
①判定 備考やポイント

具体的
取組事
例

3.1.1-1　【現場】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設はあるか

○
ペットや番犬等は汚染させる状況でな
ければ可

3.1.1-2　【現場・文書】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設がある場合、汚
染をしていない確認がされているか

－
該当施設より汚染させていない旨の文
書等を取り寄せれば可

3.1.1-3　【現場】
敷地内にごみや不要物は放置されていないか

○ 専用ゴミ箱を設置
廃棄物の保管場所が決まっていれば
可

3.1　立地環境

品目等

施設No.1 取扱品目　リンゴ

1.総評

全体として適合

2.主な観察事項

①農薬の分析が不十分（実施頻度の不明確）

施設を、次に掲げる条件を満たした場所に立地させ、青果物の汚染を防止し安全な青果物を出荷できるよう
に維持しなければならない。

3.1.1　施設の建屋及びその敷地は、選別及び梱包が行われる青果物の汚染を防止するため、以下の条件
を満たす場所に立地さなければならない。
a) 施設周辺は清潔に保たれており、有害生物の繁殖源及び病原微生物の発生源となり得る不用物または
廃棄物が滞留していないこと。
b) 塵埃の多い地域または場所から離れていること。
c) 汚染された場所に近接していないこと。
d) 地盤が冠水などで汚染される場所に施設の建屋を設置しないこと。適切に排水するための排水設備を設
けること。施設の建屋が不適切な地域と近接している場合は、虫、動物、粉塵その他の汚染源の影響を防
止または除去する有効な対策を講じること。

3.観察事項改善の取り組み

①（品目別に）毎年実施に向けて準備改善中

4.タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格自己チェックリスト

要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

【判定記入例】　適合：〇　軽微な不適合：△　　適用外：－



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1.1-4　【現場】
極端な塵埃汚染はないか

○

3.1.1-5　【現場】
過去、冠水の被害は確認されるか

○
タイの洪水のように頻繁に発生してい
なければ可

3.1.1-6【現場・文書】
3.1.1-4及び3.1.1-5が確認された場合、その対策をされているか

－ 文書化が望ましい

具体的
取組事
例

3.1.2-1　【現場】
作業場内の整理整頓は実施されているか

○

3.1.2-2　【現場】
作業場内の清掃は実施されているか

○ 適宜実施

3.1.2-3　【現場】
作業場内と移住場所は分かれているか

○

3.1.2-4　【現場】
作業場内（床面から80cm の高さ） は作業に支障のない照度（目安として300 ルｯクス以上）
が保たれているか

○

選別台の上部に蛍光灯が設置してあ
れば問題ない。300ルクスの根拠は労
働安全衛生規則第604条　「精密な作
業」300ルックス（Lx）以上

3.1.2-5　【現場】
作業場内は極端な湿気（蒸気がこもるなど）が無いか
湿気がある場合は換気が適切にされているか

○

3.1.2-6　【現場】
排水が逆流し、場内を汚染させていないか

－ 排水施設が無い場合は適用外

3.1.2-7　【現場】
作業場内に有害生物（小動物、鳥類、ネズミ等）が侵入したことがあるか。またはその痕跡
（巣、糞、ラットサイン等）があるか

○ 把握し対策実施
選果場が有害生物の侵入を把握して
いればこの項目は可

3.1.2　施設の建屋または青果物の選別及び梱包工程を行うことを目的とする区域（以下、「選別梱包区域」
という）を、清潔に管理し、衛生的な状態に保つため、以下の条件を満たさなければならない。
a) 施設の建屋または選別梱包区域の内部環境を、整理整頓し、衛生的に管理及び維持すること。不用物を
置かず、青果物が汚染されないようにすること。作業が円滑かつ適切に行えるようにすること。
b) 選別梱包区域は、それぞれ居住区域と分離すること。
c) 作業を実施するために適切かつ十分な照度及び換気を確保すること。
d) 選別及び梱包工程で生じる廃水を適切に排水するために、排水管または排水路を設けること。選別及び
梱包工程で化学物質を使用する場合は、公共排水路に排水する前にその排水を処理する仕組みを確立す
ること。
e) 施設または選別梱包区域への有害生物の侵入、及び有害生物の青果物への接触を防ぐ対策を講じるこ
と。

排水設備無
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3.1.2-8　【現場・文書】
3.1.2-7の可能性が有る場合、次のような対策がされているか。
・窓や扉に開放禁止の掲示をする
・可能な限り開放をしない手順を定める
・鳥類の場合はネットを設置している
・ネズミはトラップを設置している

○ トラップも設置している
3.1.2-7　を踏まえて、何らかの対策をし
ていれば可

3.2-1【現場】
作業台を除く施設・設備は清掃・洗浄しやすい構造で、有害物質が溶出しない素材で作ら
れ、異物（塗装等）が発生しにくい状態であるか。

○
現場の状態が問題なければ、文書は
必須ではない

3.2-2【文書】
3.2-1が適切でない場合、清掃/洗浄手順書、汚染防止手順書等が用意され対策がされてい
るか。

○ パレットは破損など不備を点検し、破棄

3.2-3【現場】
青果物に直接接触するテーブルは、ステンレス又は樹脂製か。それ以外の素材（鉄、木製
等）の場合は清潔なシートを敷いているか

○

3.2　　用具・機械・設備

選別及び梱包工程に使用する用具、機械及び設備は、衛生規範を実践し、汚染源とならないように容易に
清掃及び保守できるよう、以下の条件を満たして設計及び配置されなければならない。

a) 用具、機械及び設備は、起こりうる汚染を考慮して設計及び配置されており、全面が容易に清掃できる場
所に配置されていること。
b) 青果物と接触する設備または用具は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られ、かつ容易に
清掃できるようにすること。
c) 青果物と接触する作業台または作業面は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られており、容
易に清掃できるものとすること。作業台は、容易に清掃できる位置に設置すること。作業に適した高さで設置
するか、または汚染の発生を防止する対策を講じること。

具体的
取組事

例
木製パレット（燻蒸済）

機械ラインは鉄製ローラ。箱詰めま
で直接青果物には接触しない構
造。
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具体的
取組事
例

3.3.1 -1【記録・必須】
対象となる青果物の生産者より、次の項目を記載した栽培時の農薬使用に関する記録を入
手しているか。
必要な項目
防除暦に基づいた農薬の使用量、使用時期（収穫前日数）、総使用回数等が確認できる記
録
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○
電子媒体でも可。

3.3.1 -2【記録・必須】
次の項目を記載した、青果物を供給した生産者の台帳を整備しているか。
生産者の氏名、青果物、農場の名称・所在地、受取年月日
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

自社農場の場合、台帳は必要ないが、
どの圃場からいつ受け取ったか等の情
報は必要

3.3.1 -3【記録】
  青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、次の項目を記載した集
荷者の台帳を整備しているか。
集荷者の氏名、青果物、受取年月日、生産者の氏名、農場の名称・所在地

－

具体的
取組事
例

3.3.2-1【記録】
青果物と接触する包装資材について、日本の法令に合していることが分かる規格書又は証
明書等を入手しているか

△

入手自体は簡易。樹脂製の容器につ
いては、日本の法令に準拠していれば
タイの法令も準拠できる。

3.3.2-2【現場】
青果物と接触する包装資材は、汚染を防ぐためにカバー等で覆いをしているか

○
資材置き場にて管理。ビニールなど
掛かったままで保管

栽培管理記録簿にて農薬散布履歴
を記入

入庫伝票にて確認可能

3.3.2 容器包装は、青果物と直接接触する場合、清潔で、毒性のない素材により作られたものでなければな
らない。容器包装は、過去に有害物質の梱包に使用されたことがなく、使用前に適切に清掃されたものでな
ければならない

明確なものは入手していないか、
メーカーからの規格書あり。
業者より安全データシートの入手が
好ましい

3.3　製造工程管理

全ての製造工程を適正衛生規範(GHP)に基づき管理しなければならない。物理的、化学的及び生物学的危
害要因の管理が、青果物の栽培地または集荷地から受け入れ、前処理、洗浄、保管及び輸送の工程を含
めて実施されるために、以下の条件を満たさなければならない。

3.3.1 青果物の選定にあたり、以下の条件を満たさなければならない。
a) 栽培時の化学物質の使用を管理する仕組みを確保した栽培地または圃場から青果物を入荷すること。
b) 青果物を供給した生産者の台帳を整備すること。
c) 青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、集荷者の台帳を整備すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です
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3.3.2-3【現場】
包装資材の保管場所は、極端な高温多湿を避けているか

○

3.3.2-4【現場】
包装資材の保管場所は薬剤保管場所と区分けして保管しているか

○ 薬剤の使用はない

3.3.2-5【現場】
防虫防鼠を目的とした薬剤散布又は燻蒸作業の際は、包装資材は隔離又は養生し、これら
の薬剤成分による汚染を避けているか

－

具体的
取組事
例

3.3.3-1【文書】
 梱包前の青果物の保管に対する、保管方法（温度等）、保管期間、先入先出等が定められ
ているか

○

文書化されていなくても、手順（収穫後
24時間以内に出荷等）や基準（冷蔵庫
内は10℃以下など）が定まっていれば
可。

3.3.3-3【現場】
 3.3.3-1の規程通り、保管されているか

具体的
取組事
例

※3.3.1項で防除暦に従って農薬管理を実施している場合この項は適合となる。
農薬管理を実施していない場合は以下の項目で判定する。

○

3.3.4-1【記録】
対象青果物について、1回/年以上、検証を目的とした残留農薬の試験を厚生労働省登録検
査機関で実施しているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

使用農薬について検査を実施し、日本
の法令及びタイの法令の基準内である
ことが必要。なお、検証が目的のため、
全ての圃場に実施する必要は無い。

3.3.4-2【記録】
検査項目は、当該農場での使用農薬及び農場周辺で使用されている農薬を考慮した項目
か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－
ドリフト及び土壌汚染についてはヒアリ
ングで汚染されていないことを確認でき
れば可。

3.3.4-3【記録】
分析結果は日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

3.3.4 青果物について、定期的な化学物質の残留検査を行う方法を定め、実施しなければならない。この定
期検査は、簡易キットでも構わない。ただし、少なくとも年１回は力量のある分析機関で検査を行わなければ
ならない。

一応、全体で使用農薬を検査実
施。
品種ごとにサンプリング検査を実施
しておく必要がある（厚労省登録検
査機関での実施）

3.3.3 梱包前の青果物及び容器包装は、それらの汚染が防止され、青果物の腐敗が最小限に抑えられた状
況で、適切に保管及び在庫管理を実施しなければならない
※包装資材の保管については、3.3.2参照

入庫分は当日に選果されて梱包さ
れるが、出荷までは保冷庫で保管
される
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3.3.4-4【記録】
上記以外の試験を実施している場合は、日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

