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監査目的

FCP共通工場監査項目を用いて工場監査を行い，
監査基準の成果検証を行う

監査範囲
｢ナカセンナリ｣もめんとうふの製造工程

監査基準 FCP共通工場監査項目 (第2.0版)
監査スケジュール

2015年06月10日(水)
時 刻 監査員 場 所 監査の概要[カッコ内は｢協働の着眼点の大項目｣]

13:00-13:45 全員 会議室 (*1) 監査担当者挨拶，監査概要の説明，会社･施設概要の確認，
基本的事項の確認(1,2,3,4,5,6,7,10,11,14)

13:45-14:00 全員 施設の外周(*2) 敷地/製造所の外周の確認(4,5)
14:00-15:00 全員 製造部門(*2) 製造工程の確認･･･原則として工程の流れに沿って移動しま

す．(3,4,5,6,14)
15:00-16:00 全員 会議室(*2) 基本ルールに基づく詳細事項の確認(3,4,5,6,7,10,11,14)
16:00-16:30 全員 会議室 監査を通じての気付事項のまとめ
16:30-17:00 全員 会議室(*1) 気付事項の報告

*1:代表取締役，品質管理担当者及び必要と認めた方の出席をお願いいたします．
*2:品質管理担当者 又は ご担当の方に案内をお願いいたします．

監査計画書



工場見取り図、会社概要、工程図

久保食品監査

003 久保食品の従業員はパート含めて何人か。

22 ・工程図（製造工程一覧図）があり、現場の実態と合っている

004 正社員8名、パート13名、アルバイト2名の23名である。

005
久保食品は、日本の食品業界の中では従業員の多い部類に入ると思う。従業員数100名を超える企業は数が少
なく、従業員数10-20名が一番多いのではないか。消費者の見方はだんだん厳しくなって行っているが、監査を通
して一つの参考事例になればと思う。

006
監査の範囲として、先にナカセンナリ木綿豆腐の工程・商品の説明書をいただいており、この製造工程に沿って
見ていく。久保食品の会社概要についてお願いする。

007 工場の大きさは400平方メートル（125坪）。

008 原料として大豆30kg袋を1日に7-8袋（約250kg/日）使用し、豆腐、油揚げ等を製造している。

009
会社は設立して70年目、自分は2代目である。丸亀に50年、現住所に20年。40年間には付近に48軒あった豆腐
屋が今は3軒。

010 現在久保食品では豆腐、油揚げ、総菜の他にスイーツも作っている。惣菜・スイーツは店売りのみ

011 工場の稼働時間は朝5時から12時まで、清掃で14時まで。店舗は10時から18時30分まで。

019 社長の考え方は、従業員に対して定期的に伝えているか。

1

6

・経営者または工場長などがお客様を基点とする考えを持っ
ており、その姿勢についての社内外への明示
・従業員のコンプライアンスに対する意識向上活動の実施

020 これまであまり口頭では伝えてこなかった。

021 職人的な世界であることから、これまで問題が無い限りミーティングはあまりなかったのでないかと思う。

022
3代目に入って初めて定期的なミーティングを始めた。意思疎通ができ、とても良かったと思う。月に1-2度やって
いる。ミーティングの中では主に食の安全性の話を主にしている。添加物の話や大豆の味を引き出すための工夫
など。

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

014 工場は仕分け室を経て、真ん中に大きな作業室が有り豆腐を作っている。
22 ・工程図（製造工程一覧図）があり、現場の実態と合っている

015 更に北側には作業室が二つあり、北側東の作業室では油揚げを、北側西の作業室では総菜を作っている。



外回りについて
久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

041 外部にある受水槽は清掃したことはあるか。

35

36
80

・食品製造で使用する水の供給方法の把握（上水、井水、地
下水、海水、蒸気、氷、貯水タンク、直結など）
・食品製造で使用する水の定期的な水質検査の実施
・使用する水の定期的な水質検査の実施

