議事（１）

ＨＡＣＣＰに関する国の動向と県の今後の予定
について

1

ＨＡＣＣＰ義務化に向けた国の取組み状況

H25.6

「日本再興戦略」
（閣議決定）において、食品を大幅に輸出促進することとな
り HACCP の普及が不可欠となる

H26.5

HACCP 導入型基準の根拠となる
「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に
関する指針（ガイドライン）
」を改正

H27.1
厚生労働省内に HACCP 企画推進室を設置
H27.3

H27.7

HACCP を用いた衛生管理についての「自主点検票」及び「確認票」
（HACCP
導入状況のチェック票）を作成し、都道府県等に通知
「HACCP 普及推進連絡協議会」を設置
H27.7：中央連絡協議会開催
H27.10～12：地方連絡協議会開催

H27.11
「HACCP チャレンジ事業」開始
HACCP 導入に取組んでいる事業者をホームページ上で紹介すること
で、取組意欲のある事業者を支援
H28.2

「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を設置
HACCP の制度化による我が国の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について検討することを目的
↓
HACCP 義務化に向けたロードマップを検討（H28 年内）
（2020 年オリンピックに向けた HACCP の義務化を目指す）
営業の種類、事業の規模により義務化の範囲を決定

2

「第1回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」配布資料から抜粋
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「第5回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」資料から抜粋
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愛媛県食品自主衛生管理認証制度（愛媛県HACCP制度）認証施設一覧
平成28年6月1日現在：９業種２２施設
認証施設

株式会社母恵夢本舗 東門工場

認証施設

株式会社母恵夢 東温工場

施設の所在地

今治市東門町6丁目2-32

施設の所在地

東温市則之内甲2585-1

施設の種類

菓子製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

うずしおパイ他、洋菓子

主な品目

母恵夢他、和洋菓子

認証日（認証番号） 平成22年11月15日（3855001）

認証日（認証番号） 平成22年11月15日（3856002）

認証施設

認証施設

株式会社ハタダ お菓子館

株式会社ハタダ 国領工場

施設の所在地

東温市牛渕1008-1

施設の所在地

新居浜市国領1-1844

施設の種類

菓子製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

ハタダ栗タルト、御栗タルト

主な品目

フロマージュぶらん他、洋生菓子

認証日（認証番号） 平成22年11月15日（3856001）

認証日（認証番号） 平成22年11月15日（3864002）

認証施設

株式会社ハタダ

認証施設

株式会社母恵夢本舗 桜井工場

施設の所在地

新居浜市船木甲2131番地

施設の所在地

今治市古国分1丁目3－46

施設の種類

菓子製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

媛の月他、洋生菓子、和生菓子等

主な品目

ポエム他、和洋菓子等

認証日（認証番号） 平成22年11月15日（3864001）

認証日（認証番号） 平成23年3月3日（3855002）

認証施設

株式会社四国シキシマパン

認証施設

株式会社志賀商店

施設の所在地

伊予郡砥部町岩谷口110番地

施設の所在地

西条市今在家921番地

施設の種類

菓子製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

超熟他、食パン・菓子パン等

主な品目

豆菓子（甘納豆等）、黒豆のゼリー等

認証日（認証番号） 平成23年3月10日（3856003）

認証日（認証番号） 平成23年10月5日（3864003）

認証施設

株式会社中野本舗

認証施設

株式会社ハタダ 阿島工場

施設の所在地

松山市井門町1331番地1

施設の所在地

新居浜市阿島1-6-63

施設の種類

菓子製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

薄墨羊羹、和菓子等

主な品目

新東京ぽてと、東京ショコラタルト

認証日（認証番号） 平成24年2月17日（3831001）

認証日（認証番号） 平成24年5月16日（3864004）

認証施設

クリクラ ダイキアクシス

認証施設

亀井製菓株式会社

施設の所在地

東温市則之内2357-5

施設の所在地

松山市枝松1丁目5番39号

施設の種類

清涼飲料水製造業

施設の種類

菓子製造業

主な品目

クリクラ（ボトルドウォーター）

主な品目

栗タルト、坊っちゃん団子等

認証日（認証番号） 平成24年10月25日（3856004）

認証日（認証番号） 平成24年11月20日（3831002）

認証施設

フジ精肉センター

認証施設

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社
松山ＧＰセンター

施設の所在地

松山市安城寺町571-2

施設の所在地

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷771-18

施設の種類

食肉処理業

施設の種類

鶏卵選別包装施設

主な品目

ミンチ、スライス肉等精肉

主な品目

殻付鶏卵

認証日（認証番号） 平成25年9月2日（3831003）

認証日（認証番号） 平成25年10月29日（3856005）

認証施設

八水蒲鉾株式会社

認証施設

愛媛県立宇和島水産高等学校

施設の所在地

八幡浜市保内町川之石1-242-4

施設の所在地

宇和島市明倫町1丁目2-20

施設の種類

魚肉ねり製品製造業

施設の種類

缶詰又は瓶詰食品製造業

主な品目

かまぼこ、ちくわ、てんぷら

主な品目

缶詰

認証日（認証番号） 平成25年12月20日（3865001）

認証日（認証番号） 平成26年2月24日（3863001）
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認証施設