具体的
取組事
例

3.3.5-1【現場】
トリミング、表面加工を行う場合は、手や器具は汚れていないか

○

3.3.5-2【現場】
繰り返し使われるコンテナ等の収穫容器に汚れていないか

○

3.3.5-3【現場】
梱包された青果物は、床に直置き等がなく衛生的に保管されているか

○

具体的
取組事
例

3.3.6-1【現場】
青果物を輸送する車両は清潔か

○

3.3.6-2【文書・記録】
温度管理が必要な成果物を輸送する車両の温度基準は定められ、基準を遵守していること
が分かる記録はあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

ヤマトの宅配便等一般貨物での混載
は適用外

業者に委託。専用の冷蔵車両を使
用

3.3.7 選別及び梱包工程は、青果物の選別及び梱包に関する基準または適切な手順に適合するように、厳
密な管理を行わなければならない。
a) 選別及び梱包工程において食品添加物を使用する場合は、タイの食品添加物に係る保健省告示を遵守
すること。
b) 青果物の洗浄に化学物質を使用する場合は、適切な化学物質を選定し、定期的な化学物質の残留検査
を行う方法を定め、実施すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です
※添加物及び化学物質を使用していない場合は適用除外となります

3.3.5 青果物の運搬及び保管を含めた青果物の選別及び梱包に関連する工程においては、青果物の汚染
及び腐敗を防止する対策を講じなければならない。

該当作業なし。一応手袋を着用。

シーズン前に洗浄。

パレットの底は直接地面に触れる
可能性あり

3.3.6 青果物の輸送は、青果物の汚染及び腐敗を有効に防止できるようにしなければならない。
※ここの“輸送”は、梱包後の青果物を施設外に出荷する際の工程を指します。
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具体的
取組事
例

3.3.7-1【文書】
取選別及び梱包工程において食品添加物及び青果物の洗浄に使用する化学物質は明らか
にされ、MSD（製品安全データ）を入手しているか。

－

3.3.7-2【文書】
添加物剤はタイの食品添加物に係る保健省告示を遵守している根拠を所持しているか －

3.3.7-3【文書・現場】
青果物の洗浄手順は、洗浄剤が残留しない方法で定められ、手順を遵守しているか －

3.3.7-4【記録】
定期的な化学物質の残留検査を行い、記録は保管されているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

3.3.8 洗浄工程で使用される水若しくは氷、または青果物に接触する水若しくは氷は、必要に応じて調整され
た使用目的に応じた水とし、衛生的に保管及び使用しなければならない。
※青果物の選別及び梱包工程で水を使用しない場合には、この要求事項は適用除外となります。

食品添加物を使用しておらず、洗
浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予
定）
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具体的
取組事
例

3.3.8-1【現場】
洗浄工程で使用する水を含め青果物に接触する水若しくは氷は、水道水を使用している
か。

－

3.3.8-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

具体的
取組事
例

3.3.9-1【記録】
別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包資材に明記し、そ
の記録は保管されているか

△

いつ出荷されたか判明すれば荷物毎
に貼付れる宅配便の伝票や配達伝票
等でも可

具体的
取組事
例

3.3.10-1【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-2【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(2) 青果物の受け入れ記録 【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-3【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(3) 製造工程管理の記録 【 3.3.2及び3.3.3及び3.3.5の記録】

－
3.3.2、3.3.3、3.3.5の内容で作成された
記録。特になければ適用外。包装資材
の安全性については3.3.10-6で確認。

3.3.10-4【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(4) 水質検査の分析記録  【 3.3.8及び3.4.1の記録】

－ 水道水使用の場合は適用外水の使用なし

ロット番号などはないが、今後は、
１パレット毎に何らかの伝票をつけ
る
形も検討

3.3.10 検査及びトレーサビリティのために、次に掲げる入荷した青果物、製造工程で使用された化学物質、
製造工程管理、及び選別梱包後の青果物に関する記録を作成、または情報を取得し、保管しなければなら
ない。
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト
(2) 青果物の受け入れ記録
(3) 製造工程管理の記録
(4) 水質検査の分析記録
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書

保管期間の再度確認

保管期間の再度確認

洗浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予定

3.3.9 トレーサビリティのために、選別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包
資材に明記しなければならない。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.3.10-5【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録 【 3.3.6の記録】

○

3.3.10-6【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類  【 3.3.2、3.3.4、3.3.7
の記録】

包装資材、添加物、残留農薬で日本及
びタイ国の基準に合致していることを示
す記録。3.3.4の分析記録は、3.3.10-7
で確認する。

3.3.10-7【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書類  【 3.3.4の
分析記録】

要確認（検討）

要検討（検討）



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.4.1-1【現場】
施設内で使用する水は、水道水を使用しているか。 ○

3.4.1-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか

－

具体的
取組事
例

3.4.2-1【現場】
作業場内及び施設内の廃棄物保管場所は、専用化され、清潔に保たれ、害虫や小動物を
誘引させていないか

○
廃棄物の保管場所が定まっていれば
可

具体的
取組事
例

3.4.3-1【現場】
トイレは作業場内から隔離して設置されているか、又は、扉等で汚染を防止しているか。 ○

3.4.3-2【現場】
トイレに手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アルコール）は
そろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

○
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

具体的
取組事
例

3.4.4-1【現場】
作業場内入室時に手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アル
コール）はそろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

○
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

エアタオル設置

3.4.4 選別及び梱包工程を行う区域内の適切な位置に十分な数の手洗い設備を設置しなければならない。
適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置すること。これらの設備が有効に機能するよう
維持管理しなければならない。

3.4.2 十分な数の蓋付きのごみ容器を設置するなど、適切なごみ処理システムを備えなければならないるこ
と。

3.4.3 作業員に対して十分な数のトイレ設備を設置し、トイレに付属した手洗い設備を備えなければならな
い。適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置しなければならない。これらの設備が有効
に機能するよう維持管理し、選別及び梱包工程を行う区域とは別の場所に設置するか、選別及び梱包工程
を行う場所に直接開放されていないようにしなければならない。

青果物の選別及び梱包工程に影響するおそれのある要因を管理するために、以下の衛生管理を実施しな
ければならない。

3.4.1 施設内で使用する水は食品製造用水で、必要に応じて適切に水質処理を行わなければならない。

洗浄工程が無い場合は適用外（対
象作物では添加物・洗浄工程が無
い為取組事例は省略。実施する際
は監査会社に相談と明記予定）

3.4　衛生管理



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.1.2及び3.4.2参照 ○

具体的
取組事
例

3.5.1-1【現場】
 施設内は清掃がされているか。 ○

3.5.1-2【文書・記録】
 施設の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 ○

記録は推奨

具体的
取組事
例

3.5.2-1【現場】
用具（ 器具）、機械、設備は清掃されているか。 ○

3.5.2-2【文書・記録】
用具（ 器具）、機械、設備の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 ○

記録は推奨

3.5.2-3【現場】
用具（ 器具）、機械、設備に極端な破損や故障が無く、利用できる状態か。 ○

具体的
取組事
例

3.5.3-1【現場】
 洗浄剤・殺菌剤は青果物・包装資材から隔離して保管しているか ○

3.5.1-2【文書・記録】
  洗浄剤・殺菌剤は小分け容器も含め、化学物質名をラベル等で明示しているか。

○

3.5.3 清掃または衛生管理を目的として使用する化学物質は、適切かつ安全に隔離して保管しなければなら
ない。これらの化学物質には、化学物質名をラベルにより表示しなければならない。

チェック表で記入・掲示

3.5.2 用具、機械及び設備を定期的に清掃し、利用可能な状態にしなければならない。

定期的（週1回）実施

年1回施設内の大掃除を実施。
年1回機械のメンテナンスを実施。

3.5　保守及び清掃

3.5.1 施設内を定期的に清掃し、清潔で衛生的な状態に保たなければならない。

3.4.5 排水及び汚物処理のための有効かつ適切な手順を確立しなければならない。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.6.1-1【現場】
 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、感染症の罹患や切り傷等の損傷はな
いか

○

3.6.1-2【記録】
入室前に、体調及び手指の切り傷の有無について確認し、記録をしているか △ 記録までは取っていない

記録は推奨

3.6.1-3【文書・記録】
  3.6.1-2の結果、異常があった場合の措置（青果、野菜の可食部に直接ふれる作業をさせ
ない等）を決め、その記録はあるか

△

具体的
取組事
例

3.6.2-1【文書】
 次の項目を考慮した、従業員衛生管理規定は定めているか
・清潔な作業着着用
・清潔な靴の着用
・アクセサリー等の着装
・爪の管理
・手洗いの手タイミング
・髪の毛落下対策

○ 帽子又はネット帽の着用は必要。

3.6.2-1【現場】
3.6.2-1の規程が遵守され、従業員は衛生的か ○

三角巾、エプロン、手袋の着用は
ルール化して実施。

3.6.1 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、青果物を汚染するおそれのある法令が定める感
染症の罹患または切り傷等の損傷がないようにしなければならない

基本的に手袋着用

記録までは取っていない

3.6.2 製造工程において青果物または青果物が接触する作業台等に直接接触する全ての作業員は、以下
の方法により、衛生管理をしなければならない。
a) 清潔で作業に適した服を着用すること。
b) 選別及び梱包工程を行う区域で使用する靴の適切な管理方法を定め、実施すること（汚染を防ぐため、
選別及び梱包工程を行う区域に限定した専用の靴に履き替える、選別及び梱包工程を行う区域に入る前に
靴を消毒液に浸すなど）
c) 作業時には、アクセサリーを身に付けず、常に手や爪を清潔にしておくこと。
d) 作業開始前、汚染源を触った後、化粧室及びトイレの使用後は、毎回手を洗うこと。
e) 作業時には、清潔な帽子、頭髪用スカーフまたはネットで髪の毛を覆うこと。

3.6　従業員等の衛生管理



①判定 備考やポイント

具体的
取組事
例

3.1.1-1　【現場】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設はあるか

○

3.1.1-2　【現場・文書】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設がある場合、汚
染をしていない確認がされているか

- ペットや番犬等は汚染させる状況でなければ可

3.1.1-3　【現場】
敷地内にごみや不要物は放置されていないか

○

3.1.1-4　【現場】
極端な塵埃汚染はないか

○ 極端な塵埃はなし

ごみは所定の場所に廃棄
生ごみは発生しない

要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1　立地環境

施設を、次に掲げる条件を満たした場所に立地させ、青果物の汚染を防止し安全な青果物を出荷できるよう
に維持しなければならない。

3.1.1　施設の建屋及びその敷地は、選別及び梱包が行われる青果物の汚染を防止するため、以下の条件
を満たす場所に立地さなければならない。
a) 施設周辺は清潔に保たれており、有害生物の繁殖源及び病原微生物の発生源となり得る不用物または
廃棄物が滞留していないこと。
b) 塵埃の多い地域または場所から離れていること。
c) 汚染された場所に近接していないこと。
d) 地盤が冠水などで汚染される場所に施設の建屋を設置しないこと。適切に排水するための排水設備を設
けること。施設の建屋が不適切な地域と近接している場合は、虫、動物、粉塵その他の汚染源の影響を防
止または除去する有効な対策を講じること。

