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大阪府健康医療部食の安全推進課



危害はあらゆるところに潜んでいます



生物的要因：食中毒菌、ウイルス

化学的要因：洗剤、殺菌剤

物理的要因：金属片、ガラス、石

HACCPは、これらのハザードを防ぐ考え方
（＝管理方法のひとつ）です

食品におけるハザード（危害要因）の例



HACCPとは

Hazard Analysis and（危害要因分析と）
Critical Control Point（重要管理点）

 最終製品に残してはならないハザード（危害要因：
食中毒の原因物質、硬質異物等）を予測し

 製造、調理等の工程中で、ハザードに対応する
管理手段（加熱、殺菌、金属探知等）を確認し

 その結果、実施状況のチェックが欠かせない項目
（重要管理点）と決めた工程で管理手段を実施し、
予測したハザードを予防／減少／除去 する手法



HACCPとは

Hazard Analysis and（危害要因分析と）
Critical Control Point（重要管理点）

 食中毒菌など見逃してはいけない危険要素を見つけ

 仕入れ～完成までの工程で対抗手段を探し

 絶対に失敗できない対抗手段（工程）と
その合格ラインを決め

 合格した食品のみを完成させるよう
もれなくチェックを行う



食材 調理工程

①作り方（レシピ）を把握する

「何を使って、どのように作るのかを再認識する」

HACCPによる衛生管理の例
～ハンバーグ～



「食中毒を引き起こす可能性のある食材はどれか？」

②食材に潜むハザードを見つける

食材

ひき肉・牛乳・パン粉・玉ねぎ・

バター・卵・ナツメグ・塩・こしょう

ひき肉

腸管出血性大腸菌

卵

サルモネラ

（例）



切る 混合・成型 加熱

③ハザードを減少/除去するための調理工程を見つける

「腸管出血性大腸菌や

サルモネラなどの食中毒菌を

殺すために欠かせない工程は

どこか？」

冷蔵保管 盛付・提供

ひき肉

腸管出血性大腸菌

卵

サルモネラ



④ハザードを減少/除去するための管理方法を決める

しっかり焼くこと！

「腸管出血性大腸菌やサルモネラなどの食中毒菌を殺すための
加熱条件を具体的に決める」

さらに具体的に･･･

・火力と加熱時間

・焼き上がったら、竹串を刺して肉汁の色が
透明になっていること

・サイズと焼き色

・定期的に中心温度

（例）

を確認する

いつ・誰が担当しても同じ結果が得られるように！



安全性に

関わることは

 安全に調理・製造したことの証明

 衛生管理を確実に実行するための手本

 見直しの材料

 手順書（マニュアル）

 点検結果 など

記録を残すと確実！

⑤管理方法を実行し、確認した記録をつける
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HACCPの特徴

HACCPは製造（調理）する工程を管理

排除又は修正・やり直し（再利用）

最終製品に「安全でない製品」が残る可能性が低下

製造後ではなく、製造中に問題のある食品を発見

リスクをより少なくできる！
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食の安全を脅かす事態が起きても・・・

保健所の検査に、自社でハンバーグに

使用している牛ミンチを提供

加熱が不十分であれば

食中毒が発生する恐れあり・・・

腸管出血性大腸菌を検出



HACCP導入済の営業者では

原材料、製造工程上で起こり得る危害を分析

結果を踏まえて製造の手順をマニュアル化
遵守することで、誰が作っても同じ完成度に

加熱の確認は

①火力と加熱時間

②サイズと焼き色

③定期的に中心温度

新人さんでも一定のレベルで作業でき、
判断がブレないようにしています！
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合格の見本を
ポスターにして
貼っているから
わかりやすい！

サイズ、焼き色の合格ラインを
確認しやすい場所に掲示

火力、時間、サイズ、
焼き色、中心温度の
相関性を事前に調査済

加熱時間、製造数、中心温度、
不適合数等を製造日報に記録

ＯＫ！確実に中心まで加熱できている
根拠あり！
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HACCPをやっててよかった！

