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◆はじめに 

 

平成 30 年 6 月に公布された食品衛生法の一部改正で、スーパーマーケットは規模の多少や扱い品目に関わりな

く、HACCP に沿った衛生管理による商品作りと販売が義務化されました。 

 

HACCP に沿った衛生管理とは、食中毒予防の三原則を基本に、今取り組んでいる衛生管理と調理法などに応じた

注意点をあらかじめ衛生管理計画として明確にし、実施し、記録する、この一連の作業としています。従って、これ

までとは全く異なるものではなく、新たに設備を導入、施設を修繕するなどの必要はありません。 

 

HACCP に沿った衛生管理とは衛生管理を「見える化」することです。 今まで以上に、食中毒の予防のための衛生

管理に取り組むことができ、消費者の皆様方にも自信をもって応対ができるようになります。 

 

厚生労働省は小規模事業者の HACCP に沿った衛生管理に取り組む際の負担を軽減するため、食品等事業者団体に

よる衛生管理計画手引書作成のためのガイダンスに従って

作成された手引書を参考にする仕組みを作っています。 

この AKR 版 HACCP NOTE は「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）」と以下の「食

品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガ

イダンス」に準拠した「HACCP の考え方を取り入れた衛生

管理のための手引書を参考にして、小規模なスーパーマー

ケット事業者向けに実践的かつ実用的に作られたものです。 

 

AKR 版 HACCP NOTE を使うことで HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の計画が作成でき、運用上の注意点

をわかりやすく解説して、衛生管理が継続的に行うことができます。 

 

 

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針 平成 26 年 10 月 食安発 1014 第 1 号 厚生労働省 

食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス第 3 版 ：平成 30 年５月改正 厚生労働省  

 

ハサップの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（小規模な一般飲食店事業者向け）：公社 日本食品衛生協会編 

スーパーマーケットにおける HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書：一社 全国スーパーマーケット協会編 

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 食肉販売業向け：食肉流通 HACCP 導入マニュアル作成委員会 

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 小規模な水産物小売業：公財 食品等流通合理化促進機構 

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 小規模な青果物小売業：公財 食品等流通合理化促進機構 

牛乳販売店等における牛乳乳製品等の宅配に関する HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の手引書：一社 全国牛乳流通改善協会 
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HACCP に沿った衛生管理の義務化は保健所や第三者機関による認証は不要とする法案ですが、別に定める AKR

版中小企業 HACCP 適合認定制度による認定を取得することで、良質な衛生管理のスーパーマーケットであることを

お客様（消費者）に広告することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模のスーパーマーケットの特徴の一つに、１施設内での営業許可者が複数いる場合が多いことがあげられま

す。例えば、惣菜部門は A さんが飲食店営業者であり、鮮魚部門は B さんが魚介類販売者であるなどです。この AKR

版 HACCP NOTE はスーパーマーケット施設単位での衛生管理計画としていますが、営業許可事業毎に衛生管理計

画が完成できるように対応しています。 
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◆AKR 版 HACCP NOTE 

 

AKR 版 HACCP NOTE は、スーパーマーケットなど食品取扱施設が HACCP の考え方を取り入れた自主衛生管理

計画を混乱なく作成し、かつ、継続可能なマネジメントシステムで自主衛生管理の推進及び衛生水準の向上を図り、

食品による危害防止及び食の安全性の確保に寄与することでお客様（消費者）から信頼を頂くことを目的とします。 

 

 

◆HACCP って何？ 

 

HACCP（危害要因の分析と安全を確保するため、必ず管理しなければならない

工程） とは、 食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（心配事）を調査し、原材

料の入荷から製品の出荷に至る全ての工程の中で、危害要因を除去又は低減させ

るために特に重要な工程を選んで管理し、不良品を出荷しない仕組みで製品の安

全性を確保しようする国際標準の衛生管理法です。この手法は 国連の国連食糧農

業機関（ FAO ）と世界保健機関（ WHO ）の合同機関である食品規格 （コー

デックス） 委員会で承認され，諸外国では衛生管理の標準となっています。 

 