施設無

品目等
施設No.2 取扱品目　イチゴ

1.総評
全体として適合
2.主な観察事項

①防除暦の保管が不十分（内容確認後生産者に返却）  ②作業者の有傷者管理が不十分
3観察事項の取り組み

①対象生産者全ての農薬使用記録を入手している。  ②有傷者管理を含めた従業員の衛生管理マニュアルを作成し運用している。

4.タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格自己チェックリスト
【判定記入例】　適合：〇　軽微な不適合：△　　適用外：－
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3.1.1-5　【現場】
過去、冠水の被害は確認されるか

○
タイの洪水のように頻繁に発生してい
なければ可

3.1.1-6【現場・文書】
3.1.1-4及び3.1.1-5が確認された場合、その対策をされているか

-

具体的
取組事
例

3.1.2-1　【現場】
作業場内の整理整頓は実施されているか

○

3.1.2-2　【現場】
作業場内の清掃は実施されているか

○ 清掃されている

3.1.2-3　【現場】
作業場内と居住場所は分かれているか

○ 施設に居住場所無し

3.1.2-4　【現場】
作業場内（床面から80cm の高さ） は作業に支障のない照度（目安として300 ルクス以上）が
保たれているか

○ 十分な照明施設は設置されている

3.1.2-4　【現場・文書】
作業場内に照明器具が設置されている場合、破損時の飛散防止対策はされているか
対策がされていない場合、照明器具の交換時及び破損時の手順が定められいてするか

△ 破損時の手順は必要

3.1.2-5　【現場】
作業場内は極端な湿気（蒸気がこもるなど）が無いか
湿気がある場合は換気が適切にされているか

○ 極端な湿気はない

3.1.2-6　【現場】
排水が逆流し、場内を汚染させていないか

○ 水の使用は無し

飛散防止タイプではない
破損時の手順なし【写真No1】

3.1.2　施設の建屋または青果物の選別及び梱包工程を行うことを目的とする区域（以下、「選別梱包区域」
という）を、清潔に管理し、衛生的な状態に保つため、以下の条件を満たさなければならない。
a) 施設の建屋または選別梱包区域の内部環境を、整理整頓し、衛生的に管理及び維持すること。不用物を
置かず、青果物が汚染されないようにすること。作業が円滑かつ適切に行えるようにすること。
b) 選別梱包区域は、それぞれ居住区域と分離すること。
c) 作業を実施するために適切かつ十分な照度及び換気を確保すること。
d) 選別及び梱包工程で生じる廃水を適切に排水するために、排水管または排水路を設けること。選別及び
梱包工程で化学物質を使用する場合は、公共排水路に排水する前にその排水を処理する仕組みを確立す
ること。
e) 施設または選別梱包区域への有害生物の侵入、及び有害生物の青果物への接触を防ぐ対策を講じるこ
と。

整理整頓されている

冠水する地帯ではない
震災時も冠水はなし
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3.1.2-7　【現場】
作業場内に有害生物（小動物、鳥類、ネズミ等）が侵入したことがあるか。またはその痕跡
（巣、糞、ラットサイン等）があるか

○
選果場が有害生物の侵入を把握して
いればこの項目は可

3.1.2-8　【現場・文書】
3.1.2-7の可能性が有る場合、次のような対策がされているか。
・窓や扉に開放禁止の掲示をする
・可能な限り開放をしない手順を定める
・鳥類の場合はネットを設置している
・ネズミはトラップを設置している

○
3.1.2-7　を踏まえて、何らかの対策をし
ていれば可

作業場は閉鎖空間であり外部から
隔離されている

作業場は閉鎖空間であるが、入荷
場所は外部との開口部が広いため
侵入の可能性は認識している



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.2-1【現場】
作業台を除く施設・設備は清掃・洗浄しやすい構造で、有害物質が溶出しない素材で作ら
れ、異物（塗装等）が発生しにくい状態であるか。

○

3.2-2【文書】
3.2-1が適切でない場合、清掃/洗浄手順書、汚染防止手順書等が用意され対策がされてい
るか。

-

3.2-3【現場】
青果物に直接接触するテーブルは、ステンレス又は樹脂製か。それ以外の素材（鉄、木製
等）の場合は清潔なシートを敷いているか

○

具体的
取組事

例

3.2　　用具・機械・設備

選別及び梱包工程に使用する用具、機械及び設備は、衛生規範を実践し、汚染源とならないように容易に
清掃及び保守できるよう、以下の条件を満たして設計及び配置されなければならない。

a) 用具、機械及び設備は、起こりうる汚染を考慮して設計及び配置されており、全面が容易に清掃できる場
所に配置されていること。
b) 青果物と接触する設備または用具は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られ、かつ容易に
清掃できるようにすること。
c) 青果物と接触する作業台または作業面は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られており、容
易に清掃できるものとすること。作業台は、容易に清掃できる位置に設置すること。作業に適した高さで設置
するか、または汚染の発生を防止する対策を講じること。

一般的な素材である

樹脂コーティング製である
作業台にイチゴが接触することはな
い
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具体的
取組事
例

3.3.1 -1【記録・必須】
対象となる青果物の生産者より、次の項目を記載した栽培時の農薬使用に関する記録を入
手しているか。
必要な項目
防除暦に基づいた農薬の使用量、使用時期（収穫前日数）、総使用回数等が確認できる記
録
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

△

3.3.1 -2【記録・必須】
次の項目を記載した、青果物を供給した生産者の台帳を整備しているか。
生産者の氏名、青果物、農場の名称・所在地、受取年月日
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○
自社農場の場合、台帳は必要ないが、
どの圃場からいつ受け取ったか等の情
報は必要

3.3.1 -3【記録】
  青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、次の項目を記載した集
荷者の台帳を整備しているか。
集荷者の氏名、青果物、受取年月日、生産者の氏名、農場の名称・所在地

-

具体的
取組事
例

3.3.2-1【記録】
青果物と接触する包装資材について、日本の法令に合していることが分かる規格書又は証
明書等を入手しているか

○ 入手自体は簡易

3.3.2-2【現場】
青果物と接触する包装資材は、汚染を防ぐためにカバー等で覆いをしているか

○ 外箱に入れて保管している

生産者の台帳あり

別の集荷者は無し
パック詰めや梱包作業は生産者が
行っている

全ての製造工程を適正衛生規範(GHP)に基づき管理しなければならない。物理的、化学的及び生物学的危
害要因の管理が、青果物の栽培地または集荷地から受け入れ、前処理、洗浄、保管及び輸送の工程を含
めて実施されるために、以下の条件を満たさなければならない。

選果場で使用する容器包装は蓋の
段ボールのみ
いちごに関する全ての包装につい
てメーカーから規格書を入手し管理
している

3.3.1 青果物の選定にあたり、以下の条件を満たさなければならない。
a) 栽培時の化学物質の使用を管理する仕組みを確保した栽培地または圃場から青果物を入荷すること。
b) 青果物を供給した生産者の台帳を整備すること。
c) 青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、集荷者の台帳を整備すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

農薬使用記録を生産者から入手し
確認後に記録の返却を行っている
記録様式は全生産者で共通のもの
を使用

3.3　製造工程管理

3.3.2 容器包装は、青果物と直接接触する場合、清潔で、毒性のない素材により作られたものでなければな
らない。容器包装は、過去に有害物質の梱包に使用されたことがなく、使用前に適切に清掃されたものでな
ければならない
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3.3.2-3【現場】
包装資材の保管場所は、高温多湿を避けているか

○

3.3.2-4【現場】
包装資材の保管場所は薬剤保管場所と区分けして保管しているか

○

3.3.2-5【現場】
防虫防鼠を目的とした薬剤散布又は燻蒸作業の際は、包装資材は隔離又は養生し、これら
の薬剤成分による汚染を避けているか

○

具体的
取組事
例

3.3.3-1【文書】
 梱包前の青果物の保管に対する、保管方法（温度等）、保管期間、先入先出等が定められ
ているか

○

3.3.3-3【現場】
 3.3.3-1の規程通り、保管されているか

-

具体的
取組事
例

※3.3.1項で防除暦に従って農薬管理を実施している場合この項は適合となる。
農薬管理を実施していない場合は以下の項目で判定する。

○

3.3.4-1【記録】
対象青果物について、1回/年以上、検証を目的とした残留農薬の試験を厚生労働省登録検
査機関で実施しているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-

3.3.4-2【記録】
検査項目は、当該農場での使用農薬及び農場周辺で使用されている農薬を考慮した項目
か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-
ドリフトを視野に入れると項目が定まら
ない

3.3.4-3【記録】
分析結果は日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-

3.3.4-4【記録】
上記以外の試験を実施している場合は、日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-

3.3.5 青果物の運搬及び保管を含めた青果物の選別及び梱包に関連する工程においては、青果物の汚染
及び腐敗を防止する対策を講じなければならない。

梱包されて入荷するため、梱包前
の青果物の一時保管ななし

検査項目は使用農薬で使用されて
いる成分

薬剤散布、燻蒸は行っていない

3.3.4 青果物について、定期的な化学物質の残留検査を行う方法を定め、実施しなければならない。この定
期検査は、簡易キットでも構わない。ただし、少なくとも年１回は力量のある分析機関で検査を行わなければ
ならない。

年1回（2月又は3月）に1検体実施し
ている

3.3.3 梱包前の青果物及び容器包装は、それらの汚染が防止され、青果物の腐敗が最小限に抑えられた状
況で、適切に保管及び在庫管理を実施しなければならない
※包装資材の保管については、3.3.2参照
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具体的
取組事
例

3.3.5-1【現場】
トリミング、表面加工を行う場合は、手や器具は汚れていないか

-

3.3.5-2【現場】
繰り返し使われるコンテナ等の収穫容器に汚れていないか

○

3.3.5-3【現場】
梱包された青果物は、床に直置き等がなく衛生的に保管されているか

△

具体的
取組事
例

3.3.6-1【現場】
青果物を輸送する車両は清潔か

○

3.3.6-2【文書・記録】
温度管理が必要な成果物を輸送する車両の温度基準は定められ、基準を遵守していること
が分かる記録はあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

具体的
取組事
例

3.3.7-1【文書】
取選別及び梱包工程において食品添加物及び青果物の洗浄に使用する化学物質は明らか
にされ、MSD（製品安全データ）を入手しているか。

-

3.3.7-2【文書】
添加物剤はタイの食品添加物に係る保健省告示を遵守している根拠を所持しているか -

3.3.7-3【文書・現場】
青果物の洗浄手順は、洗浄剤が残留しない方法で定められ、手順を遵守しているか -

3.3.7-4【記録】
定期的な化学物質の残留検査を行い、記録は保管されているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-

