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第第  ４４  スステテッッププ  

８ 事故等処理手順書 

認

証

基

準 

事故等処理手順書（設備もしくは機械器具、原材料または作業の手順の異常その他の製品の

製造等の工程における異常、製品の検査結果の不適合、消費者等から情報を得た製品に関する

異常その他の製品の安全性に関連する異常（以下「事故等」という。）の処理について、次のアから

エまでに掲げる事項を記載した書類をいう。）が適切に作成されていること。 

ア 事故等の発生時の連絡および指示の体制 

イ 事故等の探知から、被害の拡大を防止し、および再発を防止するための措置の完了に至るま

での処理の流れ 

ウ 製品の回収等の措置に関する次の(ｱ)から(ｳ)までに掲げる事項 

(ｱ) 実施体制 

(ｲ) 事故等の発生原因等の調査の方法、措置の対象となる製品の範囲の確定の方法および

出荷停止、回収、廃棄等の方法 

(ｳ) 関係機関への報告および消費者等への周知の方法 

エ 事故等の処理の実施結果を記録する方法 

 

☆平常時の対応策☆ 

１．衛生管理と従業員教育の徹底 

 工場における衛生管理と従業員教育の徹底は、食品事

故を未然に防止するための基本です。 

 

２．食品事故対策本部の組織化 

 万一、食品事故が起こったときに、ただちに対応できる組

織をあらかじめ構築しておくことが必要です。 この組織に

は品質管理担当、製造担当、販売担当など関係部署の責

任者および経営トップの参画が重要です。 

 

３．事故拡大防止マニュアルの作成 

 事故拡大防止に対応したマニュアルを作成しておくことが

大事です。 

【 社内的な対応 】 

●初期対応：消費者からの苦情受付けと苦情処理方法の

明確化  

●原因追求：苦情の原因を究明する社内の調査システム

の確立  

●従業員への対応：対応方針の説明と、原因の迅速な追

究、事故再発防止への努力の必要性の説明など 

【 社外的な対応 】 

●保健所などへの対応：消費者の苦情が保健所を通じて

きた場合の対応方法の確立  

●消費者への対応：苦情を持ちこんだ消費者への対応方

法、消費者への広報方法の確立  

●被害者への対応：健康被害問題が起こった場合の被害

者に対する対応方法の確立  

●取引先への対応：問題の起こった商品を取り扱っている

取引先への対応方法の確立  

 

４．マニュアルの実効性の検証 

 作成したマニュアルが実際に役に立つものであるかを実

証するために、事故が起こったことを想定して、関連する社

員を対象に食品事故発生の対応訓練をします。 

☆事故発生時の対応☆ 

１．事実確認と製品回収の判断 

 事故等の情報を入手した場合は、速やかに事実確認を

行います。健康に係わる事故ではない場合は、原因（微生

物、化学物質、異物混入等）を確認して、事故が拡大する

可能性を判断し、自主回収に対応します。 

 

２．事故原因の調査 

【 工場由来の場合 】 

 原料由来か、製造工程で発生したものか、製造環境が

原因だったのかを判断します。 原料由来の場合は、原

材料の再検査を行い、供給業者から原料に関係する正

確な情報を入手するとともに、早急に事故の再発防止対

策を双方で実施します。 工程に問題があった場合は、工

程改善および管理方法の見直しを行います。 製造環境

が原因であった場合は、施設を改善するか、あるいは防

止対策を強化するとともに施設管理方法を改善します。 

【 工場由来でない場合 】 

 製品の流通ルートにそって、原因を追求します。工場－

保管倉庫－店舗の配送中に起こったと判断した場合は、

関連業者と改善策をたてます。販売店の取扱いの不備が

原因であった場合には、販売店に正しい取扱い方法の指

導などを行います。  

 

３．事故対応方針の確立 

 事故の原因を明らかにし、製品回収の必要性も判断しま

す。その判断に従って速やかに対策を講じます。対策には

対応製品の回収方法、消費者への告知、返品に対する対

応、販売先への支援などが含まれます。 

 

４．処理報告書の作成 

 事故の原因や対応方法、結果などを記録書にまとめま

す。同じような問題を起こさないように、機械・設備や作業

方法等の改善や流通・販売店の製品取扱い方法の改善な

どに活用します。 



２．導入の手引き 

-  - 25 

 

事故等処理手順書（記載例） 

連
絡
・指
示
の
体
制 

 

   
                         回収連絡                    社告依頼 

                               報告      回収判断 

連絡・相談 

  
助言・指示 

連絡     指示                      指示 

指示 

   
連絡 

申出     対応                   連絡     指示 

 

（不良の発見） （事故の探知） 

 