042 過去に2回ほど業者さんに掃除してもらったことはあるが、この数年はない。

043 保健所からは何も言われないか。

044 特にない。

045
10t未満なので何も指導がないのかもしれないが、都道府県によっては5t以上で検査の指導をするところもある。
計画的に今後清掃することを考えていただければ良い。

046
生駒後日フォロー : 宇多津町水道事業給水条例 第28条に基づき，「定期的な清掃と管理」が求められている．
(検査は求められていない)

047 FRPの遮光タイプかどうかわからない。20年前設置したとき遮光かどうかを聞いたことが無かった。

048
タンクには空気穴があるはずだが、フィルターが設置されているかどうか確認すべき。植物の種など入る可能性
がある。

049 新しく設置するときに確認する。

050 20年で交換しなくても良いと思う。40年ぐらいもつのではないか。

051 昼間に業者が清掃する際、遮光タイプかどうか、光が漏れないかどうか確認すべき。

052 排水を見ることで分かるかもしれない。

053 1日の使用水量は相当多いのではないか、回転が速いので、そう水が悪くなるとは考えにくい。

054 1日使用水量は30t。

055 3回入れ替えだから、そう汚れるとは考えにくい。

056 ふたをしばらく開けていないと、開けたとき周りについている汚れや埃が中に入るので注意が必要。

061 植栽花壇は決まった人が世話をしているのだろうか。

28

89

・調達物資の保管庫の有害小動物（鼠及び昆虫等）対策の実
施
・調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件の設定と
遵守

062 奧には一次排水処理施設の前に酒瓶が置いてあり、直置きしているプラスチックコンテナがあった。 48
81
93

95

・施設・設備の衛生検査の実施
・施設の清掃・洗浄方法の設定と実施
・薬剤類は施錠可能な場所に保管するなどの、定位置管理
の実施
・排水設備の衛生的な清掃の実施

063 危険物の第○類と書かれてあるはずの部分が消えかけていた。

064 汚水槽ドア、ボイラー室ドア、受水槽フェンスドアに鍵がかかっていなかった。

14
17
78

・責任者の役割・権限と力量要件の設定
・責任者（現場責任者など）による業務実施記録の確認
・侵入防止のためのセキュリティー管理の実施

065 これらはこれらは誰が面倒を見ているのか、管理する人は誰なのか明確にすべきである。

066 次亜塩素水のタンクがあったが、これらはどうするのか。

067 返却予定である。次亜塩素水は作れるので買わない。タンクは業者が取りに来る予定だが期日未定である。

068 そのタンクの下にしゃもじが有り、コーヒーの空き瓶があった。担当者は明確にすべき。

083 側溝も腐敗部分があったと思う。近隣からの苦情があるかもしれないので注意が必要。
79 ・工場・施設周辺に悪臭・煙・塵埃の発生源がないことの確認

084 ハイプレッシャーの洗浄用具があったので活用して清掃すべき。

085 おから廃棄の大きな袋が外部にあったが、いいにおいがしてこれも虫を呼びそう。 89

96

・有害小動物（鼠及び昆虫等）の外部からの侵入防止策の実
施
・廃棄物は密閉管理を行い、原材料・半製品・製品とは別区
画での保管

086 なるべく工場の周りに虫を呼ばない工夫は必要。

087 植栽は虫を呼ぶので、よっぽど手入れすべき。



大豆倉庫、冷蔵室での指摘事項
久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

034 原料倉庫の掃除に関して特にスノコの裏は掃除したことはないか。

32 ・保管施設の清掃の実施

035
一般的な倉庫の掃除はしていてもスノコの裏まではしていない。スノコはいらないと思ったこともあるが、業者に勧められて敷い
ている。

036 大豆原料は今日は20袋ほど在庫があったが、4-5日製造分か。

037 1週間に一度大豆原料が納入され、1週間分の在庫を持っている。

038
週に1回とすると二つあるうちのどちらか一つのスノコの上が空になる時がある。その際にスノコの裏まで掃除できる。一度にき
れいにしようとすると大変なので、数回に分けてやるべき。

