
JAS法、認証基準、規格
の変更点及び重点事項

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
日本醤油技術センターの松本秀樹です。この講習では、前回受講いただいた研修以降に変更のあった法律などの内容や新たな重点事項を説明します。



今日のお話
１.JAS法の改正について

２.認証の技術的基準改正について

３.しょうゆの日本農林規格の改正について

４.最近の話題

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
今日は、その内容を４つに分けて話します。１.JAS法の改正について２.認証の技術的基準改正について　３.しょうゆの日本農林規格の改正について４.最近の話題VTRの時間の都合から、１と２を「その１」として３と４を「その２」と分けて解説します。



１.JAS法の改正に
ついて

2018年（平成29年）６月23日
公布のポイント

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最初に、１.JAS法の改正について（2018年）の内容ついて説明します。「JAS法」、正確には「農林物資の規格化等に関する法律」と呼ばれます。法律は、国会の衆議院と参議院の審議を経て、初めて制定や変更を行うことができます。内容が少し気に入らないから「ここを直して」とは簡単にできません



2018年（平成30年）JAS法の大幅改正がおこなわれました

これまで、JASの対象は、モノ（農林水産物・食品）の品質に限定
されていましたが、モノの「生産方法」（プロセス）、「取扱方
法」（サービス等）、「試験方法」などにも拡大しました。

その目的は？

・国際的に通用する規格・認証の活用を目指す
・国際的規格（CODEX,ISOなど）への展開を目指す
・海外における日本製品の優位性を説明しうるJASマークを目指す

海外でのJASの
活用がポイント

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
今回の改正は、JASの根幹にかかわる大きな変更が行われています。2018年４月１日から実施された中身を一緒にみてみましょう。それまでのJASは、しょうゆに代表されるように「品質規格」に限定されていました。「特級」「上級」などの等級が端的な例です。規格の利用も殆どが日本国内での利用を想定していました。しかし、改正された内容は、「品質」に加え、「生産方法」、「取扱い方法」、「試験方法」など新たに、「品質」の枠に捕らわれない幅広い規格を作ることができるようになりました。また、利用は、日本での利用から海外での利用に大きく広げられています。『海外でのJASの活用がポイント』と言えます



海外でのJASの認知度・影響力を高める国際化

国際的に通用するもの
を積極的に取り込み

〇 食品・農林水産品の輸出力強化が課題となる中、海外との取引を円滑に進めるためには、日本の事業者にとって取り組
みやすく有利に働く規格の制定・活用を進めるとともに、その国際的な認知度・影響力を高めていくことが不可欠。

〇 そのための手法としては、①日本発の規格であるJASと調和のとれた国際規格を制定する手法、②日本発の規格であ
るJASそのものを海外において浸透・定着させる手法があり、それぞれの規格ごとに、規格の目的や対象、影響力、実現可能
性等を勘案した上で、戦略的に選択していくことが重要。

Codex規格
• コーデックス委員会
（FAOとWHOによる政府間組織）

• 参加国間での議論を通じ合意形成
• 食品安全に関する規格基準の他、食品

安全以外の規格（表示、一次産品等）

（例）納豆 （Codex規格提案中）

ISO規格
• 国際標準化機構
（各国の代表的標準化機関からなる組織）

• 多数決
•食品を含めた多様な製品、性能評価、
マネジメントシステムなどの規格
（例）機能性成分の定量試験方法

（2020年4月に提案済）

JASのまま海
外において
浸透・定着

（例）ハム・ソーセージのJAS認証
品が東南アジアで贈答品に選好

国
際
化

国
内
規
格

日本独自の価値・ルールを日
本ブランドとして海外へ訴求

・日本のモノ・技術の独自性をアピールし
たい場合（産品の差別化など）

・他国との調整に伴う独自性の希薄化を避
けたい場合

日本独自の価値・ルールを世界
共通の規格として標準化

・日本のモノ・技術を国際的に広げ一般化したい場合
（粗悪品の排除、互換性の確保、市場全体の拡大など）

・日本のモノ・技術について国際的に共通の「モノサシ」を作り、自らの優位
性を強調したい場合（性能評価方法など）

JAS
品質 試験方法

生産方法

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
農水省の資料から海外での展開イメージを見ていきましょう国際的な取引における規格である「Codex規格」国際的な標準化のための規格である「ISO規格」と並び、又は働きかけとなるような国際化された「JAS規格」を目指しています。