輸送は物流会社が実施
庫内は５℃で設定している
記録は入手できる

極端な汚れはない

梱包済みのため果実への接触はな
い

極端な汚れはない

パレットに置かれているが、作業者
がパレットに乗っている【写真No2】

食品添加物の使用無
洗浄工程無

3.3.7 選別及び梱包工程は、青果物の選別及び梱包に関する基準または適切な手順に適合するように、厳
密な管理を行わなければならない。
a) 選別及び梱包工程において食品添加物を使用する場合は、タイの食品添加物に係る保健省告示を遵守
すること。
b) 青果物の洗浄に化学物質を使用する場合は、適切な化学物質を選定し、定期的な化学物質の残留検査
を行う方法を定め、実施すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です
※添加物及び化学物質を使用していない場合は適用除外となります

ヤマトの宅配便等一般貨物での混載
は適用外

食品添加物を使用しておらず、洗
浄工程が無い場合は適用外

3.3.6 青果物の輸送は、青果物の汚染及び腐敗を有効に防止できるようにしなければならない。
※ここの“輸送”は、梱包後の青果物を施設外に出荷する際の工程を指します。
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3.3.8 洗浄工程で使用される水若しくは氷、または青果物に接触する水若しくは氷は、必要に応じて調整され
た使用目的に応じた水とし、衛生的に保管及び使用しなければならない。
※青果物の選別及び梱包工程で水を使用しない場合には、この要求事項は適用除外となります。
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具体的
取組事
例

3.3.8-1【現場】
洗浄工程で使用する水を含め青果物に接触する水若しくは氷は、水道水を使用している
か。

-

3.3.8-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

-

具体的
取組事
例

3.3.9-1【記録】
別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包資材に明記し、そ
の記録は保管されているか

○
いつ出荷されたか判明すれば荷物毎
に貼付れる宅配便の伝票や配達伝票
等でも可

具体的
取組事
例

3.3.10-1【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト【 3.3.1の記録】

〇

3.3.10-2【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(2) 青果物の受け入れ記録 【 3.3.1の記録】

〇

3.3.10-3【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(3) 製造工程管理の記録 【 3.3.2及び3.3.3及び3.3.5の記録】

〇

3.3.10-4【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(4) 水質検査の分析記録  【 3.3.8及び3.4.1の記録】

－

3.3.10-5【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録 【 3.3.6の記録】

〇

水道水使用

青果物に接触する水は無し

3.3.9 トレーサビリティのために、選別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包
資材に明記しなければならない。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

3.3.10 検査及びトレーサビリティのために、次に掲げる入荷した青果物、製造工程で使用された化学物質、
製造工程管理、及び選別梱包後の青果物に関する記録を作成、または情報を取得し、保管しなければなら
ない。
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト
(2) 青果物の受け入れ記録
(3) 製造工程管理の記録
(4) 水質検査の分析記録
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書

送り状にて対応

（１）（２）（３）は有り
（４）は水道水使用
（６）（７）は無し

農薬に関してはその作物に使用された
農薬がタイ国の基準を超過していない
か確認する。ドリフトと土壌に関しては
ヒアリングで確認

洗浄工程が無い場合は適用外
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3.3.10-6【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類  【 3.3.2、3.3.4、3.3.7
の記録】

〇

3.3.10-7【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書類  【 3.3.4の
分析記録】

〇
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具体的
取組事
例

3.4.1-1【現場】
施設内で使用する水は、水道水を使用しているか。

○

3.4.1-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか

-

具体的
取組事
例

3.4.2-1【現場】
作業場内及び施設内の廃棄物保管場所は、専用化され、清潔に保たれ、害虫や小動物を
誘引させていないか

○
廃棄物の保管場所が定まっていれば
可

具体的
取組事
例

3.4.3-1【現場】
トイレは作業場内から隔離して設置されているか、又は、扉等で汚染を防止しているか。

○

3.4.3-2【現場】
トイレに手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アルコール）は
そろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

○ 備品は石けんがあれば可？

具体的
取組事
例

3.4.4-1【現場】
作業場内入室時に手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アル
コール）はそろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

○

具体的
取組事
例

3.1.2及び3.4.2参照 -

3.4.5 排水及び汚物処理のための有効かつ適切な手順を確立しなければならない。

水の使用や生ごみの発生はない

3.4.4 選別及び梱包工程を行う区域内の適切な位置に十分な数の手洗い設備を設置しなければならない。
適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置すること。これらの設備が有効に機能するよう
維持管理しなければならない。

タイ向けイチゴの取扱い場所は手
洗い設備有り

3.4.3 作業員に対して十分な数のトイレ設備を設置し、トイレに付属した手洗い設備を備えなければならな
い。適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置しなければならない。これらの設備が有効
に機能するよう維持管理し、選別及び梱包工程を行う区域とは別の場所に設置するか、選別及び梱包工程
を行う場所に直接開放されていないようにしなければならない。

隔離されて設置

石鹸を設置

3.4.2 十分な数の蓋付きのごみ容器を設置するなど、適切なごみ処理システムを備えなければならないるこ
と。

3.4.1 施設内で使用する水は食品製造用水で、必要に応じて適切に水質処理を行わなければならない。

水道水を使用

生ごみは出ない
その他（プラゴミ等）は専用の置き
場有

水道水以外は、飲用適の確認で可

3.4　衛生管理

青果物の選別及び梱包工程に影響するおそれのある要因を管理するために、以下の衛生管理を実施しな
ければならない。
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具体的
取組事
例

3.5.1-1【現場】
 施設内は清掃がされているか。

○

3.5.1-2【文書・記録】
 施設の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。

△

具体的
取組事
例

3.5.2-1【現場】
用具（ 器具）、機械、設備は清掃されているか。 -

3.5.2-2【文書・記録】
用具（ 器具）、機械、設備の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 -

3.5.2-3【現場】
用具（ 器具）、機械、設備に極端な破損や故障が無く、利用できる状態か。 -

具体的
取組事
例

3.5.3-1【現場】
 洗浄剤・殺菌剤は青果物・包装資材から隔離して保管しているか

○

3.5.3-2【文書・記録】
  洗浄剤・殺菌剤は小分け容器も含め、化学物質名をラベル等で明示しているか。

△
市販品使用している
小分けボトルに内容物の表示がないも
のがあった【写真No3】

3.5.1 施設内を定期的に清掃し、清潔で衛生的な状態に保たなければならない。

3.5.3 清掃または衛生管理を目的として使用する化学物質は、適切かつ安全に隔離して保管しなければなら
ない。これらの化学物質には、化学物質名をラベルにより表示しなければならない。

輸出品選果場の外部に保管

3.5.2 用具、機械及び設備を定期的に清掃し、利用可能な状態にしなければならない。

清掃されている

1ヶ月に3回（7、17、27日）実施して
いるが記録はない

器具機械の使用はない

3.5　保守及び清掃



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.6.1-1【現場】
 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、感染症の罹患や切り傷等の損傷はな
いか

△

3.6.1-2【記録】
入室前に、体調及び手指の切り傷の有無について確認し、記録をしているか

△ ルールがない

3.6.1-3【文書・記録】
  3.6.1-2の結果、異常があった場合の措置（青果、野菜の可食部に直接ふれる作業をさせ
ない等）を決め、その記録はあるか

△

具体的
取組事
例

3.6.2-1【文書】
 次の項目を考慮した、従業員衛生管理規定は定めているか
・清潔な作業着着用
・清潔な靴の着用
・アクセサリー等の着装
・爪の管理
・手洗いの手タイミング
・髪の毛落下対策

△ ネット帽くらいは求めたい

3.6.2-1【現場】
3.6.2-1の規程が遵守され、従業員は衛生的か

△
作業員が著しく不衛生であるという
事はない

キャップ帽程度

3.6　従業員等の衛生管理

3.6.1 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、青果物を汚染するおそれのある法令が定める感
染症の罹患または切り傷等の損傷がないようにしなければならない

ルールがない

ルールがない

3.6.2 製造工程において青果物または青果物が接触する作業台等に直接接触する全ての作業員は、以下
の方法により、衛生管理をしなければならない。
a) 清潔で作業に適した服を着用すること。
b) 選別及び梱包工程を行う区域で使用する靴の適切な管理方法を定め、実施すること（汚染を防ぐため、
選別及び梱包工程を行う区域に限定した専用の靴に履き替える、選別及び梱包工程を行う区域に入る前に
靴を消毒液に浸すなど）
c) 作業時には、アクセサリーを身に付けず、常に手や爪を清潔にしておくこと。
d) 作業開始前、汚染源を触った後、化粧室及びトイレの使用後は、毎回手を洗うこと。
e) 作業時には、清潔な帽子、頭髪用スカーフまたはネットで髪の毛を覆うこと。



NO.1 NO.1
3.1.2 3.1.2

要改善 改善後

NO.2 NO.2
3.3.5 3.3.5

要改善 要改善

NO.3 NO.3
3.5.3 3.5.3

要改善 要改善

アルコールの入ったボトルは誤使用を避けるため、
内容物を表示して下さい。

内容物の記載されているものを使用することとした。

飛散防止タイプではありませんでしたので、割れた際
の対応を決めておいてください。

別紙マニュアルを作成し、事故発生時の対応を明確
にした。

改善済み

パレットに作業者が乗っておりました。靴からの汚染
を防ぐためにパレットに乗るのは禁止して下さい。

パレット上への上がることを禁止とし、パレット積みす
る場所へ禁止として掲示した。

改善後の 

写真貼付 

改善後の 

写真貼付 



①判定 備考やポイント

具体的
取組事
例

3.1.1-1　【現場】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設はあるか

－
ペットや番犬等は汚染させる状況でな
ければ可

3.1.1-2　【現場・文書】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設がある場合、汚
染をしていない確認がされているか

－
該当施設より汚染させていない旨の文書等を取
り寄せれば可

3.1.1-3　【現場】
敷地内にごみや不要物は放置されていないか

○ 専用ゴミ箱を設置
廃棄物の保管場所が決まっていれば
可

品目等

施設No.3 取扱品目　リンゴ

1.総評

全体として適合

2.主な観察事項

①農薬の分析未実施　②手洗い場の消毒剤、洗浄剤類の整理整頓　③手洗い場にペーパータオルなし

3.観察事項改善の取り組み

①毎年実施に向けて準備改善中　②別途保管の実施　③ペーパータオルを購入し、設置

4.タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格自己チェックリスト

要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1　立地環境

施設を、次に掲げる条件を満たした場所に立地させ、青果物の汚染を防止し安全な青果物を出荷できるよ
うに維持しなければならない。

3.1.1　施設の建屋及びその敷地は、選別及び梱包が行われる青果物の汚染を防止するため、以下の条件
を満たす場所に立地さなければならない。
a) 施設周辺は清潔に保たれており、有害生物の繁殖源及び病原微生物の発生源となり得る不用物または
廃棄物が滞留していないこと。
b) 塵埃の多い地域または場所から離れていること。
c) 汚染された場所に近接していないこと。
d) 地盤が冠水などで汚染される場所に施設の建屋を設置しないこと。適切に排水するための排水設備を
設けること。施設の建屋が不適切な地域と近接している場合は、虫、動物、粉塵その他の汚染源の影響を
防止または除去する有効な対策を講じること。