039 冷蔵室の中にあったむき出しの製品が気になった。油揚げやがんもどきなど冷却しているのではないかと思うが。
60 ・保管及び保管状態の点検についてのルールの設定と実施

040 冷却と保管を兼ねている。次の日の袋詰めもあるし、厚揚げの生地は一晩おくようにしている。

088 冷蔵室の温度が予定通りになっているかどうか確認すべき。
37
55
57

・食品に応じて加熱、冷却、乾燥及び包装の管理
・ラベルのサンプル保管を実施
・品質検査のルールの設定089

事故を起こした会社に対して保健所が必ず聞く項目として、冷蔵庫が設定温度になっていたかどうかの記録の確認がある。1日
2回もしくは3回の冷蔵庫の温度を記録し、設定範囲例えば３℃～５℃とした場合、それをはずれたら責任者に報告するようにす
る。

123 ウォークイン冷機ドアの開閉ハンドル破損→開閉不良温度上昇、閉じ込め事故リスク有り 48 ・施設・設備の衛生検査の実施



仕分け室、作業室での指摘事項（異物混入に対して）

久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

100 掲示物をセロテープでとめている。劣化することによりはがれることがあるので、マグネットを使うべき。 39 ・備品類の混入防止対策の実施

112
例えば、充填機の上部の流水管に輪ゴムが掛かってあった。すぐ真下をシール前の豆腐が通るので、もし落ちて
しまうと異物混入が発生してしまうかもしれない。工場の現状を見ると、そのようなミスがいつ起きてもおかしくない
と感じた。

39 ・備品類の混入防止対策の実施

129 工場内で使用しているマグネットが小丸型→混入するリスクがあるので長方形平型に交換を推奨。 39 ・備品類の混入防止対策の実施

133
製氷機の上にスコップ放置→微生物、ゴミ、ホコリ等汚染リスク増大：内部に入れる箇所が無い場合はタッパー等
に入れて保管を推奨。

34

39

・製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺
菌の定期的な実施
・備品類の混入防止対策の実施

134
現場に「ゴム」「クリップ」「老眼鏡」等があり入れ物等が無い→持込場所の制限、大きさ、色等の規制を行い混入
リスクを低減する。

39 ・備品類の混入防止対策の実施

135
折れ刃タイプのカッターナイフを使用している（折らずに丸ごと交換している）→折らなくても折れる可能があるの
で、１枚刃タイプのモノに代替えを推奨。

39
従業員の

安全

・備品類の混入防止対策の実施
・「従業員の安全」

121
豆腐を詰めるプラ容器が、梱包用ビニールから飛びだしている→環境からの微生物、ゴミ、ホコリ等の汚染リスク
上昇

39 ・備品類の混入防止対策の実施

122
豆腐を詰めるプラ容器が、「にがり」計り用に使用している→洗浄・殺菌もしていない可能性、破損し易いので異物
混入のリスク上昇

42

85

・製造工程中におけるカビの付着・結露水・ホコリ等による汚
染防止対策の実施
・衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の
原因とならない機器の設置

