベヤー、収穫・加工用設備への製品の接触面は、製品の効率的な取り扱いを可能にするよう設計・構築されており、製品と直接接触
する表面は食品または食品安全リスクの原因とならない素材で作られているものとします。
7.2.5.2
ナイフ、袋、トレイ、コンベヤー、容器、その他の備品を含む食品加工用設備は、無毒性、滑らか、不浸透性で洗浄しやすい素材で作ら
れているものとします。
7.2.5.3

加工用設備、備品、コンベヤー、荷物用袋、トレイ容器および器具の洗浄・保管のための対策を備えるものとします。
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7.2.5.4
7.2.6

農業用機械を食品用コンベヤー、収穫・加工用設備から分離して保存する対策を備えるものとします。
車両、備品および器具

7.2.6.1
農作業に用いられる設備、車両、道具、器具およびその他の物品で青果に接触し得るものは、個別に識別され、保全状態が良く、清潔
で殺菌され、汚染を防ぐ方法で保管するものとします。
7.2.6.2

水槽と餌入れは、汚染源とならないよう、十分な頻度で洗浄を行うものとします。

7.2.6.3
食品が接触する収穫用容器とパレットの検査に関して、明記された手順を実施するものとします。手順には、収穫用容器と包装資材の
種類と構造を含むものとします。
7.2.6.4

収穫用容器の収穫以外の目的への使用を明確に識別し、収穫用に再利用してはいけません。

7.2.6.5
動物飼料の輸送に使用される車両は目的に適合しているものとし、完全な清掃と検査を実施せずに、動物飼料の汚染の原因となる、廃
棄物、し尿、化学物質またはその他の危険物質の運搬に用いてはいけません。
7.2.6.6
畑の作物上を運行するトラクター、ハーベスター、現場包装設備には、潤滑剤および油類による作物の汚染を防ぐためのドリップトレイを取
り付けるものとします。
7.2.7
保守の実施手順
7.2.7.1
7.2.8

設備と建物の保守方法および責任を、製品または設備の汚染リスクを防ぐ方法で計画・スケジュール・実施するものとします。
設備の校正

7.2.8.1
前提条件プログラムのモニタリングおよびその他のプロセス制御に使用される化学物質の使用、計測、試験および検査用設備の校正と再
校正の方法および責任を記録し、実施するものとします。
7.2.8.2
設備は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて校正するものとします。基準が入手できない場合は、生産業者は適用される
校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
7.2.8.3

校正は、設定されたスケジュールで、広く認められた基準または使用目的に適切な精度を用いて実施するものとします

7.2.8.4
7.2.9

校正記録を維持するものとします。
害虫管理

7.2.9.1
敷地や施設における害虫蔓延の管理方法を記録し、実施するものとします。敷地、保管施設、貯蔵施設、機械および設備は、害虫を
ひきつけることがないよう、廃棄物またはゴミが集積することがないよう保つものとします。
7.2.9.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫発生時の駆除方法に関する概要を記す。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. 給餌管理プログラムを従業員に知らせる方法と、従業員が給餌ステーションと接触した際に取るべき措置の概要を記す。
ix.

従業員の認識度に関する要件と、害虫管理用化学物質および餌の使用トレーニングに関する要件の概要を記す。

7.2.9.3

害虫検査と殺虫剤使用の記録を維持するものとします。

7.2.10

動物管理

7.2.10.1

経営者は動物飼料または食用作物の生産内外における動物活動の実行・モニター済みの明記されたリスク評価を有するものとします。

7.2.10.2

家畜および野生動物を生育中の畑、温室、包装作業所およびすべての保管区域から排除する対策を整備するものとします。

7.2.11

清掃および衛生

7.2.11.1
とします。

製品への接触面、現場加工設備および衛生設備の洗浄方法および責任を記録し、実施するものとします。以下の事項を考慮するもの

i. 清掃する対象物
ii. 清掃方法
iii. 清掃時期
iv. 清掃責任者
v. 清掃評価担当者の特定
7.2.11.2 製品への接触面、現場加工設備および衛生設備の洗浄の有効性を検証する頻度を示し、検証活動完了の責任者を示す検証スケジ
ュールを作成するものとします。
7.2.11.3

洗浄と衛生活動の記録を維持するものとします。

7.3

個人衛生および福利

7.3.1

個人衛生の慣行

7.3.1.1

製品の取り扱いに従事する人員は適切な慣行を守るものとします。食品安全慣行に違反する人員には、是正措置を実施するものとします。
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7.3.1.2
食物を経路として感染し得る感染症に罹患している、または保菌者である人員は、栽培、製品取り扱いまたは現場加工業務には従事し
てはいけません。
7.3.1.3

医療スクリーニング手順は従業員全員に対して実施するものとし、すべての訪問者および契約業者にも適用可能とします。

7.3.1.4
露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工に従事しないものとします。身体の露出部の軽度の切り
傷や擦過傷は、適切な防水包帯で覆うものとします。
7.3.1.5

血液またはその他の体液と接触した製品または、製品接触面の取り扱いの手順を明記する、書面による方針の整備を行うものとします。

7.3.1.6
7.3.2

現場加工設備を含む栽培区域、および収穫・包装作業中において、喫煙、ガムを噛むこと、飲食（水を除く）、つば吐きは禁止されます。
衛生施設および手洗い

7.3.2.1

トイレ設備は製品汚染リスクの可能性を最小限にする方法で、提供、設計、建築、配置するものとします。
i.

トイレは最大従業員数に対応し、洗浄・保守しやすい設計にするものとします。

ii.

清潔な水が出る手洗い設備、手洗いせっけん、使い捨てタオルまたは効果的な手乾燥装置、ゴミ箱、および廃棄される使用済み手
洗い水を溜めるタンクをトイレ設備内またはすぐ側に提供するものとします。

iii.

毎回のトイレ使用後に手洗いを促す指示を、手洗い設備のすぐ側に適切な言語で掲示するものとします。

iv.

現場包装に従事する従業員が使用する防護服用に棚を提供するものとします。

v.

トイレは農場の現場作業員が利用しやすい位置に設置されるものとします。

vi.

トイレと手洗い設備は清潔で衛生的な状態に維持するものとします。

7.3.2.2 人員は手を清潔に保ち、次の場合に人員全員が手洗いするものとします。
i.

製品取り扱い前

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

汚れた材料または汚染された材料を取り扱った後

v.

喫煙または飲食後

7.3.3

防護服

7.3.3.1

防護服は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に保守、保管、洗濯、着用するものとします。

7.3.3.2

該当する場合、履物を含む衣類は製品を汚染リスクから守るよう効果的に保守、洗濯、殺菌、着用するものとします。

7.3.3.3
ゴム手袋または使い捨て手袋を着用する場合、経営者は手袋着用に関する方針を整備することとし、人員は上記の通り手洗い慣行に
従うものとします。
7.3.4
アクセサリーと所持品
7.3.4.1
製品の安全に脅威をもたらすアクセサリーやその他の外れやすい物品は、栽培、製品取り扱いまたは保管作業に際して身につけたり、持ち
込んではいけません。
7.3.5
訪問者
7.3.5.1
すべての訪問者には（管理職者と保守担当の従業員を含め）、製品栽培、収穫、または保管区域周辺において、アクセサリーおよびその
他の外れやすい物品を取り外し、適切な防護服を身につけることを義務付けるものとします。
7.3.5.2

疾病の明らかな兆候を示す訪問者は、栽培、製品取り扱い、動物飼料貯蔵、または現場加工業務区域への入場が禁止されます。

7.3.5.3
す。

訪問者は畑、納屋、包装施設、または保管区域のさまざまな区域内において、会社が従業員用に指定するあらゆる慣行に従うものとしま

7.3.5.4
7.3.6

監督されていない児童は収穫、包装、または食品保管区域への立ち入りを許可されないものとします。
従業員施設

7.3.6.1

従業員の携行品を、作物、収穫・現場加工および包装業務および加工設備から離して保管するための措置を取るものとします。

7.3.6.2

食事休憩用の区域は食品接触・取り扱い区画および加工設備から離して指定・設置するものとします。

7.3.6.3
7.3.7

作業場の従業員全員が飲用水を利用できるものとします。
救急用品

7.3.7.1
軽度の怪我の治療のため救急処置用施設を設置・運営し、患者がより専門的な治療を必要とする状況については、適切な処置を提供
するものとします。
7.3.7.2

救急用キットは衛生的で利用可能な状態に保つものとします。

7.4

現場包装および取り扱い慣行

7.4.1

現場包装個人衛生の慣行

7.4.1.1

作業場の包装担当従業員には、以下の事項を含む適切な慣行が用いられるものとします。
i.

素手で製品が取り扱われる場合、手指にマニキュアを付けないこと。

ii.

エプロンと手袋を清潔に保つこと。

iii.

エプロンと手袋は、製品、作業台、設備または包装資材上に放置してはならず、与えられたエプロン・手袋用棚に吊るすこと。

iv.

すべての製品と包装資材は、地面と運搬車両の床に触れないようにすること。

v.

廃棄物は廃棄用容器に格納すること。廃棄物は青果と接触してはならず、定期的に除去するものとし、集積させないこと。
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7.4.1.2
製品に特有の農産物の取り扱いと現場包装に関する書面による方針を実施し、保守するものとします。方針では、以下の事項を徹底す
るものとします。
i.

傷または腐敗のある青果は、収穫・摘果しないこと。

ii.

地面に接触した青果は（その青果が通常地面に接触していない限り）収穫しないこと。

iii.

物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手順が設定されていること。

iv.

相互汚染のリスクをもたらす布、タオル、その他の洗浄用素材は青果のふき取りに使用しないこと。

7.4.1.3
包装資材は、意図された用途に適しており、汚染を予防する方法で保管するものとします。包装資材が土壌に直接接触することが許され
る場合を特定し、書面による方針を設定するものとします。
7.4.1.4

農産物と接触する素材は、清潔で修理が行き届いているものとします。

7.5

水の管理

7.5.1

水システムについての記述

7.5.1.1
水源と給水される生産区画を説明する水利用計画書を作成し、地図、写真、スケッチ、または水源、固定給水装置または水系の流路
を伝えるその他の手段のうち 1 つ以上を含むものとします。
7.5.1.2

農業用水は、周知の法規を順守する区域および方法で調達するものとします。

7.5.1.3
7.5.2

人間または動物の排泄物を搬送する水系は、農業用水搬送用の水路とは分離されるものとします。
灌漑用水

7.5.2.1
農業用水は、周知の清潔な水源から引くか、使用に適合するよう処理されているものとします。生産業者は水源から使用に至る水供給
におけるハザード分析を実施し、水のモニタリング用の容認基準を設定し、水が目的に適することを確実にするため、使用される水の完全性の確認と検
証を行うものとします。
7.5.3
灌漑用水の処理
7.5.3.1

灌漑用の水が容認可能な状態に処理される場合、処理後の水は第 7.5.5 項に記す微生物学的規準に適合するものとします。

7.5.4

水システムのリスク評価

7.5.4.1
初回のリスク評価は、水資源、作物の特性、作物の段階、および適用方法の試験結果履歴を考慮に入れて、実施および文書化するも
のとします。
7.5.5

水管理計画

7.5.5.1
製品の洗浄および処理、食品接触表面の洗浄、並びに消毒剤溶液の混合に用いる水は、生産国の飲用水の微生物学的・化学的基
準に従うものとします。ハザード分析、生産国の生産工程管理基準、また適用法規に基づき、必要に応じて灌漑用水、霜の管理、加湿、殺虫剤使
用などの個別基準を設けるものとします。
水管理計画には、以下の事項を含むものとします。
i.

予防管理

ii.

監視および検証手順

iii.

是正処置

iv.

文書記録

必要に応じて、水のリスク評価および現在の業界標準または生産する製品に関する規制の指示に従って、水管理計画の一環として水質検査を行うも
のとします。
7.5.5.2
水質が、確立された微生物学的・化学的標準または基準に適合することを確認するため、水の品質のモニタリングを行うものとします。ハザ
ード分析、生産国における生産管理工程基準、または適用法規により決定される、モニタリングの区域と頻度を示す検証スケジュールを作成するものと
します。水質分析は、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で実施するものとします。
7.5.5.3
水耕栽培用の水は頻繁に交換し、微生物学的または化学的汚染を最小限にする手順を実施するものとします。送水システムは保全と
洗浄が可能なように設計するものとします。
7.5.6
是正処置
7.5.6.1
モニタリングにより、水が設定されている条件または基準に満たないことが判明した場合、生産業者は是正処置計画を作成するものとし、
そこに追加的な水処理、追加的な水源、生産物の特定と廃棄またはその他の識別されたハザードを適切に管理するための代替的措置を含めることが
できるものとします。
7.5.7
氷
7.5.7.1
とします。
7.5.8

生産業者は、使用される氷が第 7.5.5.項に明記されている微生物学的および品質基準を満たす水から作られていることを確認するもの
収穫時に使用する水/氷のリスク評価

7.5.8.1 食用/動物飼料用生産物収穫中のあらゆる水使用についての標準作業手順（SOP）を作成するものとします。標準作業手順には、以下の
事項を含めるものとします。
i.
ii.
iii.
iv.
7.5.8.2

収穫した作物に直接接触し、食品接触面に使用し、農薬散布に使用する水または氷の微生物的品質
再循環水の処理（該当する場合）
送水システムの状態および保守
洗浄水の温度調節
水交換スケジュールを含む、収穫中のあらゆる水使用についての標準作業手順（SOP）を作成するものとします。
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7.6

保管と輸送

7.6.1

危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管

7.6.1.1
危険化学物質、有害物質、および石油製品は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い機器または区域に
対して危険をもたらさないように保管するものとします。
7.6.1.2
農薬および除草剤、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤、消毒剤および洗剤などの製品接触化学物質は、購入時の容器内に入れて個別に
保管するものとします。
7.6.1.3

化学物質保存用倉庫は、以下の事項に従うものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

屋外への換気性がある。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた人員のみにアクセスを制限するよう、安全で施錠可能である。

v.

危険化学物質の安全な取り扱い説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii.

保管区域では、適切な救急用品および防護服を使用できるようにする。

viii.

事故による漏出のため救急用シャワーおよび/または洗浄施設を利用できる状態にする。

ix.

危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。

x.

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

7.6.1.4

石油燃料、油類、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管区域とは別に保管するものとします。

7.6.1.5
食品取り扱い区域、製品および原料成分および包装資材の保管区域内（個別で施錠可能またはそうでなければ封じ込めされている）に
危険化学物質、有害物質、および石油製品を保管することは認められません。
7.6.2
輸送
7.6.2.1
作物の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。
7.6.2.2

作物は完全性を維持し、相互汚染と腐敗を防ぐのに適した状態の下運搬されるものとします。

7.6.2.3

積み込み、輸送および積み降ろしに関与する従業員は、適切に訓練を受けているものとします。

7.6.3

畑から包装作業場への運搬

7.6.3.1

積荷単位の清潔度と機能性を確認する、書面による手順とチェックリストを実施するものとします。

7.6.3.2

積み込みと積み降ろしの手順は、損傷を最小限に抑え、作物の汚染を防ぐための条項を含むものとします。

7.7

土壌管理

7.7.1

肥料（土壌改良剤）の使用

7.7.1.1

無機（化学）および有機（堆肥）土壌改良剤は、隔離して別に保管し、食品安全リスクをもたらさないようにするものとします。

7.7.1.2
濃縮および希釈した液体土壌改良剤を、合計容積の少なくとも 110％を保持するよう設計されているバンド固定されたタンク中で保管す
るよう、設備を用意するものとします。
7.7.1.3
土壌改良剤は、作物、農場または灌漑水とは別に保管し、土壌改良剤を作物から好適な距離を離して置くことによって、またはその他の
物理的障害を利用することによって、流出による汚染を避けるものとします。
7.7.1.4
7.7.2

すべての有機および無機土壌改良剤の保管・使用記録を維持するものとします。
土壌改良

7.7.2.1

生の未処理堆肥は使用してはいけません。土壌改良処理および適用方法は、生産物の汚染を防ぐよう記録・実施・設計するものとします。

7.7.2.2

土壌改良プロトコルは以下の事項を確認して、堆肥およびその他の未処理有機肥料の処理に用いる方法の概要を示すものとします。
i.

適用された処理方法は、有機土壌改良において病原菌を不活性化すること。

ii.

使用前に、有機土壌改良処理方法のハザード分析を行うこと。

iii.

改良方法は検証済みであり、有機土壌改良処理は適用された方法に従っていると確認されていること。

iv.

有機土壌の改良の検証および確認記録を維持すること。

7.7.2.3
土壌改良実施手順には、有機土壌改良剤の適用によって生産物の安全性と人間の健康に対するリスクを最小限とするよう、適切な時
期の選択方法に関する概要を以下の事項を含めて記すものとします。
i.

土壌改良剤の使用はすべて、国・地方自治体のガイダンス、実施基準および適正農業規範の規約に従うこと。

ii.

土壌改良の適用に用いられる設備は正確な適用を確実に行うため良好な状態に保守され、校正されていること。

iii.

すべての設備の保守・校正記録が維持されていること。

iv.

看板・標識は国・地方の実施基準を順守していること。

v.

土壌改良の適用の詳細記録を提出するために十分なデータが記録されていること。
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7.7.3

化学物質の購入

7.7.3.1
生産国および対象国での使用を承認された化学物質のみを購入するものとします。購入する化学物質には、有効成分、適用される線
量率、用途説明を記載したラベルを付けるものとします。化学物質の使用が規制により支配されていない、または部分的な規制で支配されている場合、
サプライヤーは未規制の化学物質の使用を正当化する文書化されたリスク評価を保有するものとします。
7.7.3.2

生産国および対象国での使用を禁止された化学物質を購入、保管しないものとします。

7.7.3.3
7.7.4

購入・使用したすべての化学物質の在庫一覧を維持するものとします。
農薬

7.7.4.1

標的害虫または疾病向けの適用と、その適用を開始する閾値レベルを示す作物保護対策計画を作成し、実施するものとします。

7.7.4.2

生産物が輸出用の場合、農薬使用は輸出国の要件を考慮するものとします。

7.7.4.3

化学物質の適用を判断する者は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

対象市場において容認される化学物質の適用、および最大残留物レベルに関する情報の知識があり、これらの情報へのアクセスがあ
ること。

ii.

特定の果物と野菜の耕作について認可され、対象市場での使用が認可されている化学物質のみを使用すること。

iii.

化学物質の使用および作物への使用保留期間に関する能力と知識を示すこと。

iv.

作物への使用および標的害虫・疾病に対する適用率が使用説明書の推奨を確実に順守していること。

v.

化学物質の適用時期と収穫までの期間が、適用した化学物質の承認された収穫間隔を順守していること。

vi.

現在の化学物質一覧を維持し、すべての化学物質の適用記録を維持すること。化学物質の使用記録には、使用日、使用した化学
物質、散布を受けた作物、濃縮率、使用方法と頻度を含めること。

7.7.4.4

特定の果物または野菜の耕作用に認可された生物的防除手段のみを、使用説明書に従って使用するものとします。

7.7.4.5

生産業者は、規制要件に従って化学物質廃棄物および空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

7.8

収穫

7.8.1

収穫前の評価

7.8.1.1 いつ評価が実施されたか説明し、物理的、化学的、または生物学的汚染を起こしやすい状態を特定する、収穫前のリスク評価手順を設定
するものとします。
7.8.1.2
収穫作業に使用される刃物および切断器具は管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。
8.8.1.2

収穫容器の保管についての書面による方針を実施し、保守するものとします。

7.8.2

異物およびガラスに関する手順

7.8.2.1

製品の異物およびガラス汚染を予防する方法を文書化し、実施するものとします。

7.8.2.2
ガラス、磁器、陶器、脆いプラスチック、およびその他の同様の材料でできた容器、装置、その他の器具は、効果的な異物・ガラスプロトコ
ルが文書化・実施されている場合を除き、露出した製品を取り扱う区域では許可されないものとします。
7.8.2.3
食品取り扱い/接触区域区域にガラスおよび脆いプラスチックがないことを確認するため、定期的な検査を実施するものとし、従業員は組
織の異物・ガラスプロトコルを順守する責任を認識するものとします。
7.8.2.4

ガラスで覆われた装置ダイヤルカバーは、各シフトの開始時と終了時に確認し、カバーが破損していないことを点検するものとします。

7.9

廃棄物処理

7.9.1

乾燥、液体、非衛生的廃棄物の廃棄

7.9.1.1
廃棄物は農場、包装施設およびその周囲から定期的に除去するものとし、これにより完成製品や、栽培、収穫、包装作業に食物安全リ
スクをもたらさないようにするものとします。
7.9.1.2
非食用材料および不使用の包装資材を含むすべての固体廃棄物、液体廃棄物および非衛生的廃棄物の効果的かつ効率的な廃棄に
ついての責任および方法を文書化し、実施するものとします。
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モジュール 7H: 食品安全の基礎 - 植物製品の栽培における適正農業規範（GFSI BI）
本モジュールには、United Fresh により策定された、青果に関する整合企画（Harmonized Produce Standards）が導入されています。本モジュ
ールには、これらの基準に基づき生産された製品を顧客に供給することを希望する栽培者のために、農産物食品安全性のための整合農産物
（Harmonized Produce）技術委員会により開発された要素が含まれます。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC3:

生鮮農産物の栽培・生産
3A:

さらなる加工を受ける生鮮農産物

3B:

非加熱喫食調理済み（RTE）食品

7H.1

田畑での生産

7H.1.1

田畑の履歴および評価

7H.1.1.1 食品安全プランは、当初およびその後少なくとも年 1 回、装置および構造を含めて、土地利用履歴および隣接地の用途に関するリスクを
評価し、文書化するものとします。
7H.1.1.2 土地利用履歴または隣接地の用途によって、物理的・化学的または生物学的な汚染の可能性が示される際には、食品安全リスクを軽
減するために予防管理を実施し、それを文書化するものとします。
7H.1.1.3 前回の評価時から変化のあった環境条件やリスク認知について、少なくとも年 1 回再評価を実施し、文書化するものとします。評価には、
温室および水耕栽培など、屋内栽培の施設および構造を含むものとします。
7H.1.1.4 屋内栽培および田畑の貯蔵施設について、施設は青果の汚染を予防する方法で設計、建設、維持するものとします。
7H.1.1.5 施設および装置の構造および表面（床、壁、天井、ドア、フレーム、ハッチ等）は、清掃および衛生を促進し、また汚染物質や害虫を寄せ
付けない方法で建設するものとします。
7H.1.2

冷蔵保管および空気

7H.1.2.1 冷却および冷蔵貯蔵積み込みドック区域は適切にシーリングを施し、排水され、適切な傾斜になっているものとします。備品、ダクト、パイ
プおよび頭上構造は、滴下や凝結によって、青果、原料または食品と接触する表面が汚染されないように、取り付けおよび保守がなされるものとします。
冷蔵装置滴受けからの水は、製品および製品接触表面から離れた区域に排水し廃棄するものとします。
7H.1.2.2 滴受けおよび排水口は、凝縮物が汚染源とならないように設計するものとします。
7H.1.2.3 空気取入口は、潜在的な汚染源の近くに配置しないものとします。
7H.1.3

トイレ/手洗い設備

7H.1.3.1 経営者は、トイレ、衛生、および保健についての方針を設定するものとします。各部門は、その特定の業務について、労働保健衛生慣行
についての現行規制に準拠した書面による方針を設定するものとします。
7H.1.3.2 従業員および訪問者は、経営者が指定したすべての個人衛生慣行に従うものとします。
7H.1.3.3 経営者の衛生についての方針は、すべての従業員、契約業者、訪問者、購入業者、製品検査員、審査員、およびその他の現地人員に
適用されるものとします。
7H.1.3.4 経営者は、すべての作業者、訪問者、および現地人員が本項の要件を順守するために、適格な監視担当者を指名するものとします。
7H.1.3.5 トイレ設備は、製品汚染の潜在的リスクを最小限に抑え、かつ付帯サービスのために直接的に立入り可能なように、設計、建設、配置す
るものとします。
7H.1.3.6 トイレおよび手洗い設備は業務および付帯サービス時に利用できるように配置し、および製品に対する危険またはその他の汚染の機会が
もたらされないように維持するものとします。
7H.1.3.7 トイレ設備は適切な数を提供し、従業員が容易に利用でき、および適用される規制に準拠するものとします。経営者は、トイレ設備の数
と配置が従業員に対して相対的であり、より厳格な連邦、州または地域の規制を満たすことを検証するものとします。
7H.1.3.8 トイレと手洗い設備は、清潔で衛生的な状態に維持するものとします。トイレットペーパーがトイレ設備内で使用できるものとします。手洗
い設備は現場の衛生ユニットに位置し、以下の事項を含むものとします。
i.
手洗い設備の水が飲料水の微生物基準を満たしていること。
ii.
ハンドソープ、使い捨てタオルまたはその他の手乾燥装置があること。
iii.
使い捨てタオル用のごみ箱を設置すること。
iv.
使用済み手洗い用水を貯めて廃棄するためのタンクを設置すること。
これらの手洗い設備は、トイレ設備内またはそれに隣接して供給されるものとします。
7H.1.3.9 人員は、手が汚染源となる可能性がある場合は、いつでも手洗いをするものとします。人員は、以下の場合に手洗いをするものとします。
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

作業の開始前
毎回のトイレ使用後
ハンカチ/ティッシュペーパーの使用後
汚染された材料を取り扱った後
喫煙または飲食後
休憩後、作業再開前
手が汚染源となる可能性がある場合
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7H.1.3.10 手洗いを義務付ける看板を掲示するものとします。該当する言語および/または絵による看板を手洗い設備に隣接して掲示し、毎回のト
イレ使用後に手洗いすることを要求するものとします。

7H.2

従業員の健康/衛生

7H.2.1

防護服

7H.2.1.1 履物を含む衣類は、製品を汚染リスクから保護するよう効果的に保守・着用するものとします。経営者は、従業員の衣類が始業時に清
潔であり、かつその業務に適していることを定めた方針を設定するものとします。
7H.2.1.2 手袋を着用する場合、経営者は手袋着用に関する方針を設定するものとします。ゴム製、使い捨て、布製またはその他の手袋が着用さ
れ、手袋が製品と接触する場合、経営者は、手袋をいつ、どのように使用、洗浄、交換および保管するかを定めた、手袋着用に関する方針を設定する
ものとします。方針は、その製品についての現行の業界慣行または規制要件に準拠するものとします。
7H.2.1.3 必要に応じて、防護服は製品を汚染リスクから保護するよう、維持、保管、洗濯、着用するものとします。防護服が製品の近くで使用され
る場合、経営者は防護服をいつ、どのように使用、洗浄、交換、保管するかについての方針または手順を設定するものとします。方針は、その製品につ
いての現行の業界慣行または規制要件に準拠するものとします。
7H.2.1.4 適切な場合、棚および/または保管容器、あるいは従業員が使用する防護服や工具のために指定された保管区域を提供するものとしま
す。従業員がエプロンおよび手袋などの防護服を着用する場合、経営者は潜在的な汚染を防止するために、衣類およびツールを不使用時にどのように
保管するかについて方針を設定するものとします。
7H.2.2

アクセサリーと所持品

7H.2.2.1 アクセサリー、ボディピアスおよびその他の外れやすい物品（例: つけ爪）の着用は、会社方針および適用される規制に準拠するものとしま
す。経営者は、その食品の安全性および適合性に脅威をもたらす場合には、アクセサリー、時計またはその他の品目などの所持品は、生鮮青果生産
区域では着用しない、または持ち込まないといった方針を設定するものとします。方針は、その製品についての現行の業界慣行または規制要件に準拠
するものとします。
7H.2.2.2 ヘアカバーの使用は、会社方針および適用される規制に準拠するものとします。
7H.2.2.3 経営者は、ヘアカバー（例: ヘアネット、あごひげ用ネット、キャップ）の使用に対応する、現行規制に準拠した方針を設定するものとします。
7H.2.2.4 従業員の個人所有物は、指定された区域に保管するものとします。経営者は、製品汚染源とならないように、従業員の個人所有物をい
つ、どのように保管するかについての方針を設定するものとします。
7H.2.2.5 どの栽培区域においても、喫煙、ガムを噛むこと、飲食（水を除く）、排尿、排便またはつば吐きは禁止されます。
7H.2.2.6 経営者は指定区域を除き、喫煙、飲食（水を除く）、ガムを噛むことを禁止する方針を設定するものとします。こうした区域は、汚染源とな
らないように指定されるものとします。
7H.2.2.7 経営者はどの栽培区域においても、排尿または排便を禁止する方針を設定するものとします。
7H.2.3

従業員施設

7H.2.3.1 経営者は、休憩区域が製品汚染源とならないように配置することを定めた、書面による方針を設定するものとします。
7H.2.3.2 休憩区域は、食品接触/取り扱い区域や生産設備から離れた区域に指定・配置するものとします。
7H.2.3.3 作業場の従業員全員が飲用水を利用できるものとします。飲用水基準を満たす飲用水は、現場人員が容易に利用可能で、かつ適用
される規制に準拠するものとします。
7H.2.3.4 ボトル入りの水または単回使用のカップとゴミ容器を備えた給水所は、すべての現場従業員が利用できるものとします。
7H.2.4

個人衛生の慣行

7H.2.4.1 疾病の徴候のある労働者および現場人員は、製品または食品と接触する表面との直接の接触を制限されるものとします。経営者は、疾
病の徴候（例: 嘔吐、黄疸、および下痢）のある人員は、製品または食品と接触する表面との接触を制限する書面による方針を設定するものとします。
方針では、疾病にかかった人員がいれば、疾病または疾病の症状を経営者に直ちに報告することを要求するものとします。
7H.2.4.2 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いには関与しないものとします。
7H.2.4.3 軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、非透水性のカバー、絆創膏または手袋で覆うものとします。手の絆創膏は、経営
者の手袋着用に関する方針に準拠した手袋で覆うものとします。
7H.2.4.4 経営者は、血液および体液に関する方針を設定するものとします。血液またはその他の体液と接触した食品または製品の接触表面の取
り扱い/廃棄についての手順を指定した、書面による方針を設定するものとします。
7H.2.5

応急処置

7H.2.5.1 救急処置キットはすべての人員が利用できる状態にするものとします。キットは、現場作業の近くですぐに利用でき、現行規制に従い保守
されるものとします。キット内容物は、衛生的で使用可能な状態に保つものとします。

7H.3

現場での取り扱いおよび装置

7H.3.1

農薬/植物保護製品

7H.3.1.1 農薬使用は、ラベルの指示および現行規制に準拠するものとします。殺虫剤、ワックスおよび植物保護製品などのポストハーベスト農薬を
含めた農薬は、現行規制により要求される用途について登録し、以下の事項を含むラベルの指示に従って使用する必要があります。
i.
ii.
iii.
iv.
v.

散布量
作業者の保護基準
個人保護装置
コンテナの処分
保管
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vi.
その化学物質または化合物について指定されているすべての要件
農薬使用記録を維持すること
7H.3.1.2 製品が輸出用である場合、ポストハーベスト農薬を含めた農薬使用は、輸出国の要件を考慮するものとします。経営者は、生産時にわ
かっている場合、製品の売買が意図される国の最大残留物限度（MRL）通関要件を満たすのに十分な、収穫前期間および散布量などの手順を設定
するものとします。
7H.3.1.3 農薬は現行規制で要求されるとおり、訓練を受けている、免許を持っている、または有資格の散布人員が散布するものとします。
7H.3.1.4 経営者は現行規制に準拠して、農薬散布に責任があるすべての人員が訓練を受けているおよび/たは資格を有する人員であることを示
す記録を維持するものとします。
7H.3.1.5 農薬に使用する水は、製品または現場の汚染源とならないようにします。農薬の希釈または散布に使用する水は、その製品についての現
行の業界慣行または規制要件と一貫した、水システムのリスク評価および水管理計画に準拠した水源から引くものとします。
7H.3.1.6 農薬の処分は、製品または現場の汚染源とならないものとします。経営者は、廃品となった農薬処分手順、および製品および栽培区域
の汚染保護をする散布装置の洗浄手順を設定するものとします。
7H.3.2

動物管理

7H.3.2.1 経営者は、生産区域内外での動物活動について、書面によるリスク評価を設定するものとします。毎回の栽培期の前に、栽培地および
隣接地について、放牧および給餌の業務を含め、家畜および野生動物の活動に焦点を合わせた、作物の特性、動物の種類および概数、栽培地の近
辺、水源、および関連するその他の要件について注目した、書面による評価がなされるものとします。
7H.3.2.2 経営者は、栽培期中の栽培区域内外での動物活動について日常的に監視するものとします。
7H.3.2.3 動物活動の証拠について、栽培地および隣接地の定期的な監視がなされるものとします。監視および評価の頻度は、作物、地理、およ
びその他の条件など、生産の要因に基づき定めるものとします。
7H.3.2.4 リスク評価に基づき、農場業務で使用される家畜を含む動物からの汚染の潜在性を防止または最小限に抑える対策を設定するものとし
ます。経営者は、農場業務で使用される家畜からを含む、動物の糞からの病原菌による農産物の汚染の潜在性を防止または最小限に抑えるための、
リスクに応じた措置を設定するものとします。
7H.3.2.5 何らかの軽減または是正措置についての書面による記録を設定するものとします。予防措置および是正措置は、動物管理および天然資
源保全に関連したすべての地域、州および連邦の規制に準拠するものとします。
7H.3.3

土壌改良剤

7H.3.3.1 食品安全プランは、土壌改良リスク、調整剤の使用、および保管に対応するものとします。
7H.3.3.2 動物性の土壌改良剤またはバイオソリッドを使用する場合、組成、処理日、使用方法および散布日の記録を文書化するものとします。
人体に影響のある病原菌を除去するために適切な処理を行ったという、以下の証拠を文書化するものとします。
i.
保証状
ii.
分析証明書（COA）または何らかの検査結果
iii.
処理への準拠性を示す検証データ（例: 時間および温度）
iv.
微生物基準
こうした土壌改良剤は、適用される連邦、州または地域の規制に従い製造および適用される必要があります。
7H.3.3.3 未処理または処理が不完全なし尿を含む土壌改良剤が使用される場合、製品の汚染源とならないような方法を使用するものとします。
こうした製品が使用される場合、組成、および散布の時間および方法を文書化するものとします。こうした使用は、その製品についての現行の業界慣行
または規制制限に準拠するものとします。
7H.3.4

車両、装置、工具および器具

7H.3.4.1 農場業務で使用される農産物と接触し得る装置、車両、工具、器具およびその他の品目または材料を特定するものとします。経営者
は、通常使用時に農産物に汚染リスクをもたらしうる装置、車両、工具、器具およびその他の品目または材料のリストを維持するものとします。
7H.3.4.2 農場業務で使用される農産物と接触し得る装置、車両、工具および器具は、修理が適切になされ、および農産物の汚染源とならないも
のとします。経営者は、汚染の潜在性を軽減し管理するために、すべての食品と接触する表面の修理、洗浄、消毒、保管および取り扱いの手順を設
定・実施・計画するものとします。食品安全の必要に応じて、車両および装置は、意図された通り適切に校正、作動、保守、および使用されるものとし
ます。
7H.3.4.3 装置の交通流は、未処理のし尿の区域を通過して収穫現場に移動しないものとします。これらの手順は文書化されるものとします。
7H.3.4.4 製品に接触する工具、器具および装置は、洗浄および消毒が可能な材料で製造されるものとします。手順には、臨時用装置および車両
を含めるものとします。
7H.3.4.5 車両、装置、工具および器具は、以下の事項に該当しないよう管理するものとします。
i.
化学的危険源、および/または
ii.
物理的危険源
経営者は、以下の文書を設定するものとします。
i.
現場内で装置運転中に発生し得る流出および漏出（燃料、油、作動液）に対応するための書面による手順
ii.
生産設備および栽培区域内のガラスに対応する、ガラスおよび脆いプラスチックに関する方針
7H.3.4.6 方針に準拠して実施される検査を記録するものとします。
7H.3.5

清掃および衛生

7H.3.5.1 清掃および衛生の手順により、製品汚染リスクがもたらされないものとします。
7H.3.5.2 装置清掃および衛生作業は、汚染の可能性を低減するために製品およびその他の装置から離れた区域で実施するものとします。
7H.3.5.3 清掃および衛生の目的で使用する水は、飲用水の微生物基準に適合するものとします。
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7H.3.5.4 水タンクは汚染源とならないように、十分な頻度で清掃するものとします。現場の農産物と接触し得る水（清掃用に使用される水など）、
水タンクの清掃用の水について、書面による手順を定めるものとします。

7H.4

農業用水

7H.4.1

給水システムについての記述

7H.4.1.1 給水システムについての記述を審査用に準備するものとします。
7H.4.1.2 水源および給水される生産区画は、文書化され、最新の状態に保つものとします。記述には、以下の事項のうち 1 つ以上が含まれるもの
とします。
i.
ii.
iii.
iv.