農林水産省新事業・食品産業部 ／ New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

新たなJASマーク（特色JASマーク）
○ 特色のある規格のJASマークは、有機食品、地鶏肉など４種類。今後、特色のあるJASの制定・活用の増大が見込ま

れる中、マークの訴求力の分散を防ぎつつ、マークの認知を高めることが不可欠。
○ このため、特色のあるJAS認証の内外における訴求力を高めるため、新たなイメージのマークを制定し、有機JAS

マークを除く3種類のマークを新マークに統合するとともに、その規格の内容を端的に示す標語をマークに付与。
○ また、新マークの決定は、マークの認知を高めるため、一般からの投票など内外の関心を高める方法により実施。

特色のある規格

平準化規格

※高付加価値JAS
※こだわりJAS

有機

地鶏肉
熟成ハム類など

生産情報公表食品

定温管理流通食品

規格の内容を表示

規格の内容を表示

規格の内容

左の規格を含む相
当程度明確な特色
のある規格

統合
規格の内容を表示

有機

【見直し前】

規格の内容

【見直し後】
規格の内容

※ 統合前の３種類のマークに該当する製品
については、新たなマークに移行。（令
和4年４月１日完全移行。） 15

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
その為、国際的に通用する規格や認証とするため国際的にアピールできるJASマークの整理等がおこなわれます。



 品質の平準化
（粗悪品の排除）

 食品・農林水産品の品質

 B to C ＋ B to B

 国内市場を想定

 役所主導の規格化

従来のＪＡＳ制度

○ これまでのJASは、市場に出回る食品・農林水産品の品質を一定の範囲に揃える「平準化」を目的とする制度。ビジネ
スでは、産品の品質を「見える化」し、サプライヤーの説明・証明の後ろ盾、バイヤーの判断材料に。

○ 他方、食品・農林水産品をめぐっては、近時、新たな課題。
①品質が総じて向上する中、市場のニーズは品質以外の価値・特色にまで多様化
②海外展開が課題となる中、食文化や商慣行が異なる海外の取引相手に馴染みのない日本産品の品質や特色
、事業者の技術や取組などを説明・証明していく機会が増大。

○ これからのJASは、食品・農林水産分野の競争力の強化に向け、事業者や産地の創意工夫を活かして多様な価値
・特色を戦略的に「見える化」し「差別化」にも活用し易い枠組みに。これを足掛かりとする国際化も推進。

新たなＪＡＳの展開方向について

 こいくちしょうゆのJAS例
◆原材料：大豆、麦、食塩等のみ
◆全窒素分：1.50％以上(特級)

1.35%以上(上級)
1.20%以上(標準)

市場ニーズ
の多様化

海外取引の
機会増大

 品質の平準化
＋事業者や産地の差別化・ブランド化

 食品・農林水産品の品質・仕様
＋生産方法、事業者の取組、試験方法等

 B to C ＋ B to B

ＪＡＳ (Japanese Agricultural Standards ; 日本農林規格)

 国内市場
＋海外市場も視野、国際化も指向

 事業者・産地からの提案を官民連携で規格化

新たなＪＡＳ制度

12

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
新たなに追加されたJASの展開方向は、従来のJAS制度が品質の平準化、食品などの品質、BtoCをメインとした、国内市場を想定、役所主導の規格化市場のニーズの多様化、海外取引の機会増大の流れを受けて新たなJAS制度は、品質の平準化に加え、事業者や産地の差別化、ブランド化品質規格だけでなく「生産方法」「試験方法」などに拡大BtoCへのウエート増大海外市場を視野に入れた事業者提案での規格化を目指す



対象 内容（例） JASマーク

産品

①品質・仕様 特定の原材料、成分等の農林水産品・食品の規格

産品
に表
示可

②生産プロセ

ス流通プロ
セス

特定の栽培法・製法で生産された農林水産・食
品の規格 など

事業者

③産品の取
扱方法

事業者による特定の栽培管理や飼養管理、品質・
衛生管理、保管・輸送管理、販売管理、料理の調理
や提供方法の規格 など
官能評価員など、技量・力量に関する規格 など

