
事項 小事項

１　構造設備基準

一般基準

 1 施設内と出入り口近辺に害虫が存在していないこと。 A/M/R

2 放置されたままの草、使用していない設備用具類の非衛生的な保管、ゴミくずや廃棄
物の放置、汚水などがないこと。

A/M/R

3 施設、設備及び機器が洗浄及び消毒のスケジュールを立てて定期的に清掃されている
こと。

A/M/R

4 上記3のスケジュールは文書化されていること（文書には清掃の対象区域、頻度・所
要時間、使用する製品・材料、検証と記録、責任者を含む）。

A/M/R

5 施設内の加工区域及びその他の区域（更衣室、休憩室等）において、食品の加工工程
及び各区域毎の衛生管理の水準に応じ、施設、設備及び機器の適切な維持管理が行わ
れていること。

A/M/R

6 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①むき出しの状態で、食品あるいは一次包装資材（食品に直接触れる包材）を取り扱
い、直接的にそれらに影響を与える場所において、屋根、天井、壁、床及び照明器具
が適切な状態に維持補修されていない場合。
②上記①以外の場所（事務所区域や食品、包装資材を取り扱わない場所は除く）にお
いて、屋根、天井、壁、床、照明器具が適切な状態に維持補修されず、食品に影響が
ある場合。
③設備、機械、器具類が良好な状態に維持されず、食品に影響がある場合。

A/R

 7 施設の作業場が、容易に清掃・洗浄・消毒できる配置であること。 A/M/R

8 施設内の機械設備の配置を適切なものとし、未包装の仕掛品と本来食品に接触するべ
きでない器物等との接触又は従業員の往来によって食品を汚染しないようにするこ
と。

A/R

評価No

(2)作業をするに機器等の配置が混みすぎていないか(機械設備と
壁との間を人が通れる空間があること)

チェックリスト項目

項目

メンテナンス (1)清潔に保たれ、手入れが行き届き、良好な状態に維持管理され
ているか。

作業区域の広さ

水産庁による対EU輸出水産食品取扱施設の認定に係る「チェックリスト（水産庁通知別添３）」に関する留意事項

　本留意事項は、水産庁通知別添３の各項目について、どのような観点で管理を行う必要があるかを分かりやすく示したものである。
　対EU輸出水産食品取扱施設の認定を取得するためには、本留意事項の内容を満たすだけでなく、水産庁通知別添１の第６に示す衛生基準を満たし、同第９，10に従いHACCPに基づく衛生管理を実施するこ
となどが必要である。

（注） 評価欄のAは適格、Mは条件付適格、Rは不適格（水産庁通知別添３）。A/M/WはA,M,Rのいずれか、A/RはA,Rのいずれかを評価。Mは製品の種類・特性・用途、不適合の程度（軽微な不適合）、不
適合の場所（食品安全への影響）等を勘案して評価する。小事項/留意事項に該当のない場合はNA（該当なし）と記載する。

平成27年３月９日認定審査委員会
（平成27年６月30日一部改正）

留意事項
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

 9 ハザード分析により空気を経由した汚染のリスクが特定された場合、汚染区域と清潔
区域の間にパーティションを設けて空気を経由した汚染の防止対策を行うこと(リス
クが特定されない場合、N/Aとして事項10へ）。

A/M/R

10 上記9のリスクが特定されない場合、空調の定期的なチェックと記録保持及び交差汚
染の防止のための汚染区と清浄区の効果的な区画分けを行うこと。

A/M/R

11 次のような状態が生じないよう措置し、外部からの有害小動物の侵入や建物周辺の汚
染が施設内に入らないようにすること。
①施設内に外部への開放部がある。
②外部への開放部分や修復部分を点検しておらず、修復されていない。
③外部に向けたシャッター、ドア、窓等がしっかり閉まらない。
④エアカーテンについて適正な風圧に設定されていない。
⑤ナイロンカーテン等は外部への開放部分全部がカバーされていない。
⑥施設の周辺の舗装等がされていない道路や駐車場、泥道、化学物質の流出、風や人
の往来、衣服への付着等により施設内に汚染が持ち込まれることが認められる。

A/M/R

12 上記11の①～⑥について、定期的にチェックし、記録すること。 A/M/R

 (4)国内向けの製品と同一の区画で処理されているか。その場合
は、国内向けの製品もＥＵ向けの基準に適合しているか。

13 国内向けの製品とEU向けの製品が同一の区画で処理される場合、国内向けの製品がEU
向けの基準に適合しているか、又はその処理が完全に分離（異なる作業時間の設定及
び消毒・洗浄による処理の分離も含む。）して行われていること。

A/M/R

 14 床、壁、天井、作業場所が適切に清掃、洗浄、さらにハザード分析に応じて必要があ
れば消毒ができるとともに、その目視検査が容易に行えること。

A/M/R

15 清掃、洗浄、消毒の際に、作業者の不注意によって、洗浄水や洗剤、消毒剤又は床か
らの跳ね水によって、食品等を汚染させないこと。

A/R

16 食品又は包装資材に対し、結露やカビ等、又は床からの跳ね水等が影響を与えないよ
うにすること。

A/R

17 食物アレルギー物質による汚染を防ぐとともに、食物アレルギー物質が食品中に存在
する場合は標示等を行うことにより適切に管理すること。

A/R

18 【改修事例】剥離片の混入の恐れのあるシャッターは全面改修を行うこと（できない
場合はサビ、カビ等の除去、適切な補修及び定期的な保守点検を実施すること。）

A/M/R

 19 鼠族、害虫が侵入できないよう隙間を塞ぐとともに、巣になりやすい場所を清掃する
こと。

A/M/R

20 鼠族、害虫の侵入･発生を発見した場合、直ちに応急措置を講じるとともに、専門業
者による駆除や施設の補修等を行い、その記録を保管しておくこと。

A/M/R

区画 (3)作業(原料受入、加工処理等)の段階(汚染度の段階)に応じ、壁
で仕切られた区画で行われ、空気を経由した汚染が防止されてい
るか。

(5)塵埃の蓄積、有害物質との接触、剥離片の食品への混入、結露
やカビの発生が防止されているか。

(6)汚染防止及び特に害虫の駆除を含む適正な食品衛生管理がされ
ているか。

汚染防止
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

21 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①施設内に多数の昆虫がいる場合
②電撃殺虫機/昆虫誘導灯を使用する際に入口に近いところに設置されていない場合
③害虫が増えた時、巣などを除去し、許可されている殺虫剤を使用して駆除していな
い場合
④鼠族の徘徊を防止（鼠族の活動のモニタリング等）するよう対処していない場合
⑤適切に鼠族の駆除を行っていない場合