地図
写真
図面（手書きは許容可）または水源の位置を伝達するその他の手段
永久的備品および給水システムの流れ（貯蔵システム、貯水槽または再使用のために捕獲した水を含む）。永久的備品には、
井戸、水門、貯水槽、バルブリターンおよび灌漑システム全体を形成するその他の地上の機能が含まれ、現場での位置がわか
るような方法で文書化するものとします。
7H.4.1.3 水源は、現行規制に準拠するものとします。農業用水は、現行規制に準拠した区域から、それに準拠した方法で供給されるものとします。
7H.4.1.4 農業用水システムは、人間または動物の排泄物の水系とは相互接続しないものとします。
7H.4.1.5 未処理の人間または動物の排泄物を搬送する水系は、農業用水搬送用の水系とは分離されるものとします。
7H.4.2

水システムのリスク評価

7H.4.2.1

初回のリスク評価は、以下の事項を考慮して実施され、文書化されるものとします。
i.

水源の過去の検査結果

ii.
作物の特性
iii.
作物の生育段階
iv.
給水方法
7H.4.2.2 審査または新しい評価は、季節毎に、またシステムに変更が加えられたか、またはシステムを汚染する機会がもたらされ得る飽和状態が
発生したときに、実施されるものとします。リスク評価は、配水システムについて潜在的な物理的、化学的、生物学的ハザードおよび危険管理手順を扱
うものとします。
7H.4.3

水管理計画

7H.4.3.1
のとします。

給水システムに関連したリスクを継続的に軽減するための水管理計画を策定するものとします。水管理計画には、以下の事項を含むも

i.
予防管理
ii.
モニタリングおよび検証手順
iii.
是正措置
iv.
文書記録
水管理計画は、水システムのリスク評価に何らかの変更が追加された後に審査され、それに従い、その変更を組み込むよう調節されるものとします。
7H.4.3.2

監督または実施担当の従業員の訓練および/または再訓練を文書化するものとします。

7H.4.3.3 水の検査は、水のリスク評価および栽培中の製品についての現行の業界基準または現行規制により指示される、水管理計画の一部で
あるものとします。
7H.4.3.4 必要に応じて、サンプリングを行う頻度、担当者、区域、採取方法、試験の種類および合格基準を含む、生産および収穫時期の水の検
査について、書面による手順を設定するものとします。
7H.4.3.5 すべての農業用水が市営の水源から供給されている場合、市による検査で十分であるものとします。検査の頻度および水のサンプリング
地点は、リスク評価および生産中の製品についての現行の業界基準に基づき決定されるものとします。
7H.4.3.6
します。

検査プログラムは、水管理計画と一貫して実施するものとします。検査は、水管理計画で記述した手順に従い実施、文書化されるものと

7H.5

収穫

7H.5.1

収穫前評価

7H.5.1.1 収穫前のリスク評価を実施するものとします。経営者は、評価をいつ実施するかを記述し、農産物の物理的、化学的、または生物学的汚
染をもたらす可能性がかなり高い状態の評価を含み、また業務が食品安全プランに準拠していることを示す、収穫前評価の手順を設定するものとします。
7H.5.1.2 評価結果を文書化するものとします。
7H.5.2

水/氷

7H.5.2.1 経営者は、製品の食品接触表面に使用する水について手順を定めるものとします。水交換スケジュールを含む、あらゆる水使用について
の標準作業手順（SOP）を作成するものとします。
7H.5.2.2 合格基準を満たしていることを示すために、特定業務に適している微生物および/または物理的/化学的（例:
とします。

片）検査を実施するもの

7H.5.2.3 水使用についての標準作業手順は、収穫済み作物に直接接触するか、または食品接触表面上で使用される水または氷の微生物品質
に対処するものとします。現場で、消費者包装プロセス前の最終洗浄手順として、あるいは消費者包装プロセス内で冷却補助のためなどに、水/氷が
収穫済み作物に直接接触する、または食品接触表面上で使用される場合、業務の水使用についての標準作業手順では現行規制で定義されている
通り、適用された水/氷が微生物基準を満たすことを義務付けるものとします。
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7H.5.2.4 水は、微生物基準を達成するまたは相互汚染を防止するために（例:
な状態で供給/産出、輸送、および貯蔵するものとします。

塩素を使用して）処理するものとします。氷および水は、衛生的

7H.5.2.5 現場を意図的に氾濫させることが、生産および収穫慣行の一環であるような一部の作物（例: クランベリーやクレソンなど）については、特
別な考慮または変更が適切である場合もあります。
7H.5.2.6 水使用についての標準作業手順には、以下の事項が含まれるものとします。
i.

該当する場合は、再循環水の処理に対応すること。

ii.

再循環水は汚染源となることを防止するために、その製品についての現行規制または業界固有の基準に従い、認可済みの抗
菌剤を使用した処理を義務付けること。
iii.
配水システムの状態および保守に対応し、病原菌による農産物、給水または装置の汚染源とならないように、または非衛生
的な状態が創出されないように維持すること。
iv.
該当する場合は、洗浄水の温度管理をすること。
7H.5.2.7 洗浄水からの微生物侵入を受けやすいことが示されている農産物について、浸す際の洗浄水の温度差を考慮するものとします。
7H.5.3

コンテナ、貯蔵所および包装資材

7H.5.3.1 経営者は、以下の事項に関して書面による方針を設定するものとします。
i.

収穫用容器の保管

ii.
使用前の食品と接触容器の検査
iii.
許容可能な収穫用容器
iv.
非収穫目的での収穫容器の使用禁止
7H.5.3.2 収穫用容器は、実現可能かつ適切な範囲で汚染源とならないような方法で保管するものとします。
7H.5.3.3 食品に接触する箱、貯蔵所、包装資材、その他の収穫用容器、およびパレットは、使用前に目視による検査および洗浄をし、無傷で異
物がないものとします。容器は、汚染源とならないように十分に保守するものとします。
7H.5.3.4 収穫用に指定された食品に接触する箱、貯蔵所およびその他の収穫用容器は、マークまたはラベルで明示されている使用目的以外では
利用しないものとします。
7H.5.3.5 収穫用容器および包装資材の種類および構造は、収穫する製品にとって適切であり、その意図された用途に適したものとします。
7H.5.4

現場での包装および取り扱い

7H.5.4.1 経営者は、損傷または腐敗のある農産物を収穫・摘果しないよう、書面による方針を設定するものとします。
7H.5.4.2 従業員は、意図される用途に適した健全な農産物のみを収穫するよう、また微生物により食品安全に危険をもたらす範囲で損傷のある
農産物は収穫・摘果しないよう訓練を受けるものとします。
7H.5.4.3 地面に接触する製品は、その製品が通常地面に接触して成長するものでない限り、収穫しないものとします。経営者は、土壌と接触
（例: 落下）した農産物に関して書面による方針を考慮し作成するものとします。方針は、業界基準または現行規制と一貫性を持つものとします。
7H.5.4.4 収穫手順は、物理的危険について点検し、それを除去する方法を含むものとします。経営者は、収穫作業中にガラス/プラスチックの破片
を検出し、またガラス、金属、小石、またはその他の危険品目など考えられる物理的汚染を除去する手順を設定するものとします。
7H.5.4.5 相互汚染のリスクをもたらす衣類、タオル、またはその他の洗浄用素材は、製品の拭き取りには使用しないものとします。経営者は、相互
汚染を防止する手順がない限り、農産物の洗浄には布またはその他の洗浄用素材を使用しないものとします。
7H.5.4.6 包装資材は、意図される用途について適切なものとします。製品に接触する包装は、以下の事項を順守するものとします。
i.

収穫製品に適切であり、またその意図される目的に適していること。

ii.
汚染を防止する方法で保管すること。
包装資材の保管庫は、その目的に対する適性が維持されるよう、包装資材が乾燥した状態で清潔であり、汚れや残留物が付着しないように設計する
ものとします。
7H.5.4.7 包装資材がげっ歯類やその他の害虫の温床となることを防止するために、特別の配慮をするものとします。包装資材は、有害薬品、有害
物質およびその他の汚染源とは分離して保管するものとします。
7H.5.4.8 経営者は、包装資材が土壌との直接接触が許容されるかどうか、書面による方針を設定するものとします。農産物が現場で包装される
場合、包装資材が土壌との直接接触が許容されるかどうか、または物理的な緩衝材（例: 箱や間紙）が必要であるかについて、経営者は書面による
方針を考慮し作成するものとします。方針は、業界基準に一貫しているものとします。
7H.5.6

収穫後の取り扱いおよび貯蔵

7H.5.6.1 収穫済み農産物は、汚染される可能性がない方法で取り扱うものとします。経営者は、汚染の原因となりうる収穫済み農産物、食品と
接触する表面または包装資材の取り扱い、またその上を歩く、踏む、寝ることについて、その製品についての現行の業界慣行または規制要件に準拠した
方針を設定するものとします。
7H.5.6.2 農産物と接触する素材は、清潔で修理が行き届いているものとします。経営者は、取り扱いまたは保管時に農産物と接触するパレット、
農産物貯蔵所、箱および材料、または容器は、実行可能な場合、汚染源とならないように十分に洗浄し消毒する方針を設定するものとします。
7H.5.6.3 収穫済み農産物は、食品安全に危険をもたらし得る化学物質とは分離して保管するものとします。洗浄用および保守用化合物を含む
化学物質は、収穫済み農産物とは別の区域に保管するものとします。
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7H.6

輸送（現場から貯蔵または包装施設へ）

7H.6.1

装置の衛生および保守

7H.6.1.1 経営者は、積荷単位（例: トレーラー）の清潔度や機能性を検証する方針、書面による手順、チェックリストを設定するものとします。
7H.6.1.2 積荷単位は、その製品についての現行の業界慣行または規制要件に準拠して積み込み前に清潔で機能的、かつ不快な臭いがないもの
とします。
7H.6.1.3 冷蔵装置を使用する場合、正常な動作状態であるものとします。
7H.6.2

積み込み/積み降ろし

7H.6.2.1 積み込み/積み降ろしの手順および装置は、農産物の損傷を最小限に抑え、汚染を防止するものとします。農産物の積み込みおよび積
み降ろしに責任がある人員は、病原菌を持ち込み得るおよび/またはその成長を促し得る農産物への物理的損傷の潜在性を最小限に抑える手順を
講じるものとします。
7H.6.2.2 積み込み/積み降ろし装置は清潔で保守され、および農産物の汚染を防止するために適した種類であるものとします。
7H.6.2.3 ゴミが農産物と接触しないようにするものとします。経営者は、ゴミが食品安全リスクをもたらさない方法でどのように取り扱われ、現場の外
に出されるかを記述した手順を設定するものとします。
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モジュール 8: 食品安全の基礎 − 穀物・豆類栽培における適正農業規範（GFSI Bll）
本モジュールでは、食用穀物・豆類の栽培と収穫における適正農業規範について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 5:

広域大型農業経営

8.1

サイトの要件

8.1.1

敷地の立地

8.1.1.1

農場と施設は近接・隣接の建物で、企業経営と土地使用は敷地における安全かつ衛生的な運営の妨げにならないようにするものとします。

8.1.1.2
以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環境面の要因に関連する作物へのリスクを評価し記録するため、土壌
図を作成し、リスク評価を実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

土地使用の履歴

ii.

地形

iii.

近隣の土地使用

iv.

安全な製品の供給能力に影響を与え得るその他の要因

8.1.1.3

安全な製品の生産に影響を与え得る何らかの状況または変化があった場合、分析を再評価するものとします。

8.1.1.4

リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減少させるための管理措置を実施するものとします。

8.2

製品取り扱い、保管区域および設備

8.2.1

圃場および保管用建物

8.2.1.1
します。

備品、農薬または包装資材の保管に使用される建物はすべて、衛生管理基準を順守し、製品の汚染を避けるよう設計・建築するものと

8.2.1.2
作物または作物包装資材の保管用建物は、頑丈な構造であるものとします。内部の表面は滑らかで不透水性で明るい色の仕上げとし、
清潔に保つものとします。
8.2.1.3 作物の接触面は食品安全リスクをもたらさない素材で構築されるものとします。
8.2.2
乾燥材料、包装資材および器具の保管
8.2.2.1
種または食用作物貯蔵用のサイロは承認済みの素材で建設され、乾燥、清潔を保ち、ごみの残余物がなく、容認可能な状態で目的に
適合しており、安全な薫蒸管理を可能にし、害虫の侵入を防ぐように設計するものとします。
8.2.2.2
保管庫は、収穫・包装用器具を農業機械、危険化学物質、有毒物質から離して個別的、衛生的な保管を可能にするよう設計・建設
するものとします。
8.2.3
農業用機械、コンベヤー、収穫・加工用設備の建設と格納
8.2.3.1
コンベヤー、収穫・加工用設備への製品の接触面は、製品の効率的な取り扱いを可能にするよう設計・構築されており、製品と直接接触
する表面は食品または食品安全リスクの原因とならない素材で作られているものとします。
8.2.3.2
ナイフ、袋、トレイ、コンベヤー、容器、その他の備品を含む加工用設備は、無毒性、滑らか、不浸透性で洗浄しやすい素材で作られてい
るものとします。
8.2.3.3

加工用設備、備品、コンベヤー、荷物用袋、トレイ容器および器具の洗浄・保管のための対策を備えるものとします。

8.2.3.4
8.2.4

農業用機械を食品用コンベヤー、収穫・加工用設備から分離して保存する対策を備えるものとします。
車両、備品および器具

8.2.4.1
農作業に用いられる設備、車両、道具、器具およびその他の物品で青果に接触し得るものは、個別に識別され、保全状態が良く、清潔
で殺菌され、汚染を防ぐ方法で保管するものとします。
8.2.4.2

水槽と餌入れは、汚染源とならないよう、十分な頻度で洗浄を行うものとします。

8.2.4.3
食品が接触する収穫用容器とパレットの検査に関して、明記された手順を実施するものとします。手順には、収穫用容器と包装資材の
種類と構造を含むものとします。
8.2.4.4

収穫用容器の収穫以外の目的への使用を明確に識別し、収穫用に再利用してはいけません。

8.2.4.5
種または食品の輸送に使用される車両は目的に適合しているものとし、完全な洗浄と検査なしでは食品汚染の原因となる、廃棄物、し
尿、化学物質またはその他の危険物質の運搬に用いてはいけません。
8.2.4.6
畑の作物上を運行するトラクター、ハーベスター、現場包装設備には、潤滑剤および油類による作物の汚染を防ぐためのドリップトレイを取
り付けるものとします。
8.2.5
保守の実施手順
8.2.5.1
8.2.6

設備と建物の保守方法および責任を、製品または設備の汚染リスクを防ぐ方法で計画・スケジュール・実施するものとします。
設備の校正

8.2.6.1
前提条件プログラムのモニタリングおよびその他のプロセス制御に使用される化学物質の使用、計測、試験および検査用設備の校正と再
校正の方法および責任を記録し、実施するものとします。
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8.2.6.2
設備は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて校正するものとします。基準が入手できない場合は、生産業者は適用される
校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
8.2.6.3

校正は、設定されたスケジュールで、広く認められた基準または使用目的に適切な精度を用いて実施するものとします

8.2.6.4
8.2.7

校正記録を維持するものとします。
害虫管理

8.2.7.1
敷地や施設における害虫蔓延の管理方法を記録し、実施するものとします。敷地、保管施設、貯蔵施設、機械および設備は、害虫を
ひきつけることがないよう、廃棄物またはゴミが集積することがないよう保つものとします。
8.2.7.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫発生時の駆除方法に関する概要を記す。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii.

使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。

viii.

給餌管理プログラムを従業員に知らせる方法と、従業員が給餌ステーションと接触した際に取るべき措置の概要を記す。

ix.
8.2.7.3

従業員の認識度に関する要件と、害虫管理用化学物質および餌の使用トレーニングに関する要件の概要を記す。

害虫検査と殺虫剤使用の記録を維持するものとします。

8.2.8

動物管理

8.2.8.1

経営者は動物飼料または食用作物の生産内外における動物活動の実行・モニター済みの明記されたリスク評価を有するものとします。

8.2.8.2

家畜および野生動物を作物の畑およびすべての保管区域から排除する対策を設定するものとします。

8.2.9

清掃および衛生

8.2.9.1
します。

製品への接触面、現場加工設備および衛生設備の洗浄方法および責任を記録し、実施するものとします。以下の事項を考慮するものと
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

清掃評価担当者の特定

8.2.9.2
製品への接触面、現場加工設備および衛生設備の洗浄の有効性を検証する頻度と、検証活動完了の責任者を示す、検証スケジュー
ルを作成するものとします。
8.2.9.3
洗浄と衛生活動の記録を維持するものとします。

8.3

個人衛生および福利

8.3.1

個人衛生の慣行

8.3.1.1

製品の取り扱いに従事する人員は適切な慣行を守るものとします。食品安全慣行に違反する人員には、是正措置を実施するものとします。

8.3.1.2
食物を経路として感染し得る感染症に罹患している、または保菌者である人員は、栽培、製品 取り扱いまたは現場加工業務には従事
してはいけません。
8.3.1.3

医療スクリーニング手順は従業員全員に対して実施するものとし、すべての訪問者および契約業者にも適用可能とします。

8.3.1.4
露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工に従事しないものとします。身体の露出部の軽度の切り
傷や擦過傷は、適切な防水包帯で覆うものとします。
8.3.1.5

血液またはその他の体液と接触した製品または、製品接触面の取り扱いの手順を明記する、書面による方針の整備を行うものとします。

8.3.1.6
8.3.2

現場加工設備を含む栽培区域、および収穫・包装作業中において、喫煙、ガムを噛むこと、飲食（水を除く）、つば吐きは禁止されます。
衛生施設および手洗い

8.3.2.1

トイレ設備は製品汚染リスクの可能性を最小限にする方法で、提供、設計、建築、配置するものとします。

i.

トイレは最大従業員数に対応し、洗浄・保守しやすい設計にするものとします。

ii.

清潔な水が出る手洗い設備、手洗いせっけん、使い捨てタオルまたは効果的な手乾燥装置、ゴミ箱、および廃棄される使用済み手
洗い水を溜めるタンクをトイレ設備内またはすぐ側に提供するものとします。

iii.

毎回のトイレ使用後に手洗いを促す指示を、手洗い設備のすぐ側に適切な言語で掲示するものとします。

iv.

現場包装に従事する従業員が使用する防護服用に棚を提供するものとします。

v.

トイレは農場の現場作業員が利用しやすい位置に設置されるものとします。

vi.

トイレと手洗い設備は清潔で衛生的な状態に維持するものとします。
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8.3.2.2

人員は手を清潔に保ち、次の場合に人員全員が手洗いするものとします
i.

製品取り扱い前

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

汚れた材料または汚染された材料を取り扱った後

v.

喫煙または飲食後

8.3.3

防護服

8.3.3.1

防護服は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に保守、保管、洗濯、着用するものとします。

8.3.3.2

該当する場合、履物を含む衣類は製品を汚染リスクから守るよう効果的に保守、洗濯、殺菌、着用するものとします。

8.3.3.3
ゴム手袋または使い捨て手袋を着用する場合、経営者は手袋着用に関する方針を整備することとし、人員は上記の通り手洗い慣行に
従うものとします。
8.3.4
アクセサリーと所持品
8.3.4.1
製品の安全に脅威をもたらすアクセサリーやその他の外れやすい物品は、栽培、製品取り扱いまたは保管作業に際して身につけたり、持ち
込んではいけません。
8.3.5
訪問者
8.3.5.1
すべての訪問者には（管理職者と保守担当の従業員を含め）、製品栽培、収穫、または保管区域周辺において、アクセサリーおよびその
他の外れやすい物品を取り外し、適切な防護服を身につけることを義務付けるものとします。
8.3.5.2

疾病の明らかな兆候を示す訪問者は、栽培、製品取り扱い、動物飼料貯蔵、または現場加工業務区域への入場が禁止されます。

8.3.5.3

訪問者は畑、納屋、包装施設、または保管区域のさまざまな区域内において、会社が従業員用に指定するあらゆる慣行に従うものとします。

8.3.5.4
8.3.6

監督されていない児童は収穫、包装、または食品保管区域への立ち入りを許可されないものとします。
従業員施設

8.3.6.1

従業員の携行品を、作物、収穫・現場加工および包装業務および加工設備から離して保管するための措置を取るものとします。

8.3.6.2

食事休憩用区域は食品接触・取り扱い区画および加工設備から離して指定・設置するものとします。

8.3.6.3
8.3.7

作業場の従業員全員が飲用水を利用できるものとします。
救急用品

8.3.7.1
軽度の怪我の治療のため救急処置用施設を設置・運営し、患者がより専門的な治療を必要とする状況については、適切な処置を提供
するものとします。
8.3.7.2

救急用キットは衛生的で利用可能な状態に保つものとします。

8.4

現場包装および取り扱い慣行

8.4.1.1

作業場の包装担当従業員には、以下の事項を含む適切な慣行が用いられるものとします。
i.

エプロンと手袋を清潔に保つこと。

ii.

エプロンと手袋は、製品、作業台、設備または包装資材上に放置してはならず、与えられたエプロン・手袋用棚に吊るすこと。

iii.

すべての製品と包装資材は、地面と運搬車両の床に触れないようにすること。

iv.

廃棄物は廃棄用容器に格納すること。廃棄物は青果と接触してはならず、定期的に除去するものとし、集積させないこと。

8.4.1.2
製品に特有の農産物の取り扱いと現場包装に関する書面による方針を実施し、保守するものとします。方針では、以下の事項を徹底す
るものとします。
i.

傷または腐敗のある青果は、収穫・摘果しないこと。

ii.

物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手順が設定されていること。

iii.

相互汚染のリスクをもたらす布、タオル、その他の洗浄用素材は青果のふき取りに使用しないこと。

8.4.1.3
包装資材は、意図された用途に適しており、汚染を予防する方法で保管するものとします。包装資材が土壌に直接接触することが許され
る場合を特定し、書面による方針を設定するものとします。
8.4.1.4

農産物と接触する素材は、清潔で修理が行き届いているものとします。

8.5

水の管理

8.5.1

水システムについての記述

8.5.1.1
水源と給水される生産区画を説明する水利用計画書を作成し、地図、写真、スケッチ、または水源、固定給水装置または水系の流路
を伝えるその他の手段のうち 1 つ以上を含むものとします。
8.5.1.2

農業用水は、周知の法規を順守する区域および方法で調達するものとします。

8.5.1.3

人間または動物の排泄物を搬送する水系は、農業用水搬送用の水路とは分離されるものとします。

8.5.2

灌漑用水

8.5.2.1
農業用水は、周知の清潔な水源から引くか、使用に適合するよう処理されているものとします。生産業者は水源から使用に至る水供給
におけるハザード分析を実施し、水のモニタリング用の容認基準を設定し、水が目的に適することを確実にするため、使用される水の完全性の確認と検
証を行うものとします。
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8.5.3

灌漑用水の処理

8.5.3.1

灌漑用の水が容認可能な状態に処理される場合、処理後の水は第 8.5.5 項に記す微生物学的規準に適合するものとします。

8.5.4

水システムのリスク評価

8.5.4.1
初回のリスク評価は、水資源、作物の特性、作物の段階、および適用方法の試験結果履歴を考慮に入れて、実施および文書化するも
のとします。
8.5.5

水管理計画

8.5.5.1
製品の洗浄および処理、食品接触表面の洗浄、並びに消毒剤溶液の混合に用いる水は、生産国の飲用水の微生物学的・化学的基
準に従うものとします。ハザード分析、生産国の生産工程管理基準、また適用法規に基づき、必要に応じて灌漑用水、霜の管理、加湿、殺虫剤使
用などの個別基準を設けるものとします。
水管理計画には、以下の事項を含むものとします。
i.
ii.
iii.
iv.

予防管理
監視および検証手順
是正処置
文書記録

必要に応じて、水のリスク評価および現在の業界標準または生産する製品に関する規制の指示に従って、水管理計画の一環として水質検査を行うも
のとします。
8.5.5.2
水質が、確立された微生物学的・化学的標準または基準に適合することを確認するため、水の品質のモニタリングを行うものとします。ハザ
ード分析、生産国における生産管理工程基準、または適用法規により決定される、モニタリングの区域と頻度を示す検証スケジュールを作成するものと
します。水質分析は、ISO17025 認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で実施するものとします。
8.5.6
是正処置
8.5.6.1
モニタリングにより、水が設定されている条件または基準に満たないことが判明した場合、生産業者は是正処置計画を作成するものとし、
そこに追加的な水処理、追加的な水源、生産物の特定と廃棄またはその他の識別されたハザードを適切に管理するための代替的措置を含めることが
できるものとします。

8.6

保管と輸送

8.6.1

危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管

8.6.1.1
危険化学物質、有害物質、および石油製品は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い機器または区域に
対して危険をもたらさないように保管するものとします。
8.6.1.2
農薬および除草剤、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤、消毒剤および洗剤などの製品接触化学物質は、購入時の容器内に入れて個別に
保管するものとします。
8.6.1.3

化学物質保存用倉庫は、以下の事項に従うものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

屋外への換気性がある。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた人員のみにアクセスを制限するよう、安全で施錠可能である。

v.

危険化学物質の安全な取り扱い説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域では、適切な救急用品および防護服を使用できるようにする。
viii. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび/または洗浄施設を利用できる状態にする。

8.6.1.4

ix.

危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。

x.

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

石油燃料、油類、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管区域とは別に保管するものとします。

8.6.1.5
食品取り扱い区域、製品および原料成分および包装資材の保管区域内（個別で施錠可能またはそうでなければ封じ込めされている）に
危険化学物質、有害物質、および石油製品を保管することは認められません。
8.6.2
輸送
8.6.2.1
作物の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。
8.5.2.2

作物は完全性を維持し、相互汚染および腐敗を防ぐのに好適な条件下で輸送されるものとします。

8.6.2.3

積み込み、輸送および積み降ろしに関与する従業員は、適切に訓練を受けているものとします。

8.6.3

農場からの輸送

8.6.3.1

輸送装置の清浄度と機能を確認するための書面の手順およびチェックリストを実施するものとします。

8.6.3.2

積み込みと積み降ろしの手順は、損傷を最小限に抑え、作物の汚染を防ぐための条項を含むものとします。
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8.7

土壌管理

8.7.1

肥料（土壌改良剤）の使用

8.7.1.1

無機（化学）および有機（堆肥）土壌改良剤は、隔離して別に保管し、食品安全リスクをもたらさないようにするものとします。

8.7.1.2
濃縮および希釈した液体土壌改良剤を、合計容積の少なくとも 110％を保持するよう設計されているバンド固定されたタンク中で保管す
るよう、設備を用意するものとします。
8.7.1.3
土壌改良剤は、作物、農場または灌漑水とは別に保管し、土壌改良剤を作物から好適な距離を離して置くことによって、またはその他の
物理的障害を利用することによって、流出による汚染を避けるものとします。
8.7.1.4
8.7.2

すべての有機および無機土壌改良剤の保管・使用記録を維持するものとします。
土壌改良

8.7.2.1
す。

生の未処理堆肥は使用してはいけません。土壌改良処理および適用方法は、生産物の汚染を防ぐよう記録・実施・設計するものとしま

8.7.2.2

土壌改良プロトコルは以下の事項を確認して、堆肥およびその他の未処理有機肥料の処理に用いる方法の概要を示すものとします。
i.

適用された処理方法は、有機土壌改良において病原菌を不活性化すること。

ii.

使用前に、有機土壌改良処理方法のハザード分析を行うこと。

iii.

改良方法は検証済みであり、有機土壌改良処理は適用された方法に従っていると確認されていること。

iv.

有機土壌の改良の検証および確認記録を維持すること。

8.7.2.3
土壌改良実施手順には、有機土壌改良剤の適用によって生産物の安全性と人間の健康に対するリスクを最小限とするよう、適切な時
期の選択方法に関する概要を以下の事項を含めて記すものとします。
i.

土壌改良剤の使用はすべて、国・地方自治体のガイダンス、実施基準および適正農業規範の規約に従うこと。

ii.

土壌改良の適用に用いられる設備は正確な適用を確実に行うため良好な状態に保守され、校正されていること。

iii.

すべての設備の保守・校正記録が維持されていること。

iv.

看板・標識は国・地方の実施基準を順守していること。

v.

土壌改良の適用の詳細記録を提出するために十分なデータが記録されていること。

8.7.3

化学物質の購入

8.7.3.1
化学物質は適用される法規に従って、承認済みサプライヤーから購入するものとします。購入・使用したすべての農薬の在庫一覧を維持
するものとします。
8.7.4
農薬
8.7.4.1

標的害虫または疾病向けの適用と、その適用を開始する閾値レベルを示す作物保護対策計画を作成し、実施するものとします。

8.7.4.2

生産物が輸出用の場合、農薬使用は輸出国の要件を考慮するものとします。

8.7.4.3

化学物質の適用を判断する者は、以下の事項を考慮するものとします。

8.7.4.4
8.7.4.5

i.

対象市場において容認される化学物質の適用、および最大残留物レベルに関する情報の知識があり、これらの情報へのアクセスがあ
ること。

ii.

特定の穀類・豆類の栽培に対して認可され、かつ対象市場での使用が認可された化学物質のみを使用すること。

iii.

化学物質の使用および作物への使用保留期間に関する能力と知識を示すこと。

iv.

作物への使用および標的害虫・疾病に対する適用率が使用説明書の推奨を確実に順守していること。

v.

化学物質の適用時期と収穫までの期間が、適用した化学物質の承認された収穫間隔を順守していること。

vi.

現在の化学物質一覧を維持し、すべての化学物質の適用記録を維持すること。現在の化学物質一覧を維持し、すべての化学物質
の適用記録を維持すること。化学物質の使用記録には、使用日、使用した化学物質、散布を受けた作物、濃縮率、使用方法と頻
度を含めること。

特定の穀類・豆類の栽培に対して認可されている生物学的管理方法のみを、ラベルの指示に従って使用するものとします。
生産業者は、規制要件に従って化学物質廃棄物および空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.
ii.
iii.

化学物質の空容器は再使用しないこと。
回収されるまでの間、空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。
未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

8.8

収穫

8.8.1

収穫前の評価

8.8.1.1
いつ評価が実施されたか説明し、物理的、化学的、または生物学的汚染を起こしやすい状態を特定する、収穫前のリスク評価手順を設
定するものとします。
8.8.1.2

収穫作業に使用される刃物および切断器具は管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

8.8.1.3

収穫容器の保管に関する書面の方針を実施し、保守するものとします。

8.8.2

異物およびガラスに関する手順

8.8.2.1

製品の異物およびガラス汚染を予防する方法を文書化し、実施するものとします。
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8.8.2.2
ガラス、磁器、陶器、脆いプラスチック、およびその他の同様の材料でできた容器、装置、その他の器具は、効果的な異物・ガラスプロトコ
ルが文書化・実施されている場合を除き、露出した製品を取り扱う区域では許可されないものとします。
8.8.2.3
食品取り扱い/接触区域区域にガラスおよび脆いプラスチックがないことを確認するため、定期的な検査を実施するものとし、従業員は組
織の異物・ガラスプロトコルを順守する責任を認識するものとします。
8.8.2.4

ガラスで覆われた装置ダイヤルカバーは、各シフトの開始時と終了時に確認し、カバーが破損していないことを点検するものとします。

8.9

廃棄物処理

8.9.1

乾燥、液体、非衛生的廃棄物の廃棄

8.9.1.1
廃棄物は農場、包装施設およびその周囲から定期的に除去するものとし、これにより完成製品や、栽培、収穫、包装作業に食物安全リ
スクをもたらさないようにするものとします。
8.9.1.2
非食用材料および不使用の包装資材を含むすべての固体廃棄物、液体廃棄物および非衛生的廃棄物の効果的かつ効率的な廃棄に
ついての責任および方法を文書化し、実施するものとします。
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モジュール 9: 食品安全の基礎 - 動物生産品前処理における適正製造規範（GFSI C）
本モジュールでは、動物生産品前処理における適正製造規範について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 7:

食肉解体場、骨取りおよび食肉処理業務
7A:

獣畜肉

7B:

家禽肉

9.1

サイトの要件と承認

9.1.1

施設の立地

9.1.1.1

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。

9.1.1.2
9.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。
建設と操業認可

9.1.2.1

現地施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

9.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

9.2.1

畜舎

9.2.1.1
囲い、追い込み場、家畜休憩場は、ストレスや怪我、疾病を最小限に抑え、周囲の区域や天然資源に与える影響を最小限にするよう
設計、配置、建設、保守するものとします。
9.2.1.2
囲いや追い込み場の柵、ゲート、およびその他の表面は、摂取や吸入、接触を介して汚染を起こす傾向があるような塗料、処理液、消毒
液、その他の資材が用いられていないものとします。
9.2.1.3

畜舎は清潔かつ衛生的な状態を保守するものとします。

9.2.1.4
小道、通路、入口、出口、入庫・出庫用傾斜路は、家畜の社会的行動や動きを利用するよう設計され、家畜に怪我をさせる可能性が
ある箇所が生じないよう設計・保守するものとします。
9.2.1.5
小道、通路、入口、出口、入庫・出庫用傾斜路は、家畜を傷つける鋭利な物品がない状態とし、かつ管轄機関によって家畜利用が認
可されていない化学物質がない状態にするものとします。
9.2.2
施設の資材および表面
9.2.2.1
ペットフード取り扱い区域、原料保管庫、包装資材保管庫、冷蔵冷凍保管区域における、ペットフード接触面および製品に直接接触し
ない面は、食品安全リスクをもたらさないような材料で構築するものとします。
9.2.3
床、排水口、排水トラップ
9.2.3.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

9.2.3.2
のとします。

床は通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除去できるような好適な傾斜で、床の排水口へと傾斜がつけられているも

9.2.3.3

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

9.2.3.4
排水トラップシステムは、施設の食品取り扱い区域または入口から離して配置されるものとします。
9.2.4 壁、仕切り、ドア、天井
9.2.4.1
壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は滑らかで不浸透性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保た
れるものとします（第 9.2.14.1 項を参照）。
9.2.4.2

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封されるものとします。

9.2.4.3

蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいように設計および構築されるものとします。

9.2.4.4

ドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料および構造であるものとします。

i.

ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。

ii.

窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

9.2.4.5

製品の取り扱いと保管は、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を備えた区域で行うものとします。

9.2.4.6

吊り天井は害虫の活動をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供するため、追加で構築されるものとします。

9.2.5

階段、通路、足場

9.2.5.1
作物保管・取り扱い区域の階段、通路、足場は、製品汚染リスクをもたらさないよう設計・構築され、清潔に保たれるものとします（第
9.2.14.1 項を参照）。
9.2.6
照明と照明設備
9.2.6.1
製品加工・包装、保管・取り扱い区域、ならびに検品ステーションの照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照
度を保つものとします。
9.2.6.2
食品加工区域、検品ステーション、および製品が露出するすべての区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴
って製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。付属器
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具を凹所に収められない場合は、構造物を偶発的破損から保護し、清掃可能な材料で製造されていることを確認し、清掃および衛生プログラムに記
載するものとします。
9.2.6.3
9.2.7

製品が保護されている倉庫やその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。
検品エリア

9.2.7.1

必要に応じて、製品検品には加工・包装区域内の好適な区域を提供するものとします。

9.2.7.2

検品区域は、加工製品状態の検査に好適な設備とともに提供されるものとします。検品区域は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

手洗い設備への容易なアクセス

ii.