事業者の広

告に表示可

④経営管理
方法

事業者による労務管理、社会貢献に関する規格など

⑤試験方法 成分の測定方法・DNA分析方法の規格など
試験証明書

に表示可

⑥用語 ①～⑤に関する用語の定義 ―

ＪＡＳ制度で定められる規格の種類
○ JASは、①産品の品質・仕様だけでなく、②産品の生産・流通プロセス、③事業者による産品の取扱方法、
④事業者の経営管理の方法、⑤産品の試験方法、⑥これらに関する用語など、多様な規格を制定可能

○ 規格に適合していれば、その内容が一見して分かる標語付きのJASマークの表示が可能

鮮度便

鮮度維持！

○ × 運輸

登録試験所A
証明書

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
今回の改正では、①品質に加え、②生産方法、低温流通方法など、③取扱方法。養殖魚の生臭みの分析法など、④試験方法など広く「強みのアピールにつながる規格」をコンセプトに範囲を拡大している。



新しいJAS規格の検討例
農水省発表のJＡＳの制定に関する手続の進捗状

況

2022/6/30 更新

No. 規格番号 制定しようとする日本農林規格
の内容

英文規格名称 ICS番
号

作業段
階

検討主体
基礎として用

いた国際
規格

1 JAS 0017 精米 Milled rice 5 一般社団法人日本精米工業会

2 JAS 0018 有機藻類 Organic algae 5
独立行政法人農林水産消費安全技術

センター
（FAMIC）

3 JAS 0019 大豆ミート食品類 Textured soy protein products 5 大塚食品株式会社

4 JAS 0020 錦鯉－用語 NISHIKIGOI－Vocabulary 5 全日本錦鯉振興会

6 JAS 0022 みそ Miso 5 全国味噌工業協同組合連合会

7 JAS 0023
魚類の鮮度（K値）試験方法－高速
液体クロマトグラフ法

Testing method of K-value as a
freshness index for fish ― High
performance liquid 
chromatographic method

5 公益財団法人函館地域産業振興財団

9 木質ペレット燃料 Wood pellet fuel 4 一般社団法人日本木質ペレット協会

10 ベジタリアン又はヴィーガンに適した
加工食品

Processed foods suitable for
vegetarians or vegans 4

認定特定非営利活
動法人日本ベジ
タリアン協会

ISO23662

11
ベジタリアン又はヴィーガン料理を提
供する飲食店等の管理方法

Management of restaurants to
serve foods suitable for
vegetarians or vegans

4
認定特定非営利活
動法人日本ベジ
タリアン協会

ISO23662

12 低たん白加工処理玄米の包装米飯 Processed low protein brown rice
pack

4 一般社団法人メデイカルライス協会

13 フードチェーン情報公表農産物 1 SIP2スマートフードチェーンコンソーシ
アム

21 日本茶についての指導方法 1 NPO法人日本茶インストラクター協会

22 オリーブ油 1 一般社団法人日本植物油協会

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
新たな考え方により制定されたJAS規格を見てみましょう３の「大豆ミート食品類」；これは特に海外で需要が高まる「ビーガン」などに向け「大豆たんぱく」を原料とした食肉食品と見まがう食品の製法規格です。この提案も民間事業者の「大塚食品株式会社」が主体となり策定されたものです。６の「みそ」；しょうゆにJASがありながら、近い「みそ」には、地方差が大きいことから「みその品質規格」はずっと作られませんでした。ところが今回新たなコンセプトのもとJAS規格として日本の味噌の製法を規格化しました。



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「みそ」のJAS規格制定の詳細をみてみましょう。



海外展開における国内法の整備について
現行の日本醤油の法的定義が簡素で曖昧であることから、特に海外展開をして
いる事業者から日本の製法と海外の製法などの違いを明確に主張できるよう、
その方策について検討が予定されている。

