
⑤危害要因の管理方法を業務ルールに反映している

①原材料から食品を消費するまでの安全に関わる危害要因を明確にしている

食への信頼
向上のため
の製造業者
の着眼点
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５．【製造における取組】●
安全かつ適切であり、表示が適切
で、また品質（※5）が維持された食
品を販売するための、製造におけ
る取組を行っている

（３）【食品の保管及び管理】●

①食品に応じた条件下で保管及び管理している▲

②出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を行っている●

③ロット間の誤混入が起こらないよう食品を取り扱っている●

（４）【工場での従業員の衛生（※19）管理】

①健康状態が適切でない従業員が、工場内に立ち入らない対策をとっている◆

③工場での食品汚染を招きかねない行為を明確に禁止している●

④工場への訪問者は、従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ入場できないよう取り決めている●

（５）【施設及び設備の設置】

④施設及び設備の、メンテナンス及びサニテーション（※28）を行い、その効果の検証を行っている●

①有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止を行っている◆

③食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の処理を行っている●

（６）【施設及び設備の管理】

①施設の立地（土壌、水質及び空気）が重大な汚染にさらされていないことを確認している●

②施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、耐久性に優れ、メンテナンスがしやすく、必要な場合には消毒
可能なものにしている●

⑥施設、設備及び器具のメンテナンスのための用具を設置している●

③工場内に換気設備を設置している●

④衛生的な作業に十分な照明設備を設置している●

⑤食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに適したものを選定し、配置している●

協働の着眼点 〔業種別〕 【製造版】

１．【お客様（※1）を基点とす
る企業姿勢の明確化】
お客様に安全かつ適切な食品（※2
～4）を提供（※6）するため、お客様
を基点として考える企業姿勢を明
確にしている

２．【コンプライアンス（※9）の
徹底】
お客様の信頼を獲得するため、社
内にコンプライアンスを徹底して
いる

（１）【製造工程の管理】◆
④異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去に取り組んでいる◆

①食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている◆

②食品製造で使用する水は飲用適（※29）であり、安全な方法で処理及び維持管理している●

⑥製造工程中の食品の品質及び衛生検査を行っている●

３．【安全かつ適切な食品の
提供をするための体制（※16）
整備】
安全かつ適切な食品を提供し、ま
た危害（※21）の発生を防止するた
めの体制を整備している

①調達物資に関する要求事項または受入基準を定めている

②調達物資の受入時に検査を行っている

①調達物資に応じた条件下で保管及び管理している◆

④危害要因の洗い出し、分析内容及び管理方法の妥当性の検証を行い、見直しを行っている

（３）【業務の適切な実施を確認する体制の整
備】

（４）【方針及び体制の社外への公開（※15）】

（１）【方針及び業務ルール（※13）の策定及び更
新】

（２）【方針の周知（※14）及び業務ルールの教育
（※18）体制の整備】

①安全かつ適切な食品の提供のための方針を従業員に周知徹底している

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを従業員に教育する体制を整備している

①業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、日常的に確認を行っている

②業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、自社内の別担当または第三者機関が監査を行って
いる

（２）【調達物資の安全性及び適切性の確認】

４．【調達における取組】
安全かつ適切な食品、原材料や包装
資材（以下、「調達物資（※25）」
という）を使用して食品を製造
（※26）するための、調達における
取組を行っている

③調達物資の調達から食品の製造、販売までの過程の危害要因を洗い出し、分析し、管理方法を定めている

②オペレーションを工程図にし、現場の実態と合っているか確認し随時更新している●

③食品の安全性及び適切性に関する新しい情報を常に収集している

④継続的に業務ルールの見直し及び改善を行っている

①企業理念または方針の中に、安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んでいる

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを定めている

（５）【危害要因（※22）の分析（※23）及び管理
（※24）方法の選定】

（３）【調達物資の保管（※32）及び管理（※33）】◆

（２）【適切な表示の実施】◆

①適切に設定された、賞味期限または消費期限を食品に表示している◆

②原材料の情報及び製造した食品の情報のリンクを適切に行っている◆

②有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤について、適切な保管及び使用用途の管理を行っている◆

６．【販売（※7）における取組】
販売先が、安全かつ適切な食品の品
質を維持して販売するための、販売
における取組を行っている

（１）【販売先の評価及び選定】▲

（２）【輸送及び保管時の食品の管理条件の設
定】▲

①安全かつ適切な食品を提供するための方針及び社内体制を、社外に公開している

①食品の販売先の適切な評価を行い、取引先を選定している▲

①食品に応じた輸送及び保管時の管理条件を、取引先と取り決めている▲

③包装への印字を適切に行うよう、製造した食品及び印刷機の管理を行っている◆
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②従業員の衛生状態が維持されるよう、工場での衛生管理を行っている