クレーム・ロス率
の低下 安定した

安全な
食品の製造

取引先からの
評価・信頼度

アップコストダウン！！
売上アップ！！
信頼確保！！



HACCPを導入するには
何を変えなくてはならないのか？

設備を新しくしなくては・・・

機器を増やさなければ・・・

全てを記録しなければ・・・

原則、今の設備・機器のままでよし！

管理状態を後追いできる記録があればよし！

現状をHACCPの手順に当てはめればよし！



食品等事業者がまず備えておくべきこと

 自社の衛生管理体制がどうなっているかを確認

 HACCPチーム作り

 自社製品の内容、製造工程を正確に把握

 食品衛生知識を身につける

HACCP導入を進めていけるよう

準備から始めましょう！



HACCP普及の道のり

1975年 HACCPシステムが紹介される

1995年 総合衛生管理製造過程承認制度(マル総) 制定

1998年 HACCP支援法 制定

・・・・

2013年 日本再興戦略でHACCPシステムの
普及促進を閣議決定

2014年 管理運営基準のガイドラインを改正

2015年 各自治体で条例(管理運営基準)改正

HACCPの
普及を
強化！



食品衛生管理の
国際標準化に関する検討会

• 目的

HACCP の制度化による、食品衛生管理の国際
標準化を進めるための制度の枠組み等を検討

• 構成員
業界団体代表、学識経験者、行政担当者、等

• 開催時期

平成28年3月から9月まで、およそ月1回開催

12月26日に最終とりまとめを公表



検討会まとめ

衛生管理の更なる向上のため、HACCPを定着

HACCP≠新しい管理手法

今までの管理を「見える化」するもの

全ての食品等事業者がHACCPに取り組む

➢フードチェーン全体の衛生管理が「見える化」

➢➢食品の安全性向上につながる

一律的ではなく、対象食品・業態・規模に合わせた
方法でHACCPに取り組む



HACCP導入の基準

HACCP 衛生管理計画 制度化の要求事項

基準A

・原則、全ての
食品等事業者

・と畜場

・食鳥処理場

Codexのガイドライ
ンで示された
HACCP（7原
則）

HACCPプランの作
成

HACCPの7原則を全て実施

①危害要因分析（HA）

②重要管理点（CCP）の決定

③管理基準（許容限界）を設定

④モニタリング方法を設定

⑤改善措置を設定

⑥検証方法の設定

⑦記録作成・保管方法の設定

基準B

・小規模事業者

・特定業種

HACCPの考え方
に基づく衛生管理
を実施

HACCPの考え方
に基づく衛生管理
計画を作成

①危害要因分析、④モニタリン
グ頻度、⑦記録作成・保管の
弾力化を検討

基準Ａ・Ｂのいずれかを満たすことが必要

Ａ・Ｂの線引き、弾力化の程度等、詳細は検討中



制度化の仕組み（案）

全ての食品等事業者

（食品の製造・加工、調理、販売）

衛生管理計画の策定

一般衛生管理

基準A
CodexのHACCP7原則

・事業者規模を考慮
・と畜場、食鳥処理場は
基準Aを適用

基準B
基準Aを弾力化

・基準A以外の事業者

厚生労働省

・HACCP導入手引書や
モデルプランの作成

・業界団体の手引書
作成を支援

地方自治体

・食品衛生監視員に
よる導入支援、指導、
助言

業界団体等

・個々の食品・業態毎に
手引書を作成

HACCPによる衛生管理



総合衛生管理製造過程承認制度

総合衛生管理製造過程承認制度（マル総）

• 営業者が HACCP の考え方に基づき設定した
食品の製造・加工方法及び衛生管理の方法を、
厚生労働大臣が基準に適合することを個別に確認

• 一律基準によらない多様な方法で製造可能

• 対象は、乳、乳製品、食肉製品など15品目

HACCPは取るものではなく、するもの

例外承認（基準によらない方法で製造）を残して廃止

今後は・・・
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今後の動き等

食品衛生法改正のタイミング

• 平成30年の通常国会にて、食品衛生法の改正案を
提出予定

• 一定期間後に施行、義務化についても移行期間を
設ける方針

営業許可申請や食品営業施設の監視などで、

保健所は事業者がHACCPに基づく衛生管理が

できているか確認し、改善事項があれば指導



大阪府の取組

HACCPに関する
正しい知識の普及