【判定記入例】　適合：〇　軽微な不適合：△　　適用外：－



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1.1-4　【現場】
極端な塵埃汚染はないか

○

3.1.1-5　【現場】
過去、冠水の被害は確認されるか

○ 被害なし タイの洪水のように頻繁に発生していなければ可

3.1.1-6【現場・文書】
3.1.1-4及び3.1.1-5が確認された場合、その対策をされているか

－ 文書化が望ましい

具体的
取組事
例

3.1.2-1　【現場】
作業場内の整理整頓は実施されているか

○

3.1.2-2　【現場】
作業場内の清掃は実施されているか

○ 清掃当番表あり

3.1.2-3　【現場】
作業場内と移住場所は分かれているか

○

3.1.2-4　【現場】
作業場内（床面から80cm の高さ） は作業に支障のない照度（目安として300 ルｯクス以上）
が保たれているか

○

選別台の上部に蛍光灯が設置してあ
れば問題ない。300ルクスの根拠は労
働安全衛生規則第604条　「精密な作
業」300ルックス（Lx）以上

3.1.2-5　【現場】
作業場内は極端な湿気（蒸気がこもるなど）が無いか
湿気がある場合は換気が適切にされているか

○

3.1.2-6　【現場】
排水が逆流し、場内を汚染させていないか

－ 排水施設が無い場合は適用外

3.1.2-7　【現場】
作業場内に有害生物（小動物、鳥類、ネズミ等）が侵入したことがあるか。またはその痕跡
（巣、糞、ラットサイン等）があるか

○ ハエトリ紙をつけている
選果場が有害生物の侵入を把握して
いればこの項目は可

排水設備無

3.1.2　施設の建屋または青果物の選別及び梱包工程を行うことを目的とする区域（以下、「選別梱包区域」
という）を、清潔に管理し、衛生的な状態に保つため、以下の条件を満たさなければならない。
a) 施設の建屋または選別梱包区域の内部環境を、整理整頓し、衛生的に管理及び維持すること。不用物
を置かず、青果物が汚染されないようにすること。作業が円滑かつ適切に行えるようにすること。
b) 選別梱包区域は、それぞれ居住区域と分離すること。
c) 作業を実施するために適切かつ十分な照度及び換気を確保すること。
d) 選別及び梱包工程で生じる廃水を適切に排水するために、排水管または排水路を設けること。選別及び
梱包工程で化学物質を使用する場合は、公共排水路に排水する前にその排水を処理する仕組みを確立す
ること。
e) 施設または選別梱包区域への有害生物の侵入、及び有害生物の青果物への接触を防ぐ対策を講じる
こと。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1.2-8　【現場・文書】
3.1.2-7の可能性が有る場合、次のような対策がされているか。
・窓や扉に開放禁止の掲示をする
・可能な限り開放をしない手順を定める
・鳥類の場合はネットを設置している
・ネズミはトラップを設置している

－
3.1.2-7　を踏まえて、何らかの対策をし
ていれば可

3.2-1【現場】
作業台を除く施設・設備は清掃・洗浄しやすい構造で、有害物質が溶出しない素材で作ら
れ、異物（塗装等）が発生しにくい状態であるか。

○
現場の状態が問題なければ、文書は
必須ではない

3.2-2【文書】
3.2-1が適切でない場合、清掃/洗浄手順書、汚染防止手順書等が用意され対策がされて
いるか。

－ 主に口頭で指導

3.2-3【現場】
青果物に直接接触するテーブルは、ステンレス又は樹脂製か。それ以外の素材（鉄、木製
等）の場合は清潔なシートを敷いているか

－
ライン内の作業台は鉄製であるが、
直接青果物には接触しない

具体的
取組事

例

3.2　　用具・機械・設備

選別及び梱包工程に使用する用具、機械及び設備は、衛生規範を実践し、汚染源とならないように容易に
清掃及び保守できるよう、以下の条件を満たして設計及び配置されなければならない。

a) 用具、機械及び設備は、起こりうる汚染を考慮して設計及び配置されており、全面が容易に清掃できる
場所に配置されていること。
b) 青果物と接触する設備または用具は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られ、かつ容易に
清掃できるようにすること。
c) 青果物と接触する作業台または作業面は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られており、
容易に清掃できるものとすること。作業台は、容易に清掃できる位置に設置すること。作業に適した高さで
設置するか、または汚染の発生を防止する対策を講じること。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.3.1 -1【記録・必須】
対象となる青果物の生産者より、次の項目を記載した栽培時の農薬使用に関する記録を入
手しているか。
必要な項目
防除暦に基づいた農薬の使用量、使用時期（収穫前日数）、総使用回数等が確認できる記
録
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○
電子媒体でも可。

3.3.1 -2【記録・必須】
次の項目を記載した、青果物を供給した生産者の台帳を整備しているか。
生産者の氏名、青果物、農場の名称・所在地、受取年月日
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

自社農場の場合、台帳は必要ないが、
どの圃場からいつ受け取ったか等の
情報は必要

3.3.1 -3【記録】
  青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、次の項目を記載した
集荷者の台帳を整備しているか。
集荷者の氏名、青果物、受取年月日、生産者の氏名、農場の名称・所在地

－

具体的
取組事
例

3.3.2-1【記録】
青果物と接触する包装資材について、日本の法令に合していることが分かる規格書又は証
明書等を入手しているか

△

入手自体は簡易。樹脂製の容器につ
いては、日本の法令に準拠していれば
タイの法令も準拠できる。

3.3.2-2【現場】
青果物と接触する包装資材は、汚染を防ぐためにカバー等で覆いをしているか

○ 資材置き場にて管理

3.3.2-3【現場】
包装資材の保管場所は、極端な高温多湿を避けているか

○

全ての製造工程を適正衛生規範(GHP)に基づき管理しなければならない。物理的、化学的及び生物学的
危害要因の管理が、青果物の栽培地または集荷地から受け入れ、前処理、洗浄、保管及び輸送の工程を
含めて実施されるために、以下の条件を満たさなければならない。

3.3.1 青果物の選定にあたり、以下の条件を満たさなければならない。
a) 栽培時の化学物質の使用を管理する仕組みを確保した栽培地または圃場から青果物を入荷すること。
b) 青果物を供給した生産者の台帳を整備すること。
c) 青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、集荷者の台帳を整備すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

栽培管理記録簿にて防除作業（農
薬散布履歴）を記入
防除暦は、県指導のものに準拠

精算書あり

3.3　製造工程管理

3.3.2 容器包装は、青果物と直接接触する場合、清潔で、毒性のない素材により作られたものでなければな
らない。容器包装は、過去に有害物質の梱包に使用されたことがなく、使用前に適切に清掃されたもので
なければならない

明確なものは入手していないと思わ
れるが、一応メーカーからの規格書
あり。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.3.2-4【現場】
包装資材の保管場所は薬剤保管場所と区分けして保管しているか

○

3.3.2-5【現場】
防虫防鼠を目的とした薬剤散布又は燻蒸作業の際は、包装資材は隔離又は養生し、これ
らの薬剤成分による汚染を避けているか

－

具体的
取組事
例

3.3.3-1【文書】
 梱包前の青果物の保管に対する、保管方法（温度等）、保管期間、先入先出等が定められ
ているか

○

文書化されていなくても、手順（収穫後
24時間以内に出荷等）や基準（冷蔵庫
内は10℃以下など）が定まっていれば
可。

3.3.3-3【現場】
 3.3.3-1の規程通り、保管されているか

○

具体的
取組事
例

※3.3.1項で防除暦に従って農薬管理を実施している場合この項は適合となる。
農薬管理を実施していない場合は以下の項目で判定する。

○

3.3.4-1【記録】
対象青果物について、1回/年以上、検証を目的とした残留農薬の試験を厚生労働省登録
検査機関で実施しているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

使用農薬について検査を実施し、日本
の法令及びタイの法令の基準内である
ことが必要。なお、検証が目的のた
め、全ての圃場に実施する必要は無
い。

3.3.4-2【記録】
検査項目は、当該農場での使用農薬及び農場周辺で使用されている農薬を考慮した項目
か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－
ドリフト及び土壌汚染についてはヒアリ
ングで汚染されていないことを確認で
きれば可。

3.3.4-3【記録】
分析結果は日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

3.3.4-4【記録】
上記以外の試験を実施している場合は、日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

現在は未実施
（今後は、農薬検査を実施意向）

3.3.3 梱包前の青果物及び容器包装は、それらの汚染が防止され、青果物の腐敗が最小限に抑えられた
状況で、適切に保管及び在庫管理を実施しなければならない
※包装資材の保管については、3.3.2参照

3.3.5 青果物の運搬及び保管を含めた青果物の選別及び梱包に関連する工程においては、青果物の汚染
及び腐敗を防止する対策を講じなければならない。

3.3.4 青果物について、定期的な化学物質の残留検査を行う方法を定め、実施しなければならない。この定
期検査は、簡易キットでも構わない。ただし、少なくとも年１回は力量のある分析機関で検査を行わなけれ
ばならない。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.3.5-1【現場】
トリミング、表面加工を行う場合は、手や器具は汚れていないか

○

3.3.5-2【現場】
繰り返し使われるコンテナ等の収穫容器に汚れていないか

○

3.3.5-3【現場】
梱包された青果物は、床に直置き等がなく衛生的に保管されているか

○

具体的
取組事
例

3.3.6-1【現場】
青果物を輸送する車両は清潔か

○

3.3.6-2【文書・記録】
温度管理が必要な成果物を輸送する車両の温度基準は定められ、基準を遵守していること
が分かる記録はあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

具体的
取組事
例

3.3.7-1【文書】
取選別及び梱包工程において食品添加物及び青果物の洗浄に使用する化学物質は明ら
かにされ、MSD（製品安全データ）を入手しているか。

－

3.3.7-2【文書】
添加物剤はタイの食品添加物に係る保健省告示を遵守している根拠を所持しているか －

3.3.7-3【文書・現場】
青果物の洗浄手順は、洗浄剤が残留しない方法で定められ、手順を遵守しているか －

3.3.7-4【記録】
定期的な化学物質の残留検査を行い、記録は保管されているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