②調達物資の適切な保管及び管理を行うために、適切な施設または設備を備え、管理している◆

⑤微生物及びアレルギー誘起物質（※30）の交差汚染（※31）を防ぐ対策をとっている◆

③食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を適切な条件下で行えるよう管理している◆

（１）【基本方針の保持】

（２）【遵守事項の明確化及び遵守の確認体制
の整備】

（３）【従業員教育】

（２）【基本方針（※12）の保持】

（１）【経営姿勢の社内外への明示】

①遵守しなければならない法令（※10）及び基準（※11）を明確にしている

②明確化した遵守しなければならない法令及び基準について随時、適切に更新している

③責任者を明確にして、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている

①法令遵守に真摯に取り組む方針を示している

①従業員のコンプライアンスに対する意識を高める活動を行っている

②社会的要請に真摯に対応する方針を示している

①お客様を基点とする基本的考え方により、安全かつ適切な食品を提供するとともに、お客様に食品事業者の
取組を伝えることを、基本方針として示している

①経営者が、お客様を基点とする基本的考え方に基づいて、安全かつ適切な食品を提供する責任を認識して
おり、その姿勢を社内外に示している

③調達した原材料の使用期限を、設定及び管理している◆

◆ ＝ 製造・小売 共通無印 ＝ 製造・卸売・小売 共通 ▲ ＝ 製造・卸売 共通 ● ＝ 製造のみ

④印字された表示が適切であることを確認している◆

協働の着眼点（第１版）

（３）【社内の情報共有及び連携体制の整備】 ①自社内の調達から販売に至るまでの全てのプロセスにおいて、情報共有及び連携体制を整備している

①調達する食品及び調達物資の調達先を、評価及び選定している（１）【調達先の評価及び選定】

注：（※数字）の用語については、（参考）用語集に定義を示しています



①お客様から収集した情報を集約して管理している

１６．【緊急時のお客様とのコ
ミュニケーション体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、お
客様とのコミュニケーションを適時、
適切に行う体制を整備している

（２）【食に関する幅広い情報等の提供】
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１５．【緊急時の自社と取引
先との協力体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、取
引先と協力してスムーズに対応する
ための体制を整備し、また体制の見
直しを行っている

８．【取引先との公正な取引
（※35）】
取引先と、持続性があり、かつ緊張
感のある関係を構築するため、公正
な取引を行っている

（２）【正確でわかりやすい情報提供】◆
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（１）【公正な取引の実施】

（１）【商品（※8）等についての情報共有】

①取引先と適正な契約を結んでいる

③取引先とより効果的な情報共有を行うための場を設けている
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（１）【情報収集】

①お客様から情報を受け取る手段を整備し、お客様に選択肢として提供している ●

③お客様以外から幅広く情報及び要望を収集している●

②お客様に働きかけることにより、お客様からの意見を積極的に収集している

（３）【適時、適切なお客様対応】 ②お客様からのクレームに適切に対応している

①お客様からの問い合わせに対して、正確な情報を提供できるように対応している

①商品パッケージ及び販促資材により情報を提供している●

②商品パッケージ及び販促資材以外に適切な仕組みを用いて効果的に情報を提供している●

（１）【重要性の認識及び事業活動への取り入
れ】 ②食育を取り入れた商品開発及びサービス提供をしている

②お客様とともに、食について考える場を設けている◆

③他業種などとの協働による食育推進活動をしている◆

（２）【収集した情報の管理】

③お客様からの意見を商品及びサービスの改善につなげている

（１）【情報提供体制の整備】
①緊急時の情報の公開についての基準を定めている
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１４．【緊急時（※41）を想定し
た自社体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、迅
速、円滑かつ適切に対応するための
自社内の体制を整備し、また体制の
見直しを行っている

１０．【お客様とのコミュニ
ケーションのための体制整
備】
お客様とのコミュニケーションを重視
し、適切に対応するための体制を整
備している

１１．【お客様からの情報の
収集（※38）、管理及び対応】
クレームを含むお客様からの情報を
収集及び管理し、適時、適切な対応
を行っている

１２．【お客様への情報提供
（※39）】
お客様に提供する食品に関する情報
を、適切な情報量かつお客様が理解
しやすく正確な内容で、お客様が入
手しやすい手段を用いて提供してい
る

