
事故対応、あなたの会社は大丈夫？

こうならないために



・工場や倉庫の中を清潔に保つ
・ネズミやゴキブリの駆除 など

万が一食品事故が発生したら？

トレーサビリティなんて無理だ！！と思われている方、ご安心下さい
日々の対応の継続、実はこれがトレーサビリティの対応です

衛生管理の方法が変わります
一般的な衛生管理

食品リコール情報の
自治体への報告が義務化

公表
一般的な衛生管理＋HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理
発生しそうな事故※を予測し、それを防ぐ衛生管理計画を作成

金属片、カビなどが混入
賞味期限や消費期限の日付の誤表示 など

いつから？
令和２年６月１日から（１年間の猶予期間あり）

リコール情報の報告

いつから？
令和３年６月１日から

＜今後は＞

チェックポイント
ロットの大きさ

１ロット＝原則として賞味期限又は製造年月日出荷時の伝票、保存していますか？
生産者の方

製造・加工、卸・小売業者の方
入荷時の伝票、保存していますか？
製造日報など製造工程の記録、保存していますか？
出荷・販売時の伝票、保存していますか？

トレーサビリティ実現のガイドライン

記録の保存期間
基本は賞味期限の期間。それ以上は関係者と協議。

※

なぜ記録が必要なのか

• 自らの管理がちゃんとできていた
証拠。

• 問題の有無をすばやく確認できる。

プラスワンの対応で
トレサもバッチリ！

衛生管理計画の記録にプラスワンで
トレーサビリティも対応できる。

（次ページのモデル図参照）

転ばぬ先の杖として
たったひとつの事故が、あなたの信頼
を失う。トレーサビリティは、あなた
を守る最大の防御措置。
１００－１＝９９ではない

１００－１＝ゼロ

※消費期限の商品は賞味期限を読み替える。



フードチェーンを通じたトレーサビリティ 入荷と出荷をつなげるトレーサビリティ
トレーサビリティのためのチェックポイント

生産・集荷段階

製造・加工段階 ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の記録の作成等に併せて対応

卸売段階

入荷

出荷

小売段階

（例）入荷記録

（例）出荷伝票の控え

（例）納品書の控え

（例）出荷／販売記録

何を
どれだけ

いつ

どこへ

いつ

どこから

何を

どれだけ

製造年月日／賞味期限／消費期限

記録方法

受入記録表

受入日 納入業者 原材料名 Lot 数量 表面温度 合否
備考

(否の場合の対応)
（株）〇〇 玉ねぎ 玉ねぎ0801 10箱 ℃ 合・否
（株）□□ にんじん にんじん0801 10箱 ℃ 合・否
（株）△△ ピーマン ピーマン0801 ５箱 ℃ 合・否

8月1日

トレーサビリティのチェック
ポイントを追記

金属検出記録表

通過前 通過後
8月1日 カット野菜ミックスＡ 可・不可 可・不可

備考（感知・排除異常、
金属検出製品への対応 等）

テストピースの感知・排除
確認日 確認者 製品名／ロット 金属が検出された製品数

（注）受入記録表、殺菌記録表、金属検出記録表は、小規模な惣菜製造工場に
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から引用

出荷記録

出荷年月日 出荷先 品名 数量 備考

令和元年８月１日 （株）▽▽ カット野菜ミックスA 50袋
製造年月日

令和元年８月１日

製造年月日を記載

殺菌記録表

作業前 作業後
8月1日 カット野菜ミックスＡ 玉ねぎ0801、にんじん0801、ピーマン0801

備考
(基準に満たなかった
製品数量とその対応)

原材料Lot
濃度

確認日 確認者 製品名／ロット 時間

原材料の照合

プラスワンの対応でトレサもバッチリ！！

※ＪＡ等出荷先へ発行又は出荷先が発行した伝票は保存
しましょう

いつ

どこへ

何を どれだけ

賞味期限／消費期限／製造年月日

いつ

どこから

何を どれだけ

賞味期限／消費期限／製造年月日

どの原材料を使用
しているか
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		受入記録表



		受入日 ウケイ ヒ		納入業者 ノウニュウ ギョウシャ		原材料名 ゲンザイリョウメイ		Lot		数量 スウリョウ		表面温度 ヒョウメン オンド		合否 ゴウヒ		備考
(否の場合の対応) ビコウ ヒ バアイ タイオウ