必要とされる製品の完全な検品を行うのに十分な照度

9.2.8

埃、ハエ、害虫の防御

9.2.8.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。

9.2.8.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。

9.2.8.3
食品取り扱い区域で製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以上でハ
エを防御するものとします。
i.

自動閉鎖装置

ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエ除け網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v. ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング
9.2.8.4
電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。原料成分または食品保管区域および加工区域内では、毒性ベイト剤を使用してはいけません。
9.2.9

換気

9.2.9.1

密閉された加工区域や製品保管・取り扱い区域は、適切に換気するものとします。

9.2.9.2

製品と製品接触機器は、結露による汚染を避けるよう保護されるものとします。

9.2.10

施設と設備機器の維持管理

9.2.10.1 工場、機器、建物の保守および修理の方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書
化・計画・実施するものとします。
9.2.10.2 保守担当の従業員および契約業者は、製品加工、包装、取り扱い、管理のいずれかの区域で保守および修理を行う際、以下の規範
に従うものとします。
i.

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 9.3.1 項、第 9.3.2 項、第 9.3.3 項、第 9.3.4 項）
に従うこと。

iv.

製品取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、施設監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

9.2.10.3

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

9.2.10.4
とします。

製品または製品コンベアの上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は製品汚染を最小限に抑えるように管理するもの

9.2.10.5
せん。

食品取り扱いまたは接触区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品が接触する作業面には一切使用してはいけま

9.2.11

校正

9.2.11.1 前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他の工程管理で述べているモニタリング活動、または顧客の
仕様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものとします。
9.2.11.2 測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品の処分に対処する手順
が文書化され、実施されるものとします。
9.2.11.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

9.2.11.4 機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入手
できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
9.2.11.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

9.2.11.6

校正記録を維持するものとします。
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9.2.12

害虫害獣駆除の管理

9.2.12.1 統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、廃
棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより有害生物や害虫をおびき寄せないようにします。
9.2.12.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

9.2.12.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

9.2.12.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

9.2.12.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 9.6.6 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、食品および食品接触表面への汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員によって、
またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
9.2.12.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、担当の上級管理職者に報告する。

vi.
9.2.12.7
のとします。

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底するも
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

9.2.13

機器、用具、防護衣

9.2.13.1

機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。

9.2.13.2 電撃機器、殺傷機器、ベンチ、テーブル、コンベア、およびその他の機械的機器は、適切である場合またはメーカーの推奨に従って、容易
に取り外して清掃することができ、また施設清掃の邪魔にならないよう配置するものとします。機器表面は滑らかで不浸透性であり、ひび割れや溝がない
ものとします。
9.2.13.3 食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱等は、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材質で構築するものとします。
非食用の材料に用いられる容器は、明確に識別するものとします。
9.2.13.4

桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水は、床排水システムに直接廃棄するものとします。

9.2.13.5

防護服は、食品を汚染しにくい材料で製造されており、洗浄しやすいものとします。

9.2.13.6 従業員が加工・梱包区域から退出するときのために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚は人員用の出入口ドアおよび手
洗い設備に近接または隣接して提供するものとします。
9.2.14

清掃および衛生

9.2.14.1 製品取り扱い機器および環境、保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清掃方法および責任を文書化し、実
施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。

9.2.14.2

i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

洗剤および消毒剤の適正濃度の確認方法

vi.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。
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9.2.14.3 製品容器、刃物、まな板、およびその他の器具を洗浄するため、および従業員が着用した防護服を洗浄するため、適切な設備が備えら
れた区域を指定するものとします。これらの清掃作業は、製造操業や機器、製品の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具および防
護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
9.2.14.4 生産再開の前に、食品加工区域、食品接触表面、機器、従業員向けの快適環境（休憩室）・衛生設備、その他の主要区域が清潔
であることを確認するため、操業前の衛生および消毒の検査が、資格を有する人員によって実施されるものとします。
9.2.14.5

清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。

9.2.14.6 洗剤および消毒剤は、食品製造環境に好適なものであり、適用される法律に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を
確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 9.6.6 項の概要に従って保管されている。

iii.
iv.
9.2.14.7

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。
訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。

9.2.14.8

刃物および工具を滅菌するのに自動装置が使用されている場合は、その温度を文書化するものとします。

9.2.14.9

操業前の衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

9.3

人員の衛生と福利厚生

9.3.1

人員

9.3.1.1

感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品取り扱い作業または処理作業には関与しないものとします。

9.3.1.2
露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工、主な包装資材や食品接触表面の取り扱いには関与
しないものとします。
9.3.1.3
軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、金属ストリップを含んだ色つき絆創膏、またはその他の好適な防水性かつ色つきの
保護材で覆うものとします。
9.3.1.4

食品加工または食品取り扱い区域では、喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

9.3.2

手洗い

9.3.2.1 すべての人員アクセスポイントに隣接して、および必要に応じて製品取り扱い、加工、包装区域全体にわたるアクセス可能な区域に、手洗
い設備を設置するものとします。
9.3.2.2 手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

9.3.2.2.3 高リスク区域には、以下の追加設備を設置するものとします。
i.

ハンズフリー動作の蛇口

ii.

手指除菌用ローション

9.3.2.4 手洗い指示を適切な言語で表示し、見やすい位置に掲示するものとします。
9.3.2.5 人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。
i.

食品取り扱いまたは加工区域に立ち入る際

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

洗浄ホースや、落ちた製品、汚染した材料を取り扱った後

9.3.2.6

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

9.3.3

服装

9.3.3.1

製品取り扱いに関与する従業員は着用する衣服を、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものとします。

9.3.3.2

高リスク区域に関与する従業員は、高リスク区域に入る際、清潔な衣服に着替えるものとします。

9.3.3.3
衣服は各シフトの開始時に清潔であり、作業に適した状態で保守されるものとします。過剰に汚れたユニフォームは、製品汚染リスクをもた
らす区域では着替えるものとします。
9.3.3.4

使い捨て手袋およびエプロンは、毎回休憩後、加工区域に再入場する際、および破損した場合に交換するものとします。
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9.3.3.5
使い捨てでないエプロンおよび手袋は、必要に応じて清掃および衛生するものとし、使用していないときは加工区域に提供されている棚に
保管するものとし、包装資材、原料成分、製品、機器の上に置いてはいけません。
9.3.4

アクセサリーと所持品

9.3.4.1 アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、製品取り扱いや加工作業区域、また食品が露出しているいかなる区域に
も持ち込んではいけません。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着する
ことは認められますが、サプライヤーは顧客の要件および適用される食品規制を考慮するものとします。
9.3.5
訪問者
9.3.5.1
経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、食品加工・取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用するも
のとします。
9.3.5.2

すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。

9.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者は、食品の取り扱いまたは加工が行われる区域に立ち入ることを禁止されるものとします。

9.3.5.4

訪問者は、適切な従業員用入口を使用して食品取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うものとします。

9.3.6

スタッフへの快適環境（休憩室）

9.3.6.1
適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、製品の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が利用できる状態に
するものとします。
9.3.7
更衣室
9.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

9.3.7.2

加工作業または包装作業に携わる従業員用に、更衣室を提供するものとします。

9.3.7.3

私服および個人の所有物を保管するために、製品接触区域および製品・包装資材保管区域から分離された設備を用意するものとします。

9.3.7.4

必要に応じて、従業員用のシャワーを十分な数提供するものとします。

9.3.8

洗濯室

9.3.8.1
高リスク加工に携わる従業員や、衣服がひどく汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員が着用する、衣服の洗濯および保管のため
に、設備が用意されるものとします。
9.3.9

衛生設備

9.3.9.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、加工および食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

加工区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

9.3.9.2

トイレの排水口は施設内の他の排水口と接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。

9.3.9.3

手洗い設備をトイレのすぐ外またはトイレ内に設置し、第 9.3.2.2 項の記載に従って設計するものとします。

9.3.10

食堂

9.3.10.1

製品接触・取り扱い区域から離れたところに食堂を設けるものとします。

9.3.10.2

食堂は以下の条件を満たすものとします。
i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

最高人数の従業員を一度に着席させて料理を提供するのに十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

食物を保管または加熱し、必要な場合は非アルコール飲料を用意することができる冷蔵および加熱設備を備えていること。

v.

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。

9.3.10.3

食品加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で指示する表示を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。

9.3.11

救急用品

9.3.11.1 軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を行
うものとします。

9.4

施設の慣行

9.4.1

畜産

9.4.1.1

有資格者による生存中検査を実施して、家畜に疾病がなく、人間の食用消費に適していることを確認するものとします。

9.4.1.2

獣医薬や重金属、農薬など禁止物質の管理対象となっている家畜は特定され、隔離と加工の手順が導入されるものとします。

9.4.1.3

屠殺する家畜には常に、汚染されていない水を与え、休憩所に長時間置かれる場合は清潔な食餌を与えるものとします。

9.4.1.4
生存中の家畜の世話と管理を担当する従業員は、家畜の取り扱いと快適さについて訓練を受けた適格者であるものとします。担当する
従業員は、家畜の苦痛や疾病の初期兆候を識別することができ、家畜の痛みやストレスを最小限に抑えるものとします
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9.4.1.5
疾病にかかっていると見なされた家畜、または人間の食用消費に不適であると見なされた家畜は、健康な家畜から隔離し、廃棄処分とす
るか、または加工から免除するものとします。
9.4.1.6
サプライヤーは、農業用または清掃用化学物質、廃棄物、またはその他の家畜を汚染し得る材料と、屠殺用家畜の相互汚染を予防す
る方法を実施するものとします。
9.4.2

屠殺

9.4.2.1 人道的であり、所与の家畜種について国内または国際的な規制によって使用が認可されている屠殺方法のみを使用するものとします。
9.4.2.2 2 段階プロセスを使用する場合、電撃から致死までの時間は規制要件を超えないものとします。直接空気注入の使用は許可されていませ
ん。
9.4.2.3

施設は、既知の生物学的ハザードに対処し、規制または顧客の基準に準拠するような、病原体管理プログラムを有するものとします。

9.4.2.4
皮剥に使用する刃物および工具は、個体ごとに洗浄・滅菌するものとします。汚染した刃物および工具は、食用組織に使用する前に、
洗浄・滅菌するものとします。
9.4.2.5
屠体の衛生状態を維持し、汚染を防ぐための手順を文書化し、実施するものとします。糞便は屠殺場の床から除去し、屠体は認可され
た者が死後検査を行って、疾病または汚染の兆候を調べるものとします。
9.4.2.6

該当する場合は、屠体のグレード付けの手順を設定するものとします。

9.4.2.7

冷却プロセスは、定められた時間および温度要件を有し、定期的にモニタリングし、記録するものとします。

9.4.2.8

屠体の安全かつ衛生的な内臓除去および解体、食用部分と非食用部分の識別に関する手順を設定するものとします。

9.4.2.9
屠体の食用部分は、清潔な消毒済み器具と容器を用いて、汚染から保護された状態で、加工・保管するものとします。食用部分は、
加工中以外はカバーをかけるものとします。
9.4.2.10

屠体の食用部分はすべて死後検査プロセスで識別され、家畜個体と屠殺日時に遡ってトレース可能な状態であるものとします。

9.4.2.11 屠殺の衛生状態は、少なくとも糞便病原体に関して、定期的にモニタリングするものとします。検査には、テーブル、ベンチ、器具のスワブ
拭き取り検査と、製品の微生物学的分析が含まれるものとします。リスクに基づく家畜種別の生物学的分析も用意されるものとします
9.4.2.12

洗い流し用ホースはすべて、使用後に専用棚に保管し、床には放置しないものとします。

9.4.3

製品取り扱い、加工、包装作業に従事する従業員

9.4.3.1
製品取り扱い、加工、包装作業に関与する人員は全員、製品および材料が損傷や製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ、保管され
るように留意するものとします。
9.4.3.2

製品取り扱い、加工、包装作業に関与する人員は全員、以下の加工作業規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や製品/原料成分/包装資材の受け入れが必要な場合、長時間ドアを開放した
ままにしないこと。

iii.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

iv. 廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

9.5

給水

9.5.1

給水

9.5.1.1

加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給するものとします。

9.5.1.2 施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとする。
9.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

9.5.2.1
製品の洗浄および加工に使用される水、ならびに製品接触表面の洗浄に使用される水は、必要に応じて、現地、国または国際的に認め
られた飲料水の微生物学的基準および品質基準に従うものとします。
9.5.3

配水

9.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

9.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

9.5.4

水処理

9.5.4.1

水処理の方法、装置、材料は、効果的な水処理を行うように設計・設置・運用するものとします。

9.5.4.2

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。

9.5.4.3

処理済みの水は定期的にモニタリングし、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

9.5.5

氷の供給

9.5.5.1
します。

加工作業中または加工助剤や原料成分として氷が必要な場合は、第 9.5.2.1 項に準拠した水から製造した氷を適切に供給するものと

9.5.5.2
製氷室および受取口は、第 9.2.2 項、第 9.2.3 項、第 9.2.4 項に記載された材料で構築し、保管および分配中に氷の汚染を最小
限に抑えるよう設計するものとします。
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9.5.6

分析

9.5.6.1
水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングするため、水および氷の微生物学的分
析を実施するものとします。
9.5.6.2

水と氷は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。

9.5.7

空気の品質

9.5.7.1

動物飼料と接触する圧縮空気は清浄であり、動物飼料安全にリスクをもたらさないものとします。

9.5.7.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。

9.6

保管と輸送

9.6.1

家畜の輸送

9.6.1.1

屠殺家畜を輸送するための車両は、その目的に適した清潔なものとします。車両は点検し、点検記録を維持するものとします。

9.6.1.2
9.6.2

屠殺家畜の輸送時間は最小限に保ち、時間を記録するものとします。
囲いと追い込み場

9.6.2.1
9.6.3

家畜が長時間、囲いおよび追い込み場に保持される場合、適切な給水と動物飼料を供給するものとします。
製品の冷却、冷蔵保存、冷凍保存

9.6.3.1
サプライヤーは、冷凍・冷却・冷凍保管庫、冷蔵室の効果的な運用性能を確認するものとします。冷蔵室、急速冷凍室、冷凍保存室
は、以下の条件を満たすものとします。
i.

衛生的かつ効率的な冷蔵と食品保存を可能にするよう設計・構築されている。

ii.

点検と清掃しやすく設計されている。

9.6.3.2
保管室の定期的な清掃を行った上で、予測される最大量の処理能力で製品を冷却・冷凍・冷蔵保存、冷凍保存することができる、十
分な冷蔵能力を有するものとします。
9.6.3.3

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

9.6.3.4
冷凍・冷蔵・冷凍保存室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装
置を備えているものとします。
9.6.3.5

積み込みと積み降ろし用ドックは、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計するものとします。

9.6.4

乾燥原料、包装資材、長期保存可能な包装製品の保管

9.6.4.1
製品原料、包装資材、その他の乾燥原料の保管に使用する部屋は、濡れた区域からは離して配置され、汚染と劣化から製品を保護す
るよう構築するものとします。
9.6.4.2
包装資材の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、
包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築するものとします。
9.6.4.3
とします。

食品接触・取り扱い・加工区域、または冷蔵保存室で使用される車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計および使用するもの

9.6.5

機器と容器の保管

9.6.5.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。

9.6.6

危険化学物質と有害物質の保管

9.6.6.1
食品汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置ま
たは区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
9.6.6.2

器具および包装資材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管しないものとします。

9.6.6.3
水の継続的消毒や処理助剤として、あるいは製品接触区域で機器や表面の緊急清掃用に使用する日常備品の化学物質は、加工区域
または包装区域の内部または近くに保管することができます。ただし、その化学物質保管設備への立ち入りは、許可された担当者に限るものとします。
9.6.6.4
農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤は、消毒剤および洗剤とは別に保管するものとします。化学物質はすべて、購入時の容器に入れて
保管するものとします。
9.6.6.5

危険化学物質および有害物質の保管設備は、以下の条件を満たすものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう制限するため、セキ
ュリティが確保され施錠可能である。

v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。
viii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。
ix.

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。
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9.6.7

代替となる保管方法と製品の取り扱い

9.6.7.1
第 9.6.1 項～第 9.6.6 項に記述されている製品が、安全な製品保管のために設計されていない、一時的またはオーバーフロー状態にあ
る場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、食品安全および品質に対する汚染または悪影響がないことを確認するものとし
ます。
9.6.8

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

9.6.8.1
食品の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。製品は、相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、積み込み、輸送、積み降ろしが行われるものとします。
9.6.9
積み込み
9.6.9.1
製品の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に対し
て悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
9.6.9.2
積み込み作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。
9.6.10
輸送
9.6.10.1 冷蔵装置は製品を必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定、確認、記録し、必要に応じて積み込み中
に中心部の製品温度を定期的に記録するものとします。
9.6.10.2
とします。
9.6.11

冷蔵装置は常時作動可能状態にあるものとし、装置動作のチェックを完了し、輸送中は定期的にドアの密閉と保管温度を確認するもの
積み降ろし

9.6.11.1 冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度を確認し、記録するものとします。積み降ろしは効率的に完了するものとし、
積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。
9.6.11.2 積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

9.7

機能の分離

9.7.1

プロセスフロー

9.7.1.1
プロセスフローは相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するもの
とします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。
9.7.2
原料と包装資材、原料成分の受け入れ
9.7.2.1
乾燥原料成分および包装資材は、冷蔵の原料とは個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。製品
は個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。
9.7.3

高リスク区域

高リスク食品加工は、以下のような管理された条件下で実施するものとします。
i.

高リスク区域は他の加工や原料、原料取り扱い従業員から保護/隔離し、相互汚染を最小限に抑えるようにすること。

ii.

高リスク区域は、その作業専任の従業員のみが作業を行うこと。

iii.

従業員アクセスポイントは、従業員が特殊な防護服を着用し、各人が高い衛生規範を遂行して製品汚染を防ぐことができるよう、配
置、設計、装備されること。

iv.

製品輸送ポイントは、高リスクの隔離性を低下させることなく、かつ相互汚染のリスクを最小限に抑えるよう配置、設計すること。

v.

高リスク区域には環境モニタリングプログラムを実施すること。最低限でも、（その業界に適合する）検査を行う該当の病原体または指
標微生物、採取するサンプル数、サンプリングの頻度、是正処置について詳細に記述した書面の手順を文書化すること。責任および
方法が文書化され、実施すること。サンプリングスケジュールが準備されること。

9.7.4

異物混入の管理

9.7.4.1

製品の異物汚染を防ぐための責任と方法を文書化して実施し、全従業員に通知するものとします。

9.7.4.2
工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。
9.7.4.3

機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。

9.7.4.4

ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。
i.

食品取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製物品または類似の材料は、その区域の詳細を含めてガラス登録に記載すること。

ii.

ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具は（製品がこれらの材料ででき
た包装資材に入っている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制で義務付けられている水銀温度計を除く）、食品加
工/接触区域では許可しないこと。

iii.

食品取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に記載
された物品の状態に変化がないことを確認すること。

iv.

毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認する。

9.7.4.5
食品取り扱い/接触区域で使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途のみに使用し、定期点検の対象として清潔で
良好な形状と状態を維持するものとします。
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9.7.4.6
機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
9.7.4.7

加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

9.7.5

異物の検知

9.7.5.1
異物を除去また検出するための、モニタリング、保守、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技術の使用に関する責任、方
法、頻度を文書化し、実施するものとします。
9.7.5.2
金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術は、動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証するものとします。機器は不
良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
9.7.5.3

異物検出装置による検査とその検証記録を維持するものとします。

9.7.6

異物混入事故の管理

9.7.6.1

異物汚染が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の分離、検査、再作業、または廃棄を行うものとします。

9.7.6.2
ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

9.8

施設内の検査室

9.8.1.1
します。

施設内の検査室は、食品加工または取り扱い作業とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りするような設計にするものと

9.8.1.2
敷地内で保持する検査室の廃棄物はすべて隔離して格納し、食品廃棄物とは別に管理するよう、設備を用意するものとします。検査室
からの排水出口は、少なくとも、食品加工および取り扱い区域の排水口の下流に設けるものとします。
9.8.1.3

検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示を掲示するものとします。

9.9

廃棄物処理

9.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

9.9.1.1

認可された廃棄物処理契約業者を介した家畜廃棄物の回収および除去について、手順を文書化し実施するものとします。

9.9.1.2
乾燥、湿潤、液体廃棄物（家畜廃棄物以外）の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と保管方
法を文書化し、実施するものとします。
9.9.1.3
廃棄物は定期的に除去され、食品取り扱い区域に集積しないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物が回収さ
れるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
9.9.1.4
にします。

廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおびき寄せないよう

9.9.1.5
加工および食品取り扱い区域のすべての液体廃棄物廃棄について、適切な設備が用意されるものとします。液体廃棄物は、加工環
境から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザードをもたらさないようにします。
9.9.1.6

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。

9.10

屋外

9.10.1

地面と道路

9.10.1.1
ます。

施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし

9.10.1.2
す。

通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守するものとしま

9.10.1.3

施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。

9.10.1.4

従業員用の設備から施設入口への通路は効果的に密閉するものとします。
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モジュール 10: 食品安全の基礎 - 植物製品の前処理における適正製造規範（GFSI D）
本モジュールでは、植物製品、ナッツ類、穀物の前処理の適正製造規範要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 4:

生鮮農産物の包装工場業務

FSC 5A:

種子の生産（緑豆、アルファルファ種子、クレソン種子）

10.1

サイトの要件と承認

10.1.1

施設の立地

10.1.1.1

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。

10.1.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。

10.1.2

建設と操業認可

10.1.2.1

現地施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

10.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

10.2.1

材料と作業台

10.2.2.1 作物取り扱い区域、原料保管庫、包装資材保管庫、冷蔵冷凍保管区域では、製品接触表面および作物に直接しない表面は、食品
安全リスクをもたらさない材料で構築するものとします。
10.2.2

床、排水口、排水トラップ

10.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

10.2.2.2
とします。

床は通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除去できるような好適な傾斜で、床の排水口へと傾斜がつけられているもの

10.2.2.3

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

10.2.2.4

排水トラップシステムは、施設の食品取り扱い区域または入口から離して配置するものとします。

10.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

10.2.3.1 壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は滑らかで不浸透性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保
たれるものとします（第 10.2.13.1 項を参照）。
10.2.3.2

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封されるものとします。

10.2.3.3

蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいように設計および構築されるものとします。

10.2.3.4

ドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料および構造であるものとします。

i. ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。
ii. 窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。
10.2.3.5

作物の取り扱いと保管は、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を備えた区域で行うものとします。

10.2.3.6

吊り天井は害虫の活動をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供するため、追加で構築されるものとします。

10.2.4

階段、通路、足場

10.2.4.1 作物保管・取り扱い区域の階段、通路、足場は、製品汚染リスクをもたらさないよう設計・構築され、清潔に保たれるものとします（第
10.2.13.1 項を参照）。
10.2.5

照明と照明設備

10.2.5.1 作物加工・包装、保管・取り扱い区域、ならびに検品ステーションの照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照
度を保つものとします。
10.2.5.2 食品加工区域、検品ステーション、および製品が露出するすべての区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴
って製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。付属器
具を凹所に収められない場合は、構造物を偶発的破損から保護し、清掃可能な材料で製造されていることを確認し、清掃および衛生プログラムに記
載するものとします。
10.2.5.3

製品が保護されている倉庫やその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

10.2.6

検品エリア

10.2.6.1

必要に応じて、製品検品には加工・包装区域内の好適な区域を提供するものとします。

10.2.6.2

検品区域は、加工製品状態の検査に好適な設備とともに提供されるものとします。検品区域は、以下の事項を考慮するものとします。
i.
ii.

手洗い設備への容易なアクセス
必要とされる製品の完全な検品を行うのに十分な照度

10.2.7

埃、ハエ、害虫の防御

10.2.7.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。
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10.2.7.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。

10.2.7.3 食品取り扱い区域で製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以上で
ハエを防御するものとします。
i.

自動閉鎖装置

ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエ除け網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v.

ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング

10.2.7.4 電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。原料成分または食品保管区域および加工区域内では、毒性ベイト剤を使用してはいけません。
10.2.8

換気

10.2.8.1

密閉された加工区域や製品保管・取り扱い区域は、適切に換気するものとします。

10.2.9

施設と設備機器の維持管理

10.2.9.1 工場、機器、建物の保守および修理の方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書
化・計画・実施するものとします。
10.2.9.2 保守担当の従業員および契約業者は、製品加工、包装、取り扱い、管理のいずれかの区域で保守および修理を行う際、以下の規範
に従うものとします。
i.

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 10.3.1 項、第 10.3.2 項、第 10.3.3 項、第
10.3.4 項）に従うこと。

iv.

食品取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、施設監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

10.2.9.3

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

10.2.9.4
とします。

製品または製品コンベアの上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は製品汚染を最小限に抑えるように管理するもの

10.2.9.5
せん。

食品取り扱いまたは接触区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品が接触する作業面には一切使用してはいけま

10.2.10

校正

10.2.10.1 前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他のプロセス管理で述べているモニタリング活動、または顧
客の仕様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものとし
ます。
10.2.10.2 測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文書
化し、実施するものとします。
10.2.10.3 校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。
10.2.10.4 機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入手
できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
10.2.10.5 校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。
10.2.10.6 校正記録を維持するものとします。
10.2.11

害虫害獣駆除の管理

10.2.11.1 統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより有害生物や害虫をおびき寄せないようにします。
10.2.11.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。

i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii.

使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
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viii.
ix.
x.

ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。
害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

10.2.11.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

10.2.11.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

10.2.11.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 10.6.4 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱
い・使用するものとします。これらは、食品および食品接触表面への汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員によっ
て、またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
10.2.11.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。

i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、担当の上級管理職者に報告する。

vi.

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

10.2.11.7
ものとします。

サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底する

i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

10.2.12

機器、用具、防護衣

10.2.12.1 機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。
10.2.12.2 ベンチ、テーブル、コンベア、グレーダー、パッカー、その他の機械的装置は、衛生的に設計され、適切な洗浄ができるように配置するものと
します。機器表面は滑らかで不浸透性であり、ひび割れや溝がないものとします。
10.2.12.3 食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱等は、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材質で構築するものとします。
非食用の材料に用いられる容器は、明確に識別するものとします。
10.2.12.4 桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水は、床排水システムに直接廃棄するものとします。
10.2.12.5 防護服は、食品を汚染しにくい材料で製造されており、洗浄しやすいものとします。
10.2.12.6 従業員が加工・梱包区域から退出するときのために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚は人員用の出入口ドアおよび手
洗い設備に近接または隣接して提供するものとします。
10.2.13

清掃および衛生

10.2.13.1 製品取り扱い機器および環境、保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清掃方法および責任を文書化し、実
施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

洗剤および消毒剤の適正な濃度を確認するのに用いる方法

vi.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

10.2.13.2 加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。
10.2.13.3 製品容器、刃物、まな板、およびその他の器具を洗浄するため、および従業員が着用した防護服を洗浄するため、適切な設備が備えら
れた区域を指定するものとします。これらの清掃作業は、製造操業や機器、製品の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具および防
護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
10.2.13.4 生産再開の前に、食品加工区域、食品接触表面、機器、従業員向けの快適環境（休憩室）・衛生設備、その他の主要区域が清潔
であることを確認するため、操業前の衛生および消毒の検査が、資格を有する人員によって実施されるものとします。
10.2.13.5 清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。
10.2.13.6 洗剤および消毒剤は、食品製造環境に好適なものであり、適用される法律に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を
確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 10.6.4 項の概要に従って保管されている。

iii.
iv.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。
訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

10.2.13.7 サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
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i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.
10.2.13.8

10.3

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。
操業前の衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

人員の衛生と福利厚生

10.3.1

人員

10.3.1.1

感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品取り扱い作業または処理作業には関与しないものとします。

10.3.1.2 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工、主な包装資材や食品接触表面の取り扱いには関与
しないものとします。軽度の切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、金属ストリップを含んだ色つき絆創膏、またはその他の好適な防水性かつ色
つきの保護材で覆うものとします。
10.3.1.3

食品加工または食品取り扱い区域では、喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

10.3.2

手洗い

10.3.2.1 すべての人員アクセスポイントに隣接して、および必要に応じて製品取り扱い、加工、包装区域全体にわたるアクセス可能な区域に、手
洗い設備を設置するものとします。
10.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。

i. 適切な温度の飲料用水を供給すること。
ii. 固定ディスペンサー内に入った液体石鹸
iii. ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。
iv. 使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。
10.3.2.3

高リスク区域には、以下の追加設備を設置するものとします。

i. ハンズフリー動作の蛇口
ii. 手指除菌用ローション
10.3.2.4

手洗い指示を適切な言語で表示し、見やすい位置に掲示するものとします。

10.3.2.5

人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。

i.

食品取り扱いまたは加工区域に立ち入る際

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

洗浄ホースや、落ちた製品、汚染した材料を取り扱った後

10.3.2.6

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

10.3.3

服装

10.3.3.1

製品取り扱いに関与する従業員は着用する衣服を、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものとします。

10.3.3.2

高リスク区域に関与する従業員は、高リスク区域に入る際、清潔な衣服に着替えるものとします。

10.3.3.3 衣服は各シフトの開始時に清潔であり、作業に適した状態で保守されるものとします。過剰に汚れたユニフォームは、製品汚染リスクをもた
らす区域では着替えるものとします。
10.3.3.4 使い捨て手袋およびエプロンは、毎回休憩後、加工区域に再入場する際、および破損した場合に交換するものとします。使い捨てでない
エプロンおよび手袋は、必要に応じて清掃、消毒するものとします。使用していないときは、加工区域に提供されている棚に保管するものとし、包装資材、
原料成分、製品、機器の上に置いてはいけません。
10.3.4

アクセサリーと所持品

10.3.4.1 アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、製品取り扱いや加工作業区域、また食品が露出しているいかなる区域
にも持ち込んではいけません。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着す
ることは認められますが、サプライヤーは顧客の要件および適用される食品規制を考慮するものとします。
10.3.5

訪問者

10.3.5.1
のとします。

経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、食品加工・取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用するも

10.3.5.2

すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。

10.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者は、食品の取り扱いまたは加工が行われる区域に立ち入ることを禁止されるものとします。

10.3.5.4
ます。

訪問者は、適切な従業員用入口を使用して食品取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うものとし

10.3.6

スタッフへの快適環境（休憩室）

10.3.6.1 適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、製品の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が利用できる状態に
するものとします。
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10.3.7

更衣室

10.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

10.3.7.2 高リスク食品加工または包装に携わる従業員、および衣服が汚れる可能性のある加工または包装作業に携わる従業員のために、更衣
室を提供するものとします。
10.3.7.3

私服および個人の所有物を保管するために、製品接触区域および製品・包装資材保管区域から分離された設備を用意するものとします。

10.3.7.4

必要に応じて、従業員用のシャワーを十分な数提供するものとします。

10.3.8

洗濯室

10.3.8.1 高リスク加工に携わる従業員や、衣服がひどく汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員が着用する、衣服の洗濯および保管のため
に、設備が用意されるものとします。
10.3.9

衛生設備

10.3.9.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。

i.

従業員がアクセス可能で、加工および食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

加工区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

10.3.9.2

トイレの排水口は、施設内の他の排水口に接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。

10.3.9.3

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 10.3.2.2 項の記載に従って設計されているものとします。

10.3.10

食堂

10.3.10.1 製品接触・取り扱い区域から離れたところに食堂を設けるものとします。
10.3.10.2 食堂は以下の条件を満たすものとします。
i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

最高人数の従業員を一度に着席させて料理を提供するのに十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

食物を保管または加熱し、必要な場合は非アルコール飲料を用意することができる冷蔵および加熱設備を備えていること。

v.

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。

10.3.10.3 食品加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で指示する表示を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。
10.3.11

救急用品

10.3.11.1 軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

10.4

加工担当者の規範

10.4.1

製品取り扱い、加工、包装作業に従事する従業員

10.4.1.1 食品取り扱い、準備または加工作業に関与する人員は全員、製品および材料が、損傷や製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ保管
されるように留意するものとします。該当する人員は、以下の加工規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や製品/原料成分/包装資材の受け入れが必要な場合、長時間ドアを開放した
ままにしないこと。

iii.

食品を取り扱う際は、つけ爪やマニキュアをを使用しないこと。

iv.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

v.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

vi.

従業員は、第 10.4.1.2 項に記述されている場合を除き、食品取り扱い/接触区域で加工中の製品を食べたり、味見しないこと。

10.4.1.2 製品取り扱い/接触区域で官能評価を実施する必要がある場合においては、サプライヤーは次の点を確認するよう適切な管理と手順を実
施するものとします。
i.

食品安全の低下につながらないこと。

ii.

官能評価は、許可された担当者によって実施されること。

iii.

官能評価を実施する担当者は、高い基準の衛生規範を遂行すること。

iv.

官能評価は、その用途に装備された区域で実施すること。

v.
10.4.1.3

官能評価で使用した機器は、消毒し、加工機器とは別に保守・保管すること。
洗い流し用ホースはすべて、使用後に専用棚に保管し、床には放置しないものとします。
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10.5

水、氷、空気供給

10.5.1

給水

10.5.1.1

加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給するものとします。

10.5.1.2
10.5.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。
水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

10.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

食品の洗浄・処理

ii.

原料または食品の加工助剤

iii.

製品接触表面の洗浄

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
10.5.3

配水

10.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

10.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。

i. 飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。
ii. 非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。
10.5.4

水処理

10.5.4.1

水処理の方法、装置、材料は、効果的な水処理を行うように設計・設置・運用するものとします。

10.5.4.2

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。

10.5.4.3

処理済みの水は定期的にモニタリングし、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

10.5.5

氷の供給

10.5.5.1

加工作業中、または加工助剤や原料成分として使用するために提供される氷は、第 10.5.2.1 項に準拠するものとします。

10.5.5.2 製氷室および受取口は、第 10.2.1 項、第 10.2.2 項、第 10.2.3 項に記載された材料で構築し、保管および分配中に氷の汚染を
最小限に抑えるよう設計するものとします。
10.5.6

分析

10.5.6.1 水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングするため、水および氷の微生物学的分
析を実施するものとします。
10.5.6.2

水と氷は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。

10.5.7

空気の品質

10.5.7.1

動物飼料と接触する圧縮空気は清浄であり、動物飼料安全にリスクをもたらさないものとします。

10.5.7.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。

10.6

保管と輸送

10.6.1

冷凍保管、管理環境保管、食品の冷却

10.6.1.1 サプライヤーは、冷却機、管理環境設備、冷蔵室の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。これらは以下の条件を満たすも
のとします。
i.

衛生的かつ効率的な冷蔵と食品保存を可能にするよう設計・構築されている。

ii.

点検と清掃しやすく設計されている。

10.6.1.2 保管庫の定期的な清掃を考慮した上で、予想される最大の製品処理能力で冷蔵または保管するために、冷蔵および管理環境の十分
な機能容量が利用できるものとします。
10.6.1.3

解凍および凝縮ラインの排出液を管理し、排水システムに放出するものとします。

10.6.1.4 冷蔵および管理環境室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装置
を備えているものとします。
10.6.1.5

積み込みと積み降ろし用ドックは、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計するものとします。

10.6.2

乾燥原料、包装資材、長期保存可能な包装製品の保管

10.6.2.1 製品原料、包装資材、その他の乾燥原料の保管に使用する部屋は、濡れた区域から離して配置し、汚染と劣化から製品を保護するよ
う構築するものとします。
10.6.2.2 包装資材の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、
包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
10.6.2.3
とします。
10.6.3

食品接触・取り扱い・加工区域、または冷蔵保存室で使用される車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計および使用するもの

10.6.3.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。

機器と容器の保管

SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
125

SQF 規定第 7 版

モジュール 10: 植物製品の前処理における適正製造規
範

初版 1995 年 5 月
10.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

10.6.4.1 食品汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置ま
たは区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
10.6.4.2

器具および包装資材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管しないものとします。

10.6.4.3 水の継続的消毒や処理助剤として、あるいは製品接触区域で機器や表面の緊急清掃用に使用する日常備品の化学物質は、加工区域
または包装区域の内部または近くに保管することができます。ただし、その化学物質保管設備への立ち入りは、許可された担当者に限るものとします。
10.6.4.4 農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤は、消毒剤および洗剤とは別に保管するものとします。化学物質はすべて、購入時の容器に入れて
保管するものとします。
10.6.4.5

危険化学物質および有害物質の保管設備は、以下の条件を満たすものとします。

i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう制限するため、セキ
ュリティが確保され施錠可能である。

v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii.