090
豆乳温度を測定するために温度計を使用していたが、ガラス製の温度計はやめるべきである。今やガラス製は使
わない。割れたら豆乳全部廃棄になる。

31
43
・測定・監視機器（温度計など）の校正の実施
・製造工程中の機器・設備の破損やねじ等の脱落がないこと
の確認

103
木ヘラを使用している際、木片の落屑があると良くないが、ちゃんと管理をしているならば、それなりの証拠も必要
である。

43 ・製造工程中の機器・設備の破損やねじ等の脱落がないこと
の確認

104 和菓子を作るときは竹べらがどうしても必要だが、同じ事である。

105
木の治具はねじがとれていたが、使う前の状態を記録しておかないと、どこでねじが無くなったのか把握できない。
使う前の状態を記録することは重要。



仕分け室、作業室での指摘事項（衛生検査に対して）

久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

062 奧には一次排水処理施設の前に酒瓶が置いてあり、直置きしているプラスチックコンテナがあった。
48
81
93

95

・施設・設備の衛生検査の実施
・施設の清掃・洗浄方法の設定と実施
・薬剤類は施錠可能な場所に保管するなどの、定位置管理
の実施
・排水設備の衛生的な清掃の実施

063 危険物の第○類と書かれてあるはずの部分が消えかけていた。

101
監査を受ける立場から言うと、掃除によってきれいになれば記録は後回しで良い、と言うことだが、監査の際、今
朝掃除しただけではないかと言われ、昨日までの記録はどうかと聞かれる。証拠は記録しかない。

9
10
32
48
61

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・保管施設の清掃の実施
・施設・設備の衛生検査の実施
・工程・倉庫内における整理整頓の実施と入出庫管理の実施
（区分管理、先入れ・先出しの実施などを含む）

102 今朝(昨夜)大急ぎで掃除したのか，日常的にきちんと清掃されてるのかは，見る人が見ればわかる．

106
掃除についても記録されなかったことは、掃除されなかったことになってしまう。記録の書き方は問わないが、①
担当者、②頻度、③やりかた、④検証者は必要。

9
10
32
48
61

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・保管施設の清掃の実施
・施設・設備の衛生検査の実施
・工程・倉庫内における整理整頓の実施と入出庫管理の実施
（区分管理、先入れ・先出しの実施などを含む）

123 ウォークイン冷機ドアの開閉ハンドル破損→開閉不良温度上昇、閉じ込め事故リスク有り 48 ・施設・設備の衛生検査の実施

125 水道ホース類が巻いておらず直置きになっている→製造に使用するホースは食品汚染のリスク有り

48 ・施設・設備の衛生検査の実施126
清掃ツールの直置き→老朽化、破損と微生物汚染する：植木も生産機械も同様に「面倒を見る」人が必要です。
要件は①担当者②頻度③やり方④検証者です。

127 アイスクリーム、豆乳製造室ドア開放



仕分け室、作業室での指摘事項（保管に対して）

久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

093
記録類はあまり目につかなかった。充填豆腐の製造記録と、油のAV,POVぐらいか。記録の習慣はそれほど多く
ない。

57
58
59
60

・品質検査のルールの設定
・品質検査時のレベルの維持
・品質検査記録の保管
・保管及び保管状態の点検についてのルールの設定と実施094 記録はなかったら、大きな事故があったときに営業停止で済んでいるところが営業禁止になる場合もある。

114
工場を拝見すると、危険と思われる事、避けるべきことなどの指摘事項が散見された。「しない方が良いこと」「こう
すべきこと」などの知識がなく、決まったルールが無いように思われる。

9
10
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

118

工場内ではルールが緩いように感じた。まず、要るものと要らないものを分けて、要るものを使いやすいところに、
必要な数だけ置くようなルールを作る。そうすると区域毎に担当者も決まっていき、記録簿の内容やルールも必然
的に決まってくる。しかし、自発だけに頼るのは難しいので今回のFCPを活用してJABからの指導を受け、プロの
アドバイスを受けながら取り組めばよいのではないか。

9
10
14
15
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・責任者の役割・権限と力量要件の設定
・教育・訓練の実施
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

137
配送の方が配送車⇔仕分け⇔事務所行ったり来たり→配送用台車に乗った豆腐が外気温に晒されているのでリ
スク上昇、段取りカイゼンが必要！

29

61

・調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件の設定と
遵守
・工程・倉庫内における整理整頓の実施と入出庫管理の実施
（区分管理、先入れ・先出しの実施などを含む）

138
配送コンテナの最下段にも商品が入っている→原料や包装前の食品はもちろん、出荷状態の商品も床、地面か
らの汚染防止の為に最下段は空番重を置く事を推奨（流通側からの要求事項としてよくあります）