１３．【食育（※40）の推進】
お客様の食に密接にかかわる企業と
して、食育活動を推進している

③お客様から収集した情報を関係者において共有し、必要な情報を関連先まで伝達している

（２）【お客様対応及び情報活用体制の整備】

②取引に際し、契約の内容を文書で双方が取り交わしている

③取引に関する解決すべき問題点や改善点を相互で議論し、意思疎通を図り、問題解決をしている

（３）【情報の収集、管理及びお客様対応体制
の整備】

（１）【方針及び業務ルールの策定】◆

②お客様対応担当とその関係者が連携して対応する体制を整備している

③お客様の意見を経営に活かす体制を整備している

②お客様に提供する情報の正確性及びわかりやすさを確認する体制を整備している

（２）【方針の社内周知及び業務ルールの教育
体制の整備】◆

（４）【情報提供体制の整備】

①お客様からの問い合わせ及び情報提供を受けるための体制として、窓口を設置している

①お客様に情報提供する責任者を明確にしている

②お客様とのコミュニケーションに関して、新しい情報を収集し、工夫している◆

①お客様とのコミュニケーションに関して、従業員に教育する体制を整備している◆

③お客様とのコミュニケーションに関して責任者を明確にしている◆

①企業理念または方針の中に、お客様とのコミュニケーションを重視する姿勢を盛り込んでいる◆

②お客様とのコミュニケーションを重視する業務ルールを定めている◆

（１）【効果的な手段による情報提供】◆

①従業員が食育に関する知識を深める場を設けている

（２）【判断基準、緊急時対応ルール及び手順
の設定】

（１）【緊急時対応体制の整備】
①緊急時における社内の各担当の責任及び役割をあらかじめ定めている

③緊急時において関連する情報を、関係者に迅速に伝達する体制を整備している

④原因究明が迅速にできるよう、あらかじめ記録を管理している

（３）【事件及び事故の事態収束後の緊急時対
応体制及び取組の見直し】

（１）【協力に向けた認識の共有】

①事件及び事故に迅速に対応するため、取引先と協働の取組ができる体制を整備している（２）【協力して取り組むための緊急時対応体制
の整備】 ②緊急時対応中における情報交換が適時、的確にできるための連絡体制を整備している

（３）【事件及び事故の事態収束後の協力体制
及び取組の見直し】

①緊急時にお客様からの問い合わせ窓口を設置することとしている

②緊急時の情報提供の具体的方法について定めている

②緊急時にお客様からの情報も具体的対応や原因究明に活用することとしている

①法令に基づく商品情報の提供をしている◆

②お客様のニーズに対応した商品情報を、わかりやすく提供している◆

③食品の長所だけでなく、短所についても、必要に応じてお客様に情報を提供している◆

④安全かつ適切な食品を提供するための取組に関する情報を提供している◆

７．【持続性のある関係（※34）
のための体制整備】
安全かつ適切な食品を安定的に提供
していくため、公正な取引及び円滑な
情報共有に基づいた、取引先（※36）
との持続性のある関係のための体制
を整備している

（１）【業務ルールの策定】

（５）【情報共有の仕組み（※17）の整備】

（４）【業務ルールの社外への公開】

（２）【業務ルールの周知及び教育体制の整
備】

①取引先との公正な取引に関する業務ルールを社外へ公開している

①公正な取引のための業務ルールを社内に周知徹底している

②公正な取引のための業務ルールを必要な従業員に教育する体制を整備している

（３）【公正な取引の確認体制の整備】
①公正な取引の実施を確認する責任者を明確にしている

②公正な取引のための業務ルールの改善を行っている

①緊急時対応の経験に基づいて、取引先との協力体制及び取組の見直しを行うこととしている

①緊急時に対応をスムーズに行えるよう、取引先との協力について認識を共有している

①緊急時対応の経験に基づいて、自社における体制及び取組の見直しを行うこととしている

①緊急時に迅速に対応するため、事件性のある食品汚染も想定して、判断基準、対応ルール及び手順をあらか
じめ定めている

①取引先との取引条件の設定や契約等に関して公正な取引をするための業務ルールを定めている

（２）【取引先との協働の取組】 ①取引先と協働して、商品開発及びサービス提供を行っている

②取引先と協働した業務の改善及び効率化に取り組んでいる

④お客様から収集した個人情報の保護措置をとっている

９．【取引先との情報共有、
協働の取組】
取引先と、持続性があり、かつ緊
張感のある関係を構築するため、
取引先との情報共有及び協働した
取組を行っている

①取引先との意見交換ができるよう担当窓口を設置している

②取引先の意見について社内に伝達するルート及び共有方法を定めている

②食品のトレースに必要な情報を取引先とお互いに整理し、必要な場合に共有できるようにしている

③食品の一貫したロット管理を取引先と行っている

①お客様に提供する食品に関する情報を取引先と共有している

④取引先への情報伝達のスピードと正確性を向上させるための取組を進めている

①食に関するテーマについて、幅広い情報を提供している◆

②お客様から収集した情報を分類及び分析している

②緊急時において関連する情報を、迅速に収集する体制を整備している