A/R

 22 保管設備、冷蔵冷凍庫の設計・構造は公的規制に従って製品に適した温度で保管でき
るものであること。

A/M/R

23 食品調製区域の設計・構造は温度の過度な上昇を防止できるものであること。 A/M/R

24 低温保管区域には、アラーム機能の付いた自動温度監視・記録装置を設置し、当該設
備は定期的に校正・点検していること。

A/M/R

 25 男女別に15名の従業員毎に１つの便器があること（男性用には必要数の1/3以下の範
囲で小便器に変更可）。

A/M/R

26 使用に便利な状態であり、かつ良好な状態に維持、補修されていること。 A/M/R

27 トイレに、十分な量のトイレットペーパー、石鹸、消毒薬、その他の備品を備えてい
ること。

A/M/R

28 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①トイレが下水施設に接続された水洗式でない場合
②トイレの出入り口が食品を取り扱う区域に面している場合

A/R

 (9)自然又は機械式の換気が十分に行われているか。 29 トイレにおいて自然式（窓の開放等）または機械式（換気扇等）の換気が十分に行わ
れていること。

A/R

 30 洗面所は従業員７名に１カ所を目安とするが、食品の種類や取扱の状況に応じて必要
な数を適切な位置に設置すること。

A/M/R

31 手洗い施設は自動式又は足踏み式蛇口を有する仕様とすること。 A/M/R

32 手洗い設備は肘まで洗える大きさとすること。 A/M/R

 33 手洗い設備に手指洗浄剤や消毒剤などの用品、ペーパータオル、エアタオル等の衛生
的な手指乾燥のための用品又は装置を備えること。

A/M/R

34 ペーパータオルを使用する場合は適切な場所にゴミ箱を設置すること。 A/M/R

35 エアタオルを使用する場合はその設備が適切に清掃・管理され、かつ効果的に使用さ
れていることを確認すること。

A/M/R

36 手洗設備の清掃については、管理表等を作成し、頻度を設定して実施すること。 A/M/R

トイレ (8)下水施設に接続された適切な数の水洗トイレが備えられてお
り、水洗トイレの開口部は、食品を取り扱う部屋に直接つながっ
てはいないか。

(10)自動式又は足踏式蛇口を有する等、適切に設計された給湯付
き手洗設備が、適切な場所に十分な数、備えられているか。

(11)手指の洗浄剤及び衛生的に乾燥させる器具又は用品を備えて
いるか。

温度管理 (7)食品を適温に保つ機能を備え、必要に応じて温度記録が可能で
あるか。

手洗設備
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

 (12)必要に応じて、食品を洗浄する設備と手洗設備は分離してい
るか。

A/M/R

 37 フィルターは目的にあったものを使用すること。 A/M/R

38 吹き出し口に塵埃が堆積しないように管理すること。 A/M/R

39 洗浄又は交換の頻度を設定し、汚れが目視確認される前に確実に実施すること。 A/M/R

40 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①必要な場所において十分な換気が行われず不快臭または結露が発生している場合。
②汚染区域から清潔区域への機械的な通風がある場合。

A/R

 41 各エリアの作業内容に応じた適切な照度を確保すること（作業台面で350ルクス以
上、その他の場所で150ルクス以上を目安とする）。

A/M/R

42 事務室以外の照明については、自然光または安全タイプの照明を使用するか、食品の
上部の遮断または照明の飛散防止も施すこと。

A/R

 (15)排水施設はその目的を十分果たすものであり、汚染を避ける
ような設計及び構造であるか。

43 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①オーバーフローするなど排水を適切に排出できない場合。
②逆流や施設からの飛沫により排水施設から食品への汚染が生じるような設計、構造
等である場合。

A/R

 (16)排水溝が完全又は部分的に開放している場合、汚水が汚染区
域から清潔区域、特に最終消費者へのリスクが高い状態で食品が
取り扱われる区域へ流れ込まないように設計されているか。

44 【逸脱事項】以下に該当する場合は、不適格とする。
①排水の流れが汚染区域から清潔区域に流れ込むなど、食品に影響のあるような状態
である場合。

A/R

 更衣室 (17)必要に応じて、従業員用の適切な更衣室を有するか。 A/M/R

 45 殺鼠剤、殺虫剤、消毒剤等の薬剤は、食品を取り扱う区域と分離し、間違って使用さ
れないような場所（部屋または棚）に保管すること。

A/R

46 鍵付きの保管庫を設置する他に、事務室などの食品を取り扱わない部屋を保管室とし
て施錠管理することも可能。

A/M/R

47 当該薬剤の保管場所は、施錠されていること。 A/M/R

 (19)種類、成分、商品名(別添６に掲げられているものか)。 48 水産庁通知の別添６に掲げられている洗浄剤及び消毒剤以外を使用する場合には、Ｅ
Ｕ域内において同様の用途で使用が認められていることを書面にて確認すること。

A/R

照度

換気 (13)適切かつ十分な自然又は機械式の換気手段を有し、汚染区域
から清潔区域への機械的な通風がないか。また、換気システム
は、フィルター等の洗浄又は交換のために必要な部品が容易に取
り外せる構造であるか。

(14)自然光又は人工光により十分な照度が得られているか。

(18)殺鼠剤、殺虫剤、消毒剤等の薬剤は施錠可能で食品を取り扱
う区域とは分離した場所(室又は棚)に保管されているか。

排水施設

洗浄剤、消毒剤等の
薬剤
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

個別基準(処理、加工等を行っている区画)

49 従業員や食品の動線が交差することによって汚染が発生しないようにすること。これ
には食品を一つの工程から次の工程に容易に移行できないようにラインが設定されて
いる場合も含む（製造ラインが一方通行であれば、交差汚染の可能性は低くなり理想
的であるが、必ずしも一方通行である必要はない）。