愛麺株式会社

認証施設

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社
宇和島ＧＰセンター

施設の所在地

松山市高岡町81-1

施設の所在地

宇和島市寄松乙396-2

施設の種類

めん類製造業

施設の種類

鶏卵選別包装施設

主な品目

うどん、そば、中華めん

主な品目

殻付鶏卵

認証日（認証番号） 平成26年2月28日（3831004）

認証日（認証番号） 平成26年10月27日（3863002）

認証施設

株式会社ビージョイ

認証施設

愛媛飼料産業株式会社 鶏卵事業部

施設の所在地

松山市枝松5丁目8-12

施設の所在地

松山市南高井町1821

施設の種類

食肉製品製造業

施設の種類

鶏卵選別包装施設

主な品目

ウインナーソーセージ、ハム等

主な品目

殻付鶏卵

認証日（認証番号） 平成27年2月16日（3831005）

認証日（認証番号） 平成27年9月8日（3831006）

認証施設

認証施設

株式会社オーブン 愛媛工場

株式会社ビージョイ ブロイラー事業部

施設の所在地

四国中央市土居町中村620番地1

施設の所在地

松山市南吉田町2301-1

施設の種類

食品の冷凍又は冷蔵業

施設の種類

食肉処理業

主な品目

かきフライ等調理冷凍食品

主な品目

食鳥肉（ブロイラー・地鶏）

認証日（認証番号） 平成27年12月25日（3851001）

認証日（認証番号） 平成28年4月18日（3831007）
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食品衛生法施行条例の改正イメージ
（HACCP導入型
導入型基準の追加）
導入型基準の追加）

ＨＡＣＣＰ導入型基準の追加

従来の基準
1 営業の施設の管理
（1）一般的事項
（2）施設の衛生管理
（3）食品取扱設備等
の衛生管理
（4）ねずみ、昆虫等対策
（5）廃棄物及び排水の取扱い
（6）食品等の取扱い
（7）停電等発生時の対応
（8）使用水等の管理
（9）食品衛生責任者の設置
（10）記録の作成及び保存
（11）回収及び廃棄
（12）管理運営要領の作成
（13）検食の実施
（14）消費者からの苦情対応

選択

（平成27年4月1日）

１ 営業の施設の管理
（１）～（３）省略
（４）使用水等の管理
（５）ねずみ、昆虫等対策
HACCPの12手順
（６）廃棄物及び排水の取扱い
（７）食品衛生責任者の設置
（７）食品衛生責任者の設置 手順1
手順
（８）衛生管理を実施する班の編成 手順1
手順
（９）製品説明書及び製造工程一覧図の作成 手順2,3
手順 ,4,5
（10）食品
）食品等の
）食品等の取扱い
等の取扱い
手順6）危害
手順 ）危害要因の
）危害要因の分析
要因の分析
手順7）重要
手順 ）重要管理点の決定
）重要管理点の決定
手順8）管理
手順 ）管理基準の
）管理基準の決定
基準の決定
手順9）モニタリング
手順 ）モニタリング方法の決定
）モニタリング方法の決定
手順10）改善措置
手順 ）改善措置の決定
）改善措置の決定
手順11）検証の実施
手順 ）検証の実施

（11）
）管理運営要領の作成
管理運営要領の作成 手順12
手順
（12）
）記録の作成及び保存 手順12
手順
（13）停電発生時の対応
（14）回収及び廃棄
（15）検食の実施
（16）消費者からの苦情対応

●本県のＨＡＣＣＰ推進体制（愛媛県ＨＡＣＣＰ制度、ＨＡＣＣＰ導入型基準）
県では、平成22年度から「愛媛県食品自主衛生管理認証制度（愛媛県ＨＡＣＣＰ制度）」を創設し、ＨＡ
ＣＣＰの導入を推進しており、ＨＡＣＣＰ導入型基準の追加によりＨＡＣＣＰ導入を一体的に推進

国の政策
国の政策

本県の政策
本県の政策
愛媛県食の安全安心推進条例

指針の改正

第15条
県は、食品関連事業者による自主的な衛生管
理が食の安全安心上重要であることにかんがみ、
食品関連事業者が食の安全安心のために行う
食品等の取扱いに関する基準の設定その他の
自発的な取組を促進するよう必要な措置を講ず
るものとする。

ＨＡＣＣＰの普及の加速と将来的なＨＡＣＣＰの義
務化を見据えつつ、段階的な導入を図る。
⇒農林水産物等の輸出 倍増目標を掲げる中、Ｈ
ＡＣＣＰは輸出の必須条件となりつつある。
⇒輸入食品の安全対策として、対日輸出国に対し
てＨＡＣＣＰの厳格な実施を求めていくためには、
国内におけるＨＡＣＣＰ導入が前提となる。 等