		43678		（株）〇〇 カブ		玉ねぎ タマ		玉ねぎ0801 タマ		10箱 ハコ		℃		合・否 ゴウ ヒ

				（株）□□ カブ		にんじん		にんじん0801		10箱 ハコ		℃		合・否 ゴウ ヒ

				（株）△△ カブ		ピーマン		ピーマン0801		５箱 ハコ		℃		合・否 ゴウ ヒ





















Sheet2

				金属検出機テスト記録表



				令和元年８月度 レイワ ガンネン ガツ ド

				日付 ヒヅケ		製造 セイゾウ		時刻 ジコク		Fe		Sus		異常時の措置 イジョウ ジ ソチ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				１日（木） ニチ キ		開始時 カイシ ジ		8:30		正常・異常 セイジョウ イジョウ		正常・異常 セイジョウ イジョウ						Ａ0731、Ｂ0731

						終了時 シュウリョウ ジ		12:00		正常・異常 セイジョウ イジョウ		正常・異常 セイジョウ イジョウ						Ａ0731、Ｂ0731







Sheet3

				加熱条件チェック表 カネツ ジョウケン

												製造日：令和元年８月１日（木）　 セイゾウビ レイワ ゲン ネン ガツ ニチ キ

				製品名 セイヒンメイ		温度設定 オンド セッテイ		時間 ジカン		過熱状態
（色・香り） カネツ ジョウタイ イロ カオ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				食パン ショク		200℃		30分 フン		良・否 リョウ ヒ				Ａ0731、Ｂ0731

						℃		分 フン		良・否 リョウ ヒ
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				原材料受入れ記録表 ゲンザイリョウ ウケイ キロク ヒョウ





																		令和元年７月31日（水） レイワ ゲン ネン ツキ ニチ ミズ

				原材料名 ゲンザイリョウメイ		仕入先 シイレ サキ		荷姿 ニスガタ		数量 スウリョウ		外装、温度等
確認 ガイソウ オンド トウ カクニン		備考
(左欄で否の場合は詳細を記入) ビコウ サラン ヒ バアイ ショウサイ キニュウ		納入
時間 ノウニュウ ジカン		確認者 カクニン シャ		ロット番号 バンゴウ

		1		小麦粉（25㎏入） コムギコ イ		Ａ製粉 セイフン		袋 フクロ		10		良・否 リョウ ヒ				10:00				Ａ0731

		2		小麦粉（25㎏入） コムギコ イ		Ｂ製粉 セイフン		袋 フクロ		5		良・否 リョウ ヒ				14:00				Ｂ0731

		3		パン酵母（1kg入） コウボ イ		Ｃ商店 ショウテン		袋 フクロ		1		良・否 リョウ ヒ				15:00				Ｃ0731



















※確認項目例：
外装に破れ、漏れ、汚れがないか
納入温度は適切か
使用期限、保存方法等が問題ないか
外観、におい等に問題はないか




Sheet2

				金属検出記録表



				確認日 カクニン ヒ		確認者 カクニン シャ		製品名／ロット セイヒンメイ		テストピースの感知・排除 カンチ ハイジョ				金属が検出された製品数 キンゾク ケンシュツ セイヒン スウ		備考（感知・排除異常、
金属検出製品への対応 等） ビコウ カンチ ハイジョ イジョウ キンゾク ケンシュツ セイヒン タイオウ トウ

										通過前 ツウカ マエ		通過後 ツウカ ゴ

				43678				カット野菜ミックスＡ ヤサイ		可・不可 カ フカ		可・不可 カ フカ







Sheet3

				加熱条件チェック表 カネツ ジョウケン

												製造日：令和元年８月１日（木）　 セイゾウビ レイワ ゲン ネン ガツ ニチ キ

				製品名 セイヒンメイ		温度設定 オンド セッテイ		時間 ジカン		過熱状態
（色・香り） カネツ ジョウタイ イロ カオ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				食パン ショク		200℃		30分 フン		良・否 リョウ ヒ				Ａ0731、Ｂ0731

						℃		分 フン		良・否 リョウ ヒ
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				原材料受入れ記録表 ゲンザイリョウ ウケイ キロク ヒョウ





																		令和元年７月31日（水） レイワ ゲン ネン ツキ ニチ ミズ

				原材料名 ゲンザイリョウメイ		仕入先 シイレ サキ		荷姿 ニスガタ		数量 スウリョウ		外装、温度等
確認 ガイソウ オンド トウ カクニン		備考
(左欄で否の場合は詳細を記入) ビコウ サラン ヒ バアイ ショウサイ キニュウ		納入
時間 ノウニュウ ジカン		確認者 カクニン シャ		ロット番号 バンゴウ

