
問題発生

食品の足あと たどれますか？
食品トレーサビリティ
「実践的なマニュアル」

ダイジェスト版

「○○県産と表示された貝を食べ
た消費者に、食中毒が発生した」
と知らせを受けた。

しかし、どの水域の貝が原因なの
かわからない。

処理・加工・調理段階での
汚染なのかもしれない。

私たちの市場で扱った魚の加工品
から、「薬剤の成分が微量ながら
検出された」との報告があった。

漁獲水域の沿岸部の養殖でその薬
剤が利用されており、海水からの
汚染が疑われる。

汚染状況を確認し、回収
をすべきだが、費用が膨
大になりそう。

薬剤が検出されたロットの漁獲時
期・漁獲水域を特定し、さらにそ
の周辺の時期・水域で漁獲された
他のロットへの汚染の有無を調べ
ることにより、回収を依頼する
ロットの範囲を限定できる。

遡って調べることにより、汚染が
疑われる水域や処理場・加工場を
絞り込むことができる。

汚染箇所がはっきりすれば、関係
のないロットまで出荷
制限せずに済む。

食品事故発生

『ロットを限定して回収でき
る！』

『問題の範囲を限定できる！』

トレーサビリティに取り組んでいたら…

「食品トレーサビリティ」とは「食品の移動を把握できること」

これらは他人事ではありません！



問い合わせ先

※ 「実践的なマニュアル」は、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html#1）からダウン
ロードできます。「実践的なマニュアル」や本ダイジェスト版について不明な点があれば上記までお問い合わせください。