ヤマトの宅配便等一般貨物での混載
は適用外

手袋を着用。

農家からは木箱を使用。破損品は
取り替えている

食品添加物を使用しておらず、洗
浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予
定）

3.3.6 青果物の輸送は、青果物の汚染及び腐敗を有効に防止できるようにしなければならない。
※ここの“輸送”は、梱包後の青果物を施設外に出荷する際の工程を指します。

3.3.7 選別及び梱包工程は、青果物の選別及び梱包に関する基準または適切な手順に適合するように、厳
密な管理を行わなければならない。
a) 選別及び梱包工程において食品添加物を使用する場合は、タイの食品添加物に係る保健省告示を遵守
すること。
b) 青果物の洗浄に化学物質を使用する場合は、適切な化学物質を選定し、定期的な化学物質の残留検
査を行う方法を定め、実施すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です
※添加物及び化学物質を使用していない場合は適用除外となります

専用の冷蔵車両（トラック）にて温度
管理を実施



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.3.8 洗浄工程で使用される水若しくは氷、または青果物に接触する水若しくは氷は、必要に応じて調整さ
れた使用目的に応じた水とし、衛生的に保管及び使用しなければならない。
※青果物の選別及び梱包工程で水を使用しない場合には、この要求事項は適用除外となります。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.3.8-1【現場】
洗浄工程で使用する水を含め青果物に接触する水若しくは氷は、水道水を使用している
か。

－

3.3.8-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

具体的
取組事
例

3.3.9-1【記録】
別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包資材に明記し、そ
の記録は保管されているか

△

いつ出荷されたか判明すれば荷物毎
に貼付れる宅配便の伝票や配達伝票
等でも可

具体的
取組事
例

3.3.10-1【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-2【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(2) 青果物の受け入れ記録 【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-3【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(3) 製造工程管理の記録 【 3.3.2及び3.3.3及び3.3.5の記録】

－
3.3.2、3.3.3、3.3.5の内容で作成された
記録。特になければ適用外。包装資材
の安全性については3.3.10-6で確認。

3.3.10-4【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(4) 水質検査の分析記録  【 3.3.8及び3.4.1の記録】

－ 水道水使用の場合は適用外

3.3.10-5【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録 【 3.3.6の記録】

○

洗浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予定

ロット番号などはないが、今後は、
１パレット毎に何らかの伝票をつけ
る
形も検討したい

水の使用なし

3.3.9 トレーサビリティのために、選別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱
包資材に明記しなければならない。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

3.3.10 検査及びトレーサビリティのために、次に掲げる入荷した青果物、製造工程で使用された化学物質、
製造工程管理、及び選別梱包後の青果物に関する記録を作成、または情報を取得し、保管しなければなら
ない。
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト
(2) 青果物の受け入れ記録
(3) 製造工程管理の記録
(4) 水質検査の分析記録
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.3.10-6【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類  【 3.3.2、3.3.4、3.3.7
の記録】

包装資材、添加物、残留農薬で日本及
びタイ国の基準に合致していることを
示す記録。3.3.4の分析記録は、3.3.10-
7で確認する。

3.3.10-7【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書類  【 3.3.4の
分析記録】

具体的
取組事
例

3.4.1-1【現場】
施設内で使用する水は、水道水を使用しているか。 －

3.4.1-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか

－

具体的
取組事
例

3.4.2-1【現場】
作業場内及び施設内の廃棄物保管場所は、専用化され、清潔に保たれ、害虫や小動物を
誘引させていないか

○
廃棄物の保管場所が定まっていれば
可

具体的
取組事
例

3.4.3-1【現場】
トイレは作業場内から隔離して設置されているか、又は、扉等で汚染を防止しているか。 ○

3.4.3-2【現場】
トイレに手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アルコール）は
そろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

○
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

洗浄工程が無い場合は適用外（対
象作物では添加物・洗浄工程が無
い為取組事例は省略。実施する際
は監査会社に相談と明記予定）

青果物の選別及び梱包工程に影響するおそれのある要因を管理するために、以下の衛生管理を実施しな
ければならない。

3.4　衛生管理

未確認

未確認

3.4.1 施設内で使用する水は食品製造用水で、必要に応じて適切に水質処理を行わなければならない。

3.4.3 作業員に対して十分な数のトイレ設備を設置し、トイレに付属した手洗い設備を備えなければならな
い。適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置しなければならない。これらの設備が有効
に機能するよう維持管理し、選別及び梱包工程を行う区域とは別の場所に設置するか、選別及び梱包工程
を行う場所に直接開放されていないようにしなければならない。

エアタオル設置

3.4.2 十分な数の蓋付きのごみ容器を設置するなど、適切なごみ処理システムを備えなければならないるこ
と。

使用していない



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.4.4-1【現場】
作業場内入室時に手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アル
コール）はそろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

△
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

具体的
取組事
例

3.1.2及び3.4.2参照 ○

具体的
取組事
例

3.5.1-1【現場】
 施設内は清掃がされているか。 ○

3.5.1-2【文書・記録】
 施設の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 ○

記録は推奨

具体的
取組事
例

3.5.2-1【現場】
用具（ 器具）、機械、設備は清掃されているか。 ○

3.5.2-2【文書・記録】
用具（ 器具）、機械、設備の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 ○

記録は推奨

3.5.2-3【現場】
用具（ 器具）、機械、設備に極端な破損や故障が無く、利用できる状態か。 ○

具体的
取組事
例

3.5.3-1【現場】
 洗浄剤・殺菌剤は青果物・包装資材から隔離して保管しているか △ シンク下の扉内等で安全に管理

3.5.1 施設内を定期的に清掃し、清潔で衛生的な状態に保たなければならない。

3.4.5 排水及び汚物処理のための有効かつ適切な手順を確立しなければならない。

3.5.3 清掃または衛生管理を目的として使用する化学物質は、適切かつ安全に隔離して保管しなければな
らない。これらの化学物質には、化学物質名をラベルにより表示しなければならない。

手洗い場のクレンザー系の洗剤類
が外に置かれている。【写真No2】

3.5.2 用具、機械及び設備を定期的に清掃し、利用可能な状態にしなければならない。

機械は年1回、定期検査を実施。

掃き掃除は毎日。他も2～3日おき
に実施

掃除当番表で記入・掲示

定期的（週1回）実施

3.5　保守及び清掃

掃除当番表と併せて実施

3.4.4 選別及び梱包工程を行う区域内の適切な位置に十分な数の手洗い設備を設置しなければならない。
適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置すること。これらの設備が有効に機能するよう
維持管理しなければならない。

通常の木綿タオルを設置している
ので、今後はペーパータオル等の
方が良い【写真No1】



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.5.1-2【文書・記録】
  洗浄剤・殺菌剤は小分け容器も含め、化学物質名をラベル等で明示しているか。

－



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.6.1-1【現場】
 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、感染症の罹患や切り傷等の損傷はな
いか

○

3.6.1-2【記録】
入室前に、体調及び手指の切り傷の有無について確認し、記録をしているか ○

記録は推奨

3.6.1-3【文書・記録】
  3.6.1-2の結果、異常があった場合の措置（青果、野菜の可食部に直接ふれる作業をさせ
ない等）を決め、その記録はあるか

△

具体的
取組事
例

3.6.2-1【文書】
 次の項目を考慮した、従業員衛生管理規定は定めているか
・清潔な作業着着用
・清潔な靴の着用
・アクセサリー等の着装
・爪の管理
・手洗いの手タイミング
・髪の毛落下対策

○ 帽子又はネット帽の着用は必要。

3.6.2-1【現場】
3.6.2-1の規程が遵守され、従業員は衛生的か ○

三角巾、エプロン、手袋の着用は
ルール化して実施。

3.6.2 製造工程において青果物または青果物が接触する作業台等に直接接触する全ての作業員は、以下
の方法により、衛生管理をしなければならない。
a) 清潔で作業に適した服を着用すること。
b) 選別及び梱包工程を行う区域で使用する靴の適切な管理方法を定め、実施すること（汚染を防ぐため、
選別及び梱包工程を行う区域に限定した専用の靴に履き替える、選別及び梱包工程を行う区域に入る前
に靴を消毒液に浸すなど）
c) 作業時には、アクセサリーを身に付けず、常に手や爪を清潔にしておくこと。
d) 作業開始前、汚染源を触った後、化粧室及びトイレの使用後は、毎回手を洗うこと。
e) 作業時には、清潔な帽子、頭髪用スカーフまたはネットで髪の毛を覆うこと。

口頭で申し出て確認
記録までは取っていない

3.6　従業員等の衛生管理

3.6.1 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、青果物を汚染するおそれのある法令が定める感
染症の罹患または切り傷等の損傷がないようにしなければならない

異常のある場合は作業をさせない
（記録までは取っていない）

基本的に手袋着用



NO.1 NO.1
3.4.4-1 3.4.4-1
要改善 改善後

NO.2 NO.2
3.5.3-1 3.5.3-1
要改善 要改善

手洗いを正しく実施する為、手洗い場には木綿タオ
ルではなくペーパータオルを設置してください。

手洗いを正しく実施する為、手洗い場にはペーパータ
オルを設置しました。

清掃または衛生管理を正しく実施する為、洗浄剤・殺
菌剤はできるだけ隔離して保管してください（シンク下
の戸棚等に収納することが望ましい）。

洗浄剤・殺菌剤は別の戸棚に入れて保管するため、
隔離しました。



①判定 備考やポイント

具体的
取組事
例

3.1.1-1　【現場】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設はあるか

○
ペットや番犬等は汚染させる状況でな
ければ可

3.1.1-2　【文書】
施設の隣接した箇所に廃棄物処理施設、畜舎養鶏場、化学物質取扱施設がある場合、汚
染をしていない確認がされているか

－
該当施設より汚染させていない旨の文書等を取
り寄せれば可

3.1.1-3　【現場】
敷地内にごみや不要物は放置されていないか

○
廃棄物の保管場所が決まっていれば
可

3.1.1-4　【現場】
極端な塵埃汚染はないか

○

品目等
施設No.4取扱品目　リンゴ

1.総評
全体として適合
2.主な観察事項

手洗い場にペーパータオルなし
3.観察事項改善の取り組み

改善検討中

4.タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格自己チェックリスト
【判定記入例】　適合：〇　軽微な不適合：△　　適用外：－