従来の抜取検査による衛生管理に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を

未然に防ぐことが可能となるとともに、原因の追及が容易になります。 

わざわざ、新たな衛生管理をしなくても、「食中毒を起こしたことはない」、「衛

生には常日頃、十分に注意している」と思われて当然ですが、この HACCP に沿

った衛生管理は、事故を限りなく起こさないためのものであり、自社を衛り、お客様を衛る、まさしく衛生そのもの

といえます。今まで行ってきた衛生管理を HACCP という視点で見直すと考えて下さい。 
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◆コーデックスの一般衛生原則と HACCP 

 

コーデックスの一般衛生原則が食品衛生の国際的ガイドラインです。扱うプログラムは一般衛生管理と HACCP で

す。難しい内容と思われがちですが、食中毒予防の３原則で、つけないための管理を一般衛生といい、増やさない・

やっつけるための管理を HACCP と言い換えると理解しやすでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP に沿った衛生管理を義務化した食品衛生法では、この一般衛生原則と HACCP7 原則 12 手順に基づいて衛

生管理計画を作り、実施し、記録するとしたもので、「スーパーマーケットは事業規模の大小にかかわりなく国際標

準の衛生管理をしなくてはなりません」としたものです。すなわち、原則、全ての食品等事業者は、一般衛生管理と

いわれる施設・設備の衛生管理、食品取扱者の衛生管理や衛生教育の実施に加えて、HACCP に沿った衛生管理計画

を作り、実施する義務を負わなければなりません。 

 

（注 缶詰など常温で保存可能な包装済み食品のみを販売する営業など、公衆衛生に与える影響が小さいと考えられ

る業種については、衛生管理計画の作成を求める必要はないと考えられることから、規制の対象から除く） 
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◆HACCP に沿った衛生管理を義務化する制度 

 

HACCP に沿った衛生管理とは、コーデックスの HACCP7 原則 12 手順７原則で作られる HACCP プランを要件と

します。しかしながら、厚生労働省は HACCP 導入を容易にするため小規模事業者や取り扱う食品の特性等に応じた

柔軟かつ弾力的な取組みが可能であるとし、2 つの取組みの内のいずれかで運用することを求めています。 

 

 

1 つ目はコーデックスの HACCP7 原則 12 手順に基づいて作った HACCP プランを実施する「食品衛生上の危害の

発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取り組み（HACCP に基づく衛生管理）」。 

2 つ目は「取り扱う食品の特性や施設規模に応じて柔軟・簡略化された「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」

です。食品等事業者団体（業界団体）が作成し、厚生労働省により検証された手引書を参考に、簡略化された衛生管

理法です。なお、「HACCP に基づく衛生管理」と「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の衛生達成水準につい

ては、いずれも、必要な衛生管理のレベルを確保していますので、いずれの取組みでも食品の安全レベルは同一です。    

 

この「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者は、次の２つです。 

1） 店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者（例：食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造

販売等）、 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種（例：飲食店等）および一般衛生管理の対応で管理が

可能な業種等（例：包装食品の販売等）と ２）施設で製造・加工に従事する者の総数が 50 名未満の事業者。 

 

AKR 版 HACCP NOTE は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」を採用します。 

 

HACCP の考えを取り入れた衛生管理での義務は次の通りです。 

① 手引き書から危害要因を知る 

② 手引書を参考に衛生管理計画を作り、その計画通りに実行 

③ 衛生管理の記録を取り、保管する 

④ 衛生管理に不備がないかを定期的に振り返る 
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◆HACCP の考え方を取り入れた衛生管理計画」作成のためのガイドライン 

 

小規模事業者が実施しなければならない HACCP は、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」となります。すな

わち、コーデックスの HACCP7 原則 12 手順を要件としない弾力的な取組みとなり、事業施設は、厚生労働省が内

容を確認した各事業者団体等が作成した「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」に則った衛生管

理を行うことで、HACCP に沿った衛生管理に適合したものとして取り扱われます。 

 

スーパーマーケットでの食中毒発生要因の多くは、調理者の衛生・健康管理不足、交差または二次汚染、食品の温

度管理不徹底などがあげられます。すなわち、そのほとんどは一般衛生管理（どの施設や食品についても実施すべき

共通の衛生管理事項）の不備といえます。食中毒を防ぐには、この一般衛生管理を確実に実施することが何よりも大

切です。HACCP は、その上に、食品を適切な加熱や冷却（食品の種類に応じた事項）によって食品を安全に管理し、

管理できなかった場合は出荷しないことで食中毒などの発生を未然に防ぐものです。 
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◆ 対象事業 