問い合わせ先 電話番号 問い合わせ先 電話番号

消費・安全局消費者行政課 03-3502-5716 東海農政局消費生活課 052-223-4651

北海道農政事務所 消費生活課 011-330-8813 近畿農政局消費生活課 075-414-9771

東北農政局消費生活課 022-221-6095 中国四国農政局 消費生活課 086-224-9428

関東農政局消費生活課 048-740-0357 九州農政局消費生活課 096-211-9121

北陸農政局消費生活課 076-232-4227 沖縄総合事務局 消費・安全課 098-866-1672

チェック項目 参照先
□ 入荷品（漁獲物・稚魚等）について、基本4項目※が記

載された「漁獲・入荷の記録」が保存されていますか。
「入荷」の
ステップ１

□ 出荷した水産物について、基本4項目※が記載された
「出荷の記録」が保存されていますか。

「出荷」の
ステップ１

取組状況をチェックしてみましょう！

チェック項目 参照先
□入荷品（漁獲物・稚魚等）を管理する単位（入荷ロッ

ト）を決めていますか。
「入荷」の
ステップ２

□入荷品（漁獲物・稚魚等）を管理する記号や番号（入荷
ロット番号）の割り当てルールを決めていますか。

□入荷品（漁獲物・稚魚等）を管理する記号や番号の表示
方法を決めて、入荷品に表示していますか。

□養殖中の魚群を管理する単位を決めていますか。

「養殖」の
ステップ２

□養殖中の魚群を管理する記号や番号（養殖ロット番号）
の割り当てルールを決めていますか。

□養殖中の魚群を管理する記号や番号の表示方法を決めて、
生簀等に表示していますか。

チェック項目 参照先

□どの入荷品（漁獲物・稚魚等）をどの水域・入荷先から
漁獲・入荷したかの対応関係を把握できていますか。

「入荷」の
ステップ３

□どの入荷品（稚魚等）から、どの養殖ロットができたか
の対応関係を把握できていますか。

「養殖」の
ステップ３

□どの商品・魚群がどの出荷先に出荷されたかの対応関係
を把握できていますか。

「出荷」の
ステップ３

すべてＯＫならステップ２のチェックリストへ
※ 基本４項目：①いつ ②どこから（どこへ） ③何を ④どれだけ

すべてＯＫならステップ３のチェックリストへ

ス テ ッ プ １
入荷先・出荷先の特定

ス テ ッ プ ２
水産物の識別

ス テ ッ プ ３
識別した水産物の対応づけ



株式会社○○水産
　9月　19日売り 担当：○○○

仕入日 船名 品名 水域 サイズ 元
個数

函詰め
日 荷姿 出来

個数 ロットNo

9/18 08　○丸 アジ ○○沖 M 5 9/18 4kg 13 0918A

5kg 7 0918A

9/18 12　×丸 ブリ ××沖 M 40 9/18 4入 30 0918B1

9/18 18　△丸 ブリ △△沖 L 20 9/18 4入 20 0918B2

選別・函詰め作業日報

漁獲ロット 選別・函詰めロット

漁業者のみなさん
トレーサビリティをやってみませんか？

漁獲

【内容】

操業日誌を作成し、
「いつ、どこから、何
を、どれだけ」の基
本4項目を記録し、
保存する。
【効果】

水域や魚種等に問
題があった場合、自
らの漁獲物に影響
があるか判断できま
す。また、漁獲水域
の表示・伝達の際の
根拠資料になります。

３．何を

１．いつ

４．どれだけ

２．どこから

２．どの函に１．どの漁獲物を
【内容】

作業日報を作成し、「どの漁獲
物を、どの函に 詰めたか」等
を記録し、ロット番号等を付し
識別しておく。
【効果】

漁獲物に問題があった場合、
どの商品に問題があるか特定
できます。

また、商品に問題があった場
合、どの漁獲物（または漁場）
に問題があったか特定しやす
くなります。

【内容】

出荷の記録に、基本の４項
目に加え、函詰めした商品
のロット番号等を記入してお
く。
【効果】

漁獲物等に問題があった場
合、どの出荷先に出荷した
かがわかるため、迅速な回
収がしやすくなります。

また、出荷した商品に問題
が判明した場合、どの漁獲
物（または漁場）に問題が
あったか特定しやすくなりま
す。４．どれだけ

２．ど

３．何を

１．いつ

ステップ１

漁獲の記録（基礎トレサ）
ステップ２
漁獲物の識別

ステップ３
漁獲ロットと漁獲水域の対応づけ

選別・
函詰め

ステップ３：漁獲ロットと選別・函詰めロットの対応づけ

選別・函詰めの記録（内部トレサ）
ステップ２
選別・函詰めした商品の識別

出 荷

ステップ１

出荷の記録（基礎トレサ）
ステップ３
選別・函詰めロットと出荷先の対応づけ

５．どの函を

こへ

ステップ２

食品の識別
ステップ３

識別した食品の対応づけ の詳細については、実践的なマニュアルをご参照ください。

ワンポイント！

・産地市場に出
荷する場合には、
通常、荷受から
取引後に受け取
る「仕切書」等が
「出荷の記録」と
なります。

まずは、 から始めましょう。ステップ１ 入出荷記録の作成と保存（基礎トレーサビリティ）



発行日　2015年9月19日 No.＊＊＊
納品日　2015年9月19日

○○水産株式会社　 殿
株式会社△△養殖場

○○県＊＊市＊＊町＊＊＊＊
TEL・FAX：****-****

品名 産地 入数 数量 単価 金額 備考
ブリ（養殖） ○○県 4入 20 **** **** 生簀Ａ
ブリ（養殖） ○○県 5入 30 **** **** 生簀Ｂ

小計 ＊＊＊＊
消費税 ＊＊＊＊
総合計 ＊＊＊＊

納　品　書　(控)

生簀Ａ：ブリ

日付 作業 産地
規格 入荷先 数量 備考

H26.9.18 稚魚投入 ○○県 ○○漁協 １００kg

H26.9.18 〃 △△国 ××水産   ８０kg

H26.9.19 〃 ○○県 ○○漁協 １５０ｋｇ

～

H27.1.21 薬品投入 ×× □□剤 ＊ｋｇ

～

担当：◇◇

株式会社△△養殖場

生簀管理日誌

買受人
株式会社△△養殖場　殿

〒***-**** ○○県＊＊郡＊＊町＊＊

商品名 産地 単位 数量 単価 金額 備考

ブリ（稚魚） ○○県 kg 100.0 **** *****

******
*****

******
消費税
合　　計

TEL****-**-****

納　品　書

伝票発行日 2014年　9月18日
伝票番号　＊＊＊＊＊＊

取引日　2014年　9月18日

○○漁業協同組合

小　　計

養殖業者のみなさん
トレーサビリティをやってみませんか？

種苗
入荷

【内容】

入荷に関する基本４項目「いつ、どこから、何を、
どれだけ 入荷したか」を記録し、保存する。
入荷先からの納品書の保存でも可。
【効果】

入荷先を確実に特定することができる。また、問
題ある稚魚が、自社に入荷していないか、すぐに
調べる
ことが
できる。

３．何を

１．いつ

４．どれだけ

２．どこから

２．どの生簀に １．どの稚魚を 【内容】

生簀管理日誌等を作成し、「どの稚魚を、
どの生簀に 投入したか」等を記録してお
く。
【効果】

稚魚に問題があった場合、どの商品に問
題があるか特定できます。

また、商品に問題があった場合、どの稚
魚に問題があったか特定しやすくなりま
す。

【内容】

出荷の記録に、基本の４項目に加え、
水揚げした生簀を記入しておく。
【効果】

稚魚や成魚に問題があった場合、どの
出荷先に出荷したかがわかるため、迅
速な回収がしやすくなります。

また、出荷した商品に問題が判明した
場合、どの稚魚（又は生簀）に問題が
あったか特定しやすくなります。

４．どれだけ

２．ど

３．何を

１．いつ

ステップ１

入荷の記録（基礎トレサ）
ステップ２
入荷品の識別

ステップ３
入荷ロットと入荷先の対応づけ

養殖

ステップ３

養殖の記録（内部トレサ）
ステップ２
養殖魚群（生簀単位）の識別

出荷

ステップ１

出荷の記録（基礎トレサ）
ステップ３
養殖ロットと出荷先の対応づけ

５．どの生簀のものを

こへ

ステップ２

食品の識別
ステップ３

識別した食品の対応づけ の詳細については、実践的なマニュアルをご参照ください。

まずは、 から始めましょう。ステップ１ 入出荷記録の作成と保存（基礎トレーサビリティ）
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