A/R

(20)床の表面は良好な状態に維持管理し、洗浄及び必要に応じて
消毒が容易な構造であるか(隅にはアールが設けられている
か。)。

50 床と壁の接合部分は清掃しやすく、汚れのたまりにくいＲ構造が理想的であるが、Ｒ
構造でなくとも清掃管理表等を作成し、頻度を設定し適切に清掃(必要に応じて消毒)
されていれば問題ない。

A/M/R

51 不浸透性・非吸収性の材質とは濡れた部分をタオルで拭くと水分がなくなる材質であ
り、木材やコンクリートは不可とする。
【改修事例】樹脂コーティング、ステンレス板で覆う改修方法がある。

A/M/R

52 床の材料については、床タイル、ビニールのシームレス安全フローリング、テラゾ、
エポキシ樹脂、グラノリス等とし、いずれの場合も完全に封止されたものとするこ
と。

A/M/R

53 排水は適切に排水溝に導かれること。 A/M/R

54 パイプ・ホース等で直接排水溝に導く場合、跳ね水が床面に飛び散らないようにする
こと。

A/M/R

55 【逸脱事項】以下のいずれかに該当する場合は、不適格とする。
①未包装の食品への跳ね水の影響がある場合。
②床面が適切に清掃及び必要に応じて消毒がされていない場合。

A/R

(23)壁の表面は良好な状態に維持管理し、清掃及び必要に応じて
消毒が容易な構造であるか(床との間にアールが設けられている
か。)。

56 No.50と同じ。 A/M/R

57 No.51と同じ。 A/M/R

58 壁の材料については、化粧漆喰、エポキシ樹脂、PVC、GRP等の商標製品、セラミック
タイル、ステンレス板金、プラスチゾル、断熱プレート等とする。

A/M/R

59 作業の特性に応じて、壁の表面が適切な高さまで平滑（腰張りされて、清掃可能）で
あること。

A/M/R

60 天井は定期的な清掃ができるような構造であり、表面は清掃可能なものとすること。 A/M/R

61 天井は、カビの繁殖や破片落下を防止するため、定期的に保守すること。 A/M/R

62 吊り天井の場合、有害生物監視用の窓を設けること。 A/M/R

63 天井に設置されている設備に塵埃の蓄積、カビの増殖及び小片の剥離が認められない
こと。

A/M/R

(24)壁は不浸透性・非吸収性の洗浄可能で無害な材質を使用し、
作業に適切な高さまで表面が平滑であるか(壁にひび割れ等がない
か。)。

壁

天井・屋根の裏張り (25)天井(天井がない場合は屋根の内側の面)及び頭上の設備は、
塵埃の蓄積を防ぎ、結露、カビの増殖及び小片の剥落を減少させ
るような構造か(天井はカビがついていないか、梁は埃がたまって
いないか。)。

床

(22)必要に応じて、床の表面は適切に排水できるか。

(21)床は不浸透性・非吸収性の洗浄可能で無害な材質であるか。

（水産庁通知に記載/チェックリスト外）
作業中及び作業の合間における汚染を防ぐことを含め、適正な食品衛生管理ができるよう
な設計・レイアウトでなければならない。
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

(26)塵埃の蓄積しやすい構造ではないか。 64 塵埃の蓄積を防ぐ構造にすることが困難な場合、「適切な頻度で清掃し、毎回始業前
に塵埃の蓄積がないことを確認・記録する」などの運用で可とする。

A/M/R

65 食品調整区域の開放可能な窓には、有害生物の侵入や汚染リスクの防止のため、網戸
を設けること。

A/M/R

66 網戸はプラスチック又はステンレス製の耐久性のある素材とし、メッシュは1.5㎜以
下を目安とすること。

A/M/R

67 網戸は取り外して洗浄可能なものとし、定期的に洗浄すること。 A/M/R

68 食品の製造中、窓の開放により食品を汚染する可能性がある場合、窓を閉鎖するこ
と。

A/M/R

(28)清掃及び必要に応じて消毒が容易な構造か(平滑で汚れがつい
ていないか。)。

 

(29)表面は平滑で非吸収性の材質か(ステンレス等か)。 69 ステンレスのほか、塗装木材（ニスは不可）、塗装金属、プラスチック、PVC（ポリ
塩化ビニル）、PVCやGRP（ガラス繊維強化プラスチック）といった不透性材料でコー
トした木材等とする。

A/M/R

70 食品に接触する表面を有する全ての設備、機械、器具類が、常に良好な状態に維持補
修しておくこととし、すぐに維持補修できない時は、カバーを掛ける等使用できない
ように隔離しておくこと。

A/R

71 食品の製造あるいは取扱いに用いる設備器具類は、通常の清掃・洗浄及び検査のため
に容易に分解できるように設計されていること。

A/M/R

72 食品に接触する可能性のある使い捨てタイプの用具類を繰り返し使用しないこと。 A/M/R

(31)表面は平滑で洗浄可能な耐腐食性の無害な材質を使用してい
るか。

73 表面が平滑（くぼみに汚れが蓄積しない等）で洗浄可能な耐腐食性の無害な材質を使
用すること。

A/M/R

(32)必要に応じて、器具、装置の洗浄、消毒、保管のための設備
があるか。

A/M/R

(33)それらは耐腐食性材質を使用し清掃が容易で温水・冷水が適
切に供給されているか。

A/M/R

(34)必要に応じて、食品の洗浄のための設備があるか。 74 食品調整用の流しと設備洗浄用の流しは分離すること。ただし、食品の安全性を損な
うことなく行え、食品調整に使用する場合に事前に流しを完全に洗浄/消毒すれば、
１つの流し両方の用途に使用してもよい。

A/M/R

洗浄、消毒、保管設
備

洗浄設備

ドア

(30)食品を取り扱う区域、特に食品と接触する区域の表面(装置の
表面を含む。)は、清掃及び必要に応じて消毒が容易な構造か。

食品と接触する区域

(27)屋外に開放できる場合、とりはずし可能な網戸があるか。

窓等の開口部
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

(35)適切な水の供給があるか。 75 用途に応じ、適切な水（清浄海水、食品製造用水を含む）を供給すること。 A/R

(36)清潔に保たれ、必要に応じて消毒されているか。 76 洗浄/消毒のスケジュールは文書化されていること（区域、頻度と所要時間、使用す
る製品/材料、化学品の強度、使用上の注意、食品との適合性、頻度・基準の有効性
の検証と記録、洗浄の責任者、検証の責任者を含む。）