保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。

viii.

危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。

ix.
10.6.5

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。
代替となる保管方法と製品の取り扱い

10.6.5.1 第 10.6.1 項～第 10.6.4 項に記述されている製品が、安全な製品保管のために設計されていない、一時的またはオーバーフロー状態
にある場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、食品安全および品質に対する汚染または悪影響がないことを確認するもの
とします。
10.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

10.6.6.1 食品の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。製品は、相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、積み込み、輸送および積み降ろしが行われるものとします。
10.6.7
積み込み
10.6.7.1 製品の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に対し
て悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
10.6.7.2 積み込み作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。
10.6.8
輸送
10.6.8.1 冷蔵装置は製品を必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定、確認、記録し、必要に応じて積み込み中
に中心部の製品温度を定期的に記録するものとします。
10.6.8.2
10.6.9

冷蔵装置は常時作動可能な状態にあるものとし、輸送中は定期的に装置動作、ドアの密閉、保管温度を確認するものとします。
積み降ろし

10.6.9.1
冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度を確認し、記録するものとします。積み降ろしは効率的に完了するものと
し、積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。
10.6.9.2 積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

10.7

機能の分離

10.7.1

プロセスフロー

10.7.1.1 プロセスフローは相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するもの
とします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。
10.7.2
原料と包装資材、原料成分の受け入れ
10.7.2.1 乾燥原料成分および包装資材は、作物や冷蔵の原料とは個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。
未処理の作物は、相互汚染が起こらないように受け入れし、隔離するものとします。
10.7.3
高リスクの加工
10.7.3.1

高リスク食品加工は、以下のような管理された条件下で実施するものとします。

i.

高リスク食品が「殺菌」プロセスや「食品安全への介入」、またはその他の処理後取り扱いを受けるような要注意の区域は、他の加工
や原料、原料取り扱い担当の従業員から保護/隔離し、相互汚染を最小限に抑えるようにすること。

ii.

高リスクの加工区域は、その作業専任の従業員のみが作業を行うこと。

iii.

従業員アクセスポイントは、従業員が特殊な防護服を着用し、各人が高い衛生規範を遂行して製品汚染を防ぐことができるよう、配
置、設計、装備されること。
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iv.

製品輸送ポイントは、高リスクの隔離性を低下させることなく、かつ相互汚染のリスクを最小限に抑えるよう配置、設計すること。

v.

高リスク区域には環境モニタリングプログラムを実施すること。最低限でも、（その業界に適合する）検査を行う該当の病原体または指
標微生物、採取するサンプル数、サンプリングの頻度、是正処置について詳細に記述した書面の手順を文書化すること。責任および
方法が文書化され、実施すること。サンプリングスケジュールが準備されること。

10.7.4

異物混入の管理

10.7.4.1

製品への異物汚染を防ぐための責任と方法を文書化して実施し、従業員全員に通知するものとします。

10.7.4.2 工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。
10.7.4.3

機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。

10.7.4.4

ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。

i.

食品取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製物品または類似の材料は、その区域の詳細を含めてガラス登録に記載すること。

ii.

ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具（製品がこれらの材料ででき
た包装資材に包装されている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）は、食品加
工/接触区域では許可されない。

iii.

食品取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に記載
された物品の状態に変化がないことを確認すること。

iv.

毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認する。

10.7.4.5 食品取り扱い/接触区域で使用される木製パレット、木製作物コンテナ、およびその他の木製器具は、その用途専用とします。これらの状
態は、定期点検の対象となり、清潔で、良好な状態で維持されるものとします。
10.7.4.6 機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
10.7.4.7

加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

10.7.5

異物の検知

10.7.5.1 異物を除去また検出するための、モニタリング、保守、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技術の使用に関する責任、方
法、頻度を文書化し、実施するものとします。
10.7.5.2 金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術は、動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証するものとします。機器は
不良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
10.7.5.3

異物検出装置による検査記録を維持するものとします。これらの装置は検証が必要です。

10.7.6

異物混入事故の管理

10.7.6.1

異物汚染が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の分離、検査、再作業、または廃棄を行うものとします。

10.7.6.2 ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

10.8

施設内の検査室

10.8.1.1
します。

施設内の検査室は、食品加工または取り扱い作業とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りするような設計にするものと

10.8.1.2 敷地内で保持する検査室廃棄物はすべて隔離して格納し、食品廃棄物とは別に管理するよう、設備を用意するものとします。検査室排
水出口は、少なくとも、食品加工および取り扱い区域の排水口の下流にあるものとします。
10.8.1.3

検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示を掲示するものとします。

10.9

廃棄物処理

10.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

10.9.1.1
のとします。

乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも

10.9.1.2 廃棄物は定期的に除去され、製品取り扱い区域に集積しないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物が回収され
るまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
10.9.1.3 トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
10.9.1.4 トリミング屑、非食用材料、使用済み包装を含む、固体の処理廃棄物すべての廃棄について、適切な設備が提供されるものとします。
廃棄までの間、施設内に保持される廃棄物は別の保管設備に保管し、適切なハエ防御を行い、閉じ込めることによって、ハザードをもたらさないようにし
ます。
10.9.1.5 加工および食品取り扱い区域のすべての液体廃棄物廃棄について、適切な設備が用意されるものとします。液体廃棄物は、加工環境
から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザードをもたらさないようにします。
10.9.1.6

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。
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10.10

屋外

10.10.1

地面と道路
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10.10.1.1
ます。

施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし

10.10.1.2
ます。

通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守するものとし

10.10.1.3

施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。

10.10.1.4

従業員用の設備から施設入口への通路は効果的に密閉するものとします。
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モジュール 11: 食品安全の基礎 - 食品加工における適正製造規範（GFSI El、Ell、Elll、
ElV、L）
本モジュールでは、生鮮畜産製品の加工、生鮮植物製品、生鮮畜産製品および生鮮植物製品の加工、常温保存製品の加工、バイオケミカル製造
における適正製造規範要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 8:

生産された獣畜および家禽肉の加工

FSC 9:

水産物の加工（9A、9B、9C を含む）

FSC 10:

酪農食品の加工

FSC 11:

蜂蜜の加工

FSC 12:

鶏卵の加工

FSC 13:

パン・スナック食品の加工

FSC 14:

青果の加工

FSC 15:

缶詰、低温殺菌処理、UHT（超高熱処理）、無菌処理（15A、15B を含む）

FSC 16:

氷・飲料の加工

FSC 17:

菓子製造

FSC 18:

保存食品製造

FSC 19:

食品原料製造

FSC 20:

調理済み食品製造

FSC 21:

油脂および油脂ベースのスプレッド製造

FSC 22:

シリアル用穀物・ナッツ類の加工

11.1

サイトの要件と承認

11.1.1

施設の立地

11.1.1.1

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。

11.1.1.2
11.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。
建設と操業認可

11.1.2.1

現地施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

11.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

11.2.1

材料と作業台

11.2.1.1 製品取り扱い区域、原料保管庫、包装資材保管庫、冷蔵冷凍保管区域における、製品接触表面および製品に直接接触しない表面
は、食品安全リスクをもたらさないような材料で構築するものとします。
11.2.2

床、排水口、排水トラップ

11.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

11.2.2.2
のとします。

床は通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除去できるような好適な傾斜で、床の排水口へと傾斜がつけられているも

11.2.2.3

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

11.2.2.4

排水トラップシステムは、施設の食品取り扱い区域または入口から離して配置されるものとします。

11.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

11.2.3.1 壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は滑らかで不浸透性であり、薄い色の仕上げで、清潔に保
たれるものとします（第 11.2.13.1 項を参照）。
11.2.3.2
11.2.3.3

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封されるものとします。
蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいように設計および構築されるものとします。

11.2.3.4

ドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料および構造であるものとします。
i.
ii.

ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。
窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

11.2.3.5

食品の加工と取り扱いは、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を備えた区域で行うものとします。

11.2.3.6

吊り天井は害虫の活動をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供するため、追加で構築されるものとします。
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11.2.4

階段、通路、足場

11.2.4.1 食品の加工・取り扱い区域の階段、通路、足場は、製品汚染リスクをもたらさないような設計・構造とし、清潔に保つものとします
（第 11.2.13.1 項を参照）。
11.2.5

照明と照明設備

11.2.5.1 食品加工および取り扱い区域、ならびに検品ステーションでの照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照度を
保つものとします。
11.2.5.2 食品加工区域、検品ステーション、および製品が露出するすべての区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴
って製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。付属器
具を凹所に収められない場合は、構造物を偶発的破損から保護し、清掃可能な材料で製造されていることを確認し、清掃および衛生プログラムに記
載するものとします。
11.2.5.3

製品が保護されている倉庫やその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

11.2.6

検品エリア

11.2.6.1

必要に応じて、製品検品には加工・包装区域内の好適な区域を提供するものとします。

11.2.6.2

検品区域は、加工製品状態の検査に好適な設備とともに提供されるものとします。検品区域は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

手洗い設備への容易なアクセス

ii.

必要とされる製品の完全な検品を行うのに十分な照度

11.2.7

埃、ハエ、害虫の防御

11.2.7.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。

11.2.7.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。

11.2.7.3 食品取り扱い区域で製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以上でハ
エを防御するものとします。
i.

自動閉鎖装置

ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエよけ網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v.

ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング

11.2.7.4 電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。原料成分または食品保管区域および加工区域内では、毒性ベイト剤を使用してはいけません。
11.2.8 換気
11.2.8.1 密閉された加工区域や製品保管・取り扱い区域は、適切に換気するものとします。
11.2.8.2 調理作業が実施される区域や、大量の蒸気が発生する区域には、換気扇および覆いが提供されるものとし、これらには以下の機能が含
まれているものとします。
i.

結露の蓄積を防ぎ、かつ熱、煙霧、その他のエアロゾルをすべて、調理器の上に配置された排気フードから屋外に逃がすよう、捕捉風
速が十分であること。

ii.

ファンと排気口はハエ防御機能を備え、汚染リスクをもたらさないよう配置されること。

iii.

必要に応じて、陽圧システムを設置し、空気中の汚染物を防止すること。

11.2.9

施設と設備機器の維持管理

11.2.9.1 工場、機器、建物の保守・修理方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書化・計
画・実施するものとします。
11.2.9.2 保守担当の従業員および契約業者は、食品加工、取り扱い、保管のいずれかの区域で保守および修理を行う際に、以下の規範に従う
ものとします。

11.2.9.3

i.

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 11.3.1 項、第 11.3.2 項、第 11.3.3 項、第 11.3.4
項）に従うこと。

iv.

食品取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、施設監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

11.2.9.4 製品または製品コンベアの上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は製品の汚染を最小限に抑えるように管理するも
のとします。
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11.2.9.5
せん。

食品取り扱いまたは接触区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品が接触する作業面には一切使用してはいけま

11.2.10

校正

11.2.10.1 前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他のプロセス管理で述べているモニタリング活動、または
顧客の仕様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものと
します。
11.2.10.2 測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文
書化し、実施するものとします。
11.2.10.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

11.2.10.4 機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入
手できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
11.2.10.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

11.2.10.6

校正記録を維持するものとします。

11.2.11

害虫害獣駆除の管理

11.2.11.1 統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより害虫や害獣をおびき寄せないようにします。
11.2.11.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。

i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態とす
る）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

11.2.11.3 害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。
11.2.11.4 すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。
11.2.11.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 11.6.4 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、食品および食品接触表面への汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員によって、
またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
11.2.11.6 害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、権限を有する担当者に報告する。

vi.

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

11.2.11.7 サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底するも
のとします。

11.2.12

i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

機器、用具、防護衣

11.2.12.1 機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。
11.2.12.2 ベンチ、テーブル、コンベア、ミキサー、ミンサー、グレーダー、その他の機械的装置は、衛生的に設計され、適切な洗浄ができるように配置
するものとします。機器表面は滑らかで不浸透性であり、ひび割れや溝がないものとします。
11.2.12.3 食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱等は、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容易な材質で構築するものとします。
非食用の材料に用いられる容器は、明確に識別するものとします。
11.2.12.4 桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水は、床排水システムに直接廃棄するものとします。
11.2.12.5 防護服は、食品を汚染しにくい材料で製造されており、洗浄しやすいものとします。
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11.2.12.6 従業員が加工区域から退出するときのために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚は人員用の出入口ドアおよび手洗い設
備に近接または隣接して提供するものとします。
11.2.13

清掃および衛生

11.2.13.1 食品取り扱いおよび加工機器、ならびに環境、保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清掃方法および責任
を文書化し、実施するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

洗剤および消毒剤の適正な濃度を確認するのに用いる方法

vi.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

11.2.13.2 加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。
11.2.13.3 製品容器、刃物、まな板、およびその他の器具を洗浄するため、および従業員が着用した防護服を洗浄するため、適切な設備が備えら
れた区域を指定するものとします。これらの清掃作業は、製造操業や機器、製品の邪魔にならないように管理するものとします。洗浄した器具および防
護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
11.2.13.4 生産再開の前に、食品加工区域、食品接触表面、機器、従業員向けの快適環境（休憩室）・衛生設備、その他の主要区域が清潔
であることを確認するため、操業前の衛生および消毒の検査が、資格を有する人員によって実施されるものとします。
11.2.13.5 清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。
11.2.13.6 洗剤および消毒剤は、食品製造環境に好適なものであり、適用される法律に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を
確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 11.6.4 項の概要に従って保管されている。

iii.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。

iv.

訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

11.2.13.7 サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.
11.2.13.8

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。
操業前の衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

11.3

人員の衛生と福利厚生

11.3.1

人員

11.3.1.1
ます。

感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品取り扱い作業または処理作業には関与しないものとし

11.3.1.2 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、製品の取り扱いまたは加工、主な包装資材や食品接触表面の取り扱いには関与
しないものとします。軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、金属ストリップを含んだ色つき絆創膏、またはその他の好適な防水性かつ色
つきの保護材で覆うものとします。
11.3.1.3

食品加工または食品取り扱い区域では、喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

11.3.2

手洗い

11.3.2.1 人員アクセスポイントすべてに隣接して、および必要に応じて食品取り扱いおよび加工区域全体からアクセス可能な区域に、手洗い設備
を設置するものとします。
11.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

11.3.2.3 高リスク区域には、以下の追加設備を設置するものとします。
i.

ハンズフリー動作の蛇口

ii.

手指除菌用ローション

11.3.2.4

手洗い指示を適切な言語で表示し、見やすい位置に掲示するものとします。

11.3.2.5

人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。
i.

食品取り扱いまたは加工区域に立ち入る際

ii.

毎回のトイレ使用後
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iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

洗浄ホースや、落ちた製品、汚染した材料を取り扱った後

11.3.2.6

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

11.3.3

服装

11.3.3.1

食品取り扱いに関与する従業員が着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものとします。

11.3.3.2

高リスク区域で作業する従業員は、高リスク区域に入る際に清潔な着衣に着替えるか、一時的に保護外衣を着用しなければいけません。

11.3.3.3 各シフトの開始時に衣服（靴を含む）は清潔であり、作業に適した状態で保守されるものとします。過剰に汚れたユニフォームは、製品汚
染リスクをもたらす区域では着替えるものとします。
11.3.3.4 使い捨て手袋およびエプロンは、毎回休憩後、加工区域に再入場する際、および破損した場合に交換するものとします。使い捨てでない
エプロンおよび手袋は、必要に応じて清掃、消毒するものとします。使用していないときは、加工区域に提供されている棚に保管するものとし、包装資材、
原料成分、製品、機器の上に置いてはいけません。
11.3.4

アクセサリーと所持品

11.3.4.1 アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、食品取り扱いや加工作業区域、また食品が露出しているいかなる区域
にも持ち込んではいけません。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着す
ることは認められますが、サプライヤーは顧客の要件および適用される食品規制を考慮するものとします。
11.3.5

訪問者

11.3.5.1 経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、食品加工・取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用するも
のとします。
11.3.5.2

すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。

11.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者は、食品の取り扱いまたは加工が行われる区域に立ち入ることを禁止されるものとします。

11.3.5.4
ます。

訪問者は、適切な従業員用入口を使用して食品取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うものとし

11.3.6

スタッフへの快適環境（休憩室）

11.3.6.1 適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、製品の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が利用できる状態に
するものとします。
11.3.7

更衣室

11.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

11.3.7.2

高リスク食品加工に携わる従業員、および衣服が汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員のために、更衣室を提供するものとします。

11.3.7.3

私服および個人の所有物を保管するために、食品接触区域および食品・包装資材保管区域から分離された設備を用意するものとします。

11.3.7.4

必要に応じて、従業員用のシャワーを十分な数提供するものとします。

11.3.8

洗濯室

11.3.8.1 高リスク加工に携わる従業員や、衣服がひどく汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員が着用する、衣服の洗濯および保管のため
に、設備が用意されるものとします。
11.3.9

衛生設備

11.3.9.1 トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、加工および食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

加工区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

11.3.9.2

トイレの排水口は、施設内の他の排水口に接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。

11.3.9.3

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 11.3.2.2 項の記載に従って設計されているものとします。

11.3.10

食堂

11.3.10.1

食品接触・取り扱い区域から離れたところに食堂を設けるものとします。

11.3.10.2

食堂は以下の条件を満たすものとします。

i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

最高人数の従業員を一度に着席させて料理を提供するのに十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

食物を保管または加熱し、必要な場合は非アルコール飲料を用意することができる冷蔵および加熱設備を備えていること。

v.
11.3.10.3

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。
食品加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で指示する表示を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。
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11.3.11

救急用品

11.3.11.1 軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

11.4

加工担当者の規範

11.4.1

食品の取り扱いと加工に従事する従業員

11.4.1.1 食品取り扱い、準備または加工作業に関与する人員は全員、製品および材料が、損傷や製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ保管
されるように留意するものとします。該当する人員は、以下の加工規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や製品/原料成分/包装資材の受け入れが必要な場合、長時間ドアを開放した
ままにしないこと。

iii.

食品を取り扱う際は、つけ爪やマニキュアをを使用しないこと。

iv.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

v.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

vi.

従業員は、第 11.4.1.2 項に記述されている場合を除き、食品取り扱い/接触区域で加工中の製品を食べたり、味見しないこと。

11.4.1.2 食品取り扱い/接触区域で官能評価を実施する必要がある場合においては、サプライヤーは以下の事項を確認するよう適切な管理と手
順を実施するものとします。
i.

食品安全の低下につながらないこと。

ii.

官能評価は、許可された担当者によって実施されること。

iii.

官能評価を実施する担当者は、高い基準の衛生規範を遂行すること。

iv.

官能評価は、その用途に装備された区域で実施すること。

v.

官能評価で使用した機器は、消毒し、加工機器とは別に保守・保管すること。

11.4.1.3

洗い流し用ホースはすべて、使用後に専用棚に保管し、床には放置しないものとします。

11.5

水、氷、空気供給

11.5.1

給水

11.5.1.1

加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給するものとします。

11.5.1.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。

11.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

11.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

食品の洗浄・解凍・処理

ii.

原料または食品の加工助剤

iii.

食品接触表面の洗浄

iv.

氷の製造

v.

食品に接触する蒸気の製造、または食品に接触する水を加熱するために使用

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
11.5.3

配水

11.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

11.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

11.5.4

水処理

11.5.4.1

水処理の方法、装置、材料は、効果的な水処理を行うように設計・設置・運用するものとします。

11.5.4.2

水処理装置は、使用可能な状態を確認するため、定期的にモニタリングするものとします。

11.5.4.3

処理済みの水は定期的にモニタリングし、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

11.5.5

氷の供給

11.5.5.1

加工作業中、または加工助剤や原料成分として使用するために提供される氷は、第 11.5.2.1 項に準拠するものとします。

11.5.5.2 製氷室および受取口は、第 11.2.1 項、第 11.2.2 項、第 11.2.3 項に記載された材料で構築し、保管および分配中に氷の汚染を
最小限に抑えるよう設計するものとします。
11.5.6

分析

11.5.6.1 水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングするため、水および氷の微生物学的分
析を実施するものとします。
11.5.6.2

水と氷は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。
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11.5.7

空気の品質

11.5.7.1

動物飼料と接触する圧縮空気は清浄であり、動物飼料安全にリスクをもたらさないものとします。

11.5.7.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。

11.6

保管と輸送

11.6.1

食品の冷蔵保管、冷凍、冷却

11.6.1.1 サプライヤーは、冷凍・冷却・冷凍保管庫の効果的な運用性能の確認を提供するものとします。冷蔵室、急速冷凍室、冷凍保存室は、
以下の条件を満たすものとします。
i.

衛生的かつ効率的な冷蔵と食品保存を可能にするよう設計・構築されている。

ii.

点検と清掃しやすく設計されている。

11.6.1.2 冷蔵区域の定期的な清掃を行った上で、予測される最大量の処理能力で製品を冷却・冷凍・冷蔵保存、冷凍保存することができる、
十分な冷蔵能力を有するものとします。
11.6.1.3

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

11.6.1.4 冷凍・冷蔵・冷凍保存室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装
置を備えているものとします。
11.6.1.5

積み込みと積み降ろし用ドックは、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計するものとします。

11.6.2

乾燥原材料、包装用品、長期保存可能な包装商品の保管

11.6.2.1 製品原料、包装資材、その他の乾燥原料の保管に使用する部屋は、濡れた区域からは離して配置され、汚染と劣化から製品を保護す
るよう構築するものとします。
11.6.2.2 包装資材の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、
包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
11.6.2.3
とします。

食品接触・取り扱い・加工区域、または冷蔵保存室で使用される車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計および使用するもの

11.6.3

機器と容器の保管

11.6.3.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。

11.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

11.6.4.1 食品汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置ま
たは区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
11.6.4.2

加工器具および包装資材は、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管しないものとします。

11.6.4.3 水の継続的消毒や処理助剤として、あるいは食品接触区域で機器や表面の応急的な清浄用に使用する日常備品の化学物質は、加
工区域の内部または近くに保管することができます。ただし、その化学物質保管設備へのアクセスは、許可された担当者に限るものとします。
11.6.4.4 農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤は、消毒剤および洗剤とは別に保管するものとします。化学物質はすべて、購入時の容器に入れて
保管するものとします。
11.6.4.5

危険化学物質および有害物質の保管設備は、以下の条件を満たすものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。

ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv.

危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう制限するため、セキ
ュリティが確保され施錠可能である。

v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi.

保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。

vii. 保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。
viii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。
ix.
11.6.5

漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。

代替となる保管方法と製品の取り扱い

11.6.5.1 第 11.6.1 項～第 11.6.4 項に記述されている製品が、安全な製品保管のために設計されていない、一時的またはオーバーフロー状態
にある場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、食品安全および品質に対する汚染または悪影響がないことを確認するもの
とします。
11.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

11.6.6.1 食品の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、食品の積み込み、輸送および積み降ろしを行うものとします。
11.6.7

積み込み

11.6.7.1 食品の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に対し
て悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
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11.6.7.2 積み込み作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。
11.6.8

輸送

11.6.8.1 冷蔵装置は食品を必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定、確認、記録し、必要に応じて積み込み中
に中心部の製品温度を定期的に記録するものとします。
11.6.8.2
します。

冷蔵装置は常時作動可能状態にあるものとし、装置動作の確認を完了し、輸送中は定期的にドアの密閉と保管温度を確認するものと

11.6.9

積み降ろし

11.6.9.1
冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度を確認し、記録するものとします。積み降ろしは効率的に完了するものと
し、積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。
11.6.9.2 積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

11.7

機能の分離

11.7.1

プロセスフロー

11.7.1.1 プロセスフローは、相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するも
のとします。人員のフローは、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。
11.7.2

原料と包装資材、原料成分の受け入れ

11.7.2.1 乾燥原料成分および包装資材は、冷蔵の原料とは個別に受け入れおよび保管し、相互汚染が起こらないようにするものとします。未加
工の原材料は、相互汚染が起こらないように受け入れし、隔離するものとします。
11.7.3

食品の解凍

11.7.3.1

食品の解凍は、その目的に適した装置内および室内で実施するものとします。

11.7.3.2 水解凍装置は、連続的な流れで、水交換速度と温度が製品の劣化や汚染を起こさないように確認するものとします。溢流水は床の排
水システムへと導き、床には流さないものとします。
11.7.3.3

空気解凍設備は、解凍率と温度条件を管理することにより、食品の劣化や汚染を起こさないよう設計するものとします。

11.7.3.4 製品にリスクをもたらさないようにするため、解凍した製品から生じた使用済みカートンや包装資材の綴じ込めと定期的な廃棄を行うため
の設備が提供されるものとします。
11.7.4

高リスクの加工

11.7.4.1

高リスク食品加工は、以下のような管理された条件下で実施するものとします。
i.

高リスク食品が「殺菌」プロセスや「食品安全への介入」、またはその他の処理後取り扱いを受けるような要注意の区域は、他の加工
や原料、原料取り扱い担当の従業員から保護/隔離し、相互汚染を最小限に抑えるようにすること。

ii.

高リスクの加工区域は、その作業専任の従業員のみが作業を行うこと。

iii.

従業員アクセスポイントは、従業員が特殊な防護服を着用し、各人が高い衛生規範を遂行して製品汚染を防ぐことができるよう、配
置、設計、装備されること。

iv.

製品輸送ポイントは、高リスクの隔離性を低下させることなく、かつ相互汚染のリスクを最小限に抑えるよう配置、設計すること。

v.

高リスク区域には環境モニタリングプログラムを実施すること。最低限でも、（その業界に適合する）検査を行う該当の病原体または指
標微生物、採取するサンプル数、サンプリングの頻度、是正処置について詳細に記述した書面の手順を文書化すること。責任および
方法が文書化され、実施すること。サンプリングスケジュールが準備されること。

11.7.5

異物混入の管理

11.7.5.1

製品の異物汚染を予防する方法を文書化して実施し、全従業員に通知するものとします。

11.7.5.2 工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。
11.7.5.3

機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。

11.7.5.4

ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。
i.

食品取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製物品または類似の材料は、その区域の詳細を含めてガラス登録に記載すること。

ii.

ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具は（製品がこれらの材料ででき
た包装資材に入っている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）、食品加工/接触
区域では許可しないこと。

iii.

食品取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に記載
された物品の状態に変化がないことを確認すること。

iv.

毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認する。

11.7.5.5 食品取り扱い/接触区域で使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専用とし、清潔で、良好な形状と状態で維持
するものとします。その状態は定期的検査の対象となります。
11.7.5.6 機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
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11.7.5.7

加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するものとします。

11.7.6

異物の検知

11.7.6.1 異物を除去また検出するための、モニタリング、保守、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技術の使用に関する責任、方
法、頻度を文書化し、実施するものとします。
11.7.6.2 金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術は、動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証するものとします。機器は
不良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
11.7.6.3

異物検出装置による検査とその検証記録を維持するものとします。

11.7.7

異物混入事故の管理

11.7.7.1

異物汚染が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の分離、検査、再作業、または廃棄を行うものとします。

11.7.7.2 ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

11.8

施設内の検査室

11.8.1

配置

11.8.1.1
します。

施設内の検査室は、食品加工または取り扱い作業とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りするような設計にするものと

11.8.1.2 敷地内で保持する検査室廃棄物はすべて隔離して格納し、食品廃棄物とは別に管理するよう、設備を用意するものとします。検査室か
らの排水出口は、少なくとも、食品加工および取り扱い区域の排水口の下流に設けるものとします。
11.8.1.3

検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示を掲示するものとします。

11.9

廃棄物処理

11.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

11.9.1.1 乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも
のとします。
11.9.1.2 廃棄物は定期的に除去され、食品取り扱いまたは加工区域に集積しないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物
が回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
11.9.1.3 トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
11.9.1.4 トリミング屑、非食用材料、使用済み包装を含む、固体の処理廃棄物すべての廃棄について、適切な設備が提供されるものとします。廃棄ま
での間、施設内に保持される廃棄物は別の保管設備に保管し、適切なハエ防御を行い、閉じ込めることによって、ハザードをもたらさないようにします。
11.9.1.5 加工および食品取り扱い区域のすべての液体廃棄物廃棄について、適切な設備が用意されるものとします。液体廃棄物は、加工環境
から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザードをもたらさないようにします。
11.9.1.6

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。

11.10

屋外

11.10.1

地面と道路

11.10.1.1 施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし
ます。
11.10.1.2 通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守するものとします。
11.10.1.3 施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。
11.10.1.4 従業員用の設備から施設入口への通路は効果的に密閉するものとします。
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モジュール 12: 食品安全の基礎 - 食品の輸送・流通における適正製造規範（GFSI Jl、および
Jll）
本モジュールでは、生鮮・非生鮮の食品および動物飼料製品の輸送と保管における適正製造規範要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
モジュール 12 は、加工や再包装を行わない流通施設向けです。製品のスライス、刻み、再ラベル付け、再包装などの食品加工（例: キュウリの場合
は、受け入れし、小さなケースで再包装し、再ラベル付けをする）を行う施設は、該当するモジュール（モジュール 10）を使用する必要があります。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 25:

生鮮農産物の卸売・流通

FSC 26:

食品の卸売・流通

12.1

サイトの要件と承認

12.1.1

施設の立地

12.1.1.1
12.1.2

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。
建設と操業認可

現地施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

12.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

12.2.1

材料と作業台

食品が回収されまたは露出する倉庫内では、製品が接触する表面は、食品安全リスクをもたらさない材料で構築されるものとします。
12.2.2

床、排水口、排水トラップ

12.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

12.2.2.2

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

12.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

12.2.3.1 壁、仕切り、天井、ドアは、耐久性のある構造であるものとします。内側表面は滑らかで不浸透性であり、清潔に保たれるものとします
（第 12.2.11.1 項を参照）。
12.2.3.2

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封されるものとします。

12.2.3.3

ドアは丈夫な構造であるものとします。窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

12.2.4

照明と照明設備

12.2.4.1

食品が回収または露出する倉庫内の照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照度を保つものとします

12.2.4.2 食品を回収または露出する区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴って製造されているか、保護カバーが取
り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。
12.2.4.3

製品が保護されているその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

12.2.5

埃、ハエ、害虫の防御

12.2.5.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。

12.2.5.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。

12.2.5.3
ます。

製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以上でハエを防御するものとし
i.

自動閉鎖装置

ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエ除け網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v.

ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング

12.2.5.4 電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配
置されているものとします。
12.2.6

換気

12.2.6.1

密閉された保管区域および食品取り扱い区域は、適切に換気するものとします。

12.2.7

施設と設備機器の維持管理

12.2.7.1 食品保管区域、機器、建物の保守・修理方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文
書化・計画・実施するものとします。
12.2.7.2

保守担当の従業員および契約業者は、食品取り扱いまたは保管区域で保守および修理を行う際に、以下の規範に従うものとします。
i.

食品保管区域および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。
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ii.

施設および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと。

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 12.3.1 項、第 12.3.2 項、第 12.3.3 項、第 12.3.4
項）に従うこと。

iv.

食品取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、倉庫監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

12.2.7.3

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

12.2.7.4 製品または製品コンベアの上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は製品の汚染を最小限に抑えるように管理するも
のとします。
12.2.7.5
せん。

食品取り扱いまたは接触区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品が接触する作業面には一切使用してはいけま

12.2.8

校正

12.2.8.1 前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他の工程管理で述べているモニタリング活動、または顧客の仕
様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものとします。
12.2.8.2 測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文書
化し、実施するものとします。
12.2.8.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

12.2.8.4 機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入手
できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
12.2.8.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

12.2.8.6

校正記録を維持するものとします。

12.2.9

害虫害獣駆除の管理

12.2.9.1 統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより有害生物や害虫をおびき寄せないようにします。
12.2.9.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

12.2.9.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

12.2.9.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

12.2.9.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 12.5.4 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、食品および食品接触表面への汚染の可能性を含め、関連するハザードを完全に理解した、訓練された人員によって、
またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
12.2.9.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、担当の上級管理職者に報告する。

vi.
12.2.9.7
のとします。

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底するも
i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。
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iii.
12.2.10

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

機器、用具、防護衣

12.2.10.1 機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。
12.2.10.2 食品を回収または露出する区域での防護服は、食品を汚染しにくい材料で製造されており、容易に洗浄できるものとします。
12.2.10.3 食品を回収または露出する区域では、従業員が加工区域から退出するときのために、防護服の一時保管棚を設置するものとし、この棚
は人員用の出入口ドアおよび手洗い設備に近接または隣接して提供するものとします。
12.2.11

清掃および衛生

12.2.11.1 食品取り扱いおよび保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清掃方法および責任を文書化し、実施するものと
します。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

12.2.11.2 機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。
12.2.11.3 施設の清掃、消毒、保守のために清掃担当の従業員が使用する製品容器、用具、防護服を洗浄するため、適切な設備が備えられた
区域を指定するものとします。洗浄した器具および防護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものとします。
12.2.11.4 食品取り扱いおよび保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）・衛生設備、その他の主要区域が清潔であることを確認するため、操
業前の衛生および消毒の検査が、資格を有する人員によって実施されるものとします。
12.2.11.5 清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。
12.2.11.6 施設の清掃、消毒、保守のために使用される洗剤および消毒剤は、適用される法律に準拠して購入するものとします。組織では、以下
の事項を確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 12.5.4 項の概要に従って保管されている。

iii.
iv.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。
訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

12.2.11.7 サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。

12.2.11.8

操業前の衛生検査、清掃および衛生活動、ならびに検証活動の記録を維持するものとします。

12.3

人員の衛生と福利厚生

12.3.1

人員

12.3.1.1 感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、食品の流通センターでの勤務または輸送の勤務は許可され
ません。また、食品取り扱い作業には関与しないこととし、製品が露出している保管区域へのアクセスは許可されません。
12.3.1.2 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、露出した製品の取り扱いまたは包装資材や食品接触表面の取り扱いには関与し
ないものとします。軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、色つき絆創膏またはその他の好適な防水性かつ色つきの保護材で覆うものと
します。
12.3.1.3

製品が露出している食品取り扱いまたは保管区域では、喫煙、ガムを噛むこと、飲食、つば吐きを禁止します。

12.3.2

手洗い

12.3.2.1

必要に応じて、施設全体の人員が出入りできる区域には、手洗い設備を設置するものとします。

12.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルまたは効果的なハンドドライヤー

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

12.3.2.3

手洗い指示を適切な言語で表示し、手洗い設備の近くの見やすい位置に掲示するものとします。

12.3.2.4

人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。

12.3.2.5

i.

毎回のトイレ使用後

ii.

喫煙または飲食後

iii.

洗浄ホースや汚染した材料を取り扱った後

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。
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12.3.3

服装

12.3.3.1

食品取り扱いに関与する従業員が着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用するものとします。

12.3.3.2

衣服は各シフトの開始時に清潔であり、作業に適した状態で保守されるものとします。

12.3.4

アクセサリーと所持品

12.3.4.1 アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、食品が回収されているいかなる区域にも持ち込んではいけません。石の
ついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着することは認められますが、サプライヤ
ーは顧客の要件および適用される食品規制を考慮するものとします。
12.3.5

訪問者

12.3.5.1
ます。

経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、食品取り扱い区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用するものとし

12.3.5.2 すべての訪問者は、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことが義務付けられているものとします。
12.3.5.3

目に見える疾患の兆候を呈している訪問者は、食品の取り扱いまたは露出が行われる区域に立ち入ることを禁止されるものとします。

12.3.5.4
ます。

訪問者は、適切な従業員用入口を使用して食品取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要件に従うものとし

12.3.6

スタッフへの快適環境（休憩室）

12.3.6.1 適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、製品の取り扱いおよび加工に関与する人員全員が利用できる状態に
するものとします。
12.3.7

更衣室

12.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

12.3.7.2

私服および個人の所有物を保管するために、食品接触区域および食品・包装資材保管区域から分離された設備を用意するものとします。

12.3.8

衛生設備

12.3.8.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

倉庫または製品取り扱い区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

12.3.8.2 トイレの排水口は、施設内の他の排水口に接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。汚染の可能
性を最小限に抑えるため、下水の逆流を適切に管理するための手順を文書化し、実施するものとします。
12.3.8.4

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 12.3.2.2 項の記載に従って設計されているものとします。

12.3.9

食堂

12.3.9.1 食品取り扱い・保管区域から離れたところに食堂を設けるものとします。食堂は清潔かつ整理されている状態に保ち、廃棄物や害虫が存
在しないものとします。
12.3.9.2

食品加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で指示する表示を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。

12.3.10

救急用品

12.3.10.1 軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

12.4

加工担当者の規範

12.4.1

食品の取扱いと加工処理に従事するスタッフ

12.4.1.1

露出した食品の直接的取り扱いに携わる人員は全員、以下の加工規範に従うものとします。
i.