海外で展開する日本独特の食品の製法を明確化していく動きは、他業界でも進
められている。

●みそ業界では、海外市場で日本のみそを模した海外製品が、曖昧なまま販売
されており、安価な海外製品との価格競争を強いられている状況がある。今回、
新たなJAS制度（製法）を活用し、我が国独自の伝統的なみその製造方法として、
米みそ、麦みそ、豆みそなどの多様なみその製法を網羅した内容を基準とする
JAS規格を制定し、海外で流通する製品に、いわゆる「富士山に日の丸を模し
た」JASマークをつけて海外のものとの区分を明確にすることとした。

●清酒等の業界では、日本酒など「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技
術」を内容とした伝統的酒造りをユネスコ無形文化遺産として提案。2022年2月
25日、文化庁はユネスコへの提案を決定している。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
醤油業界においても、新しいJASマークに関して検討が行われています。x提案１　海外において日本のしょうゆの優位性を謳う手段として提案２　伝統的な製造方法などを守る手段として提案３　日本しょうゆの香りの特性を説明する手段としてなどの検討が始められてわています。



（独）農林水産消費安全技術センター法の改正(平成30年1月17日公布)

JAS認定（認証）工場に影響する改正点は以下の通り。

●「認定」が「認証」の用語に変更されたこと

●通常定期調査に加え、後日審査員が事前連絡をせず
（無通告）で追加調査を行う場合があること

●FAMICが醤技センターの調査内容を確認するため独自に
工場を訪問する場合があること、などの3点

詳細は、全認定工場担当者宛に、センターから既に通知済み。
（業界ホームページにも同文掲載）

これらの改正は、新たなＪＡＳ規格の制定とそれに伴う認証に関す
る新たな仕組みを整備するため、登録認証機関（醤技センター）が行
う認証業務に対する価値の向上を図ることを目的に、農林水産大臣が
工場に行い得る措置と同程度の措置を行えるよう一部変更されたもの
です。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
JAS制度の改正に際し私たち認証事業者に直接関係する変更点について説明します。一つ目は、みなさまの工場名がJAS「認定」工場から「認証」工場に変わっています。変更理由は、簡単、JASを「国際的な規格制度」へと変更目指しての変更です。単純な変更ですが、書類全部を変更しなければならず大変迷惑な変更でした。二つ目は、年に一回の工場調査（定期調査）の方法の中に事前の連絡なしに調査を行う事場合が追加されています。こちらもISOの医薬品などの認証制度と同じ様に「いきなり」工場の入り口で調査にうかがう場合が増えます。三つ目は、調査が適切に行われているかどうか？のFAMICによる確認方法が①従来の調査を後ろから見ている事に加え、②終了後日、FAMICが工場に出向き直接ヒヤリングを行う手段が追加されました。



JAS法の改正に伴う対応について

①無通告での認証工場調査が行われる場
合があります

•問題があった工場が中心になる予定です

②工場調査終了後、FAMICが単独で工場
にヒヤリングが行われる場合があります

• FAMICから直接、依頼があります

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まとめるとJAS法の改正に伴う対応をまとめると次の通りです①無通告の調査が行われる　ただし、勝手には行かない。問題がある場合となります。②HAMICが工場に単独でうかがう場合があります以上です



２.認証の技術的基準改
正について

2020年（令和２年）４月１日
施行のポイント

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
２番目には2021年６月１日のHACCP義務化に合わせて改正された認証の技術的基準の改正について説明します。



HACCP制度化（義務化）について
小規模事業者…従業員

数が50名未満で
※従業員数：アルバイ
ト・パートタイマー含

む。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず「HACCP制度化（義務化）」について説明します「食品衛生法」が2018年6月に一部改正されました。これによりすべての食品事業者は2021年6月までにHACCP制度化が義務付けられることになりました。ここでは「HACCP」についての説明は省かせていただきます。義務化の方法は２つ・HACCPに基づく衛生管理・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理その境は従業員数が「５０名」