A/M/R

２　運搬に関する基準

一般基準

(37)食品の輸送に使用される運搬車両又はコンテナは、食品の汚
染を防ぐために、清潔に保たれ、手入れが行き届き、良好な状態
に維持管理され、必要に応じて食品を適温に保ちその温度を監視
できるものであるか。

77 必要な場合、食品を適温（冷凍、冷蔵など）に保ち、その温度を監視できる仕様とす
ること。

A/R

(38)必要に応じて、洗浄又は消毒が適切に実施できるよう設計・
製造されているか。

78 洗浄ができるように設計・製造され、必要な場合は消毒できるような構造とするこ
と。

A/R

(39)運搬車両内の容器又はコンテナは、汚染のおそれがある場合
には、食品以外の輸送に使用していないか。

A/M/R

(40)運搬車両又はコンテナは、食品と食品以外のものを一緒に輸
送したり別の食品を同時に輸送したりする場合には、必要に応じ
て製品を有効に分離する手段を講じているか。

A/M/R

バルク輸送 (41)液状、粒状又は粉状の食品をバルク輸送する場合には、食品
の輸送用の容器、コンテナ又はタンカーで輸送し、これら容器に
は、食品の輸送に使用されることを示す表示をしているか。

　 A/R

食品以外の輸送 (42)運搬車両又はコンテナが、食品以外の製品の輸送又は異なる
食品の輸送に使用された場合、新たな荷積みの前に汚染のリスク
を避けるために十分な清掃を行っているか。

　 A/R

79 荷積み・荷下ろしの際に排気ガスが食品を汚染するおそれがある場合は、運搬車両の
エンジンを一時的に停止する又はトラックの前方に排気ガスを誘導するといった対策
を講じること。

A/M/R

80 施設内で運搬車両等を使用する場合は、バッテリー式の運搬車両を使用する等、食品
の汚染対策を講じること。

A/M/R

(43)運搬車両又はコンテナの中の食品は、汚染のリスクを最小限
にとどめるように配置、保護されているか。

運搬車両とコンテナ

配置
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

個別基準

温度 (44)水産物は輸送中、義務付けられた温度に維持されているか。 81 冷蔵、冷凍などの水産物が必要な温度に維持されていること。 A/R

氷解水 (45)水産物を氷漬けにして保管する場合、氷解水が製品と接触し
続けることのない構造か。

A/M/R

活出荷 (46)活で出荷される水産物は、食品の安全性及びその生存に悪影
響を与えない方法で輸送しているか。

82 活で出荷される水産物が食品の安全性に悪影響を与える方法で輸送されている場合
は、不適格とする。

A/M/R

３　機器、廃棄物及び使用水に関する基準

機器等の基準

83 食品に接触する可能性のあるすべての用具、備品及び機器類の表面について、適切な
方法で洗浄（分解してから洗浄する等）し、汚れと残渣を取り除くとともに、使用前
に必要な消毒を行うこと。

A/R

84 ドライエリアの設備器具類は、使用前に乾燥させ、衛生的な状態であること。 A/M/R

85 ウエットエリアの設備器具類は、使用前・作業中断時及び適切な頻度で洗浄・殺菌す
ること。

A/M/R

86 洗浄/消毒のスケジュールは文書化されていること（区域、頻度と所要時間、使用す
る製品/材料、化学品の強度、使用上の注意、食品との適合性、頻度・基準の有効性
の検証と記録、洗浄の責任者、検証の責任者）。

A/M/R

(48)汚染のリスクを最小限にするため、適切な材質を使って製造
され、適切な整頓や修理を行い、適切な状態で保たれているか。

87 食品に接触する可能性のあるすべての用具、備品及び機器類は、汚染のリスクを最小
限にする材質を用いて製造され、以下を満たすこと。
①材質は毒性がなく、食品や殺菌剤に対して耐腐食性であること。
②食品に接触する表面の継ぎ目が滑らかであり、食品が堆積することによる微生物の
増殖の可能性を最小限にしていること。
③破損しやすいプラスチック類、シーリングしていない木が使用されていないこと。

A/M/R

(49)再利用できない容器・包装を除き、清潔かつ必要に応じて無
菌の状態に保てるよう適切な材質を使って製造され、適切な整頓
や修理を行い、適切な状態で保たれているか。

A/R

(50)機器及び周辺区域の清掃が十分に行えるように設置されてい
るか。

A/M/R

制御装置 (51)本基準が達成されるよう、必要に応じて機器に制御装置を備
えているか。

88 必要であれば、冷蔵・冷凍庫等の温度自動制御装置、警報装置など、本基準の達成を
保証するための制御装置が備え付けられていること。

A/M/R

化学添加剤 (52)機器及びコンテナの腐食を防ぐために化学添加剤を使用しな
ければならない場合、適正な管理基準に従って使用されている
か。

89 化学添加剤は適切な場所に保管し、容器に表示を行うとともに、使用目的のとおりに
適切に使用すること。

A/M/R

食品が接触する全て
の用具、備品及び機
器の要件

(47)十分な洗浄が行われ、必要に応じて消毒されているか。ま
た、それらは汚染のリスクを防止するために十分な頻度である
か。
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

食品廃棄物の基準

90 食品廃棄物等をむき出しの食品が置かれている作業場所から適切かつ適時に排出し、
食品を汚染する可能性を排除すること。

A/R

91 食品廃棄物等の排出する頻度を定めておくこと。 A/M/R

92 廃棄物は有害生物を誘引しないように保管すること。 A/M/R

93 廃棄物容器は内側・外側とも洗浄可能な蓋付きのものとし、手入れの行き届いた状態
に保つこと。

A/M/R

94 液体廃棄物については、公的な規制に従って、必要な場合には一時保存タンクを使用
すること。

A/M/R

95 食品廃棄物等の保管と処理に十分に配慮し、以下のような状況にならないよう措置す
ること。
①食品廃棄物等の保管場所が清潔に保たれず、鼠族・昆虫を誘引している。
②食品廃棄物等の業者による回収の頻度が少ない。
③必要な場合、温度管理がなされていない、又は外部と適切に隔離されていない。