加工区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や家畜の輸送で通過する場合、長時間ドアを開放したままにしないこと。

iii.

食品を取り扱う際は、つけ爪やマニキュアをを使用しないこと。

iv.

包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

v.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

vi.

従業員は、食品取り扱い/接触区域で加工中の製品を食べたり、味見しないこと。

12.4.1.2 包装済み製品および材料の保管、輸送、取り扱いに関与する人員は全員、製品および材料が、損傷や製品汚染を防ぐような方法で
取り扱われ保管されるように留意するものとします。

12.5

水、氷、空気供給

12.5.1

給水

12.5.1.1
ます。

保有・貯蔵中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、既存の清潔な水源から引かれている飲用水を適切に供給するものとし
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12.5.1.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。

12.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

12.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

製品接触または食品包装資材

ii.

食品接触表面の洗浄

iii.

氷の製造

これらの水は、必要に応じて、地域、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および品質基準に従うものとします。
12.5.3

配水

12.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

12.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.
飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。
ii. 非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

12.5.4

氷の供給

12.5.4.1

製品の温度維持に使用するために提供される氷は、第 12.5.2 項に準拠するものとします。

12.5.4.2 製氷室および受取口は、第 12.2.1 項、第 12.2.2 項、第 12.2.3 項に記載された材料で構築し、保管および分配中に氷の汚染を
最小限に抑えるよう設計するものとします。
12.5.5

分析

12.5.5.1 水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングするため、第 12.5 項で特定した水およ
び氷の微生物学的分析を実施するものとします。
12.5.5.2

水と氷は、参照基準および方法を用いて分析するものとします。

12.5.6

空気の品質

12.5.6.1

分配施設で使用される圧縮空気を含めた空気は清浄であり、製品安全にリスクをもたらさないものとします。

12.5.6.2

施設内で使用される圧縮空気は、環境汚染物質を定期的にモニタリングするものとします。

12.6

保管と輸送

12.6.1

冷凍・冷蔵保管

12.6.1.1 サプライヤーは、冷凍および冷蔵保管庫の効果的な運用性能を確認するものとします。冷凍および冷蔵保存室は、以下の条件を満たす
ものとします。
i.
ii.

衛生的かつ効率的な冷蔵と食品保存を可能にするよう設計・構築されている。
点検と清掃しやすく設計されている。

12.6.1.2 冷蔵区域の定期的な清掃を行った上で、予測される最大量の処理能力で冷蔵または冷凍食品を保管することができる、十分な冷蔵
能力を有するものとします。
12.6.1.3

解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出されるものとします。

12.6.1.4 冷凍・冷蔵保存室は、温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・アクセスしやすい測定装置を備
えているものとします。
12.6.1.5

積み込みと積み降ろし用ドックは、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計するものとします。

12.6.2

長期保存可能な包装製品の保管

12.6.2.1

乾燥原料の保管に使用する部屋は、濡れた区域からは離して配置され、汚染と劣化から製品を保護するよう構築するものとします。

12.6.2.2 食品の保管用棚は不浸透性材料で組み立てられており、床や保管室の清掃がしやすいように設計するものとします。保管区域は、食品
が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
12.6.2.3

保管室で使用される車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計および使用されるものとします。

12.6.3

機器と容器の保管

12.6.3.1

保管室は、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築されるものとします。

12.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

12.6.4.1 食品汚染の危険性のある危険化学物質および有害物質は、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置ま
たは区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
12.6.5

代替となる保管方法と製品の取り扱い

12.6.5.1 第 12.5.1 項～第 12.5.4 項に記述されている製品が、安全な製品保管のために設計されていない、一時的またはオーバーフロー状態
にある場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、食品安全および品質に対する汚染または悪影響がないことを確認するもの
とします。
12.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

12.6.6.1 食品の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書化・実施・設
計するものとします。相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、食品の積み込み、輸送および積み降ろしを行うものとします。
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12.6.7

積み込み

12.6.7.1 食品の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適し、製品に対し
て悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
12.6.7.2
ます。

積み込み作業の規範は、製品の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計するものとし

12.6.8

輸送

12.6.8.1 冷蔵装置は食品を必要な温度に維持するものとし、装置の温度設定は、積み込み前に設定、確認、記録し、必要に応じて積み込み中
に中心部の製品温度を定期的に記録するものとします。
12.6.8.2
します。

冷蔵装置は常時作動可能状態にあるものとし、装置動作の確認を完了し、輸送中は定期的にドアの密閉と保管温度を確認するものと

12.6.8.3

冷蔵装置は、環境汚染物質についてモニタリングをするものとします。

12.6.9

積み降ろし

12.6.9.1 冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度を確認し、記録するものとします。積み降ろしは効率的に完了するものとし、
積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。
12.6.9.2 積み降ろし作業の規範は、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計
するものとします。

12.7

異物混入の管理

12.7.1

異物の管理

12.7.1.1

製品の異物汚染を防ぐための責任と方法を文書化して実施し、全従業員に通知するものとします。

12.7.1.2 工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。
12.7.1.3

ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。
i.
ii.

iii.
iv.

食品取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製物品または類似の材料は、その区域の詳細を含めてガラス登録に記載するこ
と。
ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具（製品がこれらの材料で
できた包装資材に包装されている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）は、
食品加工/接触区域では許可されない。
食品取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に
記載された物品の状態に変化がないことを確認すること。
毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認
する。

12.7.1.4 食品取り扱いおよび保管に使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専用として、清潔で、良好な形状と状態で維
持されるものとします。その状態は定期的検査の対象となります。
12.7.1.5 機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
12.7.2

異物混入事故の管理

12.7.2.1

異物汚染が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の分離、検査、再作業、または廃棄を行うものとします。

12.7.2.2 ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

12.8

廃棄物処理

12.8.1

乾燥および液体廃棄物の処理

12.8.1.1 乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも
のとします。
12.8.1.2 廃棄物は定期的に除去し、食品取り扱いまたは保管区域に集積しないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物が
回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
12.8.1.3 トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
12.8.1.4

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。

12.9

屋外

12.9.1

地面と道路

12.9.1.1
ます。

施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし

12.9.1.2

通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守するものとします。

12.9.1.3

施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。
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モジュール 13: 食品安全の基礎 - 食品包装資材製造における適正製造規範（GFSI 対象範
囲 M）
本モジュールでは、食品包装資材製造における適正製造規範要件について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 27:

食品包装資材製造

13.1

サイトの要件と承認

13.1.1

施設の立地

13.1.1.1
13.1.2

施設の立地は、近接・隣接する建物、操業および土地の使用が、安全かつ衛生的な操業を妨げないようなものとします。
建設と操業認可

現地施設の建設および操業進行は、管轄の行政機関による認可を受けるものとします。

13.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

13.2.1

材料と作業台

13.2.1.1 食品接触包装資材を製造する施設においては、製品接触表面は、食品安全リスクをもたらさないような材料で構築されるものとします。
13.2.2

床、排水口、排水トラップ

13.2.2.1

床は効果的に傾斜させ、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築されるものとします。

13.2.2.2

排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されるものとします。

13.2.2.3

排水トラップシステムは、汚染を防ぐため、食品包装区域および材料取り扱い区域または施設の入口から離して配置するものとします。

13.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

13.2.3.1

壁、仕切り、ドア、天井は、用途に適した丈夫な構造であるものとします。

13.2.3.2

壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封されるものとします。

13.2.3.3

ドアは丈夫な構造であるものとします。窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

13.2.4

照明と照明設備

13.2.4.1

食品接触包装資材が製造される倉庫内の照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう、適切な照度を保つものとします。

13.2.4.2 そのような区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴って製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、
かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。
13.2.4.3

製品が保管されているその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

13.2.5

埃、ハエ、害虫の防御

13.2.5.1

屋外に面した窓、換気口、ドア、およびその他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃、害虫、ハエを防御するものとします。

13.2.5.2

人員用の出入り口ドアを提供するものとします。このドアは効果的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えているものとします。

13.2.5.3

製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上のドックドアを含め、外部のドアはハエを防御するものとします。

13.2.5.4 電気防虫装置、誘引剤あるいはその他のトラップや餌は、包装資材または製造装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配置されてい
るものとします。
13.2.6

換気

13.2.6.1

食品接触包装資材が製造・保管される区域は、適切に換気するものとします。

13.2.7

施設と設備機器の維持管理

13.2.7.1 工場、機器、建物の保守および修理の方法および責任は、製品、包装、または機器の汚染リスクを最小限に抑えるような方法で文書
化・計画・実施するものとします。
13.2.7.2

保守担当の従業員および契約業者は、食品取り扱いまたは保管区域で保守および修理を行う際に、以下の規範に従うものとします。
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

13.2.7.3

工場および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。
工場および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと、
保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 13.3.1 項、第 13.3.2 項、第 13.3.3 項、第
13.3.4 項）に従うこと。
包装資材製造区域内で保守または修理が行われる際は、区域監督者に確実に通知すること。
何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性がある（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上
器具など）場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製造時間外に行うこと。
保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛
生と消毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他の区域を含めるものとします。

13.2.7.4 製品または製品コンベアの上にある機器は、食品グレードの潤滑剤で潤滑し、その使用は製品の汚染を最小限に抑えるように管理するもの
とします。機械潤滑管理は、ギアボックスオイル、軸受潤滑剤、液圧、またはその他の汚染源による包装資材の汚染を防ぐよう配置されるものとします。
SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
144

SQF 規定第 7 版
初版 1995 年 5 月

食品安全の基礎 - 食品包装材の製造
における適正製造規範
モジュール 13:

13.2.7.5

製造区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品が接触する作業面には一切使用してはいけません。

13.2.8

校正

13.2.8.1 前提条件プログラム、動物飼料安全プラン、動物飼料品質プラン、およびその他の工程管理で述べているモニタリング活動、または顧客の仕
様書への適合を示すために使用する測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任について文書化し、実施するものとします。
13.2.8.2 測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品を処分する手順を文書
化し、実施するものとします。
13.2.8.3

校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されるものとします。

13.2.8.4 機器は、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または使用に適切な正確さとなるよう、校正するものとします。基準が入手
できない場合は、サプライヤーは適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。
13.2.8.5

校正は、規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施するものとします。

13.2.8.6

校正記録を維持するものとします。

13.2.9

害虫害獣駆除の管理

13.2.9.1 統合された害虫管理方法および責任を文書化し、効果的に実施するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、
廃棄物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより有害生物や害虫をおびき寄せないようにします。
13.2.9.2

害虫害獣駆除の管理プログラムは、以下の条件を満たすものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

13.2.9.3

害虫の活動の検査は、訓練を受けた人員が定期的に行うものとし、害虫が存在する場合は適切な対処を行うものとします。

13.2.9.4

すべての害虫害獣駆除業務記録を維持するものとします。

13.2.9.5 農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 13.6.3 項の記述に従って保管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・
使用するものとします。これらは、食品接触包装資材の汚染の可能性を含め、関係する危険性を完全に理解した、訓練を受けた人員によって、または
そのような人員の直接的監督のもとで、使用されるものとします。
13.2.9.6

害虫害獣駆除業者は、以下の条件を満たすものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画（契約サービス第 2.3.3 項を参照）を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、担当の上級管理職者に報告する。

vi.

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

13.2.9.7
サプライヤーは、不要な駆除剤や、駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄するものとします。さらに、以下の事項を徹底する
ものとします。

13.2.10

i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

機器、用具、防護衣

13.2.10.1 機器および器具は、製品に対し汚染の脅威をもたらさないよう、設計、構築、取り付け、操作、保守するものとします。
13.2.10.2 状況によって、防護服は食品を汚染しにくい材料で製造されており、洗浄しやすいものとします。
13.2.10.3 防護服を使用する際は、従業員が加工区域から退出するときのために、防護服を一時保管するフック、棚またはその他の場外保管庫を
提供するものとし、これは、人員用の出入口ドアおよび手洗い設備に近接または隣接した区域に置くものとします。
13.2.11

清掃および衛生

13.2.11.1 製造および保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清掃方法および責任を文書化し、実施するものとします。
13.2.11.2 加工機器、器具、防護服の効果的な洗浄のために、設備を用意するものとします。
13.2.11.3 製品容器、器具、および清掃従業員の防護服を洗浄するための棚またはその他の一時保管庫を設置するものとします。必要に応じて、
洗浄した器具および防護服の保管庫を提供するものとします。
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13.2.11.4 製造および保管区域、従業員向けの快適環境（休憩室）・衛生設備、その他の主要区域が清潔であることを確認するため、操業前の
衛生および消毒の検査が、資格を有する人員によって実施されるものとします。
13.2.11.5 清掃手順の効果を確認する責任と方法を文書化し、実施するものとします。検証スケジュールを作成するものとします。
13.2.11.6 洗剤および消毒剤は、適用される法律に準拠して購入するものとします。組織では、以下の事項を確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 13.6.3 項の概要に従って保管されている。

iii.
iv.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。
訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

13.2.11.7 サプライヤーは、規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄し、以下の事項を確認するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。

13.3

人員の衛生と福利厚生

13.3.1

人員

13.3.1.1 感染症にかかっている人員、または何らかの感染症のキャリアである人員は、製品接触包装資材の製造に携わることや、食品接触包装
資材が露出している保管区域の立ち入りは禁止されます。
13.3.1.2 露出した切り傷、腫れ物、または外傷がある人員は、包装資材の取り扱いには関与しないものとします。軽度の切り傷や擦り傷が身体の
露出部にある場合は、金属ストリップを含んだ色つき絆創膏、またはその他の好適な防水性かつ色つきの保護材で覆うものとします。
13.3.1.3

製品が露出している食品取り扱いまたは保管区域では、喫煙、チューインガム、飲食、つば吐きを禁止します。

13.3.2

手洗い

13.3.2.1

人員用出入り口に隣接して、および必要に応じて製造区域全体で、人員が出入りできる区域には手洗い設備を設置するものとします。

13.3.2.2

手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えるものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

固定ディスペンサー内に入った液体石鹸

iii.

ペーパータオルまたは効果的なハンドドライヤー

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

13.3.2.3

手洗い指示を適切な言語で表示し、手洗い設備の近くの見やすい位置に掲示するものとします。

13.3.2.4

人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いするものとします。
i.

製品接触区域に立ち入る際

ii.

毎回のトイレ使用後

iii.

ハンカチの使用後

iv.

喫煙または飲食後

v.

汚染した材料を取り扱った後

13.3.2.5

手袋を着用した場合、人員は上記の手洗い規範を維持するものとします。

13.3.3

服装

13.3.3.1 食品接触包装資材の取り扱いに関与する従業員が着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよう保守、保管、洗濯、着用する
ものとします。
13.3.3.2 衣服は各シフトの開始時に清潔であり、作業に適した状態で保守されるものとします。過剰に汚れたユニフォームは、製品汚染リスクをもた
らす区域では着替えるものとします。
13.3.4

アクセサリーと所持品

13.3.4.1 アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、製品取り扱い区域や、包装資材が露出しているいかなる区域にも持ち
込んではいけません。
13.3.4.2 石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着することは認められま
すが、サプライヤーは、顧客の要件および適用される食品規制を考慮するものとします。
13.3.5

訪問者

13.3.5.1 経営陣、保守担当の従業員を含めすべての訪問者は、包装資材取り扱いまたは保管区域に立ち入る際には、好適な衣服および靴を
着用するものとします。
13.3.5.2 訪問者は、適切な従業員用入口を使用して包装資材取り扱いまたは保管区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人の衛生規範要
件に従うものとします。
13.3.6

スタッフへの快適環境（休憩室）

13.3.6.1 適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）は、食品接触包装資材の取り扱いおよび保管に関与する人員全員が利
用できる状態にするものとします。
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13.3.7

更衣室

13.3.7.1

従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されるものとします。

13.3.7.2

私服および個人の所有物を保管するために、包装資材取り扱いまたは保管区域から分離された設備を用意するものとします。

13.3.8

衛生設備

13.3.8.1

トイレは以下の条件を満たすものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、加工および食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

加工区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

13.3.8.2 トイレの排水口は、施設内の他の排水口に接続されていてはならず、浄化槽または下水システムへと導かれるものとします。汚染の可能
性を最小限に抑えるため、下水の逆流を適切に管理するための手順を文書化し、実施するものとします。
13.3.8.3

手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 13.3.2.3 項の記載に従って設計されているものとします。

13.3.9

食堂

13.3.9.
包装資材取り扱い・保管区域から離れたところに食堂を設けるものとします。食堂は清潔かつ整理されている状態に保ち、廃棄物や害
虫が存在しないものとします。
13.3.9.2

食品加工区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で指示する表示を、食堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示するものとします。

13.3.10

救急用品

13.3.10.1 軽度な怪我に対処するために救急設備が提供されるものとし、患者がより専門的な医療を必要とする状況においては、適切な手配を
行うものとします。

13.4

人員の作業規範

13.4.1

食品接触包装資材の取り扱いに携わる従業員

13.4.1.1

包装資材取り扱いおよび保管作業に関与する人員は全員、以下の作業規範に従うものとします。
i.

製造区域に立ち入る人員は、必ず専用の出入口ドアを通ること。

ii.

すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や製品/原料成分/包装資材の受け入れが必要な場合、長時間ドアを開放した
ままにしないこと。

iii.

包装資材は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。

iv.

廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。

13.4.1.2 製造プロセスは、製造される包装資材が食品安全を維持し、汚染がないよう管理されるものとします。食品接触包装資材に対する、原
料、リサイクル材料、化学物質からの相互汚染を防ぐよう、手順を設定するものとします。
13.4.1.3 包装資材の製造、保管、輸送、取り扱いに関与する人員は全員、製品および材料が、損傷や製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ
保管されるように留意するものとします。

13.5

水、氷、空気供給

13.5.1

給水

13.5.1.1

製造作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、清潔な水が適切に供給されるものとします。

13.5.1.2

施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、温水と冷水の供給が提供されるものとします。

13.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

13.5.2.1

水は以下の目的で使用されます。
i.

食品接触包装資材の製造

ii.

製品接触表面の洗浄

iii.

包装資材に接触する蒸気の製造

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
13.5.3

配水

13.5.3.1

施設内の水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

13.5.3.2

非飲料水の使用は、以下の条件を満たすように管理するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。

13.5.4

空気の品質

13.5.4.1

包装製品に接触する圧縮空気は清浄であり、食品安全にリスクをもたらさないものとします。

13.5.4.2

製造プロセスに使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングするものとします。
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保管と輸送

13.6.1

食品接触包装資材の保管

13.6.1.1

食品接触包装資材の保管に使用する部屋は、濡れた区域からは離して配置され、汚染と劣化から製品を保護するよう構築すものとします。

13.6.1.2

包装資材の保管用に提供される装置は、不浸透性材料で構築され、床や保管室の清掃を可能にするよう設計するものとします。

13.6.1.3

保管室で使用される車両は、食品安全ハザードをもたらさないよう設計および使用されるものとします。

13.6.2

機器の保管

13.6.2.1

保管室は、機器が衛生的かつ効率的に保管できるように設計、構築するものとします。

13.6.3

危険化学物質と有害物質の保管

13.6.3.1 包装資材の汚染の可能性のある危険化学物質および有害物質は、包装資材の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、包装資材、製
品取り扱い装置または区域に対して危険をもたらさないように保管するものとします。
13.6.4

代替となる保管方法と製品の取り扱い

13.6.4.1 第 13.6.1 項～第 13.6.3 項に記述されている製品が、安全な製品保管のために設計されていない、一時的またはオーバーフロー状態
にある場合は、リスク分析を実施し、これら製品の完全性に対するリスクや、食品安全および品質に対する汚染または悪影響がないことを確認するもの
とします。
13.6.5

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

13.6.5.1 食品接触包装資材の積み込み、輸送および積み降ろしに適用される作業は、適切な保管条件および製品の完全性を維持するよう文書
化・実施・設計するものとします。包装資材は、相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、積み込み、輸送および積み降ろしが行われるものとします。
13.6.6

積み込み/積み降ろし

13.6.6.1 食品接触包装資材の輸送用車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整備状態であり、使用目的に適
し、製品に対して悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
13.6.6.2
ます。

積み込み作業の規範は、製品の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限に抑えるよう設計するものとし

13.7

機能の分離

13.7.1

プロセスフロー

13.7.1.1 プロセスフローは、相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系統的に整理して設計するも
のとします。
13.7.1.2

人員のフローは汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理するものとします。

13.7.2

異物の管理

13.7.2.1

製品の異物汚染を防ぐための責任と方法を文書化して実施し、全従業員に通知するものとします。

13.7.2.2 工場と機器が良好な状態を維持し、可能性のある汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認するため、
検査を実施するものとします。機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具を使用することは許されません。
13.7.2.3 ガラス汚染を防ぐため、該当する区域では以下の予防的措置を実施するものとします。
i.
ii.

iii.
iv.

食品取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製物品または類似の材料は、その区域の詳細を含めてガラス登録に記載するこ
と。
ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具（製品がこれらの材料で
できた包装資材に包装されている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）は、
食品加工/接触区域では許可されない。
食品取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認し、ガラス登録に
記載された物品の状態に変化がないことを確認すること。
毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認
する。

13.7.2.4 包装資材取り扱いおよび保管に使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専用として、清潔で、良好な形状と状態
で維持されるものとします。その状態は定期的検査の対象となります。
13.7.2.5 機器、機器カバー、頭上構造にある固定されていない金属製物品は、除去するかしっかりと固定して、ハザードをもたらさないようにするも
のとします。
13.7.3

異物混入事故の管理

13.7.3.1

異物汚染が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目の分離、検査、再作業、または廃棄を行うものとします。

13.7.3.2 ガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離し、清掃し、完全に点検し（清掃用具および靴を含む）、適切な
責任者の承認を受けてから、操業を再開するものとします。

13.8

廃棄物処理

13.8.1

乾燥および液体廃棄物の処理

13.8.1.1 乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに施設から除去するまでの保管についての責任と方法を文書化し、実施するも
のとします。
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13.8.1.2 廃棄物は定期的に除去し、食品取り扱いまたは保管区域に集積しないものとします。指定された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物が
回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
13.8.1.3 トロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域は、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消毒して、害虫や害獣をおび
き寄せないようにします。
13.8.1.4 商標またはその他の印刷物の管理廃棄については、文書化された手順を設定するものとします。廃棄サービス契約業者を使用する場合
は、廃棄プロセスを定期的に評価し、コンプライアンスを確認します。
13.8.1.5

廃棄物管理の効果の確認は、毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報告書に含めるものとします。

13.9

屋外

13.9.1

地面と道路

13.9.1.1
ます。

施設周囲の地面および道路は、埃を最小限に抑え、廃棄物や屑の集積がない状態を保守して、害虫や害獣をおびき寄せないようにし

13.9.1.2

通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域は、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさないように保守するものとします。

13.9.1.3

施設周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないようにします。
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モジュール 14: 食品安全の基礎 - 食品仲介業者および代理業者の適正製造規範（GFSI 対
象範囲 M）
本モジュールでは、最終食品や動物飼料を供給する食品仲介業者または代理業者のた適正製造規範について説明します。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC 35:

仲介業者または代理業者

本モジュールは、国内および輸入経路を通じてあらゆる種類の食品を調達する事業体、および購買者の仕様に基づいた調達に適用されますが、食品、
動物飼料、食品包装は対象とせず対応しないものとします。該当する場合、仲介業者は、製品の保管、処理、運搬、加工または包装に使用する仲
介業者管轄の施設が、本モジュールに記載されている条件を適用していることを確認するものとします。
製品を保管、運搬、再包装または取り扱う仲介業者や代理業者は FSC 25（生鮮農産物の卸売・流通）、製品を保管および/または流通する仲介
業者や代理業者（モジュール 12）は FSC 26（食品の卸売・流通）、または製品を加工または再包装する仲介業者や代理業者はいずれかの加工関
連の FSC（モジュール 11）に分類されます。
仲介業者は、仲介業者の SQF 認証に含まれる製品の保管、処理、追加または包装を契約施設と合意の上、モジュール 2 の関連要素（すべての必
須要素を含める）およびモジュール 14 の関連要素を含めるものとします。
仲介業者は、契約施設の内部監査の報告を含め、モジュール 2 とモジュール 14 の効率的な実践をモニタリングするための手順を設定するものとします。



効率的な実践をモニタリングする方法は、モジュール 2 とモジュール 14（本モジュール）の要件について、6 ヶ月以内の間隔で研修を受けた審
査員が審査を実施するか、
契約施設が GFSI ベンチマーク基準を満たして認証が承認されるものとします。

高リスク食品を製造する契約施設は、仲介業者または第三者代理業者が審査を実施し、SQF 規定および合意した取り決めを順守していることを確
認することが義務付けられています。

14.1

サイトの所在地と状況

14.1.1

施設の立地

14.1.1.1 仲介業者は、認証の対象範囲に含まれる食品や動物飼料の保管処理、追加、加工または包装および/または食品包装の契約サイト
が、隣接した建物、操業および土地の使用により安全で衛生的な操業を妨げられないこと、および現地法に適合する食品施設の適切な許可証および
/またはライセンスを保持していることを確認するものとします。
14.1.1.2

好適な外部環境を維持する方法を確立し、その維持方法の効果をモニタリングして、定期的にレビューするものとします。

14.2

建設と製品の取り扱いおよび保管区域

14.2.1

材料と作業台

14.2.1.1 仲介業者は、認証の対象範囲に含まれる食品や動物飼料の保管処理、追加、加工または包装および/または食品包装の契約サイト
が、食品安全リスクを引き起こさない材料を使用していることを確認するものとします。
14.2.2

床、排水口、排水トラップ

14.2.2.1 仲買業者は、契約サイトの床が効果的に傾斜し、排水され、液体が浸透せず、清掃しやすく、滑らかで緻密な、耐衝撃性材料で構築
されていることを確認するものとします。
14.2.2.2 仲買業者は、契約サイトの床は通常の作業条件下で、溢流水や排水がすべて効果的に除去できるような好適な傾斜で、床の排水口
へと傾斜がつけられていることを確認するものとします。
14.2.2.3

仲介業者は、契約サイトの排水口は清掃しやすく、ハザードをもたらさないように構築および配置されていることを確認するものとします。

14.2.2.4

仲介業者は、契約サイトの排水トラップは、施設の食品取り扱い区域または入口から離して配置されていることを確認するものとします。

14.2.3

壁、仕切り、ドア、天井

14.2.3.1 仲介業者は、契約サイト内の壁、仕切り、天井、ドアが堅牢な構造であることを確認するものとします。内側表面は滑らかで不浸透性で
あり、薄い色の仕上げで、清潔に保たれるものとします（第 14.2.11.1 項を参照）。
14.2.3.2 仲介業者は、契約サイト内の壁と壁との継ぎ目、および壁と床との継ぎ目は、清掃しやすいよう設計され、食品屑の集積を防ぐよう密封
されることを確認するものとします。
14.2.3.3 仲介業者は、契約サイト内の蒸気や水などの供給を行う配管、導管、パイプは、清掃しやすいよう設計および構築されることを確認する
ものとします。
14.2.3.4 仲介業者は、契約サイト内のドア、ハッチ、窓およびそれらのフレームは、室内の壁や仕切りに関するものと同じ機能要件に適合した材料
および構造であることを確認するものとします。
i.

ドアとハッチは堅固な構造であるものとします。

ii.

窓は飛散防止ガラスまたは同様の材質であるものとします。

14.2.3.5 仲介業者は、契約サイトが製品の取り扱いと保管を、製品汚染を防ぐよう構築および保守された天井またはその他の許容される構造を
備えた区域で行うことを確認するものとします。
14.2.3.6 仲介業者は、契約サイトの吊り天井は有害生物の活動をモニタリングし、清掃を促進し、ユーティリティへのアクセスを提供できるよう構築
されることを確認するものとします。
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14.2.3.7 仲介業者は、契約サイトの食品加工・取り扱い区域の階段、通路、足場が、製品汚染リスクをもたらさないよう設計・構築され、清潔に
保たれることを確認するものとします（第 14.2.11.1 項を参照）。
14.2.4

照明と照明設備

14.2.4.1 仲介業者は、仲介業者の食品および一次包装資材が露出する倉庫内の照明は、従業員が効率的かつ効果的に作業を行えるよう適
切な照度が保たれることを確認するものとします。
14.2.4.2 仲介業者の食品および一次包装資材を回収または露出する区域での照明取付器具は、飛散防止材質か、飛散防止カバーを伴って
製造されているか、保護カバーが取り付けられていて、かつ天井内の凹所に収められているか天井と同一面にはめ込まれているものとします。付属器具
を凹所に収められない場合は、構造物を偶発的破損から保護し、清掃可能な材料で製造されていることを確認し、清掃および衛生プログラムに記載
するものとします。
14.2.4.3

製品および一次包装資材が保護されているその他の区域での照明器具は、破損および製品混入を防ぐよう設計されているものとします。

14.2.5

検品区域

14.2.5.1 仲介業者は、認証の範囲に含まれる食品、飼料、食品包装資材の保管、取り扱い、回収、加工、包装を行う契約サイトが必要に応じ
て、製品検品に適した区域が提供されることを確認するものとします。
14.2.5.2

検品区域は、加工製品状態の検査に好適な設備とともに提供されるものとします。検品区域は、以下の事項を考慮するものとします。
i.

手洗い設備への容易なアクセス

ii.
14.2.6

必要とされる製品の完全な検品を行うのに十分な照度

埃、ハエ、害虫の防御

14.2.6.1 仲介業者が製品および一次包装資材の保管や取り扱いのために契約している施設において、仲介業者は屋外に面した窓、換気口、ド
ア、その他の開口部が閉じている時は効果的に密閉され、埃や害虫、ハエが防御されることを確認するものとします。
14.2.6.2 仲介業者が製品および一次包装資材の保管や取り扱いのために契約している施設において、仲介業者は人員用の出入り口ドアが効果
的にハエを防ぎ、自動閉鎖装置を備えることを確認するものとします。
14.2.6.3 仲介業者が製品の保管や取り扱いのために契約している施設において、仲介業者は製品、通行人、トラックの出入りに使われる頭上の
ドックドアを含め、外部のドアが以下に掲げる方法の 1 つ以上でハエを防御することを確認するものとします。
i.

自動閉鎖装置

ii.

効果的なエアカーテン

iii.

ハエよけ網戸

iv.

ハエ侵入防止用付帯設備の設置

v.

ドッキング区域におけるトラック周りの適切なシーリング

14.2.6.4 仲介業者が製品および一次包装資材の保管や取り扱いのために契約している施設において、仲介業者は電気防虫装置、誘引剤ある
いはその他のトラップや餌が製品、包装資材、容器、加工装置に汚染リスクをもたらさないような区域に配置されることを確認するものとします。
14.2.7

換気

14.2.7.1 仲介業者は、契約サイトの密閉された保管区域や食品取り扱い区域が適切に換気されることを確認するものとします。
14.2.7.2 仲介業者は、契約されたサイトの調理作業が実施される区域や、大量の蒸気が発生する区域には、換気扇および覆いが提供されてい
ることを確認し、これらには以下の機能が含まれているものとします。
i.
結露の蓄積を防ぎ、かつ熱、煙霧、その他のエアロゾルをすべて、調理器の上に配置された排気フードから屋外に逃がすよう、捕捉風
速が十分であること。
ii.

ファンと排気口はハエ防御機能を備え、汚染リスクをもたらさないよう配置されること。

iii.

必要に応じて、陽圧システムを設置し、空気中の汚染物を防止すること。

14.2.8

施設と設備機器の保守

14.2.8.1 仲介業者は、認証範囲に含まれる食品や飼料製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装に使われる食品保管区域、装置、建物の
保守・修理方法と責任は、食品安全リスクを最小化するような方法で文書化・計画・実施されることを確認するものとします。
14.2.8.2 仲介業者は、保守担当の従業員および契約業者が、製品取り扱いまたは保管区域で保守および修理を行う際は、以下の規範に従う
ことを確認するものとします。
i.

食品保管区域および機器の日常的な保守は、保守スケジュールに従って実施し、記録すること。

ii.

施設および機器の支障は文書化し、審査を受け、その修理を保守スケジュールに組み込むこと。

iii.

保守担当の従業員および契約業者は、人員およびプロセスの衛生要件（第 14.3.1 項、第 14.3.2 項、第 14.3.3 項、第 14.3.4
項）に従うこと。

iv.

食品取り扱い区域内で保守または修理が行われる際は、監督者に確実に通知すること。

v.

何らかの修理または保守が、製品安全に対して脅威をもたらす可能性（電線の断片、破損した照明器具、緩んだ頭上器具など）が
ある場合は、保守監督者および施設監督者に知らせること。可能である限り、保守は製品加工時間外に行うこと。

vi.

保守活動が完了した後は、保守活動の工具および屑をすべて除去し、区域監督者および保守監督者に知らせて、適切な衛生と消
毒を完了してから、その施設の操業を再開すること。

14.2.8.3 仲介業者は、契約サイトが保守スケジュールを準備する際には、製品安全および品質の保守に重要な建物、機器、および施設のその他
の区域が含まれていることを確認するものとします。
14.2.8.4 仲介業者は契約サイトにおいて、製品または製品コンベア上にある機器が食品グレードの潤滑剤で潤滑され、その使用は製品汚染を最
小限に抑えるように管理されることを確認するものとします。
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14.2.8.5 仲介業者は契約サイトにおいて、食品取り扱いまたは接触区域に使用する塗料は、状態がよく、使用に適したもので、製品接触面には
一切使用されていないことを確認するものとします。
14.2.9

校正

14.2.9.1 仲介業者は、認証範囲内の製品に対する安全性と品質活動、食品安全プランおよび食品品質プランをモニタリングするために使用する
測定機器、試験機器、検査機器の校正と再校正の方法および責任が文書化・実施されることを確認するものとします。
14.2.9.2 仲介業者は、測定機器、試験機器、検査機器が校正範囲外であることが判明した場合に、影響を受けた可能性がある製品の処分に
対処する手順が文書化・実施されることを確認するものとします。
14.2.9.3 仲介業者は契約サイトにおいて、校正が完了した測定機器、試験機器、検査機器に破損や未認可の調整がないよう保護されることを
確認するものとします。
14.2.9.4 仲介業者は契約サイトにおいて、機器が、国内または国際的な参照基準および方法を用いて、または用途に適切な精度となるよう校正
されることを確認するものとします。
14.2.9.5 仲介業者は契約サイトにおいて、校正が規制要件および/または機器メーカーが推奨するスケジュールに従って実施されることを確認する
ものとします。
14.2.9.6

校正記録は維持され、仲介業者が閲覧できるものとします。

14.2.10

害虫害獣駆除の管理

14.2.10.1 仲介業者は、食品、飼料または食品包装資材の保管、取り扱い、回収、加工、包装で使用される食品保管区域、装置、建物の統合
された害虫管理方法と責任が文書化され、効果的に実施されることを確認するものとします。施設、その周囲、保管施設、機械および機器は、廃棄
物や集積した屑がないように管理するものとし、これにより有害生物や害虫をおびき寄せないようにします。
14.2.10.2 仲介業者は契約サイトにおいて、害虫害獣駆除の管理プログラムが以下の条件を満たすことを確認するものとします。
i.

害虫管理プログラムの開発、実施、維持の方法と責任を説明する。

ii.

各殺虫剤の散布ごとに標的害虫を識別する。

iii.

害虫防止方法に関する概要を記す。

iv.

害虫の排除方法を概説する。

v.

害虫状態の確認頻度に関する概要を記す。

vi.