56

61

・保管のルール（直置き禁止、先入れ・先出し、アレルギー物
質区分など）の設定
・工程・倉庫内における整理整頓の実施と入出庫管理の実施
（区分管理、先入れ・先出しの実施などを含む）



仕分け室、作業室での指摘事項（個人衛生に対して）

久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

091
個人衛生チェック表は置く場所に注意が必要である。帽子から髪がはみ出ていないか、靴はきれいか等の項目を、
帽子をかぶっていない場所、靴を履いていない場所では本来書けない、チェックできる場所で書くべき。

66
71
76
77

・入室前の個人衛生状況の確認の実施
・作業者の衛生的な入室ルールの遵守
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

092
下痢や嘔吐はないかチェックすることがあるが、あった場合食品工場に来てはいけない。これはない事を確認す
るチェック表になる。前日から大丈夫か、家族は大丈夫か、保健所では必ず確認される項目である。

67
68
・体調不良者への正しい対処の実施
・個人衛生管理に関する教育の実施

095
見解が割れるところだが、豆腐がリスキーな食べ物かというと、消費者サイドが消費期限の短い食べ物であること
を認識しており、また、加熱をして作る食品であることから、それほどリスクの高い食べ物では無いと思う。

68 ・個人衛生管理に関する教育の実施
096

他にもやることが有り、順位を考えて順番にやっていくべきである。温度計は割れると作った豆乳を廃棄しなけれ
ばならなくなる。これはリスクが高いと考えられる。金銭的にも優先すべきと思う。次に人の衛生管理か掃除か。

107 ノロウィルスの問題が出てきたことから、個人衛生管理表は必須になっている。 10
66
67

・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・入室前の個人衛生状況の確認の実施
・体調不良者への正しい対処の実施

108 調査に入られたときに個人衛生チェック表は必要なことが多い。

109 記録に関しては、一足飛びに実施を促すのは早いと思う。現段階でできること、段階追うべき。

110
勉強会に参加してみるのも良いかと思う。安全講習の基本は記録から。なぜ体温を測らねばならないかなど理由
を知れば自ずとその重要性が分かる。記録は面倒くさいが、まず個人の衛生管理から始めるとだんだん書けるよ
うになる。

68
75
・個人衛生管理に関する教育の実施
・食品衛生に関する従業員教育の実施

114
工場を拝見すると、危険と思われる事、避けるべきことなどの指摘事項が散見された。「しない方が良いこと」「こう
すべきこと」などの知識がなく、決まったルールが無いように思われる。

9
10
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

118

工場内ではルールが緩いように感じた。まず、要るものと要らないものを分けて、要るものを使いやすいところに、
必要な数だけ置くようなルールを作る。そうすると区域毎に担当者も決まっていき、記録簿の内容やルールも必然
的に決まってくる。しかし、自発だけに頼るのは難しいので今回のFCPを活用してJABからの指導を受け、プロの
アドバイスを受けながら取り組めばよいのではないか。

9
10
14
15
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・責任者の役割・権限と力量要件の設定
・教育・訓練の実施
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

136 仕分けエリア帽子無し→エリアで人のゾーニングがしていないので、体毛混入防止の為に帽子着用を推奨。
68
71
・個人衛生管理に関する教育の実施
・作業者の衛生的な入室ルールの遵守

140 工場内のトイレ使用手順・・手洗いや履物、ユニホームの脱着（その置場や替え着）などは？

68
69
70
71

・個人衛生管理に関する教育の実施
・入室時の手洗い設備の整備
・従業員施設（トイレ、食堂、更衣室等）の整備
・作業者の衛生的な入室ルールの遵守

069
堅いことを言うと、工場内に持って行って良い物悪い物は分けるべきである。例えば脱水を防ぐための飲み物は
しょうが無いが、化粧品などはやめるべきである。そのような仕分けはすべきだ。

73 ・個人所持品の持ち込みの禁止

072
工場が稼働していないので分からないが、水・蒸気・加熱など環境的には相当きつい。これから製造のために使う
大豆を床に直置きするのは、人によっては嫌う。水を入れると重たくて大変と言う意味もある。バケツのサイズの
台車を作る解決方法もあるかと思う。