A/M/R

96 洗浄/消毒のスケジュールは文書化されていること（区域、頻度と所要時間、使用す
る製品/材料、化学品の強度、使用上の注意、食品との適合性、頻度・基準の有効性
の検証と記録、洗浄の責任者、検証の責任者）。

A/M/R

97 廃棄物を搬出する業者が、衛生的及び環境的な関連法規に従った方法で廃棄物を処分
していること。

A/M/R

98 自社で廃棄物を処分する際、衛生的及び環境的な関連法規に従った方法で処分するこ
と。

A/M/R

使用水の基準

99 水産物の処理、加工及び製造において使用する水については、少なくとも年１回以
上、水道法の規定に適合していること及び腸球菌が検出されないことを確認するため
の検査を行うこと（水道法の規定に適合していない又は腸球菌が検出された場合は、
不適格とする）。

A/R

100 水道水を受水槽に受けている場合及び井戸水にあっては、一般生菌数及び大腸菌につ
いて月１回以上、検査を実施すること（食品製造用水の基準に適合していない場合
は、不適格とする）。

A/R

101 水道水を受水槽に受けている場合は、受水槽は専門業者に委託して年１回以上清掃す
ること。

A/R

102 清浄海水又は清浄水を使用する場合にあっては、大腸菌及び腸球菌について、少なく
とも年１回以上検査を行うこと（大腸菌又は腸球菌が検出された場合は、不適格とす
る）。

A/R

処分 (56)全ての廃棄物は、関連法規等に従って、衛生的かつ環境に配
慮した方法で処分されているか。また、直接又は間接的な汚染源
となっていないか。

給水設備の要件

容器 (54)食品廃棄物、食用に適さない副製品及びその他の廃棄物は、
適切な構造を有し、良好な状態で保たれ、清掃及び必要に応じて
消毒が容易にできる有蓋の容器に集められているか。

移動 (53)食品廃棄物、食用に適さない副製品及びその他の廃棄物は、
できるだけ速やかに移動し、食品が置かれている部屋に貯まらな
いか。

保管と処理 (55)食品廃棄物、食用に適さない副製品及びその他の廃棄物の保
管と処理について、十分な配慮がされているか。廃棄物置場は、
清潔に保ち、必要に応じて容易に動物及び害虫を駆除できるよう
に設計、管理されているか。

(57)十分な飲用適の水が供給されているか(食品の汚染を防ぐため
に必要な場合には必ず飲用適の水を使用しなければならない。丸
のまま及び除頭や内臓除去をした水産物並びに切り身や薄切りの
水産物には、清浄水を使用することができる。活二枚貝・棘皮動
物・被嚢動物・海洋性腹足類動物には、清浄海水を使用すること
ができる。外部の洗浄には、清浄水を使用することができる。こ
れらの水を用いる場合は、適切に供給できる設備を備えている
か。)。



10

事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

103 清浄海水又は清浄水の取水域の水質が大きく変動すると予測される場合、この変動を
評価し、その結果に基づいて適切な検査頻度を設定すること。

A/R

104 清浄海水又は清浄水を使用する場合、清浄海水及び清浄水を適切に供給できる設備が
適切に維持管理されていること。

A/R

105 飲用不適の水と食品製造用水の配管を交差接続させないこと。 A/R

106 水道管の水圧を適切に保ち、汚染水が水道管に侵入しないようにすること（水圧が弱
い場合、汚染水の侵入防止対策として、ホースの先漬け禁止や逆流防止弁の設置等の
措置を講じること）。

A/M/R

107 非飲用水を食品調製区域に供給しないこと。 A/M/R

108 消火ホースなど非飲用水を使用する一部施設にはその旨を明記し、食品製造用水と非
飲用水が識別できるようにすること。

A/M/R

109 スプリンクラー、消火ホース等に食品製造用水の本管を使用する場合、適切な逆流防
止装置を付けること。

A/M/R

110 再利用水を加工に使用したり原材料として使用する場合、再利用水が食品製造用水と
同じ基準を満たすこと。

A/R

111 再利用水を水道の本管につないではならない。 A/R

112 食品と接触する氷又は食品を汚染する可能性のある氷は、食品製造用水から作られて
いること。

A/R

113 氷を製造する装置、特に氷に接触する面が適切に維持管理され、必要な場合は消毒さ
れていること。氷を取り扱うスコップなど氷に接触する面が適切に維持管理されてい
ること。

A/M/R

114 社外から氷を購入する場合、半年に一回程度を目安に氷が安全であることの証明書を
入手すること。

A/M/R

蒸気 (61)食品と直接接触する蒸気は、健康への危害となったり食品を
汚染するおそれのある物質を含んでいないか。

115 蒸気が食品と接触する可能性がある場合、この蒸気も食品製造用水から作成し、規制
当局が許可した添加物以外は使用しないこと。

A/M/R

冷却水 (62)密閉容器に入れた食品を加熱処理する場合、加熱処理後の容
器を冷却するために使用する水は食品の汚染源とならないか。

116 缶詰やレトルト食品で加圧加熱殺菌後に行われる冷却工程における冷却水等は食品衛
生法の製造基準を満たしていること。（遊離残留塩素濃度1.0ppm以上でも可）

A/R

塩素濃度 (63)水産物の処理、加工及び製造について使用する水の残留遊離
塩素濃度は２ppm 以下か。

A/R

飲用不適水

再利用水

氷

(59)再利用水を加工に使用したり原材料として使用する場合、汚
染のリスクが生じていないか(飲用適の水と同じ基準を満たすもの
か。)。

(60)食品と接触する氷又は食品を汚染するおそれのある氷は、飲
用適の水から作られているか。(ただし、生鮮水産物を冷却するた
めに使用する氷は清浄水から作られたものでも可。)また、氷は汚
染を防ぐ条件下で製造、取扱い及び保管されているか。

(58)例えば消火、蒸気発生、冷蔵又はその他類似の目的で飲用に
適さない水を使用する場合、明確に分離された循環システムであ
るか。飲用に適さない水が飲用水と接触したり、逆流していない
か。
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