要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

3.1　立地環境

施設を、次に掲げる条件を満たした場所に立地させ、青果物の汚染を防止し安全な青果物を出荷できるよう
に維持しなければならない。

3.1.1　施設の建屋及びその敷地は、選別及び梱包が行われる青果物の汚染を防止するため、以下の条件
を満たす場所に立地さなければならない。
a) 施設周辺は清潔に保たれており、有害生物の繁殖源及び病原微生物の発生源となり得る不用物または
廃棄物が滞留していないこと。
b) 塵埃の多い地域または場所から離れていること。
c) 汚染された場所に近接していないこと。
d) 地盤が冠水などで汚染される場所に施設の建屋を設置しないこと。適切に排水するための排水設備を設
けること。施設の建屋が不適切な地域と近接している場合は、虫、動物、粉塵その他の汚染源の影響を防
止または除去する有効な対策を講じること。
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3.1.1-5　【現場】
過去、冠水の被害は確認されるか

○ タイの洪水のように頻繁に発生していなければ可

3.1.1-6【現場・文書】
3.1.1-4及び3.1.1-5が確認された場合、その対策をされているか

－ 文書化が望ましい

具体的
取組事
例

3.1.2-1　【現場】
作業場内の整理整頓は実施されているか

○

3.1.2-2　【現場】
作業場内の清掃は実施されているか

○ 頻度：週2回は最低実施

3.1.2-3　【現場】
作業場内と移住場所は分かれているか

○ 居住区は無い

3.1.2-4　【現場】
作業場内（床面から80cm の高さ） は作業に支障のない照度（目安として300 ルｯクス以上）
が保たれているか

○

選別台の上部に蛍光灯が設置してあ
れば問題ない。300ルクスの根拠は労
働安全衛生規則第604条　「精密な作
業」300ルックス（Lx）以上

3.1.2-5　【現場】
作業場内は極端な湿気（蒸気がこもるなど）が無いか
湿気がある場合は換気が適切にされているか

○

3.1.2-6　【現場】
排水が逆流し、場内を汚染させていないか

－ 排水施設が無い場合は適用外

3.1.2-7　【現場】
作業場内に有害生物（小動物、鳥類、ネズミ等）が侵入したことがあるか。またはその痕跡
（巣、糞、ラットサイン等）があるか

○ 把握しており対策を行っている
選果場が有害生物の侵入を把握して
いればこの項目は可

3.1.2　施設の建屋または青果物の選別及び梱包工程を行うことを目的とする区域（以下、「選別梱包区域」
という）を、清潔に管理し、衛生的な状態に保つため、以下の条件を満たさなければならない。
a) 施設の建屋または選別梱包区域の内部環境を、整理整頓し、衛生的に管理及び維持すること。不用物を
置かず、青果物が汚染されないようにすること。作業が円滑かつ適切に行えるようにすること。
b) 選別梱包区域は、それぞれ居住区域と分離すること。
c) 作業を実施するために適切かつ十分な照度及び換気を確保すること。
d) 選別及び梱包工程で生じる廃水を適切に排水するために、排水管または排水路を設けること。選別及び
梱包工程で化学物質を使用する場合は、公共排水路に排水する前にその排水を処理する仕組みを確立す
ること。
e) 施設または選別梱包区域への有害生物の侵入、及び有害生物の青果物への接触を防ぐ対策を講じるこ
と。
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3.1.2-8　【現場・文書】
3.1.2-7の可能性が有る場合、次のような対策がされているか。
・窓や扉に開放禁止の掲示をする
・可能な限り開放をしない手順を定める
・鳥類の場合はネットを設置している
・ネズミはトラップを設置している

○
防鳥ネットの設置
作業外の時間は
シャッター締切

3.1.2-7　を踏まえて、何らかの対策をし
ていれば可

3.2-1【現場】
作業台を除く施設・設備は清掃・洗浄しやすい構造で、有害物質が溶出しない素材で作ら
れ、異物（塗装等）が発生しにくい状態であるか。

○
現場の状態が問題なければ、文書は
必須ではない

3.2-2【文書】
3.2-1が適切でない場合、清掃/洗浄手順書、汚染防止手順書等が用意され対策がされてい
るか。

○

3.2-3【現場】
青果物に直接接触するテーブルは、ステンレス又は樹脂製か。それ以外の素材（鉄、木製
等）の場合は清潔なシートを敷いているか

○

選果ラインは業者により毎年メンテ
ナンスが行われている

a) 用具、機械及び設備は、起こりうる汚染を考慮して設計及び配置されており、全面が容易に清掃できる場
所に配置されていること。
b) 青果物と接触する設備または用具は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られ、かつ容易に
清掃できるようにすること。
c) 青果物と接触する作業台または作業面は、消費者に危害を及ぼすおそれのない素材で作られており、容
易に清掃できるものとすること。作業台は、容易に清掃できる位置に設置すること。作業に適した高さで設置
するか、または汚染の発生を防止する対策を講じること。

具体的
取組事

例

3.2　　用具・機械・設備

選別及び梱包工程に使用する用具、機械及び設備は、衛生規範を実践し、汚染源とならないように容易に
清掃及び保守できるよう、以下の条件を満たして設計及び配置されなければならない。
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具体的
取組事
例

3.3.1 -1【記録・必須】
対象となる青果物の生産者より、次の項目を記載した栽培時の農薬使用に関する記録を入
手しているか。
必要な項目
防除暦に基づいた農薬の使用量、使用時期（収穫前日数）、総使用回数等が確認できる記
録
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○
電子媒体でも可。

3.3.1 -2【記録・必須】
次の項目を記載した、青果物を供給した生産者の台帳を整備しているか。
生産者の氏名、青果物、農場の名称・所在地、受取年月日
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

○

自社農場の場合、台帳は必要ないが、
どの圃場からいつ受け取ったか等の情
報は必要

3.3.1 -3【記録】
  青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、次の項目を記載した集
荷者の台帳を整備しているか。
集荷者の氏名、青果物、受取年月日、生産者の氏名、農場の名称・所在地

○

具体的
取組事
例

3.3.2-1【記録】
青果物と接触する包装資材について、日本の法令に合していることが分かる規格書又は証
明書等を入手しているか

△

入手自体は簡易。樹脂製の容器につ
いては、日本の法令に準拠していれば
タイの法令も準拠できる。

3.3.2-2【現場】
青果物と接触する包装資材は、汚染を防ぐためにカバー等で覆いをしているか

○

3.3.1 青果物の選定にあたり、以下の条件を満たさなければならない。
a) 栽培時の化学物質の使用を管理する仕組みを確保した栽培地または圃場から青果物を入荷すること。
b) 青果物を供給した生産者の台帳を整備すること。
c) 青果物が施設に入荷される前に別の集荷者が集荷する場合には、集荷者の台帳を整備すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

防除暦に基づいた防除記録を入手
している

入荷日毎の出荷伝票で、生産者の必
要な記録を残している

遠方の生産者は共同で集荷し共選
所に送っている
集荷した生産者の情報は把握して
いる

3.3　製造工程管理

全ての製造工程を適正衛生規範(GHP)に基づき管理しなければならない。物理的、化学的及び生物学的危
害要因の管理が、青果物の栽培地または集荷地から受け入れ、前処理、洗浄、保管及び輸送の工程を含
めて実施されるために、以下の条件を満たさなければならない。

3.3.2 容器包装は、青果物と直接接触する場合、清潔で、毒性のない素材により作られたものでなければな
らない。容器包装は、過去に有害物質の梱包に使用されたことがなく、使用前に適切に清掃されたものでな
ければならない

入手していないので安全データ
シート（MSDS）を包材業者より入手
することが望ましい
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3.3.2-3【現場】
包装資材の保管場所は、極端な高温多湿を避けているか

○

3.3.2-4【現場】
包装資材の保管場所は薬剤保管場所と区分けして保管しているか

－ 薬剤の使用はない

3.3.2-5【現場】
防虫防鼠を目的とした薬剤散布又は燻蒸作業の際は、包装資材は隔離又は養生し、これら
の薬剤成分による汚染を避けているか

－

具体的
取組事
例

3.3.3-1【文書】
 梱包前の青果物の保管に対する、保管方法（温度等）、保管期間、先入先出等が定められ
ているか

○

文書化されていなくても、手順（収穫後
24時間以内に出荷等）や基準（冷蔵庫
内は10℃以下など）が定まっていれば
可。

3.3.3-3【現場】
 3.3.3-1の規程通り、保管されているか

○

具体的
取組事
例

※3.3.1項で防除暦に従って農薬管理を実施している場合この項は適合となる。
農薬管理を実施していない場合は以下の項目で判定する。

○

3.3.4-1【記録】
対象青果物について、1回/年以上、検証を目的とした残留農薬の試験を厚生労働省登録検
査機関で実施しているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

使用農薬について検査を実施し、日本
の法令及びタイの法令の基準内である
ことが必要。なお、検証が目的のため、
全ての圃場に実施する必要は無い。

3.3.4-2【記録】
検査項目は、当該農場での使用農薬及び農場周辺で使用されている農薬を考慮した項目
か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－
ドリフト及び土壌汚染についてはヒアリ
ングで汚染されていないことを確認でき
れば可。

3.3.4-3【記録】
分析結果は日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

3.3.4 青果物について、定期的な化学物質の残留検査を行う方法を定め、実施しなければならない。この定
期検査は、簡易キットでも構わない。ただし、少なくとも年１回は力量のある分析機関で検査を行わなければ
ならない。

年1回シーズン前にサンプリング検
査を品種ごとに外部検査機関に依
頼して実施している
委託先検査機関が厚生労働省登
録検査機関であるか確認すること
が望ましい

薬剤の使用はない

3.3.3 梱包前の青果物及び容器包装は、それらの汚染が防止され、青果物の腐敗が最小限に抑えられた状
況で、適切に保管及び在庫管理を実施しなければならない
※包装資材の保管については、3.3.2参照

生産者より入荷したりんごは5～8℃の
冷蔵庫で保管

委託先検査機関に防除暦の使用
農薬が検査項目で網羅できている
か確認することが望ましい

確認できていない
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3.3.4-4【記録】
上記以外の試験を実施している場合は、日本の法令及びタイの法令の基準内か
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－ 確認できていない
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具体的
取組事
例

3.3.5-1【現場】
トリミング、表面加工を行う場合は、手や器具は汚れていないか

－

3.3.5-2【現場】
繰り返し使われるコンテナ等の収穫容器に汚れていないか

○

3.3.5-3【現場】
梱包された青果物は、床に直置き等がなく衛生的に保管されているか

○

具体的
取組事
例

3.3.6-1【現場】
青果物を輸送する車両は清潔か

○

3.3.6-2【文書・記録】
温度管理が必要な成果物を輸送する車両の温度基準は定められ、基準を遵守していること
が分かる記録はあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