85

安全

・衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の
原因とならない機器の設置
・「従業員の安全」



仕分け室、作業室での指摘事項
久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

064 汚水槽ドア、ボイラー室ドア、受水槽フェンスドアに鍵がかかっていなかった。

14
17
78

・責任者の役割・権限と力量要件の設定
・責任者（現場責任者など）による業務実施記録の確認
・侵入防止のためのセキュリティー管理の実施

065 これらはこれらは誰が面倒を見ているのか、管理する人は誰なのか明確にすべきである。

066 次亜塩素水のタンクがあったが、これらはどうするのか。

067 返却予定である。次亜塩素水は作れるので買わない。タンクは業者が取りに来る予定だが期日未定である。

068 そのタンクの下にしゃもじが有り、コーヒーの空き瓶があった。担当者は明確にすべき。

091
個人衛生チェック表は置く場所に注意が必要である。帽子から髪がはみ出ていないか、靴はきれいか等の項目を、
帽子をかぶっていない場所、靴を履いていない場所では本来書けない、チェックできる場所で書くべき。

66
71
76
77

・入室前の個人衛生状況の確認の実施
・作業者の衛生的な入室ルールの遵守
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

114
工場を拝見すると、危険と思われる事、避けるべきことなどの指摘事項が散見された。「しない方が良いこと」「こう
すべきこと」などの知識がなく、決まったルールが無いように思われる。

9
10
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

118

工場内ではルールが緩いように感じた。まず、要るものと要らないものを分けて、要るものを使いやすいところに、
必要な数だけ置くようなルールを作る。そうすると区域毎に担当者も決まっていき、記録簿の内容やルールも必然
的に決まってくる。しかし、自発だけに頼るのは難しいので今回のFCPを活用してJABからの指導を受け、プロの
アドバイスを受けながら取り組めばよいのではないか。

9
10
14
15
57
76
77

・業務ルール、仕様書等の文書管理
・業務ルールに沿って実施した記録の保管
・責任者の役割・権限と力量要件の設定
・教育・訓練の実施
・品質検査のルールの設定
・作業服・靴・装飾品などの運用ルールの設定
・加工場内入場者への対応ルールの設定

（工場内入場に対して）
（工場立地に対して）

025 この工場が建っている場所は準工業地域か。
79 ・工場・施設周辺に悪臭・煙・塵埃の発生源がないことの確認

026 準工業地域である。丸亀から移ってきた時、宇多津町は工場の誘致を盛んに行っていた。

083 側溝も腐敗部分があったと思う。近隣からの苦情があるかもしれないので注意が必要。
79 ・工場・施設周辺に悪臭・煙・塵埃の発生源がないことの確認

084 ハイプレッシャーの洗浄用具があったので活用して清掃すべき。



仕分け室、作業室での指摘事項
久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

（施設の清掃に対して）
（防虫防鼠に対して）

062 奧には一次排水処理施設の前に酒瓶が置いてあり、直置きしているプラスチックコンテナがあった。 48
81
93

95

・施設・設備の衛生検査の実施
・施設の清掃・洗浄方法の設定と実施
・薬剤類は施錠可能な場所に保管するなどの、定位置管理
の実施
・排水設備の衛生的な清掃の実施

063 危険物の第○類と書かれてあるはずの部分が消えかけていた。

074 掃除をする事は基本、きれいになると気持ちよくなって、モチベーションも上がり、食品安全上もいい影響がある。
81 ・施設の清掃・洗浄方法の設定と実施

075 掃除道具を掃除して初めて終わると言われている。掃除道具メンテナンスは重要。

119

工場内の設備は清掃や管理ができていないように思えた。今までは壊れなかったかもしれないが、20年を超えた
機械はいつ壊れてもおかしくない。しかし、不慣れな人が下手に手を出すと却って壊してしまいかねない。だから、
まずは清掃点検で、いつもと違う音、いつもよりも大きな振動、パーツの破損や摩耗に気づくようにして、故障する
前の前兆に気づくようにすべき。