事
故
等
処
理
の
流
れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

工程内（出荷前）事故 

停電、断水、機器の故障、原材料の不良な
ど。 

①事故を探知した製造担当者は、次の事項を
確認して製造部門責任者に連絡する。 
■発生日時、■事故内容、■影響食品 

②製造部門責任者は、次の応急措置を指示
し、品管部門、総括責任者に連絡する。 
■製造の一時停止（必要時） 
■影響を受けた原材料、製品等の別取り 
■事故の詳細内容、原因の調査 

③総括責任者は、事故内容を本社に報告す
るとともに、必要に応じ、食品安全監視セン
ター等の関係機関に連絡・相談し、措置お
よび対策を検討、決定し、各関係部門に指
示する。 
■製造、出荷の停止 
■影響を受けた食品の廃棄等の措置 
■事故設備の改善措置 
■事故原因の詳細調査、再発防止措置 

④各部門責任者は、実施した措置結果を確認
し、総括責任者に連絡し、製造再開の準備
を行う。 

⑤総括責任者は、本社と協議して再開を決定
し、各部門に指示する。 

工程外（出荷後）事故 

消費者等からの異物混入や健康異常の申
出、検査不適など 

①事故を探知した従事者は、品質管理部門に
取り次ぎ、次の事項を確認する。 
■発生日時、■苦情者・内容、■対象食品 

②品管部門責任者は、次の応急措置を指示
し、製造部門、総括責任者に連絡する。 
■苦情者・被害者への緊急対応（必要時） 
■苦情、不適内容の詳細確認 
■他事例の有無、不良製品の範囲の特定 

③総括責任者は、事故内容を本社に報告す
る。必要に応じ、食品安全監視センター等
の関係機関に相談し、対策を検討する。 

④本社（社長・営業部）は回収等の措置を決
定し次の指示、対応を行う。 
■製造、出荷の停止、対策本部の設置 
■回収範囲の特定、販売先等への連絡 
■報道機関への連絡、消費者対応 
■事故原因の詳細調査、再発防止措置 

⑤各措置の担当者は、指示に基づく措置の実
施結果を対策本部に報告する。 

⑥対策本部は、各措置の実施結果を確認し、
営業（製造、販売）の再開を指示する。 

製
品
回
収
等
の
措
置 

措置の 

実施体制 

製品回収等の措置が必要な場合は、対策本部を組織し、必要な措置を実施する。 
●本部長（社長）： 回収等の措置を決定し、各担当責任者に指示する。 
●広報担当（営業部長）： 販売店等への連絡、社告の掲載等報道機関への連絡を担当する。 
●消費者担当（お客様相談室長） ：消費者からの問い合わせ、健康被害者への対応を担当する。 
●回収担当（製造部長） ：製品の回収、保管、廃棄の手配、関係機関への連絡を担当する。 
●現場担当（工場長） ：回収製品の衛生管理、事故原因の調査、改善措置を担当する。 

措置の 

実施内容 

事故等対策本部は、次の措置を実施する。 
●当該製品の製造を停止し、事故の虞のある製品の出荷を停止する。（緊急的措置） 
●苦情内容、件数、事故原因等から推測して、回収等の措置を行う製品の範囲を特定する。 
●未販売または販売先が特定されている場合は、流通・販売先での移動停止、製品回収を行う。 
●不特定の消費者に販売済の場合は、上記措置に加え、消費者広告して製品回収（返送）を行う。 
●回収製品は工場倉庫に区分保管し、回収量等の確認および産廃業者による廃棄を行う。 
●事故原因の調査および事故設備等の改善、従事者教育等の再発防止対策を実施する。 

連絡・周知 

の方法 

事故等対策本部は、次のとおり関係者等に連絡する。 
●食品安全監視センターに回収を始めた旨および回収結果について報告書を提出する。（工場長） 
●販売店等の取引関係者に製品回収の依頼を文書で Fax し、連絡する。（営業部長） 
●本社ホームページや新聞に社告を掲載するなどして、消費者に回収の広告を行う。（営業部長） 
●お客様相談室を問い合わせ窓口として、消費者への対応を行う。 