設定する給餌ステーションの識別、位置、番号、種類を施設地図に含める。

vii. 使用した化学物質を列挙する（該当する当局から化学物質の承認を取得しており、安全性データシート（SDS）が利用可能な状態
とする）。
viii. ベイト剤管理プログラムと、ベイト剤ステーションに接触してしまった場合の対処方法を、従業員に周知する方法を概説する。
ix.

害虫害獣駆除の管理用化学物質およびベイト剤の使用について、従業員の認識要件と、使用トレーニングを概説する。

x.

害虫害獣の減少を検証するプログラムに関する有効性を測定する。

14.2.10.3 仲介業者は契約サイトにおいて、害虫害獣管理の適用記録が維持され、仲介業者が閲覧できることを確認するものとします。
14.2.10.4 仲介業者は、契約サイトにおいて使用される農薬およびその他の有毒化学物質は明確にラベル付けし、第 14.6.4 項の記述に従って保
管し、適切な訓練を受けた人員が取り扱い・使用することを確認するものとします。これらは、食品および食品接触表面への汚染の可能性を含め、関
連するハザードを完全に理解した、訓練された人員によって、またはそのような人員の直接的監督のもとで使用するものとします。
14.2.10.5 仲介業者は契約サイトにおいて、害虫害獣駆除業者が以下の条件を満たしていることを確認するものとします。
i.

地域の該当する管轄機関によりライセンスを受け、認可されている。

ii.

規制要件に適合する、訓練された有資格の作業者のみを使用している。

iii.

認可された化学物質のみを使用している。

iv.

ベイト剤ステーションおよびトラップの位置を示す現場マップを含む、害虫管理計画を提供する。

v.

施設に入る際、および検査または処置の完了後、担当の上級管理職者に報告する。

vi.

所見の書面報告と、実施した検査および処置の書面報告を提供する。

14.2.10.6 仲介業者は、契約サイトが不要な駆除剤や駆除剤の空容器を、法律上の要件に従って廃棄することを確認するものとします。

14.2.11

i.

化学物質の空容器は再使用しないこと。

ii.

回収されるまでの間、空容器にラベルを付け、隔離し、安全に保管しておくこと。

iii.

未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること。

機器、器具、防護服

14.2.11.1 仲介業者は、認証の範囲内に含まれる製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装のための機器や器具が、食品や飼料製品または一
次包装資材に対し汚染の脅威をもたらさないよう設計、構築、設置、操作、保守されることを確認するものとします。
14.2.11.2 仲介業者は、契約サイトのベンチ、テーブル、コンベア、ミキサー、ミンサー、グレーダー、その他の機械的加工装置が、清掃のために容易に分
解でき、施設の清掃を妨害しないように配置されることを確認するものとします。機器表面は滑らかで不浸透性であり、ひび割れや溝がないものとします。
14.2.11.3 仲介業者は契約サイトにおいて、食用および非食用の材料に用いる製品容器、桶、箱等が、非毒性で滑らか、不浸透性で洗浄が容
易な材質で構築されることを確認するものとします。非食用の材料に用いられる容器は、明確に識別するものとします。
14.2.11.4 仲介業者は契約サイトにおいて、桶、タンク、その他の装置からの排水および溢流水が、床排水システムに直接廃棄されることを確認す
るものとします。
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14.2.11.5 仲介業者は契約サイトにおいて、食品を回収または露出する区域での防護服は、食品を汚染しにくい材料で製造されており、容易に
洗浄できることを確認するものとします。
14.2.11.6 仲介業者は契約サイトにおいて、食品を回収または露出する区域では、従業員が加工区域から退出するときのために、防護服の一時
保管棚を設置するものとし、この棚は人員用の出入り口ドアおよび手洗い設備に近接または隣接して提供されるよう確認するものとします。
14.2.12

清掃および衛生

14.2.12.1 仲介業者は、製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装で使用される区域、従業員向けの快適環境（休憩室）およびトイレ設備の清
掃方法および責任を文書化し、実施されることを確認するものとします。以下の事項を考慮するものとします。
i.

清掃する対象物

ii.

清掃方法

iii.

清掃時期

iv.

清掃責任者

v.

清掃および衛生プログラムの効果を確認するための責任と方法

14.2.12.2 仲介業者は、契約サイトが機器や器具、防護服を効果的に清掃するための対策、設備を用意することを確認するものとします。
14.2.12.3 仲介業者は契約サイトにおいて、施設の清掃、消毒、管理維持のために清掃従業員が使用する清掃製品容器、用具、防護服のため
に、適切に装備された区域が指定されるようにするものとします。洗浄した器具および防護服保管用の棚および容器が、必要に応じて提供されるものと
します。
14.2.12.4 仲介業者は契約サイトにおいて、食品取り扱い・保管区域、従業員用設備・衛生設備、その他の主要区域が清潔であることを確認す
るため、資格を有する人員が操業前衛生検査を実施することを確認するものとします。
14.2.12.5 仲介業者は、契約施設内での清掃手順の有効性を検証する責任と方法を文書化し、実施することを確認するものとします。
14.2.12.6 仲介業者は、契約施設の清掃、消毒、保守に使用される洗剤および消毒剤は、適用法規に準拠して購入することを確認するものとし
ます。契約施設では、以下の事項を確認するものとします。
i.

購入・使用される化学物質すべての在庫一覧が維持されている。

ii.

洗剤および消毒剤が第 14.5.4 項の概要に従って保管されている。

iii.

洗剤および消毒剤を適正濃度で使用する。

iv.

購入したすべての洗剤および消毒剤についての安全性データシート（SDS）が提供されている。

v.

訓練を受けた従業員のみが、消毒剤および洗剤を取り扱う。

14.2.12.7 仲介業者は、契約サイトが規制要件に従って未使用の洗剤および消毒剤ならびに空容器を廃棄することを確認し、以下の事項を検
証するものとします。
i.

洗剤・消毒剤の空容器が適切に洗浄・処理され、使用前にラベル付けされていること。

ii.

回収されるまでの間、洗剤・消毒剤の空容器にはラベルを付け、隔離し、安全に保管すること。

iii.

未使用または古くなった洗剤・消毒剤は、認可業者による認可された廃棄処理がなされるまでの間、安全な条件で保管すること。

14.2.12.8

仲介業者は、契約サイトの清掃および衛生活動の記録が維持され、仲介業者が閲覧できることを確認するものとします。

14.3

人員衛生と福利厚生

14.3.1

人員

14.3.1.1 仲介業者は、製品や一次包装資材の保管、取り扱い、回収、加工、包装の契約施設では、感染症にかかっている人員、または何らか
の感染症のキャリアである人員は、製品を露出する区域あるいは食品の輸送や食品取り扱い作業には関与しないように、手順が設定されていることを
確認するものとします。
14.3.1.2 仲介業者は契約サイトにおいて、露出した切り傷、腫れ物、その他の患部がある人員は、露出した製品の取り扱いまたは包装資材や食
品接触表面の取り扱いには関与しないことを確認するものとします。軽度な切り傷や擦り傷が身体の露出部にある場合は、色つき絆創膏またはその他
の好適な防水性かつ色つきの保護材で覆うものとします。
14.3.1.3 仲介業者は、仲介業者の製品が露出する契約サイト内の食品または一次包装資材の取り扱い・保管区域で、喫煙、ガムを噛むこと、
飲食、つば吐きが禁止されていることを確認するものとします。
14.3.2

手洗い

14.3.2.1 仲介業者は、製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装を行う契約サイト全体で、人員が出入りできる区域には手洗い設備が設置さ
れていることを確認するものとします。
14.3.2.2 仲介業者は、契約サイトの手洗い設備はステンレススチールまたは同様の非腐食性材料で構築され、少なくとも以下の事項を備えてい
ることを確認するものとします。
i.

適切な温度の飲料用水を供給すること。

ii.

液体石鹸が固定ディスペンサーに補充されていること。

iii.

ペーパータオルがハンズフリーで清掃可能なディスペンサーに設置されていること。

iv.

使用済みのペーパータオルを捨てる容器を設置すること。

14.3.2.3
i.

仲介業者は、契約サイトの高リスク区域には、以下の追加設備が設置されていることを確認するものとします。
ハンズフリー動作の蛇口

ii.

手指除菌用ローション
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仲介業者は、契約サイトが手洗い指示を適切な言語で表示し、手洗い設備の近くの見やすい位置に掲示することを確認するものとします。

14.3.2.5 仲介業者は、契約サイトの人員は手を清潔にするものとし、次の場合に、従業員、契約業者、訪問者を含むすべての人員が手洗いする
よう確認するものとします。
i.

毎回のトイレ使用後

ii.

喫煙または飲食後

iii.

洗浄ホースや汚染した材料を取り扱った後

14.3.2.6

仲介業者は、契約サイトで手袋が着用される場合、人員が上記の手洗い規範を維持することを確認するものとします。

14.3.3

服装

14.3.3.1 仲介業者は、契約サイトでの食品または包装資材の取り扱いに関与する従業員が着用する衣服は、製品に汚染リスクをもたらさないよ
う保守、保管、洗濯、着用されることを確認するものとします。
14.3.3.2 仲介業者は、契約サイトの高リスク区域で作業する従業員は、高リスク区域に入る際に清潔な着衣に着替えるか、一時的に保護外衣
を着用するよう確認するものとします。
14.3.3.3

仲介業者は契約サイトにおいて、各シフトの開始時に衣服は清潔であり、作業に適した状態で保守されることを確認するものとします。

14.3.3.4 仲介業者は、契約サイトで使い捨て手袋およびエプロンを、毎回休憩後、加工区域に再入場する際、および破損した場合に交換するこ
とを確認するものとします。使い捨てエプロンおよび手袋は、必要に応じて清掃、消毒するものとします。使用していないときは、加工区域に提供されてい
る棚に保管するものとし、包装資材、原料成分、製品、機器の上に置いてはいけません。
14.3.4

アクセサリーと所持品

14.3.4.1 仲介業者は契約サイトにおいて、アクセサリーおよびその他の外れやすい物品は装着してはならず、食品や一次包装資材の取り扱い区
域や、また食品が回収されるいかなる区域にも持ち込まないことを確認するものとします。石のついていないシンプルなバンドや、治療用の警告情報が書
かれたブレスレットで、取り外すことのできないものを装着することは認められますが、サプライヤーは顧客の要件および適用される食品規制を考慮するも
のとします。
14.3.5

訪問者

14.3.5.1 仲介業者は、経営陣、保守担当の従業員、仲介業者の人員を含めすべての訪問者が、食品・飼料製品の保管、取り扱い、回収、加
工、包装の契約施設に立ち入る際には、好適な衣服および靴を着用することを確認するものとします。
14.3.5.2

仲介業者は契約サイトにおいて、すべての訪問者がアクセサリーおよびその他の外れやすい物品を取り外すことを確認するものとします。

14.3.5.3 仲介業者は契約サイトにおいて、目に見える疾患の兆候を呈している訪問者が、食品の取り扱い・露出区域に立ち入らないよう確認する
ものとします。
14.3.5.4 仲介業者は契約サイトにおいて、訪問者が適切な従業員用入口を使用して食品取り扱い区域に出入りし、すべての手洗いおよび個人
の衛生規範要件に従うことを確認するものとします。
14.3.6

従業員向けの快適環境（休憩室）

14.3.6.1 仲介業者は契約サイトにおいて、適切な照明と換気を備えた従業員向けの快適環境（休憩室）が、製品の取り扱いおよび加工に関与
する人員全員が利用できる状態であることを確認するものとします。
14.3.7

更衣室

14.3.7.1
します。

仲介業者は契約サイトにおいて、従業員および訪問者が必要に応じて防護服を着脱するために、設備が提供されることを確認するものと

14.3.7.2 仲介業者は、契約サイトの高リスク食品の加工に携わる従業員、および衣服が汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員のために、
更衣室が提供されていることを確認するものとします。
14.3.7.3 仲介業者は契約サイトにおいて、屋外で着る衣服および個人の所有物を保管するために、食品接触ゾーンおよび食品・包装資材保管
区域から分離された設備を用意するようにするものとします。
14.3.7.4

仲介業者は、必要に応じて、契約サイトの従業員用のシャワーが十分な数提供されていることを確認するものとします。

14.3.7.5 仲介業者は契約サイトにおいて、高リスク加工処理に携わる従業員や、衣服がひどく汚れる可能性のある加工作業に携わる従業員が着
用する、衣服の洗濯および保管のために、設備が用意されることを確認するものとします。
14.3.8

衛生設備

14.3.8.1

仲介業者は、製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装の契約施設内にあるトイレが、以下の条件を満たすことを確認するものとします。
i.

従業員がアクセス可能で、食品取り扱い作業から分離されて、設計および構築されていること。

ii.

倉庫または製品取り扱い区域から、屋外へ排気されているエアロックを通って、または隣接する部屋を通ってアクセスできること。

iii.

従業員の最大人数に対して十分な数があること。

iv.

容易に清掃および保守できるよう構築されていること。

v.

清潔に保ち、整頓すること。

14.3.8.2 仲介業者は契約サイトにおいて、トイレの排水口が施設内の他の排水口に接続されておらず、浄化槽または下水システムへと導かれるこ
とを確認するものとします。汚染の可能性を最小限に抑えるため、下水の逆流を適切に管理するための手順を文書化し、実施するものとします。
14.3.8.4 仲介業者は契約サイトにおいて、手洗い設備がトイレのすぐ外またはトイレ内に提供され、第 14.3.2.2 の記載に従って設計されているこ
とを確認するものとします。
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14.3.9

食堂

14.3.9.1

仲介業者は契約サイトにおいて、食品取り扱い・保管区域から離れたところに食堂を設けるよう確認するものとします。

14.3.9.2

仲介業者は、契約サイトの食堂が以下の条件を満たすことを確認するものとします。
i.

換気され、良好な照度であること。

ii.

最高人数の従業員を一度に着席させて料理を提供するのに十分なテーブルと座席が提供されていること。

iii.

皿類を洗浄するための飲料用の湯と水が出るシンクを備えていること。

iv.

食物を保管または加熱し、必要な場合は非アルコール飲料を用意することができる冷蔵および加熱設備を備えていること。

v.

清潔に保ち、廃棄物や害虫が発生しない環境にすること。

14.3.9.3 仲介業者は、契約サイト内の食品または一次包装資材取り扱い区域に入る前に手を洗うよう、適切な言語で表示された掲示板を、食
堂内および食堂出口の目立つ位置に掲示していることを確認するものとします。

14.4

加工担当者の規範

14.4.1

食品取り扱いに従事する従業員

14.4.1.1 仲介業者は、食品または飼料製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装の契約施設内で露出した食品の直接的取り扱いに携わる人
員は全員、以下の加工規範に従うよう確認するものとします。
i. 食品または一次包装資材取り扱い区域に立ち入る人員は、必ず専用のドアを通ること。
ii. すべてのドアは閉じた状態に保つこと。廃棄物除去や家畜の輸送で通過する場合、長時間ドアを開放したままにしないこと。
iii. 食品を取り扱う際や包装前は、つけ爪やマニキュアをを使用しないこと。
iv. 包装資材、製品、原料成分は、必要に応じて適切な容器に保管し、床には置かないこと。
v. 廃棄物は廃棄用容器に入れ、定期的に加工区域から除去し、集積したまま放置しないこと。
vi. 従業員は、食品取り扱い/接触区域で加工中の製品を食べたり、味見したりしないこと。
14.4.1.2 仲介業者は契約サイトにおいて、包装済み製品および材料の保管、輸送、取り扱いに関与する人員は全員、製品および材料が損傷や
製品汚染を防ぐような方法で取り扱われ保管されるよう確認するものとします。
14.4.1.3 仲介業者は、食品取り扱い/接触区域で官能評価を実施する必要がある場合は、契約施設が以下の事項を確認するよう、適切な管
理と手順を実施することを確認するものとします。
i.

食品安全の低下につながらないこと。

ii.

官能評価は、許可された担当者によって実施されること。

iii.

官能評価を実施する担当者は、高い基準の衛生規範を遂行すること。

iv.

官能評価は、その用途に装備された区域で実施すること。

v.

官能評価で使用した機器は、消毒し、加工機器とは別に保守・保管すること。

14.4.1.4

仲介業者は、契約サイトの洗い流し用ホースをすべて使用後に専用棚に保管し、床には放置されていないことを確認するものとします。

14.5

水、氷、空気供給

14.5.1

給水

14.5.1.1 仲介業者は、製品の保管、取り扱い、回収、加工、包装の契約施設が、加工作業中に使用するため、および施設や機器の洗浄のため、
既知の清潔な水源から引かれている飲料水を適切に供給することを確認するものとします。
14.5.1.2
します。

仲介業者は、施設や機器の効果的な洗浄を可能にするため、必要に応じて、契約サイトが温水と冷水を供給することを確認するものと

14.5.2

水の微生物学的モニタリングと水質モニタリング

14.5.2.1

仲介業者は、契約施設では水が以下の目的で使用されることを確認するものとします。
i.

食品の洗浄・解凍・処理

ii.

原料または食品の加工助剤

iii.

食品接触表面の洗浄

iv.

氷の製造

v.

食品に接触する蒸気の製造、または食品に接触する水を加熱するために使用

これらの水は、必要に応じて、自治体、国または国際的に認められた飲料水の微生物学的基準および水質基準に従うものとします。
14.5.3

配水

14.5.3.1

仲介業者の契約サイト内での水の供給は、飲料水が汚染されないようにするものとします。

14.5.3.2

仲介業者は、契約サイトの非飲料水の使用が、以下の条件を満たすように管理されることを確認するものとします。
i.

飲料水の配管と非飲料水の配管に相互汚染がないこと 。

ii.

非飲料水の配管および出口が明確に識別されていること。
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水処理

14.5.4.1 仲介業者は、必要に応じて、契約サイトの水処理の方法、装置、材料は効果的な水処理を行うように設計・設置・運用されるよう確認
するものとします。
14.5.4.2
とします。

仲介業者は、契約サイトの水処理装置が使用可能な状態であることを確認するため、定期的にモニタリングされていることを確認するもの

14.5.4.3

仲介業者は、契約サイトの処理済みの水は定期的にモニタリングされ、指定された指標に適合していることを確認するものとします。

14.5.5

氷の供給

14.5.5.1 仲介業者は、加工作業中または加工助剤や原料成分として契約サイトで使用するために提供される氷が、第 14.5.2.1 項に準拠して
いることを確認するものとします。
14.5.5.2 仲介業者は、契約サイトの製氷室および受取口が、第 14.2.1 項、第 14.2.2 項、第 14.2.3 項に記載された材料で構築され、保管
および分配中に氷の汚染を最小限に抑えるよう設計されていることを確認するものとします。
14.5.6

分析

14.5.6.1 仲介業者は、契約サイトが水および氷の供給の清浄度を検証し、実施されている処理方法の実施および効果をモニタリングするため、水
および氷の微生物学的分析を実施していることを確認するものとします。
14.5.6.2

仲介業者は、契約サイトで水と氷が参照基準および方法を用いて分析されるよう確認するものとします。

14.5.7

空気の品質

14.5.7.1 仲介業者は、契約サイトの製造プロセスや食品、包装前、食品接触面に直接接触する圧縮空気は清浄であり、食品安全にリスクをもた
らさないことを確認するものとします。
14.5.7.2 仲介業者は、契約サイトの製造プロセスや食品、包装前、食品接触面に使用される圧縮空気は、純度を定期的にモニタリングされること
を確認するものとします。

14.6

保管と輸送

14.6.1

冷凍・冷蔵保管

14.6.1.1 仲介業者は、冷凍・冷蔵・管理環境設備の食品を保存・取り扱う契約施設が、冷凍・冷蔵・管理環境設備の効果的な運用性能の検
証を提供するよう確認するものとします。冷凍・冷蔵・管理環境設備は、以下の条件を満たすものとします。
i.

衛生的かつ効率的な冷蔵と食品保存を可能にするよう設計・構築されている。

ii.

点検と清掃しやすく設計されている。

14.6.1.2 仲介業者は、冷蔵区域の定期的な清掃を考慮した上で、契約サイトで予測される最大の処理能力で冷蔵または冷凍食品を保管する
ために、十分な冷蔵能力が利用できることを確認するものとします。
14.6.1.3

仲介業者は、契約サイトが解凍および凝縮ラインの排出液を管理し、排水システムに放出することを確認するものとします。

14.6.1.4 仲介業者は、契約サイトの冷凍および冷蔵保存室が温度モニタリング装置を備え、室内の最高温度の部分をモニタリングし、読み取り・
アクセスしやすい測定装置を備えていることを確認するものとします。
14.6.1.5 仲介業者は、契約サイトの積み込みと積み降ろし用ドックが、積み込みと積み降ろし中に製品を保護するよう設計されていることを確認
するものとします。
14.6.2

乾燥原料、包装資材、長期保存可能な包装製品の保管

14.6.2.1 仲介業者は、製品原料、包装資材、その他の乾燥原料の保管に使用する部屋が、濡れた区域から離して配置され、汚染と劣化から製
品を保護するよう構築されていることを確認するものとします。
14.6.2.2 仲介業者は、契約サイトで包装資材の保管用棚が不浸透性材料で組み立てられ、床や保管室の清掃がしやすいように設計されること
を確認するものとします。保管区域は、包装資材が害虫または害獣の温床とならないように構築されるものとします。
14.6.2.3 仲介業者は、契約サイトの食品接触・取り扱い・加工区域、または冷凍保存室で使用される車両が、食品安全ハザードをもたらさないよ
う設計および使用されることを確認するものとします。
14.6.3

機器と容器の保管

14.6.3.1 仲介業者は、機器の保管に使用する契約サイトの保管室が、機器と容器の衛生的かつ効率的な保管を可能にするよう設計および構築
されることを確認するものとします。
14.6.4

危険化学物質と有害物質の保管

14.6.4.1 仲介業者は、契約サイト内に保管された危険化学物質および有害物質が、製品の取り扱いや保管、輸送を行う従業員、製品、包装、
製品取り扱い装置または区域に対してハザードをもたらさないように保管されることを確認するものとします。
14.6.4.2 仲介業者は、契約サイトで加工器具および包装資材が、危険化学物質と有害物質の保管に使用される区域には保管されないよう確
認するものとします。
14.6.4.3 仲介業者は、水の継続的消毒や加工助剤として、あるいは契約サイトの食品接触区域で食品加工機器や表面の応急的な洗浄に使
用する化学物質を毎日供給する必要がある場合は、加工区域の内部または近くに保管することはできますが、その化学物質保管設備へのアクセスは
許可された担当者に制限されることを確認するものとします。
14.6.4.4 仲介業者は、契約サイトで農薬、殺鼠剤、燻蒸剤および殺虫剤を、消毒剤および洗剤とは別に保管されることを確認するものとします。
化学物質はすべて、購入時の容器に入れて保管するものとします。
14.6.4.5

仲介業者は、契約サイトの危険化学物質および有害物質の保管設備が、以下の条件を満たすよう確認するものとします。
i.

国・地方自治体の法規を順守し、化学物質間の相互汚染が起きないように設計されている。
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ii.

適切に換気されている。

iii.

危険物保管区域であることを示す適切な表示がされている。

iv. 危険化学物質と有害物質の取り扱いおよび使用に関して正式のトレーニングを受けた人員だけがアクセスするよう制限するため、セキ
ュリティが確保され施錠可能である。
v.

危険化学物質と有害物質の安全な取り扱いに関する説明書は、従業員が容易にアクセスできる状態である。

vi. 保管施設に含まれるすべての化学物質の詳細かつ最新の在庫一覧を備える。
vii. 保管区域の近くに、適切な救急備品と防護服が準備されている。
viii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込められるよう設計されている。
ix. 漏出事故用キット及び清掃設備を備えている。
14.6.5

代替となる保管方法と製品の取り扱い

14.6.5.1 仲介業者は、第 14.6.1 項～第 14.6.4 項に記述されている製品を一時保管する場合、または収納しきれずに、保管用に設計された
安全な区域以外に置く場合は、リスク分析を実施し、仲介業者に代わって保管された食品の完全性に対するリスクがないことを確認するものとします。
14.6.6

積み込み、輸送、積み降ろしの規範

14.6.6.1 仲介業者に代わって保管、輸送された食品の積み込み、輸送および積み降ろし中に適用される規範は、適切な保管条件および製品の
完全性を維持するよう文書化・実施・設計されるものとします。相互汚染を防ぐための適切な条件のもとで、食品の積み込み、輸送および積み降ろしを
行うものとします。
14.6.7

積み込み

14.6.7.1 仲介業者は、契約サイトで仲介業者の食品輸送に使用する車両（トラック/バン/コンテナ）は、積み込み前に点検し、清潔で、良好な整
備状態であり、使用目的に適切し、製品に対して悪影響を与え得るようなにおいまたはその他の条件がないことを確認するものとします。
14.6.7.2 仲介業者は、契約サイトでの積み込み作業の規範が、製品の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらすことを最小限
に抑えるよう設計されていることを確認するものとします。
14.6.8

輸送

14.6.8.1 仲介業者は、契約サイトで仲介業者の食品輸送に使用される冷蔵装置が食品を必要な温度に維持し、装置の温度設定は積み込み
前に設定・確認・記録し、必要に応じて積み込み中に製品の芯温が定期的に記録されることを確認するものとします。
14.6.8.2 仲介業者は、仲介業者の食品輸送に使用される冷蔵装置が常時作動可能状態にあるものとし、装置動作の確認を完了し、輸送中は
定期的にドアの密閉と保管温度を確認するものとします。
14.6.9

積み降ろし

14.6.9.1 仲介業者は、契約サイトの冷蔵装置のドアを開ける前に、保管温度設定および作動温度が確認、記録されていることを確認するものとし
ます。積み降ろしは効率的に完了するものとし、積み降ろし開始時および積み降ろし作業中は定期的に製品温度を記録するものとします。
14.6.9.2 仲介業者は、契約サイトでの積み降ろし作業の規範が、製品および包装の完全性維持に対して有害な状況に、製品を不必要にさらす
ことを最小限に抑えるよう設計されることを確認するものとします。

14.7

機能の分離

14.7.1

プロセスフロー

14.7.1.1 仲介業者は、契約サイトのプロセスフローが、相互汚染を防ぎ、かつ加工および包装区域を通して製品の連続的なフローとなるように、系
統的に整理して設計されていることを確認するものとします。
14.7.1.2

仲介業者は、契約サイトの人員のフローが、汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理されることを確認するものとします。

14.7.2

原料と包装資材、原料成分の受け入れ

14.7.2.1 仲介業者は、契約サイトの乾燥原料成分および包装資材が、冷蔵の原材料とは別々に受け入れおよび保管され、相互汚染が起こらな
いよう確認するものとします。未加工の原材料は、相互汚染が起こらないように受け入れし、隔離するものとします。
14.7.3

製品の解凍

14.7.3.1

仲介業者は、製品の解凍が契約サイトで義務付けられる場合、その目的に適した設備および室内で実施されることを確認するものとします。

14.7.3.2 仲介業者は、契約サイトでの水解凍装置が、連続的な流れで、水交換速度と温度が製品の劣化や汚染を起こさないように確認するも
のとします。溢流水は床の排水システムへと導き、床には流さないものとします。
14.7.3.3 仲介業者は、契約サイトでの空気解凍設備が、解凍率と温度条件を管理することにより、製品の劣化や汚染を起こさないよう設計され
ることを確認するものとします。
14.7.3.4 仲介業者は、製品にリスクをもたらさないようにするため、契約サイトで解凍した製品の使用済みカートンや包装資材の格納と定期的な
廃棄を行うよう確認するものとします。
14.7.4

高リスクの加工

14.7.4.1

仲介業者は、契約サイトでの高リスク食品加工が、以下のような管理された条件下で実施されることを確認するものとします。
i.

高リスク食品が「殺菌」プロセスや「食品安全への介入」、またはその他の処理後取り扱いを受けるような要注意の区域は、他の加工
や原料、原料取り扱い担当の従業員から保護/隔離し、相互汚染を最小限に抑えるようにすること。

ii.

高リスクの加工区域は、その作業専任の従業員のみが作業を行うこと。

iii.

従業員アクセスポイントは、従業員が特殊な防護服を着用し、各人が高い衛生規範を遂行して製品汚染を防ぐことができるよう、配
置、設計、装備されること。
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iv.

製品輸送ポイントは、高リスクの隔離性を低下させることなく、かつ相互汚染のリスクを最小限に抑えるよう配置、設計すること。

v.

高リスク区域には環境モニタリングプログラムを実施すること。最低限でも、（その業界に適合する）検査を行う該当の病原体または指
標微生物、採取するサンプル数、サンプリングの頻度、是正処置について詳細に記述した書面の手順を文書化すること。責任および
方法が文書化され、実施すること。サンプリングスケジュールが準備されること。

14.7.5

異物混入の管理

14.7.5.1 仲介業者は、契約サイトが仲介業者の製品への異物汚染を防ぐための責任と方法を文書化して実施し、従業員全員に通知することを
確認するものとします。
14.7.5.2 仲介業者は、工場と機器が良好な状態を維持し、潜在的な汚染物質が検出されていないこと、破損や劣化を起こしていないことを確認
するために契約サイトの検査が実施されていることを確認するものとします。
14.7.5.3
仲介業者は契約サイトにおいて、機器を修理または固定するために、紐、ワイヤ、テープなどの一時的固定具の使用が禁止されているこ
とを確認するものとします。
14.7.5.4

仲介業者は、契約サイトでのガラス汚染を防ぐため、該当する区域で以下の予防的措置が実施されることを確認するものとします。
i.

食品または一次包装資材取り扱い/接触区域にあるすべてのガラス製の物品、または同様の材料でできた物品は、その区域の詳細を
含め、ガラス登録簿に記載する。

ii.

ガラス、磁器、陶器、実験用ガラス器具、またはその他同様の材料でできた容器、機器、その他の器具（製品がこれらの材料でできた
包装資材に包装されている場合や、ガラス製のダイヤルカバーのある測定機器、規制により必要な水銀温度計を除く）は、食品加工/
接触区域では許可されない。

iii.

食品または一次包装資材取り扱い/接触区域の定期的な検査を実施して、その区域にガラスやその他同様の材料がないことを確認
し、ガラス登録簿に記載された物品の状態に変化がないことを確認する。

iv.

毎回シフトの開始時と終了時に、加工機器のガラス製機器ダイヤルカバーおよび水銀温度計を点検し、破損がないことを確認する。

14.7.5.5 仲介業者は、契約サイトの食品や一次包装資材取り扱いおよび保管に使用される木製パレットおよびその他の木製器具は、その用途専
用とし、清潔で、良好な形状と状態で維持されることを確認するものとします。またその状態は定期検査の対象となります。
14.7.5.6 仲介業者は、契約サイトの機器、機器カバー、頭上構造にある、固定されていない金属製物品が、除去されるかしっかりと固定されてい
ることを確認し、ハザードをもたらさないことを確認するものとします。
14.7.5.7 仲介業者は、契約サイトが加工および包装業務に使用する刃物および切断器具を管理し、清潔に保ち、良好に保守するよう確認する
ものとします。
14.7.6

異物の検知

14.7.6.1 仲介業者は、契約サイトが異物を除去また検出するための、モニタリング、維持、校正、およびスクリーンやふるい、フィルター、その他の技
術の使用に関する責任、方法、頻度を文書化し、実施することを確認するものとします。
14.7.6.2 仲介業者は、契約サイトが金属検知機またはその他の物理的汚染検出技術の動作効果を日常的にモニタリング、妥当性確認、検証
するよう確認するものとします。機器は不良品を分離し、不合格になった場合はその結果を示すよう設計するものとします。
14.7.6.3
14.7.7

仲介業者は、契約サイトが異物検出装置による検査とその検証記録を維持し、仲介業者が閲覧できることを確認するものとします。
異物混入事故の管理

14.7.7.1 仲介業者は、契約サイト内で製品の異物混入が起こった場合はすべて、影響を受けたバッチまたは品目が分離、検査、再作業、または
廃棄されることを確認するものとします。
14.7.2.2 仲介業者は、契約サイトでガラスまたは類似物の破損が起こった場合は、影響を受けた区域を分離・清掃・完全に点検し（清掃用具お
よび靴を含む）、適切な責任者の承認を受けてから、操業を再開するよう確認するものとします。

14.8

施設内の検査室

14.8.1

配置

14.8.1.1 仲介業者は、契約施設の施設内検査室は、食品加工または取り扱い作業とは別の区域に配置し、許可された担当者のみが出入りす
るような設計にすることを確認するものとします。
14.8.1.2 仲介業者は、契約サイトで保持する検査室廃棄物はすべて隔離して格納され、食品廃棄物とは別に管理するための設備を用意するこ
とを確認するものとします。検査室からの排水出口は、少なくとも、食品加工および取り扱い区域の排水口の下流に設けるものとします。
14.8.1.3 仲介業者は、契約サイトで検査室区域が許可された担当者のみがアクセスできる制限区域であることを示す、表示が掲示されることを確
認するものとします。

14.9

廃棄物処理

14.9.1

乾燥および液体廃棄物の処理

14.9.1.1 仲介業者は、乾燥、湿潤、液体廃棄物の回収および取り扱い、ならびに契約サイトから除去されるまでの保管についての責任と方法が
文書化・実施されることを確認するものとします。
14.9.1.2 仲介業者は、廃棄物は契約サイトから定期的に除去され、食品取り扱いまたは保管区域に集積させないよう確認するものとします。指定
された廃棄物集積区域は、外部の廃棄物が回収されるまでの間、清潔かつ整理された状態に維持するものとします。
14.9.1.3 仲介業者は、契約サイトがトロリー、車両、廃棄物処理機器、回収容器、保管区域を、使用可能な状態に維持し、定期的に清掃・消
毒して、害虫や害獣をおびき寄せない状態であることを確認するものとします。
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モジュール 14: 食品安全の基礎 - 食品仲介業者お
よび代理業者の適正製造規範

14.9.1.4 仲介業者は契約サイトにおいて、切り落とし屑、非食用の材料、使用済み包装を含むすべての固体ゴミを廃棄するための、適切な設備
が用意されることを確認するものとします。廃棄までの間、施設内に保持される廃棄物は別の保管設備に保管し、適切なハエ防御を行い、閉じ込める
ことによって、ハザードをもたらさないようにします。
14.9.1.5 仲介業者は、契約サイトで加工および食品取り扱い区域のすべての液体廃棄物を廃棄するための、適切な設備が用意されることを確認
するものとします。液体廃棄物は、加工環境から継続的に除去されるか、あるいは、廃棄までの間、指定保管区域の蓋付きの容器内に保持し、ハザー
ドをもたらさないようにします。
14.9.1.6 仲介業者は契約サイトにおいて、廃棄物管理効果の確認が毎日の衛生点検の一部を構成しており、この点検結果を相当する衛生報
告書に含めることを確認するものとします。

14.10

屋外

14.10.1

地面と道路

14.10.1.1 仲介業者は、契約施設周囲の地面および道路の埃は最小限に抑えられており、廃棄物や屑の集積がない状態で保守され、害虫や害
獣をおびき寄せない状態であることを確認するものとします。
14.10.1.2 仲介業者は、契約サイトの通路、道路、積み込みおよび積み降ろし区域が、施設の食品安全のための操業に対してハザードをもたらさ
ないよう保守されていることを確認するものとします。
14.10.1.3 仲介業者は、契約サイトの周囲はきちんと整頓された状態を維持し、施設の衛生的操業にハザードをもたらさないよう確認するものとします。
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モジュール 15: 食品ケータリング業、卸売業、小売業
の適正製造規範

モジュール 15: 食品安全の基礎- 食品ケータリング業、卸売業、小売業の適正製造規範
（GFSI G、H）
本モジュールでは、食品の小売または卸売供給、食品ケータリング業の適正製造規範要件について説明しています。
本モジュールを実施するサプライヤーは、モジュール 2: SQF システム要素の要件を満たすことも必要です。
適用される食品セクター区分（FSC）は以下の通りです。
FSC24: 食品小売業
FSC23: 食品ケータリング業とフードサービス業

まもなく公開予定

本モジュールは、小売業向け GFSI ガイドライン発行後に公開されます。
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モジュール 16: セントラルサイトが管理する SQF マルチサイトプログラムの要件
16.1

対象範囲

16.1.1

本モジュールでは、SQF の認証を受けたセントラルサイトが管理するマルチサイトプログラムの認証の確立と維持に関する要件を概説します。

16.1.2
マルチサイトプログラムが、セントラル倉庫や配送センターおよび多数のサテライト倉庫（サブサイト）と関与する場合は、少なくとも 20 のサブ
サイトを設ける必要があります。

16.2

定義

16.2.1
SQF マルチサイトプログラムはセントラルサイトで構成され、この下で行われる活動は法的または契約的提携に基づき、サブサイトネットワ
ークの食品安全および品質管理システムを管理・制御するよう計画されます。
16.2.2

本規定で用いられる用語の定義は添付書類 2: 用語集に記載され、以下の定義が適用されます。

16.2.3
セントラルサイトとは、SQF 規定で認証された事業主（メーカー、パッカー、倉庫など）、またはそのような認証資格を有する事業主です。こ
れらの事業主は、SQF 規定の認証資格を有しかつすべてが同じ低リスク活動に関与している一次サプライヤーサブサイトのネットワークを持つものとしま
す。セントラルサイトとすべてのサブサイトは 1 ヵ国内に配置され、同じ食品安全法の下で運用される。

16.3

マルチサイト組織の資格基準

16.3.1

セントラルサイトは、SQF マルチサイトプログラムの責任を有する事業主です。

16.3.2

サブサイトは、法的または契約的な取り決めによってセントラルサイトにリンクされています。

16.3.3 セントラルサイトとサブサイトは、認証機関との契約書に記載されているものとします。マルチサイトプログラムに含まれるセントラルサイトとすべて
のサブサイトは、1 つの認証機関による審査を受けなければいけません。
16.3.4 セントラルサイトは、サブサイトの管理とサブサイトの内部審査を含む、SQF システムの実施を行うものとします。セントラルサイトは、
サブサイトと同じ SQF の認証レベル（パート B、モジュール 1 を参照）、またはそれ以上のレベルである必要があります。
16.3.5 サブサイトは共通 SQF システムの実施を行い、このシステムはセントラルサイトによる継続的なサーベイランス審査の対象となります。
すべてのサブサイトは同じレベルであるものとします。
16.3.6 セントラルサイトは、サブサイトに必要が生じた場合に是正処置を実施するものとします。この旨は、セントラルサイトとサブサイト間の
契約書に記載されるものとします。
16.3.7 各サブサイトから供給される製品またはサービスは、同じ基本的方法および手順に従って生産された、実質的に同種の製品または
サービスであるものとします。各サブサイトの規模と従業員数は同等であるものとします。
16.3.8

セントラルサイトは、SQF マルチサイトプログラムの継続期間にわたって、SQF 認証を確立し維持するものとします。

16.3.9

セントラルサイトの SQF 管理システムは、中枢管理された計画に基づいて実施され、中枢管理の評価を受けるものとします。

16.3.10 セントラルサイトは、そのセントラルサイトを含む全サイトからのデータを収集・分析する機能を有し、必要に応じて組織的変更を開
始する権限と能力を有するものとします。
16.3.11 中枢管理部門とサブサイトは、セントラルサイトの内部審査プログラムの対象となり、プログラムに従い、および認証審査の前に審査を受け
るものとします。

16.4

内部審査

16.4.1
セントラルサイトは内部審査手順を文書化するものとします。これには、内部審査スケジュールを含め、サブサイトおよびセントラルサイト管
理部門の審査実施方法の概要を記述するものとします。
16.4.2
モジュール 2 のすべての関連要素、および食品セクター区分に適用される GAP または GMP モジュールを含む内部審査を少なくとも年 1
回、および繁忙期中に実施するものとします。

16.5

内部審査員

16.5.1

内部審査を実施する人員は、以下の条件を満たすものとします。
i.
ii.
iii.