【HACCPの制度化とは？】

しょうゆ屋さんをはじめよう！
「醤油製造営業許可」を取得する

こんな施設と責任
者が必要です！

施設基準と食品衛
生責任者

「衛生管理運営基準」を守って営業

こんな衛生管理を
実施しなければい
けませんよ！

管理運営基準

営業許可の更新

５年で期間で更新
期限が決まってい
ます。

期限満了までに更
新申請が必要ですHACCPでの管

理を義務
に！

令和３年
６月１日よ
り施行

結
論
！
事
業
継
続
の
た
め
対
応
が
必
須
で
す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
2021年6月までにHACCP制度化はしょうゆ業界でどの様な形で進められるのか？しょうゆ屋を始めるには営業許可が必要です　・営業許可には「施設基準」と衛生責任者を置くことが求めれらます。・そして、定期的に「管理運営基準」による衛生管理の実施が必要です　しかし、実際は余り厳しいことは求められていないのが現状かと思います。今回の義務化は、5年ごとの営業許可の更新時にHACCPによる管理が行われているかどうか確認が行われるようになりました



全業者を対象にHACCPが義務に（２０２１年６月１日）

HACCPの制度化
→全事業者がHACCP管理が必要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
事業者に必ず必要になるものをまとめてみました。作り方など詳しくは右下の「HACCP」マニュアルにありますが、１製品説明書２製造工程一覧図３衛生管理計画書４緊急連絡先などの文書３の衛生管理計画書に基づく実施記録として１一般衛生管理の記録２重要管理の記録の記録の実施と保管が必要となります



しょうゆについての取扱業者の認証の技術的基準新旧対照表
改正後 改正前

1 適用範囲
この基準は，登録認証機関及び登録外国認証機関が日本農林規格等に関す
る法律第10条第1項の規定及び同法第30条第1項の規定に基づき行うしょう
ゆについての取扱業者及び外国取扱業者の認証の技術的基準について規定
する。

（新設）

2 製造業者（外国製造業者を含む。以下同じ。）の認証の技術的基準 第一製造業者（外国製造業者を含む。以下同じ。）の認証の技術的基準
2.1 製造又は加工，保管，品質管理及び格付のための施設 一製造施設
2.2 品質管理の実施方法 二品質管理の実施方法
2.2.1 2.3.2に規定する品質管理責任者に，次の職務を行わせていなければな
らない。

１ 三の２に規定する品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わせているこ
と。

2.2.2 次の事項について，内部規程を具体的かつ体系的に整備し
ていなければならない。
a)原材料及び添加物の品質に関する事項小麦の処理に関する事項
b)大豆の処理に関する事項製麹に関する事項
c)もろみの発酵熟成に関する事項調合に関する事項
d)生揚げの火入に関する事項殺菌又は除菌に関する事項
e)製品の品質（異物の混入がないことを含む。）に関する事項
f)製造及び品質管理の機械器具の管理に関する事項
g)工程において発生した不良品及び異常についての処置に関する事項
h)苦情処理に関する事項
i)品質管理記録の作成及び保存に関する事項
j)品質管理の実施状況についての内部監査に関する事項
k)品質管理の実施状況についての認証機関（登録認証機関又は登録外国認
証機l）関をいう。以下同 じ。）による確認等業務の適切な実施に関し必要
な事項
m)添加物に係る情報伝達に関する事項
n)施設等の清掃，排水及び廃棄物の処理に関する事項
o)従業員の健康管理，服装等及び手洗いに関する事項
p)防虫及び防鼠に関する事項

２ 次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備している
こと。
(1)原材料及び添加物の品質に関する事項小麦の処理に関する事項
(2)大豆の処理に関する事項製麹に関する事項
(3)もろみの発酵熟成に関する事項調合に関する事項
(4)生揚げの火入に関する事項殺菌又は除菌に関する事項
(5)製品の品質（異物の混入がないことを含む。）に関する事項
(6)製造及び品質管理の機械器具の管理に関する事項
(7)工程において発生した不良品及び異常についての処置に関する事項
(8)苦情処理に関する事項
(9)品質管理記録の作成及び保存に関する事項
(10)品質管理の実施状況についての内部監査に関する事項
(11)品質管理の実施状況についての認証機関（登録認証機関又は登録外国
認証機関をいう。以下同じ。）による確認等業務の適切な実施に関し必要
な事項
(12)添加物に係る情報伝達に関する事項
（新設）
（新設）
（新設）