任意で申請

愛媛県ＨＡＣＣＰ制度（要綱）
愛媛県ＨＡＣＣＰ制度（要綱）

ＨＡＣＣＰ導入型基準（条例）

・ＨＡＣＣＰ導入施設を県が認証

・ＨＡＣＣＰ導入施設は基準を選択

一体的に推進
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ＨＡＣＣＰ導入型基準の届出について（案）
１ 経緯
現在、国では、食品等事業者の着実な衛生管理の推進を図るとともに、食品の輸出
を促進し、内外無差別の観点から輸入食品の安全性を確保するため、国内においてＨ
ＡＣＣＰの導入を義務化することが検討されています。
この動きに対応して、県では、県内事業者のＨＡＣＣＰ導入状況を把握し、ＨＡＣＣＰ
の一層の普及推進を図るため、新たに要領を定め、ＨＡＣＣＰを導入した施設について
事業者に届出をお願いすることとしました。
２ 目的
愛媛県食品衛生法施行条例（平成 12 年愛媛県条例第 16 号）第２条に定める「公衆
衛生上講ずべき措置の基準」のうち「危害分析・重要管理点方式」（ＨＡＣＣＰ）を用いて
衛生管理を行う施設（「ＨＡＣＣＰ導入型基準施設」）を届出により把握することにより、Ｈ
ＡＣＣＰの普及推進を図り、もって食の安全安心の確保に寄与する。
３ 適用業種等の範囲
食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第４条第７項に基づく営業を行う施設
※営業許可を要する業種のほか、営業許可を要しない業種（例：漬物製造業）の営業施設
も届出の対象となります。
※松山市内の営業施設は、届出の対象外
松山市内の営業施設は、届出の対象外です。
松山市内の営業施設は、届出の対象外

４ 届出の対象、方法

ＨＡＣＣＰによる衛生管理を導入した場合は、「ＨＡＣＣＰ導入型基準施設届出
書」（様式第1号）に「ＨＡＣＣＰ自主点検票」（様式第2号）を添付して、施設の所在
地を管轄する保健所長に提出してください。
※一部のライン又は一部の製品のみにＨＡＣＣＰを導入している場合も届出をお願いします。
【届出事項】
○施設の名称、所在地、業種
○ＨＡＣＣＰ導入型基準導入状況（施設全体 or 一部ライン・一部製品のみ）
○ＨＡＣＣＰ導入対象製品
○導入年月日
○ＨＡＣＣＰの認定等の有無
届出対象施設
・「有」の例
・総合衛生管理製造過程承認施設
・対米・対ＥＵ輸出水産食品取扱認定施設
・愛媛県ＨＡＣＣＰ制度認証施設
・民間認証施設（ISO22000、FSSC22000、業界 HACCP）
等
・「無」の例
認定等は受けていないが、自主的に HACCP による衛生管理を行っている施設

５ その他
・届出施設に対しては、愛媛県食品衛生監視指導計画に基づく監視に併せて保健所
が確認調査を行います。
・届出事項に変更が生じた場合や、HACCP による衛生管理を行わなくなった場合も届
出をお願いします。
６ 届出制施行年月日

平成２８年１０月１日（予定）
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参 考

愛媛県のＨＡＣＣＰ普及推進イメージ

高

HACCP 認証施設（国による認証：１４施設）

（自主衛生管理体制）

菓子製造・魚ねり製造施設などで
相当の設備、人材を有する企業
１ 愛媛県ＨＡＣＣＰ制度

中小零細の食品関連事業者
↑

↑

↑

国の HACCP 認証基準に準じた県の基
準を作成し、企業がその基準を満たす運
用を行うことによって食品の安全性の向
上を図るとともに、県が認証することに
より、企業の商品に付加価値を与える。
また、認証に当たって専門的知識を有
する人材の育成を図る。

↑
３ ＨＡＣＣＰ導入型基準の推進
国や県による認証を希望していない事
業者、施設設備の改修・更新をせずに、
HACCP の導入を検討している事業者等
を対象として、HACCP による製造管理
の導入に必要な支援・相談を行う。

２ 自主衛生管理体制構築推進事業
県内の大多数を占める中小零細の食
品関連事業者に、HACCP に基づく自主
衛生管理手法を定着させるため、県食品
衛生協会において研修を行うことによ
り、自主衛生管理の向上を図る。

上記１～３の事業を実施することによって、
県全体の食品関連事業者の自主衛生管理の
向上を図る。
↓
食の安全安心の確保

※ ＨＡＣＣＰとは
食品の衛生管理手法の一つ。1960 年代にアメリカの宇宙計画の中で宇宙食の安全性
を高度に保証するために考案された製造管理のシステム。
製造における重要な工程を連続的に監視することにより、個々の製品の安全性を保
証する衛生管理手法であり、危害分析、重要管理点、管理基準、モニタリング、改善
措置、検証、記録の７原則から成り立っている。

10