SQF システムトレーニングコースを修了している。
内部審査員トレーニングを修了している。
内部審査と同じ食品セクター区分に関する知識がある。

16.5.2
マルチサイト組織の内部審査を確認し、内部審査結果を評価する人員は、内部審査を実施する人員とは別の者とし、内部審査手順の
トレーニングを受け、SQF コンサルタントまたは SQF 審査員として登録されている者とします。
16.5.3
セントラルサイトが内部審査業務を外注契約する場合は、その契約者が SQF コンサルタントまたは SQF 審査員として登録されている場
合に限り認められます。
16.5.4

内部審査業務を外注契約する場合、セントラルサイトはその契約者が完了した作業の内容と有効性に説明責任を持つものとします。

16.5.5

契約手続きは、SQF 規定の第 2.3.3 項に従うものとします。

16.6

マルチサイト組織の審査と認証

16.6.1
SQF マルチサイト組織の審査と認証は、SQF ライセンスおよび資格を有した認証機関によって完了されるものとします。第三者審査には、
以下の事項が含まれます。
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i

認証審査（文書審査・現地審査を含む）

ii

サーベランス審査

iii

再認証審査

16.6.2 マルチサイト組織の初回の認証審査およびその後のサーベイランス審査・再認証審査は、SQF セントラルサイト、セントラルサイトの内部審
査部門、およびサンプル抽出された 1 ヵ所のサブサイトに焦点を当てるものとします。

16.7

審査の頻度

16.7.1

セントラルサイトおよびサンプル抽出された 1 ヵ所のサブサイト（第 16.10 項を参照）の認証審査は、12 ヶ月ごとに実施するものとします。

16.7.2

各サイトの再認証審査は、初回の認証審査の最終日から前後 30 暦日以内に実施するものとします。

16.7.3

各認証審査と再認証審査サイクルで、セントラルサイトはサンプル抽出されたサブサイトの前に審査を受けるものとします。

16.7.4 サーベイランス審査は、格付け「C - 合格（順守）」を受けた、複数サイトプログラム内の任意のサイトに対して実施されるものとします。サーベ
イランス審査は、最後の認証審査の最終日から 6 ヵ月目の前後 30 暦日以内に実施するものとします。サブサイトが格付け「C - 合格（順守）」を受け
たためにサーベイランス審査の対象となった場合、セントラルサイトはそのサブサイトの内部審査のレビューも行う必要があります。
16.7.5 セントラルサイトまたはサンプル抽出されたサブサイトのいずれかで、審査の際に重大な不適合が検出された場合、あるいは格付けが「F –
不合格（不順守）」のみであった場合は、そのセントラルサイトおよびすサンプル抽出された 1 ヵ所のサブサイトで実施されるその後の審査で格付け「「C 合格（順守）」以上に到達するまで、そのセントラルサイトおよびすべてのサブサイトの認証書は一時停止となります。格付け「F – 不合格（不順守）」を
受けたサイトは、次回の審査サイクルでサンプルに含めるものとします。

16.8
16.8.1

サブサイトの選択
サンプルの選択は、認証機関の責任で行う。

16.8.2 サンプルは以下の要素に基づき一部選択的、一部非選択的であり、サンプル抽出の無作為的要素を除外することなく、さまざまなサブサイト
の範囲が選択されるものとします。選択されたサブサイトの少なくとも 25％が無作為的な選択に基づくものとします。
16.8.3

サンプル抽出されるサブサイトは、認証書の有効期限中に選択されたサブサイト間の違いがなるべく大きくなるように選択するものとします。

16.8.4

サブサイトの選択基準は、とりわけ以下の要素を含むものとします。
i

内部審査の結果または前回の認証評価

ii

修正と是正処置に対する不服申し立ておよびその他関連する事項の記録がある。

iii

多様なサブサイトの規模

iv

多様な作業手順

v

最後の認証評価以降に行われた変更内容

vi

地理的分散

vii プログラムに追加された新規サプライヤー（第 16.10 項を参照）
16.8.5

セントラルサイトは、サンプルを構成するサブサイトについて通知を受け、その審査準備をするために充分な時間が与えられるものとします。

16.8.6 セントラルサイトの SQF システム（サブサイトの内部審査手順を含む）は、認証審査、各サーベイランス審査（該当する場合）および再認証
審査中に評価されるものとします。

16.9

サンプル抽出されるサブサイトの規模の決定

16.9.1

この項で記述されていないサンプルの規模を適用する場合、認証機関はその正当な理由を記録するものとします。

16.9.2

認証審査または再認証審査で審査されるサブサイトの最小数は、サブサイトの平方根に係数 1.5 を掛け (y=1.5√x)、整数に切り上げ
た数です。

16.9.3

認証機関が、認証対象となる管理システムに含まれる活動のリスク分析を実施し、以下のような要素に関して特殊な状況が判明した場合
は、サンプルの規模を上げるものとします。

16.10

i

各サブサイトで実施されるプロセスに大きな相違がある。

ii

修正と是正処置に対する不服申し立ておよびその他関連する事項の記録がある。

iii

食品安全管理の全体的な破綻が示されている。

iv

不適切な内部審査、または内部審査の所見で対処が求められる場合。

追加のサブサイト

16.10.1 新規サブサイトまたはサブサイト群が認証済みの SQF マルチサイトプログラムに参加する場合、新規の各サブサイトまたはサブサイト群を次回
の再認証審査サンプルに含めるものとします。今後の再認証審査向けにサンプルの規模を決定するため、新規サブサイトを既存のサイトに追加するもの
とします。

16.11

不適合の取り扱い

16.11.1 セントラルサイトの内部審査で、いずれかのサブサイトから不適合が検出された場合は、セントラルサイトが調査を行い、他のサブサイトが影
響を受けている可能性があるかどうかを判断するものとします。認証機関は、内部審査中に検出されたすべての不適合を正すための対処をそのセントラ
ルサイトが実施したことについて、およびすべてのサブサイトに該当する全体的なシステム欠陥を示唆しているか否かを判断するため、すべての不適合が
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調査されたことについて、証拠を求めるものとします。実施された証拠がある場合は、セントラルサイトおよびサブサイトの両方で適切な是正処置を行うも
のとします。セントラルサイトは認証機関に対して、すべてのフォローアップ処置の正当な理由について説明するものとします。
16.11.2 認証機関による審査で、セントラルサイトまたはいずれかのサブサイトで不適合が検出された場合、パート A の第 3.2 項の記述に従い、認
証機関による処置が行われるものとします。
16.11.3 セントラルサイトで不適合が検出された場合は、そのセントラルサイトが管理機能を充分に再構築するまでの間、認証機関はサンプル抽出
頻度を増やすものとします。
16.11.4 満足のいく是正処置を実施し、すべての不適合に対処するまで、そのセントラルサイトおよびサブサイトには初回認証時およびその後の再
認証時に認証書が発行されないものとします。
16.11.5 認証審査、サーベイランス審査、再認証審査中に、1 ヵ所のサブサイトで不適合が検出され、その問題を克服するために、セントラルサイト
がその「問題のある」サブサイトを認証対象範囲から除外するよう求めることは認められません。

16.12

マルチサイト組織に発行される認証書

16.12.1 SQF マルチサイトプログラム内のセントラルサイトおよび全サブサイトに、認証書が発行されるものとします。セントラルサイトの認証書には、
そのマルチサイトプログラムに参加しているすべてのサブサイトを掲載した添付書類が含まれるものとします。サブサイトの認証には、当該認証がマルチサイ
ト認証の一部である旨が記述されるものとします。
16.12.2 セントラルサイトおよびサブサイトの認証日は、その認証サイクルにおいて最後の審査が実施された日付となります。認証書の有効期限日
は、サブサイト審査最終日の認証書の決定に基づきます。
16.12.3 セントラルサイトまたはいずれかのサブサイトが、認証書維持の必須基準を満たさない場合、マルチサイトプログラム内のすべてのサイト認証
書は取り消されるものとします。
16.12.4 サブサイトのリストは、セントラルサイトによって最新状態に維持されるものとします。セントラルサイトは認証機関に対して、サブサイトの閉鎖
または新規サブサイトの追加について通知するものとします。そのような情報の提供を行わなかった場合、認証機関はこれを認証書の悪用と見なし、認
証機関が満足するよう是正されるまで、マルチサイト組織の認証書は一時停止されるものとします。
16.12.5

追加のサブサイトは、サーベイランス審査または再認証審査の結果、既存の認証に追加されるものとします。

16.12.6 一次サブサイトが 4 ヵ所以上の二次施設（例: 栽培区域）を有する場合、その一次サブサイトと、二次サイトの 50％が審査されるものと
します。審査時間の延長を正当化する根拠がある場合は、50％を超える二次サイトが審査されます。
16.12.7 サーベイランス審査は、セントラルサイトが 格付け「C - 合格（順守）」を受けた場合に限り義務付けられます。いずれかのサブサイトが審
査に不合格となった場合、そのセントラルサイトの認証書を含むすべての認証書が（発行済みの場合は）保留、一時停止または取り下げとなります。その
グループ内のすべてのサブサイトが認証されるまで、一時停止または取り下げの処分は持続するものとします。
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添付書類 1: SQF 食品セクター区分
区分
No.
1

（サプライヤーの認証
範囲）
家畜および狩猟動物の
生産、捕獲、産出

GFSI 業界
対象範囲
Al: 家畜の飼育

SQF 規定の適用モジュール
モジュール 2: システム要素
モジュール 5: 家畜飼育における適正農業規
範

家畜の放し飼い生産

説 明

家畜の捕獲、輸送、維持、集中畜産、放し飼いに適用さ
れるが、魚類は含まない。

家畜の集中生産

生鮮農産物の栽培・生
産:

Fl: 単一成分飼料の製
造

モジュール 2: システム要素

Bl: 植物製品の栽培

モジュール 2: システム要素

モジュール 3: 動物飼料製造における適正製
造規範

モジュール 7: 青果栽培における適正農業規
範

動物飼料の全未加工材料の生産、収穫、輸送、保管に
適用される。製造された動物飼料は含まれない。

牧草、サイレージ、乾草を含む。

低リスク

全形の生鮮青果の生産、収穫、調整、現地包装、輸
送、制御温度による保管に適用される。 果樹栽培、ブド
ウ栽培、水耕栽培、苗床運営を含め、広域大型および集
中園芸生産システムによるあらゆる栽培製品を含む。

以下を含むすべての種類の青果：

全般に低リスク。一部の製
品は高リスクに分類される

小売用またはさらなる加工向けの、生鮮および前包装済み
の未加工全形青果の、包装、分類、グレード付け、洗浄、
環境温度管理保管、輸送に適用される。

包装工場で包装され、管理された環境での保管・
輸送を受け得るような、すべての青果品種を含む。

低リスク

シリアル類その他の穀物の生産、収穫、調合、輸送、保管
に適用される。

シリアル類および穀物の全種で、小麦、エンバク、豆
類、大豆、マメ科植物、トウモロコシ、穀粒、綿花を
含むがそれに限定されない。

全般的に低リスクだが、製品
や加工法の中には高リスク
に分類されるものがある。

非加熱喫食調理済み
（RTE）食品

5

低リスク

ハチ

さらなる加工を受ける生
鮮農産物

4

シカ、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ、家禽類、ダチョウ、エミ
ュー、卵など。

バッファロー、イノシシ、エミュー

養蜂

3

含まれるもの:

ウシ、ヒツジ、ヤギ

狩猟動物

動物飼料の栽培と収穫

リスクレベル

ウシ、仔牛、仔羊、ブタ、家禽類、卵

酪農業

2

製品例

生鮮農産物の包装工場
業務

D: 植物製品の前処理

広域大型農業と種子の
生産

Bll: 穀物・豆類の栽培

モジュール 2: システム要素
モジュール 10: 植物製品前処理における適
正製造規範
モジュール 2: システム要素
モジュール 8: 穀物・豆類栽培における適正
農業規範

熱帯性および温帯性果樹の果実、ニンジン、ビー
ト、イモ、ワイン用ブドウ
食用ブドウ、イチゴ、ラズベリー、ブルーベリー、あらゆ
る種類の葉物野菜、サラダ用ミックス、トマト、ピーマ
ン類、ハーブ・スパイス類、トマト、ネギ、ベビーホウレ
ンソウ、レタス、メロンなど。

緑豆の種子、アルファルファの種子、クレソンの種子。
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区分
No.
6

（サプライヤーの認証
範囲）
魚の捕獲および集中的
養殖

GFSI 業界
対象範囲
All: 魚介類の養殖

SQF 規定の適用モジュール
モジュール 2: システム要素
モジュール 6: 魚養殖における適正養殖規範

天然捕獲魚。

説 明

製品例

リスクレベル

淡水および海産の魚類および貝類の養殖、野生漁獲、集
中的養殖に適用される。洗浄、輸送、保管を含み、海洋
におけるエラ取り、ワタ抜き、皮引き、冷蔵業務にも及ぶ。

淡水および海産の魚類および貝類の全種で、以下
を含む。

全般的に低リスクだが、製品
や加工法の中には高リスク
に分類されるものがある。

養殖および非加熱喫食
調理済み（RTE）魚介
類。
7

食肉解体場、骨取りおよ
び食肉処理業務:

マグロ、アワビ、ロブスター、エビ、サケ、タイ、その他の
一般的魚類。
マグロ、カキ、イガイ類、サケ、ティラピア、エビ、バス、
ナマズなど。

C: 動物生産品前処理

モジュール 2: システム要素
モジュール 9: 動物生産品前処理における適
正製造規範

赤肉

喫食を目的とするすべての動物および狩猟動物の屠畜、食
肉調整、加工、輸送、保管、冷蔵、冷凍、卸売に適用さ
れ、あらゆる肉切り身にも及ぶ。

未調理の家禽類、豚肉および赤肉動物で、小売食
肉店、骨抜き作業場、食肉卸売市場において調整
するもの、ひき肉を含む。

低リスク

豚および赤肉類の骨付きおよび全筋ヒレ肉で、赤ひ
き肉を含む。

家禽肉

家禽類の骨付きおよび全筋ヒレ肉で、家禽類ひき
肉を含む。

8

9

生産された獣畜および家
禽肉の加工

El: 生鮮畜産製品の加
工

モジュール 2: システム要素

魚介類の加工:

El: 生鮮畜産製品の加
工

モジュール 2: システム要素

生鮮魚および全水産物
非加熱喫食調理済み
（RTE）魚介類で未調理
のもの

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

肉類（すべての赤肉類および家禽類）を主要な原料成分と
する加工、製造、輸送、保管業務に適用される。すべての
高付加価値化業務（調理後冷凍、パン粉付け、保存処
理、燻製、調理、乾燥、発酵、真空包装）、冷蔵、冷凍業
務を含むが肉類および家禽製品の缶詰作業は除く。

家禽肉、豚肉、赤肉の混合物および生、熱処理、
発酵処理した家禽肉、豚肉、赤肉類でサラミ、ホッ
トドッグ、ソーセージ類、ベーコン、ペパロニ、ミートペー
ストなどを含む。

高リスク製品で加工に関す
る知識を要する

全魚介類の加工、製造、輸送、保管に適用され、解体、
発酵、パン粉付け、燻製、調理後冷凍、冷蔵、乾燥、真
空包装を含む高付加価値化業務にも及ぶが、魚介製品
の缶詰作業は除く。

含まれるもの:

高リスクに分類される製品も
ある。

11

12

酪農食品の加工

蜂蜜の加工

鶏卵の加工

刺身、寿司、カキやイガイ類などの生貝類で未調理
のもの
冷蔵または冷凍のすり身、燻製、調理済み魚介製
品で、喫食前にさらに調理する必要のないものを含
む。

非加熱喫食調理済み
（RTE）魚介類で調理済
みのもの
10

魚体、魚ヒレ肉、成形練り製品、パン粉付き魚介ポ
ーション、未調理魚介製品

El: 生鮮畜産製品の加
工

モジュール 2: システム要素

El: 生鮮畜産製品の加
工

モジュール 2: システム要素

El: 生鮮畜産製品の加

非加熱喫食調理済み
（RTE）製品で未調理のも
のは高リスクで、加工に関す
る知識を要する

集乳したすべての種からなる食料品の加工、輸送、保管に
適用します。牛乳の冷凍、低温殺菌、限外濾過、蒸発/
濃縮、発酵、浄化、培養、噴霧乾燥を含む付加価値のあ
る処理にも適用しますが、UHT（超高熱処理）には適用さ
れません（FSC 15 を参照）。

すべての集乳作業および牛乳、クリーム、バター、カッ
テージチーズ、サワークリーム、あらゆる形のチーズ、ヨ
ーグルト、アイスクリーム、乾燥乳を含む。豆乳や豆
腐など、牛乳の代替品を含む（加工や技術が本質
的に同じもの）。調製粉乳も含む。

高リスク製品で加工に関す
る知識を要する

蜂蜜採集用のあらゆる種から得た食品の加工、輸送、保
管に適用され、高付加価値化業務を含む。純化および処
理業務を含む。

蜂の巣、花粉、ローヤルゼリーを含む。

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

モジュール 2: システム要素

集卵および加工用のあらゆる種から得た食品の加工、輸

生鮮卵で、卵を主要な原材料とする高付加価値化

高リスク製品、一般に低リス

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範
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区分
No.

13

14

15

GFSI 業界
対象範囲

（サプライヤーの認証
範囲）

パン・スナック食品の加工

青果の加工

缶詰（乳製品を除く）、低
温殺菌、UHT（超高温
殺菌）、殺菌業務

SQF 規定の適用モジュール

説 明

製品例

リスクレベル

工

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

送、保管に適用される。

製品を含む。

クの加工

ElV: 常 温 保 存 製 品 の
加工

モジュール 2: システム要素

押し出し形成によるスナック菓子およびケーキミックス調整品
の加工、輸送、保管に適用され、製パン業務のすべてにも
及ぶ。

ミートパイ、カスタードパイ、パン、クッキー、ケーキ、ケ
ーキミックス、あらゆる種類のスナック菓子などオーブン
で焼いた食品を含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

Ell: 生鮮植物製品の加
工

モジュール 2: システム要素

冷凍、発酵、乾燥、薄切り、角切り、裁断、雰囲気調整
加工を含むすべての青果の加工、輸送、保管、販売に適
用される。青果ジュースの製造または青果の缶詰作業は含
まない。

冷凍を含む。発酵、乾燥、薄切り、角切り、裁断、
雰囲気調整包装（MAP）された青果製品で、調整
済みおよび惣菜店のサラダを含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

ElV: 常 温 保 存 製 品 の
加工

モジュール 2: システム要素

低酸性缶詰食品の加工、輸送、保管および殺菌（レトルト
処理）、UHT（超高熱処理）その他の高温処理で他に区
分されないものと、それに伴う密封容器の製造に適用され
る。

含まれるもの:

高リスク製品で加工に関す
る知識を要する

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

金属、ガラス容器あるいはレトルトパック入りの魚介
類、肉類、青果類、その他低酸性スープおよびソー
スの商業的殺菌業務。低温殺菌のジュース。
以下の食品の UHT（超高温）処理。

16

17

18

19

氷・飲料の加工

菓子製造

保存食品製造

食品原料製造

ElV: 常 温 保 存 製 品 の
加工

モジュール 2: システム要素

発酵、濃縮、防腐剤充填、乾燥処理業務に適用される。

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

粉乳、牛乳や乳製品の低温殺菌および UHT（超高温）
処理、青果ジュース製造業務は含まれない。

ElV: 常 温 保 存 製 品 の
加工

モジュール 2: システム要素

ElV: 常 温 保 存 製 品 の
加工

モジュール 2: システム要素

L: バイオケミカル製造

モジュール 2: システム要素

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範



低温殺菌、缶詰、冷蔵されたカニ肉



牛乳、乳製品



卵、卵製品



青果ジュース

低温殺菌されていない青果ジュース飲料、炭酸清
涼飲料、炭酸および無炭酸水、ミネラルウォーター、
氷、ワイン、ビール、その他のアルコール飲料、粉末
飲料、紅茶、コーヒー製品を含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

すべての種類の菓子の製造、輸送、保管に適用され、チョ
コレートおよび準チョコレートを元にした加工のすべてにも及
ぶ。

精製、コンチング、デンプン成形、圧縮、押出し、真
空調理を行うすべての菓子製品を含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

高温加工法により保存されるすべての食品で他に区分され
ないもの、高温処理されず組成上保存可能な食品、その
他の許容される代替的な方法で他に区分されないものによ
る加工、輸送、保管に適用される。

ドレッシング、マヨネーズ、各種ソース、マリネ、酢漬
け食品、ピーナツバター、マスタード、ジャム、各種フ
ィリングを含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

培養菌および酵母を含む乾燥食品原料成分の加工、混
合、再包装、輸送、保管に適用されるが、乳製品、発酵
肉、その他の発酵食品で他に区分されるものは含まれな
い。

チーズ、ヨーグルト、ワイン製造に使用する種菌、製
パン業界で使用する種菌、食品の保存に使用する
酢などその他の製品を含む。その他の製品として、
添加物、保存料、香料、色素、スープミックス、ソー
ス、乾物、塩、砂糖、香辛料、その他の調味料を
含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す
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20

Elll: 生鮮畜産製品・植
物製品の加工

モジュール 2: システム要素

油脂および油脂ベースの
スプレッド製造

Elll: 生鮮畜産製品・植
物製品の加工

モジュール 2: システム要素

シリアル用穀物・ナッツ類
の加工

Ell: 生鮮植物製品の加
工

モジュール 2: システム要素

23

食品ケータリング業と食品
サービス業

G: ケータリング

24

食品小売業

25

21

22

26

27

調理済み食品製造

喫食前に調理または加熱を要し、一定範囲の食品原料成
分（調合食品）から調整する食品の加工、受け入れ、制御
温度による保管、輸送に適用される。

非加熱喫食調理済み（RTE）の冷蔵食およびデザ
ート、冷凍食、ピザ、冷凍パスタ、スープ、ミールソリ
ューション、真空調理食品、フリーズドライおよび乾
燥保存食品を含む。

高リスク製品で加工に関す
る知識を要する

あらゆる動物性および植物性油脂の製造およびマーガリン
の製造に適用される。純化および精製処理を含む。

ショートニング（動物性および植物性）、油脂（オリー
ブ油、ピーナツオイル、コーン油、植物油、サンフラワ
ー油、サフラワー油、カノーラ油、ナッツオイル、種油）
およびマーガリンなど油脂ベースのスプレッドを含む。

低リスク

あらゆる種類のシリアル用穀物・ナッツ類に適用され、選
別、グレード付け、摘み取り、大容量穀物の取り扱い、製
粉、ナッツ類の圧出、焙煎、乾燥、裁断、粉砕処理を含
む。

小麦、マメ科植物、米類、大麦、オウバク、キビ・ア
ワ・ヒエ、ナッツバター・ペースト、パスタ、朝食用シリア
ル、薄切り、細切り、粉砕ナッツを含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

この版では利用できません

消費者が調整済み調合食品で加工する必要がなく喫食
が可能な、すべての食品の調整およびサービス活動で、輸
送、保管、販売を含む。

食品ケータリングサービス、小売惣菜・セルフサービス
施設、レストラン、ファストフード販売店、惣菜店、
校内のカフェテリア（学食）、病院・施設の食事サー
ビス、託児所、移動店舗、宅配食サービスを含む。

高リスク製品で加工に関す
る知識を要する

H: 小売業・卸売業

この版では利用できません

常温保存あるいは前処理および包装済み食品、および/ま
たは消費者がさらに調整することを意図した食品の小売レ
ベルにおける受け入れ、取り扱い、保管、展示に適用され
る。

小売販売店を通じて販売され高リスクと見なされな
いすべての食品を含む。

低リスク

生鮮農産物の卸売・流
通

Jl: 輸 送 ・ 保 管 サ ー ビ ス
提供－生鮮食品と飼料

モジュール 2: システム要素

すべての生鮮農産物の卸売レベルにおける受け入れ、制御
温度による保管、展示、取りまとめ、販売に適用される。

未処理のすべての生鮮青果の輸送、保管、配達、
および保護されている（皮付き）製品の再包装を含
むが、露出した製品の再包装や何らかの加工作業
中のものは含まない。

低リスク

食品の卸売・流通

Jll: 輸送・保管サービス
提供 – 常温保存食品
と飼料

モジュール 2: システム要素

食品全般の卸売レベルにおける受け入れ、保管、展示、取
りまとめ、販売に適用される。冷蔵、冷凍、乾物、常温保
存あるいは前処理および包装済み食品、消費者がさらに
調整することを意図した食品を含む。

小売および食事サービス施設を通じて販売される低
リスク・高リスクの全食品の輸送、保管、配達、回
収、外側（二次的）包装の追加を含むが、露出した
製品の再包装や何らかの加工作業中のものは含ま
ない。

低リスク

M: 食品包装資材製
造

モジュール 2: システム要素

食品セクター包装資材の製造、保管、輸送に適用され
る。

可とう膜、段ボール容器、金属容器、可とうパウ
チ、ガラス容器、プラスチックおよび発泡容器
（PET、ポリスチレンなど）、単回使用食事サービス
製品などの全食品グレード包装資材を含む。

低リスク

食品セクター包装資材製
造

28

農薬散布サービス提供

29

田畑収穫サービス提供

30
31

I: 食品安全サービス提
供

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

モジュール 12: 食品の輸送・流通における適
正販売規範

モジュール 12: 食品の輸送・流通における適
正販売規範

モジュール 13: 食品包装資材製造におけ
る適正製造規範
この版では利用できません

農地の作物噴霧業務の提供に適用される。

乾燥状態あるいは水溶液として噴霧する殺虫剤お
よび肥料を含む。

適用方法および適用時期
により高リスク活動となる。

I: 食品安全サービス提
供

この版では利用できません

田畑収穫サービス業務を提供するための手作業および装
置の提供に適用される。

生鮮青果摘み取り作業者、稲刈り作業者、ナッツ
摘み取り作業者を含む。

作物によっては高リスク活動
となる。

衛生サービス提供

I: 食品安全サービス提
供

この版では利用できません

サイト内または田畑内の衛生施設、このような施設の業
務および保守に適用される。

栄養補助食品製造

L: バイオケミカル製造

モジュール 2: システム要素

栄養補助食品の製造、調合、輸送、保管に適用される。

固定および移動のトイレ設備、手洗い設備、足浴
所、契約による清掃サービスを含む。
ビタミン、生菌、商標補助食品を含む。

モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範
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32

ペットフード製造

Fll: 複合飼料製造

モジュール 2: システム要素
モジュール 4: ペットフード加工における適正製
造規範

33

34

35

農薬・食品加工助剤製
造

動物飼料製造

仲介業者または代理業
者

L: バイオケミカル製造

モジュール 2: システム要素
モジュール 11: 食品加工における適正製造
規範

Fl: 単一成分飼料の製
造

モジュール 2: システム要素

N: 仲介業者または代理
業者

モジュール 2: システム要素

家畜および特定ペットによる消費が意図されるペットフード
の製造に適用される。

乾燥および湿性のペットフードおよびトリート、半生、
缶詰、冷蔵、または冷凍の製品を含む。

農業および加工セクターで使用する化学物質および補助
器具の製造、保管、輸送に適用される。

食品グレードの潤滑剤、収穫後のワックス処理お
よび噴霧処理、クリーンインプレイスシステム用化
学物質を含む。

低リスク

動物飼料の製造、調合、輸送、保管に適用される。

複合飼料および医薬品配合飼料を含む。

ある程度の高リスク加工の
知識を要す

国内、輸入チャネルを通じてあらゆる種類の食品を調達す
る組織、購買者の仕様による調達業務および契約による
整理業務に適用される。仲介業者・代理業者は、生産業
者・製造業者と購買業者の仲介として行動する。仲介業
者・代理業者は、直接製品の確認や取り扱いはしない場
合もある。

すべての食品および飲料

低リスク

モジュール 3: 動物飼料製造における適正製
造規範

モジュール 14: 仲介業者または代理業者の
適正製造規範

ある程度の高リスク加工の
知識を要す
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添付書類 2: 用語集
認定

認定機関による検証。認証機関の管理システムが、ISO/IEC ガイダンス 65: 1996 および一般要求事項に準拠して
いること、認証機関がその地域で業務提供する認可授与に適格であること、認証機関がサービス提供の継続に適格で
あることを確認する。

エアロック

ある環境と別の環境との間で、同時には開かない連続した 2 つのドアによって、人の通過を許容する空間で、こうして、あ
る領域から別の領域への害虫、埃、におい、または空気の移動が最小化される。

承認済みサプライヤー

顧客によって承認された管理システムを使用している組織。その管理システムには管理、検証手順、製品分析を記録
し、顧客の食品安全と品質に関する要件を満たすのに必要なすべての記録を含めなければならない。

審査

SQF 審査員が独自に、サプライヤーの SQF システムを体系的に検証することにより、食品安全、衛生、管理に関する
活動が、そのシステムの記録と一致する形で SQF 規定の要件を順守して適切に実施されているかどうかを判定し、この
ような取り決めが効果的に実施されているかどうかを確認する。

審査用チェックリスト

審査用の質問リストを SQF レベルと審査の対象範囲に応じてカスタマイズし、SQF 審査を実施する審査員がダウン ロ
ードして使用する。

審査員

SQFI に登録しており、サプライヤーの SQF システムを審査する者。審査員は資格認定を受けた認証機関に従事しなけ
ればならない。SQF 審査員と SQF 外注契約審査員は同じ意味があるものとする。

仲介業者

国内と輸入のチャネルを通じて食品の全種目を調達するサプライヤーで、購入業者の仕様に応じて委託販売品を調達
するが、製品の確認や取り扱いは行わない。仲介業者は「代理業者」とも呼ばれる。仲介業者/代理業者は、自社施
設に製品を製造、輸送、または保管しない。

事業上の危機

事象（洪水、干ばつ、火災、その他）により、安全で高品質な食品を持続的に提供するサプライヤーの能力に有害な影
響を与え、危機管理（事業継続性）計画が必要となる事態。

セントラルサイト

SQF マルチサイトプログラム（モジュール 16 を参照）において、サブサイトの SQF 認証済みサプライヤーネットワークの管理
活動を計画する SQF 認証済みサプライヤー。

認証書

認証審査・再認証審査に合格して終了した場合に、資格認定を受けた認証機関がサプライヤーに発行する証明書
で、登録スケジュール（SQFI が提供する書式による）を含む。

認証

認証審査・再認証審査の後、サプライヤーの SQF システムが SQF 規定を順守している場合に認証機関が発行する証
明。「認証する」、「認証される」、「認証された/認証済み」は、SQF プログラムでは同じ意味があるものとする。

認証審査

サプライヤーの SQF システム全体に関する審査で、以下の場合は文書審査を含む。
サプライヤーの SQF システムが、
a）これまで認証を受けたことがない場合。
b）以前認証されたことがあるが、その認証が取り消されたか、サプライヤーが自発的に解除したため再度認証が
必要な場合。

認証機関

FMI と資格認定契約を結び、サプライヤーの SQF システムが、ISO/IEC ガイダンス 65: 1996 および一般要件を順
守していることを認証する権限を SQFI から与えられた組織。1996 および一般要件を順守していることを認証する権限
を SQFI から与えられた組織。

認証サイクル

認証審査が実施される年度の期間。

認証番号

SQFI 認証審査に合格して終了したサプライヤーに対して SQFI が発行する固有の番号で、認証書に記載される。

児童

国連の児童の権利に関する条約に基づき、児童とは「18 才未満のすべての人のことをいう。ただし、その人に適用される
各国の法律に従い、より早く成年に達したものを除く」と定義する。

コーデックス委員会

食品に関する定義、基準、要件の作成および確立を指導、推進し、国際基準調和を援助するとともに貿易の円滑化
を目的として国際的に認知された組織。委員会事務局は、国連食糧農業機関（FAO）および世界保健機関（WHO）
の職員により構成される。

契約製造業者（または共
同経営、共同製造業者）

SQF 認証済みサプライヤーによって契約された、サプライヤーの認証の SQF 範囲に含まれる 1 つ以上の製品の一部ま
たは全部を生産、加工、包装および/または保管する施設。ある場合においては、サプライヤーのサイトで製品を製造した
り、契約製造業者が製品を製造したりするなど交互に製造作業を行うことができる。他の場合においては、認証済みサ
プライヤーの生産を満たすか補足するため、委託製造業者を断続的のみに使用することができる。契約製造業者は、
SQF 規定で概説される要件に従わなければならない。

修正

検出された不適合の状況を排除するための措置。「修正した/修正済み」と同じ意味があるものとする。

是正処置

不適合またはその他の好ましくない状況を検出した場合、その原因を排除するための措置。修正措置には、以下の事
項が含まれる。
a)