		1		小麦粉（25㎏入） コムギコ イ		Ａ製粉 セイフン		袋 フクロ		10		良・否 リョウ ヒ				10:00				Ａ0731

		2		小麦粉（25㎏入） コムギコ イ		Ｂ製粉 セイフン		袋 フクロ		5		良・否 リョウ ヒ				14:00				Ｂ0731

		3		パン酵母（1kg入） コウボ イ		Ｃ商店 ショウテン		袋 フクロ		1		良・否 リョウ ヒ				15:00				Ｃ0731



















※確認項目例：
外装に破れ、漏れ、汚れがないか
納入温度は適切か
使用期限、保存方法等が問題ないか
外観、におい等に問題はないか




Sheet2

				金属検出機テスト記録表



				令和元年８月度 レイワ ガンネン ガツ ド

				日付 ヒヅケ		製造 セイゾウ		時刻 ジコク		Fe		Sus		異常時の措置 イジョウ ジ ソチ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				１日（木） ニチ キ		開始時 カイシ ジ		8:30		正常・異常 セイジョウ イジョウ		正常・異常 セイジョウ イジョウ						Ａ0731、Ｂ0731

						終了時 シュウリョウ ジ		12:00		正常・異常 セイジョウ イジョウ		正常・異常 セイジョウ イジョウ						Ａ0731、Ｂ0731







Sheet3

				加熱条件チェック表 カネツ ジョウケン

												製造日：令和元年８月１日（木）　 セイゾウビ レイワ ゲン ネン ガツ ニチ キ

				製品名 セイヒンメイ		温度設定 オンド セッテイ		時間 ジカン		過熱状態
（色・香り） カネツ ジョウタイ イロ カオ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				食パン ショク		200℃		30分 フン		良・否 リョウ ヒ				Ａ0731、Ｂ0731

						℃		分 フン		良・否 リョウ ヒ







Sheet4

		出荷記録 シュッカ キロク



		出荷年月日 シュッカ ネンガッピ		出荷先 シュッカ サキ		品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		備考 ビコウ

		令和元年８月１日 レイワ ガンネン ガツ ニチ		（株）▽▽ カブ		カット野菜ミックスA ヤサイ		50袋 フクロ		製造年月日
令和元年８月１日 ニチ
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		殺菌記録表 サッキン キロク ヒョウ



		確認日 カクニン ビ		確認者 カクニン シャ		製品名／ロット セイヒン メイ		原材料Lot ゲンザイリョウ		濃度 ノウド				時間 ジカン		備考
(基準に満たなかった
製品数量とその対応) ビコウ キジュン ミ セイヒン スウリョウ タイオウ

										作業前 サギョウ マエ		作業後 サギョウ ゴ

		43678				カット野菜ミックスＡ ヤサイ		玉ねぎ0801、にんじん0801、ピーマン0801 タマ
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				金属検出機テスト記録表



				令和元年８月度 レイワ ガンネン ガツ ド
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						終了時 シュウリョウ ジ		12:00		正常・異常 セイジョウ イジョウ		正常・異常 セイジョウ イジョウ						Ａ0731、Ｂ0731
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				加熱条件チェック表 カネツ ジョウケン

												製造日：令和元年８月１日（木）　 セイゾウビ レイワ ゲン ネン ガツ ニチ キ

				製品名 セイヒンメイ		温度設定 オンド セッテイ		時間 ジカン		過熱状態
（色・香り） カネツ ジョウタイ イロ カオ		担当者
㊞ タントウシャ		原材料 ゲンザイリョウ

				食パン ショク		200℃		30分 フン		良・否 リョウ ヒ				Ａ0731、Ｂ0731

						℃		分 フン		良・否 リョウ ヒ









「実践的なマニュアル」を

信頼を みんなでつなぐ トレサのバトン

地域 担当部署 電話番号 地域 担当部署 電話番号

農林水産省 消費･安全局 消費者行政･食育課 03-3502-5716 東海 東海農政局 消費生活課 052-223-4651

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

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

関東 関東農政局 消費生活課 048-740-0357 九州 九州農政局 消費生活課 096-300-6126

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

お問い合わせ先

※農林水産省のホームページ（食品トレーサビリティのサイト）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html

消費者 生産者

製造・加工
業者

卸売業者

小売業者

外食・中食
業者

農林水産省のホームページ※に掲載しています。

お気軽にご相談ください！

さらなるステップアップに

農業、製造・加工業、卸売業、小売業など

好条件で取引ができた！

取引先が増えた！

対応のスピードアップ！

事故発生時、自分を守る武器になる！

取引先と信頼関係ができた！ スムーズに原因究明、回収、解決ができた！
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