 

対象となる事業形態と取り扱う商品例は次の通りです。 

 

仕入れ販売商品（営業許可対象外であって要登録申請または喫茶店営業、乳製品販売業） 

・容器包装済みであり、スーパーマーケット内で手を加えずに販売する食品 

・調味料、カップラーメン、ベビーフード、菓子、干物、米、 酒、缶詰、ドライフルーツなど 

・牛乳、豆腐、練り物（蒲鉾等）、納豆、ジュース、カップゼリー、卵、レンジアップ商品、冷凍食品などで保管温度

が指定されている食品など 

 

精肉（食肉販売業） 

・スーパーマーケット内で加工・包装を行う食肉製品、加工製品 

・仕入れ販売参考商品（包装された商品であって、施設内で加工していないもの） 

・バラ肉、ミンチ肉、ステーキ肉、ハム、ウインナー、ベーコン等 

 

鮮魚（魚介類販売業） 

スーパーマーケット内で加工・包装を行う魚介類製品、加工製品 

・仕入れ販売参考商品（包装された商品であって、施設内で加工していないもの） 

・鮮魚、切身、柵、刺身、干物、塩干（もずく、味噌漬け等の加工品）等 

 

青果（営業許可対象外であって要登録申請） 

スーパーマーケット内で加工・包装を行う野菜及び果実、加工製品 

・仕入れ販売参考商品（包装された商品であって、施設内で加工していないもの） 

・野菜（きのこ含む）、カット野菜、果物、カット果物等 

 

惣菜（一般飲食店営業） 

スーパーマーケットで加熱やカット、混合、小分け作業等の加工作業を行っている惣菜製品、加工製品 

・仕入れ販売参考商品（包装された商品であって、施設内で加工していないもの） 

・揚げ物、焼き物（魚、肉）、あえ物、弁当、寿司、サラダ等 
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◆衛生管理計画作成のためのガイドライン 

 

◆衛生管理計画作成のためのガイドライン１ 運用体制 

１ 安全な商品提供とお客様第一主義の宣言 

２ 食品安全メンバー（HACCP 推進チーム）編成とリーダーの選定 

３ 施設の現状を把握 

４ 従業員教育と訓練 

５ 手順書の作成 

６ 記録の管理 

 

 

◆衛生管理計画作成のためのガイドライン 2  施設環境の一般衛生管理 

１ 施設・設備の衛生管理（営業許可基準） 

・使用器具の衛生管理 

・使用水等の管理 

・ネズミ・昆虫対策 

・廃棄物・排水の取扱い 

・トイレの洗浄殺菌 

２ 食品等の取扱い 

・検食の実施 

・情報の提供 

・回収・廃棄 

３ 売場及び陳列の管理 

４ 食品取扱者の健康管理・衛生的作業衣の着用など 

５ 衛生的な手洗いの実施 

６ 測定装置の検証 温度計やタイマー 

 

 

◆衛生管理計画作成のためのガイドライン３ 商品の一般衛生管理 

１ 原材料の受け入れの確認 

２ 冷蔵・冷蔵庫の温度確認 

３ 交差汚染・二次汚染の防止 

４ 器具等の洗浄・消毒・殺菌 
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◆衛生管理計画作成のためのガイドライン４ 重要管理点 

１ 事業形態に応じた食材の分類と重要管理ポイントの決定 

1-1 陳列販売（乳製品販売業など） 

1-2 精肉（食肉販売業） 

1-3 鮮魚（魚介類販売業） 

1-4 青果（青果物販売届け） 

1-5 惣菜（一般飲食店営業） 

 

 

◆生管理計画作成のためのガイドライン５ 法令遵守 

１ 営業許可の確認または営業届け出 

２ 食品衛生責任者の任命 

３ 苦情処理 

４ 保健所への通報 

 

 

◆衛生管理計画作成のためのガイドライン６  

１ 食品防御 

２ アレルギー対策 

 

 

◆衛生管理計画作成のためのガイドライン７ 

１ 衛生管理計画の見直し 

 


