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ＨＡＣＣＰ手順５をメンバー間の
現状認識・情報共有ツールとして活用

今回は、HACCP チームのメンバーが危害要因分析の準備として、製造工程図を用いた現場確認と、食品安全を脅かす「心
手順 6（原則Ⅰ）からの進行が効率的に進んだ事例を紹介します。

配事」のピックアップを行い、自社の現状をより具体的に認識することで HACCP と一般的衛生管理要件が仕分けされ、

きつつあります︒この活動により︑Ｈ

分の職場におけるＨ

ました︒そして︑自

制定日
機械

項目

改定日
〇〇機

〇〇機

〇〇機

〇〇機

検証項目（PP 項目）

・駆動部のさび・汚れ確認
・拭き取り検査（洗浄精度）
・丸刃、刃こぼれ確認
・回転刃交換記録

・駆動部のさび・汚れ確認
・拭き取り検査（洗浄精度）
・丸刃、刃こぼれ確認
・骨切り刃交換記録

・真空度確認
・真空ポンプオイル確認

・テストピースチェック
・センサー位置確認
・ベルト部動作確認

実施タイミング
（日常実施頻度）

・作業開始前
・作業終了後
・拭き取り検査：1 回／週
（大腸菌群検査）

・作業開始前
・作業終了後
・拭き取り検査：1 回／週
（大腸菌群検査）

・作業開始前
・作業終了後
・拭き取り検査：1 回／週
（大腸菌群検査）

・作業開始前
・作業終了後
・１梱包ごと（25 パック）

検証担当者

工場長

工場長

工場長

工場長

検証頻度

1 回／月

1 回／月

1 回／月

1 回／月

検証方法

日報確認

日報確認

日報確認

日報確認

記録帳票名

・一次加工工程作業日報
・拭き取り検査日報

2017.12

・二次加工工程作業日報
・拭き取り検査日報

・二次加工工程作業日報
・拭き取り検査日報

・三次加工工程作業日報

を実施しました︒

ＡＣＣＰチームのメンバーは︑一般的

設備機器検証計画表（事例）

文書番号
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活動期間は﹁清掃・洗浄・整理・整

表2

P：攪拌シャフトの摩耗、金属片
C：モーターグリスの落下

ＡＣＣＰ推進に対し

作業遅延による菌の増殖

3. 攪拌

衛生管理要件とＨＡＣＣＰが車の両輪

B：攪拌タンクの洗浄不良汚染

頓﹂は１カ月とし︑エリアとテーマを

2. 原料投入

同上
同上
改修の実施
5S 教育訓練（整理整頓）
同上（定期清掃）
同上（定期清掃）
SSOP 教育訓練
同上

て強力なリーダーシ

SSOP 教育訓練

のごとくお互いに独立し助け合うこと

No
No
No
No
No
No
No
No
No

床の汚れからの汚染
投入トレーの汚れ
P：天井からのさび
不整頓な工具類の混入
投入トレーの削れ、割れ
C：天井からのほこり
シンクの洗剤、消毒剤の混入
投入トレーの洗浄不足

決め︑徹底した清掃・洗浄・整理・整

B：作業者の手指からの汚染

ップを発揮できたの

納入業者の保証
同上
改修の実施（直ちに）
納入業者の保証
改修の実施
納入業者の保証
農家とコミュニケーション

で初めて︑食品企業が目的とする食の

No
No
No
No
No
No
No

です︒

B：原料が汚染の可能性

原料入れ物からの汚染
受け入れ天井の雨漏り・カビ
P：原料に金属、石、ガラス入り
受け入れ天井のさび
C：農薬付着、殺菌剤混入
隣の田んぼの農薬散布

1. 原料受け入れ

Yes/No の理由

Yes/No

頓を実施︑特に環境整備に強い意識を

必要があるか

安全を確保できるということを理解し

原材料／工程

「心配事」は

HACCPで取り扱う

持って取り組みました︒また﹁改善テ

食品衛生上の「心配事」
・細菌汚染（B）
・異物混入（P）
・化学物質の混入（C）

ーマ﹂に関しては６カ月を目途とし︑計

工程図に基づいた食品衛生上の心配事チェック表（事例）

画書の提出とともに予算計画も承認を
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目標達成後︑ＳＯＰ︑ＳＳＯＰの作

成をＨＡＣＣＰチームと共に行い︑検

証方法と検証日時を設備機器検証計画

表︵表２︶の中に入れました︒検証は

記録︵クレーム内容︶の確認︑現場写

真チェック︑洗浄状況確認のため微生
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ＨＡＣＣＰシステムはＣＣＰの管理に
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今回の事例は︑危害分析の前に製造

工程図を基にＨＡＣＣＰチーム全員で

食品衛生上の心配事を共有化したこと
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により目的が明確になり︑全社的活動

分の１を
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の盛り上がりにつながりました︒成果

として︑異物混入クレーム

達成し︑今後ゼロを目指す雰囲気もで
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