４　衛生管理事項

記録 （水産庁通知に記載/チェックリスト外）
製造者は、水産食品の製造のあらゆる段階で本要領の規定が順守
されるよう「自主衛生管理」を次の事項に従って実施すること。
エ　消去できない方法で記載された手書きの記録又は自動記録機
による記録を少なくとも２年間保管し、水産庁から提示を求めら
れた場合はただちに提示すること。

117 重要管理点（CCP）及び衛生管理に関するモニタリング等の記録は、消去できない方
法で記載し、保管すること。また、記録については、現場で、モニタリング等の結果
が判明した時に記入すること。なお、記録には以下の項目を含むこと。
①様式のタイトル、会社名と所在地
②日付、時刻
③何らかの形での製品確認、管理基準、モニタリング等の結果、担当者の署名（CCP
に関する記録の場合）
④衛生モニタリングの結果、担当者の署名、修正の内容（衛生管理に関する記録の場
合）
⑤記録の見直し者の署名、見直し日

A/M/R

従事者の衛生管理基準

清潔水準 (64)従事者は高い清潔水準の維持に努めているか。 118 従業員は、適切な清潔さを維持し、外すことのできる装身具をすべて取り外して加工
場内に持ち込まないこと。

A/M/R

(65)適切で清潔な作業着を着用しているか。また、作業着は必要
に応じて防護機能のあるものか。

119 作業服は、工場側の管理の下で、適切で清潔なもの（必要に応じて防護機能のあるも
の）を着用すること。

A/M/R

(66)髪の毛を完全に覆う帽子を着用しているか。 120 必要がある場合にマスクも着用すること。 A/M/R

洗浄 (67)休憩後作業を再開する毎に、手指の洗浄を行っているか。 121 病原微生物による汚染を予防するために作業の開始前、作業中断後（休憩後）作業に
戻るとき、又は手指が汚れていたり、汚染された可能性のある度に十分に手指を洗浄
し、消毒を行うこと。

A/R

手袋 (68)手に傷がある場合にあっては、防水性の指サック又は手袋を
着用しているか。

122 必要に応じて、食品を取り扱う際に手袋をつける際には、不浸透性であって、損傷が
なく、清潔な手袋を使用するとともに、前項の「洗浄」と同じ頻度で洗浄・消毒を行
うこと。

A/R

(69)製品取扱区域(保管区域を含む。)においては、喫煙、放た
ん、摂食を行っていないか。

123 食品を加工する場所、食品、食品原材料及び包装資材の保管場所、設備器具類の洗浄
場所において、痰を吐く、喫煙をする、食事をとる、私物を持ち込む等の行為を行わ
ないこと。

A/R

(70)従事者は製品の取扱いにより、製品を汚染することのないよ
う必要な措置を講じているか。

124 従業員からの微生物あるいは異物（汗、毛髪、化粧品、たばこ、化学薬品等を含む）
による食品汚染の防除措置を施すこと。

A/R

(71)食品を通じて感染するおそれのある疾病に罹患している者等
は食品への汚染の可能性がある場合に、食品を取り扱う区画に入
らないことになっているか。

125 従事者は食品取扱区域に入る前（一日の作業を行う前）に健康状態をチェック、記録
すること。体調不良時（感染症等が原因の発熱、下痢等）には、食品取扱区域に入ら
ない管理を行うこと。

A/R

(72)従事者の検便及び胸部エックス線検査の健康診断書を雇用時
及びその後定期的に提出させ、赤痢、腸チフス、パラチフス、サ
ルモネラ及び結核に罹患していないことを確認しているか。

A/R

疾病の管理

汚染防止

作業着

衛生管理に関する記録
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

(73)従業者は、疾病に感染したら、直ちに、疾病名、症状及びそ
の原因について食品事業者に報告することしているか。

126 食品に接触する可能性のある従業員が、疾病に感染している場合、疾病名、症状、及
びその原因について食品事業者に報告させる管理を行うこと。

A/R

食品の取扱基準

127 安全を確保するための検品、選別又は必要な措置をした後に原材料を受け入れるこ
と。

A/M/R

128 ハザード分析の結果に応じて必要な場合、土壌、汚れ等を取り除くために、原材料を
洗浄、殺菌すること。

A/M/R

129 自然由来の毒素（貝毒、アフラトキシン等）や有害な微生物（病原性細菌、ウィイル
ス、寄生虫等）を含む可能性のある原材料の受け入れに際して、それらの存在を評価
すること。その評価については、供給者からの保証、自社での検査等が含まれる。

A/R

130 原材料中に自然由来の毒素や有害な微生物の存在が明らかになり、原材料の安全性を
確実にすることが出来ないと判明した際、受入を拒否するか、適切な方法によってそ
れら危害要因を除去、または安全なレベルまで低減する等の措置が取ること。

A/R

131 養殖された原材料を受け入れる際、当該ロットの投薬記録及び当該ロットが水産庁に
よるモニタリング検査の対象となっている養殖場由来のものであることを確認するこ
と。

A/R

132 二枚貝（ホタテガイ等）を受け入れる際、EU通知に定める要件（海域指定、衛生基準、記録文
書）を満たしていることを確認すること。

A/R

133 以下の魚種が原料に含まれてはならない。
1.フグ毒を含有する可能性のある魚種（フグ科、ハリセンボン科、マンボウ科、マフ
グ科）
2.シガテラ魚により健康被害を起こす可能性のある魚種（アカマダラハタ、アマダレ
ドクハタ、バラハタ、バラフエダイ、フエドクタルミ、オニカマス）
3.ワックスによる健康被害を起こす可能性のある魚種（アブラソコムツ、バラムツ）
4.ビタミンAによる健康被害を起こす可能性のある魚種（イシナギ）

A/R

134 冷凍の原材料は冷凍の状態で、冷蔵の原材料は冷蔵又は用途に応じて冷凍の状態で、
保管し、病原性細菌の増殖等により食品の安全に影響しないようにすること。

A/R

135 原材料（食材や使用水のほかに包装資材等も含む）が、汚染を受けるような条件下で
保管しないこと。

A/R

原材料

(75)食品取扱施設において保管される全ての原材料は、有害な品
質劣化を避け、汚染を防ぐように設計された適切な条件下で保管
されているか。

(74)製造者が通常の分別、分離又は加工処理を衛生的に行ったと
しても、最終製品が食用に適さない程度まで原料(活の魚介類を除
く。)又はその他製品の加工に用いる原材料が寄生虫、病原微生
物、有害物質、腐敗物質又は異物に汚染されていることが判明し
た場合又は合理的に予想される場合、製造者はこれらを受け入れ
ないこととしているか。
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