即時に必要な措置を決定し、即時に取った措置を記録する。
i.
問題の原因を特定する。
ii. 特定した原因について、必要な措置を評価する。
iii. 問題がシステム内の他の部分に存在するかどうかを特定し、必要な措置を取る。

SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
169

添付書類 2: 用語集

SQF 規定第 7 版
初版 1995 年 5 月
b)

取られた措置の結果を記録する。
i.
客観的な証拠により、取られた措置の効果を再確認・検証して記録する。

顧客

認証済みサプライヤーから製品またはサービスを購入する購入業者または人。

文書審査

認証審査の初期段階としてサプライヤーの SQF システム記録を調査することで、システム記録が適切な形で SQF 規定
に実質的に合致することを確認する。

環境モニタリングプログラム

加工環境における衛生状態のリスクを検知するために行う、病原体の拭き取り検査を含むプログラム。高リスクの食品に
対応して管理施設が実施する、病原体管理における有効性の検証。

免除

サプライヤーが SQF 規定の要素を SQF システム審査に含めることを希望せず、予定されている審査活動が開始される
以前に、書面による除外請求を認証機関に提出すること。モジュール 2 の必須要素を免除することはできない。認証機
関は、施設審査中に免除の理由を確認することができる。
この用語は、サプライヤーが審査対象からの除外を希望する施設の製品、加工、または区域にも適用される。請求は審
査活動前に書面で認証機関に提出しなければならず、SQF 評価データベースの施設説明に記載されていなければなら
ない。

現地審査

認証審査の第二段階として、サプライヤーの施設の製品および加工について調査し、サプライヤーが記録した SQF シス
テム実施の有効性を判定する。

施設

サプライヤーの構内。製品が生産、加工、包装、および/または保管される生産・製造・保管区域であり、関与するプロ
セス、設備、環境、材料および人員が含まれる。施設は、同一の事業経営者によって管理・監督される必要がある。施
設とは、現場審査中に審査の対象となるサイトである（「サイト」を参照）。

飼料

加工済み、半生、未加工を問わず、食肉用動物への直接的な給餌が意図される単一もしくは複数の任意の材料。

飼料安全

飼料が家畜や人員に害を及ぼさないことを確保するために、飼料の生産・製造に適用される原則および慣行。

食品

ヒトによる消費が意図された、通常は動物もしくは植物に由来する任意の物質で、加工済み、部分的加工、未加工の
どれであるかを問わない。
水、アルコール飲料、およびアルコールを含有しない飲料、チューインガム、市販薬（すなわち、店頭販売の薬品）、加工
食品に含まれる材料、ならびに規制（法規）により食品として特定されるその他の任意の物質が含まれ得る。

FMI（全米食品協会）

全米食品協会。本部住所を 2345 Crystal Drive, Suite 800, Arlington, VA 22202, United States of
America とする非営利法人。

食品品質プラン

該当する SQF 規定のレベル 3 に記載した通り。HACCP 手法に基づき、生産過程の品質管理点における加工管理を
含めて製品品質のモニタリングを行い、管理パラメータからの逸脱を特定して加工の管理を維持するために必要な修正
措置を定義する。

食品安全の基礎

適正農業規範（GAP）、適正養殖規範（GAP）、適正製造規範（GMP）のこと。または適正販売規範（GDP）のこと
で、関連する法的および顧客のための食品安全要件に合致するよう、実施するべき必須要素を定義したもの。

食品安全プラン

SQF 規定に記載した通り。HACCP 手法に基づいて準備するもので、生産過程の管理点における加工管理を含めて
製品安全のモニタリングを行い、管理パラメータからの逸脱を特定して加工の管理を維持するために必要な修正措置を
定義する。

食品セクター区分（FSC）

SQF プログラムにおける管理アプローチの統一を補助するために設定された区分スキームで、食品業界、製造、生産、
加工、保管、卸売、販売、小売、食事サービス活動およびその他の食品セクター業務について SQFI の定義に従って定
めたもの。

一般要件

現行版の文書で「認証機関用評価基準: ISO/IEC ガイダンス 65: 1996 の適用に関する SQF ガイダンス 認
証機関向け一般要件」と題するもの。FMI SQFI が発行している。

適正農業規範（GAP）

生産の最良慣行（ベストプラクティス）の開発に必須な要素を定義した農耕地における規範で、総合的作物管理、総
合的害虫防除、総合的農業衛生慣行を一体化したもの。

適正養殖規範（GAP）

生産の最良慣行（ベストプラクティス）の開発に必須な要素を定義した養殖場および野生魚類の捕獲漁業における規
範で、統合的水質、獣医学、成育に関する総合的慣行と取扱いおよび衛生に関する慣行を一体化したもの。

適正製造基準（GMP）

管理および製造に関する慣行の組み合せで、食品の生産が一貫して関連する法的および顧客向けの仕様に合致して
確実に行われるよう考えられたもの。

HACCP（危害分析重要
管理点）

危害分析重要管理点とは、世界的に承認された以下の 2 つのガイドラインとそこに含まれる定義をいう。
a)

国連食糧農業機関（FAO）のコーデックス委員会によって開発、管理される HACCP ガイドライン。危害分析
重要管理点（HACCP）システムと
その適用のガイドライン－CAC/RCP 1－1969, Rev. 4-2003 添付書類－「食品安全に重要なハザー
ドの特定、評価、管理を行うためのシステム」

b）食品微生物基準諮問委員会（NACMCF）によって開発、管理される HACCP ガイドライン。危害分析重要
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管理点（HACCP）と適用ガイドライン、1997 年 8 月 14 日採択。「食品安全に対するハザードの特定、評
価、管理のための体系的アプローチ」を合わせて、HACCP ガイドラインと呼ぶ。
HACCP 手法

前提条件プログラムの実施と、コーデックス委員会ガイドラインの現行版で説明された 12 の手順による HACCP 原則の
適用、または NACMCF が開発、管理する HACCP ガイドラインの現行版による HACCP 原則の適用。SQF 規定は
HACCP 手法を利用して、検討中の食品網内における区分の食品安全に対するハザードおよびその他の品質に対する
脅威を管理する。

HACCP プラン

HACCP 手法に従って準備する文書で、検討中の食品網内における区分の食品安全に対するハザードおよびその他の
品質に対する脅威を確実に管理することを目的とする。

HACCP トレーニング

WHO（1996 年）に概説されたコーデックスガイドラインに合致するトレーニング。危害分析重要管理点（HACCP）シス
テムのトレーニング。1995 年 6 月 1 日、2 日にジュネーブで開催され FAO が参加した、HACCP トレーニングに関する
ワークショップの報告書（ジュネーブ、世界保健機関（WHO））。このトレーニングは、以下の事項が特長です。
1. 国内で広く使用されている、HACCP トレーニングコースとして認められている。
2. 最優秀食品安全トレーニングセンターとして認められた機関が管理、実施する。
3. トレーニングの所要時間は最低 2 日間（16 時間）、または同等でなければならない。
4. 試験を実施する。

危険化学物質と有害物質

放射性、燃焼性、爆発性、腐食性、酸化性、窒息性、病原性、アレルゲン性の固体、液体、気体で、洗剤、消毒
剤、害虫防除用化学物質、潤滑剤、塗料、加工助剤、生化学的添加剤を含むがそれに限らない。不正確に使用ま
たは取り扱いを行った場合、または使用量の増量により取り扱い者・消費者に害を及ぼす可能性がある。危険化学物
質や有害化学物質は、規制により「危険物」と定めらる場合があり、法域によって「毒物」、「危険物」、「薬物取扱い表
示法」ラベルを貼ることがある。

高リスク区域

高リスク食品の加工が行われ、病原体による高リスク食品の汚染を防ぐためにより高レベルの衛生慣行が求められる、隔
離された部屋または区域。

高リスク食品

微生物の増殖、物理的または化学的汚染、あるいは既知の食物アレルゲンについて既知の属性を持つ食料または食
品、またはそのプロセスタイプによるものは、病原性微生物叢の生存または他の汚染が発生する可能性があり、制御され
ない場合、消費者の病気の原因の 1 つとなる場合がある。顧客により高リスクと見なされる食品、関連する食品規制に
より高リスクと定められた食品、または重大な食品媒介の病気発生の原因となる食品にも適用されることがある。

高リスク食品の加工

食品汚染を防止するために特定のコントロールおよび/またはより高レベルの衛生慣行が求められる施設や隔離された
部屋または区域。

業界行動規範

規制に合致すると同時に業界の必要性も満たす、実践的な業界特有のガイドラインを提供する業界団体が設定する、
業界の規範、規則、プロトコル。

合法性

合法性とは、製造国、対象市場の国の国法、連邦法、州法、地域規制に基づく。

資格認定を受けた認証機
関（LCB）

FMI と資格認定契約を結び、SQF システムの審査および認証を管理する権限を与えられた団体。

低リスク食品

高リスクに区分されない食品。

必須要素

サプライヤーが SQF 認証を受けるために適用し、審査を受けなければならないモジュール 2 の要素。

最大残留基準値

MRL とも呼ばれる。通常、地域規制またはコーデックス委員会が定めるもので、農産物、特に食品網に入る農産物の
農薬および動物用化学物質の最大残留許容レベルに適用される。

マルチサイトプログラム

マルチサイト認証とは、SQF 規定で認証された事業主（メーカー、パッカー、倉庫など）、またはそのような認証資格を有
する事業主に関与する。これらの事業主は、SQF 規定の認証資格を有しかつすべてが同じ低リスク活動に関与している
一次サプライヤーサブサイトのネットワークを持つものとする。セントラルサイトとすべてのサブサイトは 1 ヵ国内に配置され、
同じ食品安全法の下で運用される。

マルチサイトプログラム

SQF マルチサイトプログラムとは、SQF 認証済みのセントラルサイトが活動を計画し、法的または契約上の結びつきに基
づき、サブサイトネットワークの食品安全および品質管理システムを管理・制御する（モジュール 16 を参照）。

NACMCF

米国食品微生物基準諮問委員会。

不適合（規格不適合性）

以下の各定義による。
致命的（クリティカル）な不適合は、以下の事項を含むがそれに限定されない。
（i）

重要管理点、前提条件となるプログラム、その他の加工段階で管理の崩壊があり、製品安全が危険にさら
されるため公衆の健康に重大なリスクを及ぼす可能性が高いと判断されるもの、またクラス 1 あるいはクラス 2
のリコールが必要となる可能性が高く、効果的な修正措置が取られていないもの。

（ii）

食品安全管理および SQF システムに関連する記録の変造。

重要（メジャー）な不適合とは、SQF システムの欠落または欠陥で食品安全または品質に関するリスクのある不満足な
状態を生み出し、システム要素の崩壊となる可能性が高いものをいう。
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軽微（マイナー）な不適合とは、SQF システムの欠落または欠陥で不満足な状態を生み出し、もし指摘されなければ食
品安全または品質に関するリスクにつながる可能性があるが、システム要素の崩壊となる可能性は低いものをいう。
該当なし

「適用外」の略。要素が迅速に適用されない場合に、審査員が審査中に報告することがある。要素に対する責任は施
設にあるものとする。

「該当なし」は、二重減点を回避するために報告されることがある。たとえば、不適合とは似ているが、より適切な要素に
対して問題提起された場合に使用される。この場合、要素は「該当なし」として報告される。
施設内の実験室

微生物学的およびその他の製品テストが実施される施設の指定かつ密閉された区域。制御されない場合は汚染につな
がる可能性があり、検査室の安全基準の使用が義務付けられる。

改善の機会（OIP）

現地審査の間に審査員が観察するもので、不適合ではないがサプライヤーの行う慣行が業界の最良慣行ではないと認
められる問題点を特定するもの。サプライヤーによる修正的措置の対応は求められないが、サプライヤーの SQF システム
改善の機会を提供する。

ペットフード

家畜および特定ペットによる消費が意図された任意の物質。これには、乾燥および湿性のペットフードおよびトリート、半
生、缶詰、冷蔵、または冷凍の製品が含まれる。

前提条件プログラム

この対策を実施することにより、食品安全への危害または食品品質への脅威が発生する可能性は低減するが、生産中
に行われる活動に直接関係しない対策。

第一次生産業者または生
産業者

農場出荷前の生産、農地における包装、保管、生産・収穫された食品の供給に携わる単独の事業主で、自身の独占
的管理に基づいてそれを行う者。

加工

一段階以上の食品処理過程を通じて、食品の性質を変化させること。加工は、食品の再包装、上袋掛け、ラベルの貼
り直し、食品の屠畜、解体、選別、等級区分、洗浄、取り扱い、乾燥、塩ふり、燻製、調理、缶詰、純化、殺菌を含む
がそれに限定されない。

製品

SQFI の定義に従い、特定の食品セクター区分に該当する各製品。

清浄

食品安全に危害を及ぼす可能性のある汚染物質がない状態。

再認証

サプライヤーの SQF システム認証機関による再認証審査。再認証審査の結果。「再認証される/再認証済み」は同じ
意味があるものとする。

再認証審査

サプライヤーの SQF システム審査を、前回の認証の応答日から 30 暦日以内に行うこと。

回収

完全な製品でそれ以上の加工や取り扱いは必要ないが、販売用の再包装のために回収されるもの。たとえば、1 ケース
満たないものを合わせて完全な 1 ケースを作ること。「再包装」とも呼ばれる。

登録スケジュール

認証の一部で、サプライヤーに与えられる品質シールドの対象範囲および使用権の性質と範囲を定めた部分。

再作業

清潔で純粋な仕掛品を含む食品、材料、原料で、通常の生産フロー外にあり、リリースが承認される前に措置を取る必
要があり、プロセス内での再利用に適しているもの。

規則

本文書に含まれる規定および手順で、別表およびこの文書の修正、変更、差し替えのすべてを含む。

使用規定

添付書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定に含まれる規定および手順で、認証スケジュールおよび SQF 商
標使用規定の修正、変更、差し替えのすべてを含む。

サンプリングプログラム

スキームの所有者が定義した現地審査のプログラムだが、内容は指定した条件に基づき、認証機関によって決定され
る。（GFSI ガイダンス文書 第 6.3 版から）

認証の対象範囲

認証に含まれる食品セクター区分および各製品。

季節、季節的

主な活動が暦年中 5 ヵ月未満の範囲で実施される期間。たとえば、リンゴのシーズン中の収穫および包装など。

サイト

サプライヤー施設の実際の住所。

SQF 審査員

審査員と同じ意味があるものとする。

SQF ロゴ

添付書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定の別表 1 で説明されている、SQF 規定およびシールド。

SQF 品質シールド

添付資料 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定の別表 1 で説明されている、SQF 規定およびシールド。

SQF システム

サプライヤーが食品安全プランおよび食品品質プランをレベル 3 で実施、操業する場合、食品安全および品質を（レベル
3 として）確実にする、リスク管理および防止システム。SQF プラクティショナーが、希望に応じて SQF コンサルタントの助
力を受けて開発するもので、SQF 審査員が審査し、関連する SQF 規定の要件に合致させて資格認定を受けた認証
機関が認証する。

SQF コンサルタント

SQFI に登録し、登録の対象範囲に適切な食品業界区分内で SQF システムの開発、評価、検証、実施、保守を、ク
ライアントであるサプライヤーに代わって行う者。

SQF プラクティショナー

生産業者・サプライヤーが指名する個人で、その生産業者・サプライヤー自身の SQF システムの開発、評価、検証、実
SQF 規定第 7.2 版
© 2014 Food Marketing Institute. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載）
172

添付書類 2: 用語集

SQF 規定第 7 版
初版 1995 年 5 月

施、保守を行う。SQF プラクティショナーの詳細は、SQF 審査員が以下の要件に合致させて検証する。
i.

その企業に雇用され、正社員として常勤する者で、企業の SQF システム管理に関する責任を負う役職にある
者。

ii. HACCP トレーニングコースを修了し、HACCP に基づく食品安全プランの実施および維持の職務経験があり、
それに優れている者。
iii. SQF 規定と、その企業の認証対象範囲に関連する SQF システムの実施および維持の要件を理解しているこ
と。「SQF システム実施トレーニングコース試験」に合格した者がこの要件を満たす。
SQF プログラム

SQF 規定とそれに付随するシステム、規則、品質シールド、知的財産権、文書類の総称。

SQFI

全米食品協会（FMI）の一部門。SQF（安全高品質食品、Safe Quality Food）インスティテュート。

SQF トレーナー

SQF 資格認定トレーニングセンターと契約した個人で、応募により FMI SQFI の発行する「SQF トレーナー応募要項」
に記載の要件に合致した者。承認を受け SQFI に登録の上、SQF プログラムに関して一貫性のあるトレーニングを提供
する。

サブサイト

SQF 認証を受けたサプライヤーで、SQF 認証を受けたセントラルサイトとの契約上の結びつきにより、SQF マルチサイト
プログラムの範囲内で操業するもの（モジュール 16 を参照）。

サプライヤー

食品、飲料の生産、製造、加工、輸送、保管、販売、小売、繊維の梱包、サポート業務を食品セクターに提供するす
べての食品事業。SQF システムの審査および認証を実施する認証機関を有する、またはその実施に同意する個人、企
業、法人、共同経営、共同事業、事業、その他の組織により経営される。

サプライヤー評価データベー
ス

オンラインデータベースで、SQF ウェブサイトを通じてアクセスする。サプライヤーの登録、サプライヤーの審査、修正措置の
対処、サプライヤーの認証を管理するために使用する。

サーベイランス審査

6 ヵ月ごとに（または認証機関の決定によりさらに頻繁に）行う審査で、サプライヤーの SQF システムが以前に認証されて
いる、あるいは再認証を受けており、その認証が最新である場合に、そのサプライヤーの SQF システムの一部として行う。
マルチサイト認証には、少なくとも 6 ヵ月ごとにサーベイランス審査が必要とされる。

専門技術者

認証機関に雇用され、審査チームに高度な技術的サポートを提供する個人。専門技術者は調査中の食品セクター区
分に関する高度な専門知識と技術的能力、HACCP 手法に関する健全な知識と理解を示さなければならない。また、
可能な場合には、SQF コンサルタントとして登録すること。

商標

FMI および SQF プログラムに関連する資格認定者の名称で申請または登録する、すべての認証およびサービスマーク。

トレーニングセンター

SQFI と資格認定契約を結び、SQF システム実施トレーニングコースを提供する。

無通告審査

SQF 認証施設への事前通知なしに、3 認証サイクル以内および再認証審査日の前後 30 日以内に実施する再認証
審査。

妥当性確認

1997 年 8 月 14 日に採択され、随時改訂される「NACMCF の危害分析重要管理点（HACCP）と適用ガイドライ
ン」、同様に随時改訂される「食品および農業に関するコーデックス委員会の危害分析重要管理点（HACCP）－実施
および使用ガイドライン、ALINORM 97/13A」に定義される通り。本質的に、管理限界値に適用される妥当性確認と
は、意図した結果が達成され、それが実際に有効であったことを証明するためのものである。

検証

1997 年 8 月 14 日に採択され、随時改訂される「NACMCF の危害分析重要管理点（HACCP）と適用ガイドライ
ン」、同様に随時改訂される「食品および農業に関するコーデックス委員会の危害分析重要管理点（HACCP）－実施
および使用ガイドライン、ALINORM 97/13A」に定義される通り。本質的に、管理対策に適用される検証とは、その
管理対策が意図に従って実施されたことを証明するためのものである。

検証スケジュール

HACCP 調査が正しく完了したこと、適切な SQF システムにより関連する食品安全および食品品質プランが順守されて
いること、それが持続的に有効であることを判定するため、モニタリングに使用されるものに加えて別の手法、手順、テスト
を実施する頻度と責任について概説した予定表。

水処理

水の処理または浄化に使用する微生物学的、化学的・物理的処理で、その水が確実に飲用可能で使用に適したもの
にすること。
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添付書類 3: SQF 品質シールドおよびロゴ使用規定
SQF 品質シールド
1

2

3

はじめに
1.1

SQF 品質シールドは SQFI が所有するものとします。

1.2

サプライヤーには、認証を受けてから認証の有効期間中にわたって SQF 品質シールドを使用する権利があります。認
証の取得および維持に必要な料金以外に、サプライヤーが SQF 品質シールドの使用権に関して支払うべき料金はあ
りません。

1.3

サプライヤーが SQF ロゴの財産権を取得することはできません。

1.4

サプライヤーは使用規定に従う場合に限り、SQF 品質シールドを使用することができるものとします。本使用規定は、
SQF 品質シールドの一貫性を保護し、価値を高めることを目的としています。

1.5

SQFI は「2012 年～2014 年期 安全高品質食品インスティチュート認証機関認定資格契約セクション 4 第
4.1 項（SAFE QUALITY FOOD INSTITUTE CERTIFICATION BODY LICENSE AGREEMENT,
2012-2014 Term, Section 4, Subsection 4.1 clause (s)）」に定めた通り、資格認定を受けた認証機関
（CB）に対して、ここに記載した職能すべての代理権限を与えるものとします。

1.6

本使用規定の規制対象は、サプライヤーによる SQF 品質シールドの使用に限られます。本使用規定は、SQFI、認
証機関、および SQFI によって使用許可を与えられた者による SQF 品質シールドの使用を規制するものではありませ
ん。ただし、本文書およびその他の文書により、別に定められた場合を除くものとします。

使用条件
2.1

認証期間を通して、サプライヤーは品質システムが SQFI および認証機関の認める形で、現行版の SQF 規定のレベ
ル 3 に定められた要件を満たすよう確認するものとします。

2.2

サプライヤーによる SQF 品質シールドの使用は、認証書および本使用規定に従う場合に限り許可されます。

複製
3.1

4

サプライヤーが SQF 品質シールドの複製を希望する場合は、別表 1 に定めた要件および仕様に厳密に従うものとし
ます。

使用に伴うサプライヤーの義務
4.1

以下の事項がサプライヤーに義務付けられています。
a)

本使用規定を完全に順守すること。

b)

認証を受けた製品と受けていない製品の両方を扱う場合、SQF 品質シールドは認証を受けた製品に限り使
用すること、認証を受けた製品は受けていない製品と明確に区別すること。たとえば、認証を受けた流通代理
業者または小売店が、サプライヤーA から受け入れる箱詰めリンゴは認証を受けていませんが、サプライヤーB か
ら受け入れる箱詰めリンゴは認証を受けている場合、この両者を売り場で明確に区別すること。

c)

SQF 品質シールドの使用目的に関するすべての質問は、認証書を発行した認証機関に問い合わせること。

d)

SQFI または認証書を発行した認証機関が合理的な理由により反対する場合、その SQF 品質シールドの使
用は中止すること。

e)

認証スケジュールを含め、完全にその認証書の対象範囲内で使用すること。認証書に含まれていない子会社
およびサイトの所在地に、SQF 品質シールドを使用することは認められない。

f)

本使用規定および認証書への順守を確認する目的として、SQFI、認証機関、その代理人が検査を行うため、
SQF 品質シールドの付いたまたは表示された用品、製品、包装、パッケージ、容器、文具、広告資料およびそ
の他すべての品目へのアクセスを認めること。
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g)
5

SQF 品質シールドの使用承認の一時停止または撤回
5.1

5.2

6

サプライヤーの SQF 品質シールドの使用許可は、以下の通り一時停止または撤回されるものとします。
a)

サプライヤーの認証が一時停止された場合、SQF 品質シールドは一時停止される。この場合、製造プロセスで
の SQF 品質シールドの使用はすべて中止すること。

b)

サプライヤーの認証が取り下げ、撤廃または更新されなかった場合、SQF 品質シールドは取り下げられる。

サプライヤーによる SQF 品質シールドの使用許可は、以下の理由により SQFI の自由裁量で取り下げまたは一時停
止されることがあります。
a)

サプライヤーが、本使用規定を順守することを怠った場合。

b)

サプライヤーが、認証スケジュールを含めた認証書に従って、SQF 品質シールドを使用することを怠った場合。

c)

SQFI または認証機関により、サプライヤーによる SQF 品質シールドの使用が、SQF 品質シールドあるいは
SQF プログラム全体に害を及ぼす、または公衆の誤解を招く、または法に反すると判断された場合。

d)

サプライヤーが事業を停止した場合、またはサプライヤーの資産を清算する目的で管財人、収益管理人、清算
人が任命された場合。

認証の取り下げ
6.1

7

SQFI が定める料金はすべて、期限内に支払うこと。

認証が取り下げられたサプライヤーは、以下の事項を実施するものとします。
a.

SQF 品質シールドの付いた製品で流通過程にあるものを使い切る許可を SQFI に提出し、その許可を取得
すること。

b.

SQF 品質シールド入りの包装資材、製品、その他すべての印刷物の SQF 品質シールドロゴを隠すこと。
SQF 品質シールドを隠す代わりに、認証を取り下げられたサプライヤーは SQF 品質シールド入り資材の残り
すべて破棄してもよい。

企業品質シールド
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

複数の SQF 認証済み施設を有する大企業は、各サイトのシールドの代わりに、単一の企業品質シールドを使用す
るよう選ぶことができます。以下のプロトコルを配置して、シールドの完全性を維持し、SQFI ブランドがいかなる方法で
も減少しないことを確実にできる場合は、企業品質シールドが発行されます。
SQF 認証の対象となる企業内の全施設はレベル 3 に認証され、その認証を維持する必要がある。
企業内のすべての SQF 認証済み施設は、同じ認証機関によって認証されること。
企業シールドには、認証機関の名称、SQFI によって発行された 3 文字の企業識別情報から成る固有の識別子
（「FMI」は法人名「Food Marketing Institute」を示す）、および企業シールドの発行年（例: 「2014」）が含
まれること。
企業品質シールドを使用するには、各施設は常にレベル 3 の状態を維持すること。
企業が製品パッケージに企業シールドの印刷を希望する場合、その施設またはいずれかの施設が一時停止になった
場合を考慮して、各施設はシールドが印刷されていない包装資材の供給を維持し、迅速に生産に配置できるように
すること。認証機関が一時停止を解除し、レベル 3 の認証が復元されるるまで、無地の包装資材を使用し続けるこ
と。
社長や会社の上級代表者からの書簡は、これらの手順を概説する全施設の経営陣に送ること、およびシールドが表
示されている包装資材を各施設で使用する前に、管理システムを設定すること。このシステムは、年次再認証審査
の際に審査員が各施設で評価できる状態であること。
企業内のいずれかのサイトで認証を一時停止または取り下げられた場合、企業内のすべての認証済みサイトは本品
質シールド添付書類の第 5 項および第 6 項を順守する必要がある。
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8

9

マルチサイト組織に発行される品質シールド
8.1

SQF 品質シールドは、レベル 3 の認証済みマルチサイトに対して、認証機関から発行されます。セントラルサイトおよ
びすべてのサブサイトには、そのセントラルサイトの認証番号を記した品質シールドが発行されます。

8.2

マルチサイト組織内のいずれかのサイトが、認証を一時停止または取り下げられた場合、そのマルチサイト組織内にあ
るすべての施設が、これらの SQF 品質シールド使用規定の第 5 項および第 6 項を順守するものとします。

免責事項
9.1

SQFI は、本使用規定に随時変更や新規定を追加する権限を有しますが、このような変更や新規定は最初に
sqfi.com で公開するものとし、その公開日から 12 ヵ月が経過するまで、このような変更や新規定がサプライヤーの
SQF 品質シールドの使用に影響を与えることはありません。
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別表 1: SQF 品質シールドの複製に関する要件
はじめに
レベル 3 の認証を取得・維持するサプライヤーは、認証を行う認証機関から SQF 品質シールドの使用許可を与えられるものとします。
このサプライヤーは、本使用規定およびレベル 3 の認証を取得した各サイトに提供される以下の条件の対象になるものとします。
認証機関の名称と認証番号は、以下の形式でロゴとともに表示されるものとします。SQF 認証書に含まれる場合は、認証機関の名
称および認証番号はシールドに含める必要はありません。

SQF 品質シールドロゴの電子ファイルは、認証を行う認証機関から取得するものとします。
色形式

使用システム

フルカラーによる複製: 別表 1 の第 2 項に定めた PMS
色形式を参照。



パンフレット、広告、プレスリリース、企業ウェブサイト



名刺や社用箋などの文具、標識、旗、SQF 認証済みのサ
ービス（輸送や配達など）に関連する車両



一般陳列用用品、製品（製品を販促・小売を目的として
陳列する場合）例:
i.) ステッカー、その他の製品や製品に貼り付けるラベル、ま
たは
ii.) 製品の包装

単色複製: 白黒



小売陳列用用品または製品の再生利用不可能な包装ま
たは容器（例: 箱、すかし箱）



一般陳列用用品、製品（製品を販促・小売を目的として陳
列する場合）



i.

ステッカー、その他の製品や製品に貼り付けるラベル、ま
たは

ii.

製品の包装

小売陳列用用品または製品の再生利用不可能な包装ま
たは容器（例: 箱、すかし箱）

SQF 品質シールドのカラー複製
SQF 品質シールドの複製は、最高品質で鮮明かつ正確であるものとします。フルカラーによる複製は、以下のガイドラインに従うものとし
ます。
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40% Tint of PMS 3005C
CMYK: C=100 M=43 Y=0 K=65

PMS 7463 C

CMYK: C=40 M=13.6 Y=0 K=0.8

SQF 品質シールドのフォントは「Chaparral Pro Semibold」を使用するものとします。

SQF 品質シールドに代わる文言
サプライヤーは SQF 品質シールドの代わりとして、以下の文言を使用することができます。「（認証書にあるサプライヤーの名称を挿入）
－SQF レベル 3 品質認証サプライヤー番号（認証機関により発行された番号を挿入） 認証者（認証機関の名称を挿入）」
この文言は、包装資材の主要なフォント色と同色で印刷するものとします。

寸法
SQF 品質シールドの寸法は、高さ 47mm、幅 35mm で、以下の通りです。

47 MM

35 MM

ロゴ上の文字や数字が明確で読みやすく保たれ、この寸法に比例する場合は、この寸法を変更することが許可されます。
認証番号
サプライヤーに発行された認証番号は、以下の通り、SQF 品質シールドの一部として常に表示するものとします。
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特例
SQF 品質シールドまたは SQF 品質シールドに代わる文言の代替案による複製が、SQF 品質シールド・SQFI の地位を高め、認証を
行う認証機関がそれを承認する場合には代替案が許可されます。請求はすべて書面により、認証を受けた施設ごとに、認証を行う認
証機関および SQFI に提出するものとします。
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SQF ロゴ

1

2

3

はじめに
1.1

SQF ロゴは SQFI が所有するものとします。

1.2

全認証レベルのサプライヤーは、認証を受けてから認証の有効期間中にわたって、SQF ロゴを使用する権利がありま
す。認証の取得および維持に必要な料金以外に、サプライヤーが SQF ロゴの使用権に関して支払うべき料金はあり
ません。

1.3

サプライヤーが、SQF ロゴの財産権を取得することはできません。

1.4

サプライヤーは使用規定に従う場合に限り、SQF ロゴを使用することができるものとします。本使用規定は、SQF ロゴ
の一貫性を保護し、価値を高めることを目的としています。

1.5

SQFI は、資格認定を受けた認証機関（CB）に対して、ここに記載した職能すべての代理権限を与えるものとします。

1.6

本使用規定の規制対象は、サプライヤーによる SQF ロゴの使用に限られます。本使用規定は、SQFI、認証機関、
および SQFI によって使用許可を与えられた者による SQF ロゴの使用を規制するものではありません。ただし、本文書
およびその他の文書により、別に定められた場合を除くものとします。

使用条件
2.1

認証期間を通して、サプライヤーは品質システムが SQFI および認証機関の認める形で、現行版の SQF 規定のレベ
ル 2 またはレベル 3 に定められた要件を満たすよう確認するものとします。

2.2

サプライヤーによる SQF ロゴの使用は、認証書および本使用規定に従う場合に限り許可されます。

複製
3.1

4

サプライヤーの義務
4.1

5

サプライヤーが SQF ロゴの複製を希望する場合は、別表 2 に定めた要件および仕様に厳密に従うものとします。

以下の事項がサプライヤーに義務付けられています。
a)

本使用規定を完全に順守すること。

b)

SQF ロゴの使用目的に関するすべての質問は、認証書を発行した認証機関に問い合わせること。

c)

SQFI または認証書を発行した認証機関が合理的な理由により反対する場合、その SQF ロゴの使用は中止
すること。

d)

認証スケジュールを含め、完全にその認証書の対象範囲内で使用すること。認証書に含まれていない子会社
およびサイトの所在地に、SQF ロゴを使用することは認められない。

e)

本使用規定および認証書への順守を確認する目的として、SQFI、認証機関、その代理人が検査を行うため、
SQF ロゴの付いたまたは表示された広告資料およびその他すべての品目へのアクセスを認めること。

f)

SQFI が定める料金はすべて、期限内に支払うこと。

SQF ロゴの使用の一時停止または中止の根拠
5.1

サプライヤーによる SQF ロゴの使用許可は、以下の通り一時停止または中止されるものとします。
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5.3

6
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a)

サプライヤーの認証が一時停止された場合、SQF ロゴの使用許可は一時停止される。この場合、製造プロセ
スでの SQF ロゴの使用はすべて中止すること。

b)

サプライヤーの認証が取り下げ、撤廃または更新されなかった場合、SQF のロゴ使用許可は中止される。

以下の場合において、SQFI はサプライヤーに、SQF のロゴ使用許可が一時停止または中止されたことを通知するも
のとします。
a)

サプライヤーが本使用規定に違反した、または順守することを怠った場合、SQF ロゴの使用許可は一時停止さ
れる。

b)

サプライヤーが、認証スケジュールを含めた認証書に従って、SQF ロゴを使用することを怠った場合、SQF ロゴの
使用許可は一時停止される。

c)

SQFI または認証機関により、サプライヤーによる SQF ロゴの使用が、SQF ロゴあるいは SQF プログラム全体
に害を及ぼす、または公衆の誤解を招く、または法に反すると判断された場合、SQF ロゴの使用許可は中止さ
れる。

d)

サプライヤーの資産を清算する命令が下されるか、決定がなされ、管財人、収益管理人、清算人が任命され
た場合（合併または再建を目的とする場合を除く）、サプライヤーが事業を停止するか破産した場合、破産ある
いは支払い不能となった債務者の救済を目的として法による便益を受けることを請求する場合、債権者との取
り決めまたは調停を行う場合、SQF ロゴの使用許可は中止される。

免責事項
6.1

SQFI は、本使用規定に随時変更や新規定を追加する権限を有しますが、このような変更や新規定は最初に
sqfi.com で公開するものとし、その公開日から 6 ヵ月が経過するまで、このような変更や新規定がサプライヤーの
SQF ロゴの使用に影響を与えることはありません。
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別表 2: SQF ロゴの複製に関する要件
はじめに
レベル 2 またはレベル 3 認証を取得・維持するサプライヤーは、認証を行う認証機関から SQF のロゴを使用する許可を与えられるもの
とします。このサプライヤーは、本使用規定およびレベル 2 またはレベル 3 の認証を取得した各サイトに提供される以下の条件の対象に
なるものとします。

SQF ロゴの電子ファイルは、認証を行う認証機関から取得するものとします。

色形式

使用システム

フルカラーによる複製: 別表 2 の第 2 項に定めた PMS
色形式を参照。



パンフレット、リーフレット、広告、プレスリリース、企業ウェブサ
イト
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パンフレット、リーフレット、広告、プレスリリース、企業ウェブサ
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単色複製: 白黒

SQF ロゴのカラー複製
SQF ロゴの複製は、最高品質で鮮明かつ正確であるものとします。フルカラーによる複製は、以下のガイドラインに従うものとします。

PMS 3005C
CMYK: C=100、M=34、Y=0、K=2

寸法
確実に読み取ることができるよう、SQF ロゴを以下に示す寸法よりも小さく複製してはいけません。以下の寸法に比例する場合には、こ
の寸法を大きく変更することが許可されます。
8 MM
18 MM
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特例
SQF ロゴの代替案による複製が SQF ロゴおよび/または SQFI の地位を高め、認証を行う認証機関がそれを承認する場合には代替
案が許可されます。請求はすべて書面により、認証を受けた施設ごとに、認証を行う認証機関および SQFI に提出するものとします。
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