流通・販売先 本社・営業部 報道機関 

保健所等 総括責任者 

品質管理部門 製造部門責任者 各関係部門 

消費者等 製造担当者 

探知・調査 

関係者へ連絡 

被害拡大防止 

再発防止対策 

他の対応、確認 
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９ 書類の管理 

認

証

基

準 

(1) 手順書類および記録書類には、前各項に定めるもののほか、次に掲げる事項が適切に記録され

ていること。 

ア 手順書類にあっては、作成年月日および手順書類の作成をした者または手順書類の内容の承

認をした者が当該作成または承認をしたことを確認できる記録 

イ 手順書類を変更した場合の変更年月日および変更した手順書類の作成をした者または当該手

順書類の内容の承認をした者が当該作成または承認をしたことを確認できる記録 

ウ 記録書類に記録をすべき作業を実施した日時（記録すべき事項が作業を伴わないものである場

合にあっては、当該記録をした日時）ならびに記録をした者および当該記録の内容の確認をした

者が当該記録または確認をしたことを確認できる記録 

(2) 次のアからカまでに掲げる場合に該当するときは、手順書類の内容等の見直し、改善、追加等が

されて適切に管理されていること。 

ア 内部検証もしくは外部検証の結果または事故等の発生により、改善を要する事項が発見された

場合 

イ 施設、設備、機械器具、使用する水等を変更した場合 

ウ 製造等の工程または製品の衛生を確保するために講ずる措置の内容を変更した場合 

エ 原材料、添加物または容器包装を変更した場合 

オ 製品の仕様（表示および内容量を含む。）を変更した場合 

カ 新たな製品の製造等をする場合 

(3) 記録書類は、適切に保存期間を定めて管理されていること。 
 

注注  

意意  

事事  

項項 

① 事故等処理手順書は、停電、使用水の汚濁、機器の故障、施設設備の異常、原材料の不良、従事者
の健康不良、水質検査の基準不適、製品検査の基準不適、製品表示の不良印字、消費者等からの異物
混入、健康異常等の申出などの事故を想定して作成されていること。 

② 事故等発生時の連絡および指示体制は、事故等を探知した従事者から総括責任者まで円滑かつ確実
に情報が連絡され、各部門責任者等を通じて関係部署に指示が伝達される体制であること。必要に応
じて、本社、取引先や行政機関などへの連絡等についても記載されていること。 

③ 事故等処理の流れおよび製品回収等の措置は、過去の事故事例や実際の事故を想定して、迅速に対
応できるよう具体的な事務、担当者、手順等が記載されていること。 

④ 事故等処理の記録は、事故等の発生年月日、探知（受付）者、関係する製品名（ロット）、事故等
の内容、消費者等の申出の場合は申出者の情報、実施した調査、措置等の日時および内容、措置実施
者を記載するものであること。 

⑤ 高度衛生管理班および事故等処理担当者は、事故等処理の意義、措置、手順等を十分に理解してい
ること。 

⑥ 申請前３ヶ月分以上の事故等の記録書類が保管されていること。 

⑦ 事故等の発生があった場合は、適正な連絡、調査、措置が実施され、その結果が正確に記録されて
いること。 
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☆手順書類☆ 

食品製造施設ではいろいろな人が働いています。また、担

当者が休んだ場合に代わりの人が担当したり、新人が配属に

なることもあります。 どのような場合でも、手順書類によって

製品の規格や作業手順等が明確に指示され、勘違いや間違

った製造作業による不良食品ができないよう製造を標準化し

ます。 

 

○高度衛生管理班に関する書類 

○製品説明書 

○期限表示の設定根拠を示す書類 

○原材料表示の根拠が確認できる書類 

○栄養表示の根拠を示す書類 

○製品表示見本 ○製造工程一覧図 

○施設平面図 ○危害要因リスト 

○重要管理点整理表 ○事故等処理手順書 

○一般的な衛生管理に関する手順書 など 

■手順書類作成のポイント■ 

① 目的をはっきりする：作成するマニュアルは、目的を明示

しておくことが大事です。特に新規のパートタイムの人

や、新入社員にはわかりやすい表現で書かなければ理解

されない場合があります。  

② 使用する人の意見を入れる：作ったマニュアルについて

は、使用する人達に使いやすさや理解しやすさなどを聞

いて、改良することが大事です。  

③ 簡明なものにする：マニュアルが数ページにもなる長いも

のは、かえってその内容が理解できなかったり、忘れられ

たりします。 できるだけ簡潔で、わかりやすい表現にする

ことが大切です。  

④ 作成日、作成者を明記：いつ、誰がマニュアルを作成し

たかを明確にし、どのくらい古いものか、質問は誰にすれ

ばよいかわかるようにしておくためです。 

 

☆記録書類☆ 

製造工程での温度記録、観察記録、チェックシート等の記録

は、必ず保存し、問題が起こった時に詳細に見直すことが必

要になります。 保存場所も明確にし、いつでも書類を取り出

せるように整理しておきます。 

○モニタリングの実施結果記録 

○改善措置の実施結果記録 

○事故等の処理結果記録 

○一般的な衛生管理に関する実施記録 など 

 