HACCP導入の取組支援
HACCP普及・導入の
ための人材育成

・簡略化した記録様式等の作成

・日本政策金融公庫、
HACCP支援法等の活用促進

・HACCP導入セミナーの開催

・他自治体との合同職員研修
の実施

・HACCP周知を目的としたセミナーの開催

・大阪版食の安全安心認証制度の推進

・メールマガジンによる基礎知識の発信

・消費者啓発事業の強化



食品関係事業者の・・・

★ 基本的な衛生管理

★ コンプライアンス
（法令遵守）

★ 危機管理

積極的な食の安全・安心に

関する取組を第三者が評価し

一定水準以上と認められる

施設を認証する制度

消費者の不安解消！

消費者の信頼度アップ！！ 簡単に自己点検可！

衛生管理の基準と取組内容を 見える化

大阪版食の安全安心認証制度



認証制度の仕組み

大阪府

食品
事業者

認証機関

認証制度・基準の策定
制度のPR
認証機関の承認

②書類審査・現地審査・審議会
府が承認

認証
決定

①申請・
手数料

④報告 監督・指導

認証書・マーク

交付

認証施設
の公表

近所のお店が
載ってるよ！⑤ホームページ等で

③
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HACCP義務化を目前にして

現行の認証基準では

 HACCPの7原則は選択項目（製造のみ）

 点検は義務付け、記録は選択

事業者の自主衛生管理の向上には

具体的な取組内容を示した認証制度・基準が有用

認証基準をHACCPに対応させれば

HACCP導入のツールにも活用できるのでは？



認証制度が変わります！

3パターン（製造、飲食・喫茶、販売）の認証基準に

「HACCPによる衛生管理の実施」を追加！

 認証基準を達成すれば、HACCPによる衛生管理が
できていると見なせる内容に

 全ての食品等事業者が対応できるよう、認証基準の
内容は国の提案する「基準B」に沿ったものに

 従来の特色（コンプライアンス・危機管理）は維持

基準変更案はこちら http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyogikai/18-jigyosyabukai.html

10月2日（月）より



認証制度の主な変更点

食品を製造する営業 衛生管理項目 選択 → 必須

評
価
項
目

食中毒などの事故を起こさないようにするための衛生管理の注意点（加熱、

冷却、殺菌など）を明確にし、それを管理するための基準（温度、濃度など）、

確認するタイミング、方法を決め、作業を担当する従事者全員がその内容を

認識している

評
価
時
の
確
認
事
項

衛生管理の注意点、管理のための基準、確認するタイミング、方法を決めて

資料を作成し、作業担当者全員で共有していること

例）ミンチカツの製造

衛生管理の注意点：ミンチカツを揚げる

管理のための基準：フライヤーの油温が160℃以上、揚げる時間が5分以上

確認のためのタイミング：冷凍のミンチカツをフライヤーに投入する時と
油から引き上げる時

確認方法：フライヤーの油温を計り、時計を見る



認証制度の主な変更点

衛生管理項目 （3業態共通） 新規

評
価
項
目

44 記録類の保管期限を決めて管理している

45 記録類の記入不備がないかどうかを定期的に確認している

評
価
時
の
確
認
事
項

44 記録類の保管期限を決め、整理して保管している

45

・記録類に、記入者以外の確認者のサインもしくは押印がある

・記録類に、記入時と記録確認時両方のサインもしくは押印
がある



 HACCPで衛生管理の取組を「見える化」する

 衛生管理の取組には「理由」がある

 「自分たちができること」から始める

 ルールは「必ず守る」

 おかしいと思ったら「見直す」

 「証拠」をきっちり残す

まとめ ～HACCP導入に向けて～
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 緊急情報

 事業者向け情報

 知っトク!!食の情報

 自主回収情報

 イベント情報

 食品の放射性物質関連情報

ぜひ、ご登録ください！！

【お知らせ】食の安全安心メールマガジン
食に関わる情報をいち早く、携帯電話やパソコンにお届けします

６つの情報から欲しい情報だけを
選んでゲット!!