汚染防止 (76)食品は、製造、加工及び流通の全ての段階で食用に適さなく
なる又は公衆衛生上問題となるような汚染から保護されている
か。

A/R

害虫駆除 (77)鼠族・害虫駆除のための適切な措置を講じているか。 136 No.19-21と同じ。 A/R

(78)病原微生物の増殖又は毒素の産生につながる可能性のある原
材料、中間製品及び最終製品は、公衆衛生上の危害となりうる温
度のままにしていないか。

137 病原性細菌の増殖又は毒素の産生の可能性がある温度帯に原材料、中間製品及び最終
製品がとどまらないようにすること（病原体の増殖、毒素産生を管理するための時
間・温度は、ＦＤＡ指針等に基づく）。

A/M/R

(79)コールドチェーンは途切れていないか。 138 食品の特性に応じ、受入、加工、出荷、輸送、保管、陳列等の間、必要な温度管理を
実施すること。

A/M/R

(80)原材料と加工品を分別して保管するのに十分な広さの部屋と
分別して冷蔵・冷凍保存するのに十分な施設を備えているか。

139 原材料と加工品を同じ冷凍庫（又は冷蔵庫）に保管する際、原材料と加工品を分別し
て冷凍・冷蔵保管するのに十分な広さを備えるか、原材料と加工品を別の冷凍庫（又
は冷蔵庫）に保管すること。

A/M/R

(81)低温で保管される食品の場合、加熱処理段階の後又は加熱処
理が行われない場合は最終調理段階の後、可能な限り速やかに公
衆衛生上の危害とならない温度にまで冷却されているか。

140 最終製品の保管・流通形態が冷凍、冷蔵される製品については、加熱調理の後に病原
性細菌等の増殖がないような公衆衛生上問題とならない温度まで冷却すること。

A/R

141 食品の解凍は、温度と時間の管理を十分に行い、食品中に病原性細菌の増殖又は毒素
の産生が発生しないような条件で実施すること。

A/R

142 食品の解凍は、汚染管理を十分に行い、食品中に病原性細菌等の食用不適とする物質
等による汚染が生じない状態で実施すること。

A/R

(83)食品は解凍中も公衆衛生上の危害とならない温度に保たれて
いるか。

143 No.140と同じ。 A/R

(84)解凍工程で発生する液体が公衆衛生上の危害となりうる場合
は十分な排水が行われているか。

144 解凍をする際、生じる液体（結露水、ドリップ等）を適切に排出し、生じる液体がた
まり水となってとどまらないようにすること。

A/M/R

(85)食品は解凍後病原微生物の増殖又は毒素産生のリスクを最小
限にするような方法で取り扱われているか。

145 No.140-141と同じ。 A/R

解凍 (82)食品の解凍は、食品中の病原微生物の増殖又は毒素産生のリ
スクを最小限にするような方法で行われているか。

冷蔵・冷凍等
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

非食用物質 (86)動物用飼料を含む有害物質又は非食用物質は、適切な表示を
行い分別して容器に入れて保管してあるか。

 A/R

包装・梱包の基準

(87)包装及び梱包に使用する材質は、汚染源とならないものであ
るか。

146 食品に用いる容器・包装資材が、安全で、適切なものを使用すること。安全で適切な
ものであるかはSDS（安全データシート）や食品衛生法の容器包装の規格基準等で確
認してもよい。

A/R

(88)包装資材は、汚染リスクに曝露しない方法で保管されている
か。

A/R

147 むき出しの食品を包装するような工程が、清潔区域等の清浄度の高い区域において汚
染を生じさせない適切な手順により実施されていること。

A/R

148 缶、ガラス瓶等の容器としては、①適切な構造であるもの、②容器の破損等から金
属、ガラス片が食品に入り込まないようなもの、③衛生的で病原性細菌等に汚染され
ていないものを使用すること。

A/R

(90)食品用に再利用される包装及び梱包の材質は、洗浄及び必要
に応じて消毒が容易にできるものであるか。

　 A/R

149 生鮮の水産物を氷漬けし保存する容器には耐水性があること。 A/R

150 生鮮の水産物を氷漬けし保存する容器は、氷解水と食品が接触し続けることのない構
造とすること。

A/M/R

水産物の保存基準

生鮮の水産物、解凍
した未加工の水産
物、調理や冷蔵をし
た甲殻類や軟体動物
の製品

(92)氷温付近の温度で保存されているか。 A/R

冷凍の水産物 (93)製品温度-18℃以下で保存されているか(ただし、缶詰製造用
に丸のまま塩水中で冷凍する魚類は、-９℃以下で可。)。

　 A/R

(89)包装及び梱包作業は、製品の汚染を生じさせないように実施
されているか。また、必要に応じて、特に缶やガラス瓶を使用す
る場合、容器の構造及び清潔度を確認しているか。

(91)生鮮の水産物を氷漬けにして保存する容器は、耐水性を有
し、氷解水が製品と接触し続けることのない構造であるか。

一般基準

個別基準
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

活で保存される水産
物

(94)食品の安全性又はその生存に悪影響を与えない温度及び方法
で保存されているか。

151 活魚は、食品としての安全性に影響がない条件下で、生存する温度帯及び方法で保存
すること。

A/R

缶詰等の密閉容器に入った食品の加熱処理基準

(95)処理する製品の中心温度が、所定の時間内に所定の温度まで
上昇しているか。

152 HACCPプラン等に基づき適切な工程管理を行うこと。 A/R

(96)工程中に発生しうる製品の汚染を防止しているか。 153 製造工程中の食用不適物質からの汚染防止、冷却水の適切な管理等、製品に対して発
生する可能性のある汚染防止を実施すること。