2.3～2.5【省略】 三～五【省略】

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
HACCPの義務化にあわせて改正された「しょうゆについての取扱業者の認証の技術的基準」の変更点を見てみましょうこれは、経過措置含め令和３年４月１日から実施が必要となります。認証の技術的基準には、①施設・設備の基準②品質管理の実施方法(内部規程）③格付の実施方法（格付規程）④担当者の資格・人数などのハードとソフトについて基準が定めれれています。今回はそこに「HACCPの手引書」の内要を追記しています。変更点を新旧対照にしています。文面的には、内部規程へ３項目が新設されただけです。



工場名： 
 
株式会社 日本橋醤油 
 

内 部 規 程 
文 書 番 号 内―２ 
頁 番 号 2/7 
改 定 番 号 10.1 
発 行 日 2020/8/1 

 

10.品質管理の実施状況についての認証機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項 

1.内部規程及び記録類は、審査員からの求めに応じてその全てを公表し認証機関の調査に協力する。 

2.認証機関から指摘を受けた場合、速やかに是正措置を講じ、その内容を報告する。 

3.是正内容について、品質管理責任者は社内に周知する。 

 

11．添加物に係る情報伝達に関する事項 

1.製品に使用した添加物について消費者から問合わせがあった場合は、ラベルに記載されたお客様相談窓口

(電話番号)において、別添の添加物の使用に関する情報伝達の方法及び内容の記録書を用いて、次の事項

について適切に使用している旨の情報の提供を行うこと。 

①使用する添加物の種類 

②使用目的 

③使用量を予め定めておき、その添加物の使用量は、必要最小限であること 

 

12．施設等の清掃、排水及び廃棄物の処理に関する事項 

1.トイレは様々な有害な微生物に汚染される可能性が高い所であることから、トイレの洗浄・消毒及び点検

はの①施設・設備の衛生的管理と保守点検に従い適切に管理を実施し、その結果は一般衛生管理の実施記

録に記載し保管すること。 

2.充填の施設及び設備の洗浄及び点検は、衛生管理計画の①施設・設備の衛生的管理と保守点検に従い適切

に管理を実施し、その結果は充填管理実施記録（記録様式-3）に記載し保管すること。 

3.排水及び廃棄物の取り扱いは、衛生管理計画の③排水及び廃棄物の取り扱いに従い適切管理を実施し、そ

の結果は一般衛生管理の実施記録に記載し保管すること。 

4.1～3の記録は、記録者以外の者が週 1回以上確認し記録すること。 

 

13．従業員の健康管理、手洗いに関する事項項 

1.従業員の健康管理は、衛生管理計画の⑤従業員の衛生管理、衛生教育の健康管理に従い適切に実施し、そ

の結果は一般衛生管理の実施記録に記載し保管すること。また、定期検査や定期健康診断等の結果は、保

管すること。 

2.手洗いの実施は、衛生管理計画の⑤従業員の衛生管理、衛生教育の健に従い適切管理を実施し、その結果

は一般衛生管理の実施記録に記載し保管すること。 

3.1及び 2の記録は、記録者以外の者が週 1回確認し記録すること。 

 

14．防虫及び防鼠に関する事項 

1.そ族及び昆虫の対策は、衛生管理計画の⑥そ族・昆虫対策に従い適切に実施し、その結果は一般衛生管理

の実施記録に記載し保管すること。 

2.定期的に駆除を実施した場合、その結果は、保管しておくこと。 

 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
変更が必要となった内部規程についてみてみましょう。実際に新しい内部規程の例で確認できます。黄色　に色をつけ、3項目を追加しています。



新しい内部規程の例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
拡大すると・・・・・　規程の追加とそれに基づく記録の実施は求められています。



①内部規程の改正が必要です

• 最低限内部規程に3項目が追記されていなければ
なりません

②工場調査時、衛生管理に関する記録
の提示が求められます

• 従業員の健康管理、廃棄物処理、洗浄など

JAS認証の技術的基準の改正（２０２１年４月１日）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まとめるとJAS認証工場の管理方法も一部変更されました。主には①内部規程の改正②衛生管理に関する記録の作成



第１部おしまい
第２部につづく

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
以上で第1部はおわります。第2部につづきます。
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