△

具体的
取組事
例

3.3.7-1【文書】
取選別及び梱包工程において食品添加物及び青果物の洗浄に使用する化学物質は明らか
にされ、MSD（製品安全データ）を入手しているか。

－

3.3.7-2【文書】
添加物剤はタイの食品添加物に係る保健省告示を遵守している根拠を所持しているか －

ヤマトの宅配便等一般貨物での混載
は適用外

食品添加物を使用しておらず、洗
浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予
定）

物流会社の基準を定める事が望ま
しい

3.3.5 青果物の運搬及び保管を含めた青果物の選別及び梱包に関連する工程においては、青果物の汚染
及び腐敗を防止する対策を講じなければならない。

コンテナ：汚れているものは洗浄を
行う

3.3.6 青果物の輸送は、青果物の汚染及び腐敗を有効に防止できるようにしなければならない。
※ここの“輸送”は、梱包後の青果物を施設外に出荷する際の工程を指します。

3.3.7 選別及び梱包工程は、青果物の選別及び梱包に関する基準または適切な手順に適合するように、厳
密な管理を行わなければならない。
a) 選別及び梱包工程において食品添加物を使用する場合は、タイの食品添加物に係る保健省告示を遵守
すること。
b) 青果物の洗浄に化学物質を使用する場合は、適切な化学物質を選定し、定期的な化学物質の残留検査
を行う方法を定め、実施すること。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です
※添加物及び化学物質を使用していない場合は適用除外となります

当該作業は行わない
GAPチェックシートで、生産者の作
業内容を把握している
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3.3.7-3【文書・現場】
青果物の洗浄手順は、洗浄剤が残留しない方法で定められ、手順を遵守しているか －

3.3.7-4【記録】
定期的な化学物質の残留検査を行い、記録は保管されているか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

3.3.8 洗浄工程で使用される水若しくは氷、または青果物に接触する水若しくは氷は、必要に応じて調整され
た使用目的に応じた水とし、衛生的に保管及び使用しなければならない。
※青果物の選別及び梱包工程で水を使用しない場合には、この要求事項は適用除外となります。
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具体的
取組事
例

3.3.8-1【現場】
洗浄工程で使用する水を含め青果物に接触する水若しくは氷は、水道水を使用している
か。

－

3.3.8-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか
《3.3.10トレーサビリティに必要な記録》

－

具体的
取組事
例

3.3.9-1【記録】
別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包資材に明記し、そ
の記録は保管されているか

○

いつ出荷されたか判明すれば荷物毎
に貼付れる宅配便の伝票や配達伝票
等でも可

具体的
取組事
例

3.3.10-1【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-2【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(2) 青果物の受け入れ記録 【 3.3.1の記録】

○  3.3.1参照

3.3.10-3【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(3) 製造工程管理の記録 【 3.3.2及び3.3.3及び3.3.5の記録】 △

3.3.2、3.3.3、3.3.5の内容で作成された
記録。特になければ適用外。包装資材
の安全性については3.3.10-6で確認。

洗浄工程が無い場合は適用外
（対象作物では添加物・洗浄工程
が無い為取組事例は省略。実施す
る際は監査会社に相談と明記予定

冷蔵庫の温度の記録は残していないの
で、毎日点検し業務日誌などに記録す
る事が望ましい

5年保管

3.3.9 トレーサビリティのために、選別及び梱包工程を行ったロット番号または年月日を包装容器または梱包
資材に明記しなければならない。
※赤字は不適合の場合致命的な不適合となる可能性のある項目です

3.3.10 検査及びトレーサビリティのために、次に掲げる入荷した青果物、製造工程で使用された化学物質、
製造工程管理、及び選別梱包後の青果物に関する記録を作成、または情報を取得し、保管しなければなら
ない。
(1) 青果物の集荷事業者、調達事業者、または出荷した生産者のリスト
(2) 青果物の受け入れ記録
(3) 製造工程管理の記録
(4) 水質検査の分析記録
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書

5年保管

梱包された箱に品種及び選果日、選果
ラインが分かるシールが添付されてい
る。このシールの情報からいつ入荷し
たどの生産者のものか判別できる
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3.3.10-4【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(4) 水質検査の分析記録  【 3.3.8及び3.4.1の記録】

－ 水道水使用の場合は適用外

3.3.10-5【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(5)青果物の種類、量及び販売に関する記録 【 3.3.6の記録】

○

3.3.10-6【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(6) 青果物の品質及び安全性に関する基準への適合性に関する書類  【 3.3.2、3.3.4、3.3.7
の記録】

包装資材、添加物、残留農薬で日本及
びタイ国の基準に合致していることを示
す記録。3.3.4の分析記録は、3.3.10-7
で確認する。

3.3.10-7【記録】次の記録は作成され、出荷より1年間は保管されているか
(7) 関連するタイ王国保健省告示に基づく青果物の品質検査分析結果報告書類  【 3.3.4の
分析記録】

5年保管

確認できていない

確認できていない



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.4.1-1【現場】
施設内で使用する水は、水道水を使用しているか。 －

3.4.1-2【記録】
水道水以外の水を使用する場合には、年に一回以上水質検査を行い、成績書は一年間保
管してあるか

－

具体的
取組事
例

3.4.2-1【現場】
作業場内及び施設内の廃棄物保管場所は、専用化され、清潔に保たれ、害虫や小動物を
誘引させていないか

○
廃棄物の保管場所が定まっていれば
可

具体的
取組事
例

3.4.3-1【現場】
トイレは作業場内から隔離して設置されているか、又は、扉等で汚染を防止しているか。

○

3.4.3-2【現場】
トイレに手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アルコール）は
そろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

△
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

具体的
取組事
例

3.4.4-1【現場】
作業場内入室時に手洗い場があり、備品（石けん、ペーパータオル又はエアータオル、アル
コール）はそろっているか。また、正しい手洗いは可能か。

△
備品は石けん及びペーパータオル
又はエアタオルがあれば可

洗浄工程無

生ごみは袋に入れて所定の場所に保
管
ほぼ毎日猟友会が餌罠様に引き取り
に来る

洗浄工程が無い場合は適用外（対
象作物では添加物・洗浄工程が無
い為取組事例は省略。実施する際
は監査会社に相談と明記予定）

3.4　衛生管理

3.4.1 施設内で使用する水は食品製造用水で、必要に応じて適切に水質処理を行わなければならない。

青果物の選別及び梱包工程に影響するおそれのある要因を管理するために、以下の衛生管理を実施しな
ければならない。

3.4.4 選別及び梱包工程を行う区域内の適切な位置に十分な数の手洗い設備を設置しなければならない。
適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置すること。これらの設備が有効に機能するよう
維持管理しなければならない。

ペーパータオルの設置が望ましい
【写真No２】

3.4.3 作業員に対して十分な数のトイレ設備を設置し、トイレに付属した手洗い設備を備えなければならな
い。適切で衛生的な手洗い設備及び手の乾燥に係る設備を設置しなければならない。これらの設備が有効
に機能するよう維持管理し、選別及び梱包工程を行う区域とは別の場所に設置するか、選別及び梱包工程
を行う場所に直接開放されていないようにしなければならない。

ペーパータオルの設置が望ましい
【写真No1】

3.4.2 十分な数の蓋付きのごみ容器を設置するなど、適切なごみ処理システムを備えなければならないるこ
と。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.1.2及び3.4.2参照 ○

具体的
取組事
例

3.5.1-1【現場】
 施設内は清掃がされているか。

○

3.5.1-2【文書・記録】
 施設の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 △

記録は推奨

具体的
取組事
例

3.5.2-1【現場】
用具（ 器具）、機械、設備は清掃されているか。

○

3.5.2-2【文書・記録】
用具（ 器具）、機械、設備の清掃計画が立てられ、清掃状態を確認した記録はあるか。 △

記録は推奨

3.5.2-3【現場】
用具（ 器具）、機械、設備に極端な破損や故障が無く、利用できる状態か。

○

具体的
取組事
例

3.5.3-1【現場】
 洗浄剤・殺菌剤は青果物・包装資材から隔離して保管しているか －

3.5.1-2【文書・記録】
  洗浄剤・殺菌剤は小分け容器も含め、化学物質名をラベル等で明示しているか。

－

業務日誌に清掃を行った記録を残
しておくことが望ましい

床面毎日、選果トレー週2回以上

業務日誌に清掃を行った記録を残
しておくことが望ましい

3.5.3 清掃または衛生管理を目的として使用する化学物質は、適切かつ安全に隔離して保管しなければなら
ない。これらの化学物質には、化学物質名をラベルにより表示しなければならない。

洗浄剤、薬剤の使用無

3.5.2 用具、機械及び設備を定期的に清掃し、利用可能な状態にしなければならない。

年1回業者によるメンテナンスを
行っている

3.5　保守及び清掃

使用無

3.5.1 施設内を定期的に清掃し、清潔で衛生的な状態に保たなければならない。

3.4.5 排水及び汚物処理のための有効かつ適切な手順を確立しなければならない。



①判定 備考やポイント要求事項及び具体的取組事例※ ②　所見

具体的
取組事
例

3.6.1-1【現場】
 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、感染症の罹患や切り傷等の損傷はな
いか

○

3.6.1-2【記録】
入室前に、体調及び手指の切り傷の有無について確認し、記録をしているか △

記録は推奨

3.6.1-3【文書・記録】
  3.6.1-2の結果、異常があった場合の措置（青果、野菜の可食部に直接ふれる作業をさせ
ない等）を決め、その記録はあるか

△

具体的
取組事
例

3.6.2-1【文書】
 次の項目を考慮した、従業員衛生管理規定は定めているか
・清潔な作業着着用
・清潔な靴の着用
・アクセサリー等の着装
・爪の管理
・手洗いの手タイミング
・髪の毛落下対策

△ 帽子又はネット帽の着用は必要。

3.6.2-1【現場】
3.6.2-1の規程が遵守され、従業員は衛生的か

○

現状は手袋のみ
帽子またはネット帽の着用が望まし
い

3.6.2 製造工程において青果物または青果物が接触する作業台等に直接接触する全ての作業員は、以下
の方法により、衛生管理をしなければならない。
a) 清潔で作業に適した服を着用すること。
b) 選別及び梱包工程を行う区域で使用する靴の適切な管理方法を定め、実施すること（汚染を防ぐため、
選別及び梱包工程を行う区域に限定した専用の靴に履き替える、選別及び梱包工程を行う区域に入る前に
靴を消毒液に浸すなど）
c) 作業時には、アクセサリーを身に付けず、常に手や爪を清潔にしておくこと。
d) 作業開始前、汚染源を触った後、化粧室及びトイレの使用後は、毎回手を洗うこと。
e) 作業時には、清潔な帽子、頭髪用スカーフまたはネットで髪の毛を覆うこと。

3.6　従業員等の衛生管理

3.6.1 選別及び梱包工程を行う区域で作業する従業員は、青果物を汚染するおそれのある法令が定める感
染症の罹患または切り傷等の損傷がないようにしなければならない

朝礼で確認し、該当者がいた場合
に業務日誌に記録しておくことが望
ましい
該当者の処遇について、配置転換、帰
宅要請などの基準を設けることが望ま
しい
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