■記録書類作成のポイント■ 

① 鉛筆で記入すると、消しゴムで修正できるため、信頼性

を欠くことになる。記録の際にはボールペン等の消せない

ものを使用する。 

② 訂正する場合は修正テープ等を使用せずに２本線で消

し、そのうえに正しい記録を記載する。その際、訂正者の

氏名、訂正年月日を記載する。 

③ 記録は当該事実発生直後に実施する。（予測や記憶に

よる記載はダメ） 

④ 記録担当者および点検者（確認者）をあらかじめ決めて

おく。 

⑤ 記録に不備を発見した場合は、所要の措置を実施し、そ

の内容を記録し保存する。 

⑥ 文書の保存についても担当者および保管場所を決め、

適正に管理する。 

 

 

 
 

 

 
 

注注  

意意  

事事  

項項 
① 手順書類には、当該書類の作成年月日および作成者または承認者の署名または押印、当該書類を変

更した場合は、変更年月日および変更書類の作成者または承認者の署名または押印が記載されている
こと。 

② 記録書類には、当該書類の記録または作業の実施年月日、実施担当者および確認者の署名または押
印を記載する欄が設けられていること。 

③ 手順書類は、適正に管理され保管されていること。 

④ 記録書類は、当該書類の記録または作業の実施年月日、実施担当者および確認者の署名または押印
が記載され、適正に保存されていること。 
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☆手順書類☆ 

食品製造施設ではいろいろな人が働いています。また、担

当者が休んだ場合に代わりの人が担当したり、新人が配属に

なることもあります。 どのような場合でも、手順書類によって

製品の規格や作業手順等が明確に指示され、勘違いや間違

った製造作業による不良食品ができないよう製造を標準化し

ます。 

 

○高度衛生管理班に関する書類 

○製品説明書 

○期限表示の設定根拠を示す書類 

○原材料表示の根拠が確認できる書類 

○栄養表示の根拠を示す書類 

○製品表示見本 ○製造工程一覧図 

○施設平面図 ○危害要因リスト 

○重要管理点整理表 ○事故等処理手順書 

○一般的な衛生管理に関する手順書 など 

■手順書類作成のポイント■ 

① 目的をはっきりする：作成するマニュアルは、目的を明示

しておくことが大事です。特に新規のパートタイムの人

や、新入社員にはわかりやすい表現で書かなければ理解

されない場合があります。  

② 使用する人の意見を入れる：作ったマニュアルについて

は、使用する人達に使いやすさや理解しやすさなどを聞

いて、改良することが大事です。  

③ 簡明なものにする：マニュアルが数ページにもなる長いも

のは、かえってその内容が理解できなかったり、忘れられ

たりします。 できるだけ簡潔で、わかりやすい表現にする

ことが大切です。  

④ 作成日、作成者を明記：いつ、誰がマニュアルを作成し

たかを明確にし、どのくらい古いものか、質問は誰にすれ

ばよいかわかるようにしておくためです。 

 

☆記録書類☆ 

製造工程での温度記録、観察記録、チェックシート等の記録

は、必ず保存し、問題が起こった時に詳細に見直すことが必

要になります。 保存場所も明確にし、いつでも書類を取り出

せるように整理しておきます。 

○モニタリングの実施結果記録 

○改善措置の実施結果記録 

○事故等の処理結果記録 

○一般的な衛生管理に関する実施記録 など 

 

■記録書類作成のポイント■ 

① 鉛筆で記入すると、消しゴムで修正できるため、信頼性

を欠くことになる。記録の際にはボールペン等の消せない

ものを使用する。 

② 訂正する場合は修正テープ等を使用せずに２本線で消

し、そのうえに正しい記録を記載する。その際、訂正者の

氏名、訂正年月日を記載する。 

③ 記録は当該事実発生直後に実施する。（予測や記憶に

よる記載はダメ） 

④ 記録担当者および点検者（確認者）をあらかじめ決めて

おく。 

⑤ 記録に不備を発見した場合は、所要の措置を実施し、そ

の内容を記録し保存する。 

⑥ 文書の保存についても担当者および保管場所を決め、

適正に管理する。 

 

 

 
 

 

 
 

注注  

意意  

事事  

項項 
① 手順書類には、当該書類の作成年月日および作成者または承認者の署名または押印、当該書類を変

更した場合は、変更年月日および変更書類の作成者または承認者の署名または押印が記載されている
こと。 

② 記録書類には、当該書類の記録または作業の実施年月日、実施担当者および確認者の署名または押
印を記載する欄が設けられていること。 

③ 手順書類は、適正に管理され保管されていること。 

④ 記録書類は、当該書類の記録または作業の実施年月日、実施担当者および確認者の署名または押印
が記載され、適正に保存されていること。 

 