A/R

154 温度、時間、圧力等がモニタリングされていること。 A/R

155 巻締めの状態について定期的にモニタリングすること。 A/R

156 レトルト加工後の製品は、定期的に微生物検査（恒温試験、細菌試験）等を実施する
こと。

A/R

方法 (98)使用する工程は、国際的に認められた基準(例えば、低温殺菌
法、ＵＨＴ法、滅菌法等)に準拠しているか。

157 使用する工程が国際的な基準に準拠していない場合（国際的な基準がない場合も含
む）、自社でその安全性について妥当性の確認を取ること。

A/R

研修

一般 (99)従業員の業務に見合った食品衛生の問題について指導又は研
修を受けさせているか。

　 A/M/R

HACCP (100)ＨＡＣＣＰ担当者等は、ＨＡＣＣＰ原則の適用に関して適切
な研修を受けているか。

　 A/M/R

５　個別食品に関する基準

生鮮水産物の基準

(107)冷蔵状態の未包装製品は、陸上の施設に到着後すぐに流通、
輸送、調整、加工されない場合、適切な設備の中で氷漬けにして
保存し、必要に応じて氷を追加しているか。

　 A/M/R

(108)包装された水産物は氷温付近の温度に冷却しているか。 A/R

158 除頭、内臓除去の工程が、衛生的に行われていること。 A/R

159 除頭、内臓除去の工程後、水産物が、清浄水等衛生的な水で十分に洗浄されているこ
と。

A/R

(109)除頭、内臓除去等の処理
ア．衛生的に行なわれているか。
イ．内臓除去が可能な場合には、漁獲後又は陸揚げ後速やかに内
臓を除去されているか。
ウ．処理後、製品は、清浄水で十分に洗浄されているか。

(97)工程に求められる目標が達成されていることを確認するた
め、関係する主要な指標(特に温度、圧力、密閉度、微生物)を定
期的に確認しているか(自動記録装置による確認でも可。)。

未加工の製品の加工
又は加工製品にさら
なる加工を行う際の
加熱処理工程の条件

保存

確認

除頭、内臓除去
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事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

160 技術的、商業的な観点から可能であれば、漁獲後又は陸揚げ後速やかに内臓を除去す
ること。

A/M/R

切り身、薄切り (110)分割、細切等の処理
ア．製品を汚染及び腐敗させない方法により行われているか。
イ．分割、細切は速やかに行い、必要な時間以上製品を作業台に
放置していないか。
ウ．包装し、必要に応じて梱包しているか。
エ．処理後速やかに冷蔵されているか。

161 切り身加工、薄切り加工の際は以下の対応を取ること。
①食品に接触する面などを十分に管理し、食品を汚染させないこと。
②不適切な温度及び時間管理により微生物の増殖や毒素の産生を生じさせないこと。
③速やかに作業を行い、食品を作業台に放置等しないこと。
④必要に応じて、包装、梱包を行うこと。
⑤加工の後、速やかに冷蔵すること。

A/M/R

162 この容器には耐水性があること。 A/R

163 氷解水と食品が接触し続けることのない構造とすること。 A/M/R

冷凍水産物の基準

(112)製品の中心温度を-18℃以下にまで急速に下げ、保持できる
十分な能力のある冷凍設備を有しているか。

A/R

(113)冷凍又は急速冷凍品の原料は、上記の生鮮品の基準によって
いるか。

A/R

(114)確認が容易な場所に温度記録装置を設けているか。 　 A/M/R

(115)付属する温度センサーは、温度が最も高い場所に設けている
か。

　 A/M/R

機械を使用して分離する水産物の基準

(116)丸のままの魚類又は切り身をとった後の骨のみを原料として
いるか。

　 A/R

(117)全ての原材料に内臓が含まれていないか。 A/R

分離 (118)機械による分離は切り身をとる作業の後、遅滞なく行われて
いるか。

A/M/R

内臓除去 (119)丸のままの魚類を使用する場合には、分離の前に内臓を除去
して十分に洗浄しているか。

A/R

冷凍等 (120)製造後できるだけ速やかに冷凍するか、冷凍品又は安定化処
理される製品と同様に取り扱われているか。

A/M/R

(111)未包装の調製済み水産物で氷漬けにして保存するものを輸送
又は保管するために使用する容器は、氷解水が製品と接触し続け
ることのない構造か。

氷解水

原料

構造設備基準

冷凍室の温度管理



17

事項 小事項
評価No

チェックリスト項目

項目
留意事項

寄生虫の基準

冷凍 (121)生食で消費される水産物等は-20℃以下で24時間以上冷凍処
理を行われているか。

164 (1)この処理は、未加工の製品又は加工済み製品に適用される。
　ア 生食又は生食に近い状態で消費される水産物。
　イ 以下の種類に由来する水産物で、製品の中心温度が60℃以下の低温で
   燻煙を行うもの。
   （ア）ニシン
   （イ）サバ
   （ウ）ニシン属の小魚
   （エ）（天然の）太平洋及び大西洋のサケ属
　ウ 線虫類の幼虫を死滅させるには不十分なマリネード漬け又は塩漬けを
    施される水産物。
(2)漁場について、寄生虫の健康危害がないことを証明する疫学データが
  ある場合には(1)の処理を行う必要はない。

A/R

表示 (122)生食で消費される水産物等は、出荷の際に、行った処理の種
類を記載した文書を添付しているか。

A/M/R

甲殻類及び軟体動物の調理品の個別基準

冷却 (123)調理後、清浄水を用いて急速に冷却しているか。また、何ら
かの保存方法を用いない場合にあっては、温度が氷温付近に達す
るまで冷却し続けているか。

　 A/M/R

(124)殻剥き及び殻取りは、衛生的に行い、製品の汚染を防いでい
るか。

　 A/M/R

(125)殻剥き及び殻取りを人手によって行う場合には、作業員は手
洗いに十分注意をしているか。

A/M/R

冷凍等 (126)殻剥き又は殻取り後、調理済み製品は速やかに冷凍するか、
第２の10．に定める温度にできるだけ速やかに冷却しているか。

165 第２の10．水産物の保存基準
(1)生鮮の水産物、解凍した未加工の水産物、調理や冷蔵をした甲殻類や軟体動物の
製品は、氷温付近の温度で保存しなければならない。
(2)冷凍の水産物は、製品温度－18℃以下で保存しなければならない。

A/R

作業
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