85 ・衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の
原因とならない機器の設置

120
トラブルがなかったという話だったが、もしかするとトラブルは起きているが気づかなかったり、耳に入らなかった
だけかもしれない。事前にトラブルを察知できる仕組みがなく、気づかずにトラブルを出荷していたかもしれない。

061 植栽花壇は決まった人が世話をしているのだろうか。

28

89

・調達物資の保管庫の有害小動物（鼠及び昆虫等）対策の実
施
・調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件の設定と
遵守

076
ペストコントロールについて気になっている。虫、鼠のトラップはあるかと思うが、その設置やアクション方法につい
て業者の報告書はあるか。

28

89

90
92

・調達物資の保管庫の有害小動物（鼠及び昆虫等）対策の実
施
・有害小動物（鼠及び昆虫等）の外部からの侵入防止策の実
施
・有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除の実施
・モニタリング結果に基づいたペストコントロールの実施

077 業者に2月に1度駆除の報告書をもらっている。

078
捕虫器のモニタリングと清掃スケジュールを確認したい。例えばスミチオンを撒いたりするが、清掃時に水で流し
てしまったり、掃除で除去してしまうことがある。トラップがどこにあるのかを知らないと水をかけてダメにしてしまっ
たりすることがある。

079
報告書によるとチョウバエが多い。ゴキブリやクモなど歩行性昆虫の報告がない。業者と打ち合わせて状況を聞
いた方が良い。

080 契約の内容がどうなっているのか分からないが、一度内容の確認を業者と行った方が良い。

081
外部から入ってくる可能性があり、倉庫など歩行性の虫は居そうな気がする。裏の廃棄物処理場は臭いもありそ
うで、虫は集まってくるのではないか。

082 廃水は途中で水を分離しているので、虫がわいている可能性がある。

085 おから廃棄の大きな袋が外部にあったが、いいにおいがしてこれも虫を呼びそう。 89

96

・有害小動物（鼠及び昆虫等）の外部からの侵入防止策の実
施
・廃棄物は密閉管理を行い、原材料・半製品・製品とは別区
画での保管

086 なるべく工場の周りに虫を呼ばない工夫は必要。

087 植栽は虫を呼ぶので、よっぽど手入れすべき。

097 北西側の総菜を作っている作業場の窓にかなりの隙間がある。 28

89

・調達物資の保管庫の有害小動物（鼠及び昆虫等）対策の実
施
・有害小動物（鼠及び昆虫等）の外部からの侵入防止策の実
施

098 シャッターの出っ張ったところにも隙間がある。

099 豆の浸漬槽下の配管内に外部と通じている空気層がある。曲げて水没させて外部とのつながりを遮断すべき。



FCP工場監査項目にはない指摘事項
久保食品監査

No. 久保食品 実証監査時指摘事項 FCP共通工場監査項目第2版 項目

072
工場が稼働していないので分からないが、水・蒸気・加熱など環境的には相当きつい。これから製造のために使
う大豆を床に直置きするのは、人によっては嫌う。水を入れると重たくて大変と言う意味もある。バケツのサイズの
台車を作る解決方法もあるかと思う。

85

従業員の
安全

・衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の
原因とならない機器の設置
・「従業員の安全」

124
各タイラップ（結束バンド）の余り部分カットしていない→製造、清掃等の仕事中に怪我をするリスク有り（特に眼
球・・他社事故歴有り：労災）

従業員の
安全

・「従業員の安全」

135
折れ刃タイプのカッターナイフを使用している（折らずに丸ごと交換している）→折らなくても折れる可能があるの
で、１枚刃タイプのモノに代替えを推奨。

39
従業員の

安全

・備品類の混入防止対策の実施
・「従業員の安全」

139 台車に積む時の「最大積載段数」は決まっているか？
従業員の

安全
・「従業員の安全」


