














様 5-1 

様式 5(1) 

衛生管理に関する資料

□ 食品衛生法による総合衛生管理製造過程の承認施設であり、認証を証明する書類を添付に示す。

□ 申請食品を製造する施設は HACCP の認証を取得しており、認証を証明する書類を添付に示す。

□ 申請食品の製造に係る衛生管理に関する説明資料を添付に示す。



様 5-2 

様式 5(2) 

宇宙日本食製造に係る作業手順書

製造企業名

食品名称

食品形態

原料食品製造施設名称

同 所在地

最終食品製造施設名称

同 所在地

宇宙日本食製造に係る衛生管理責任者

氏名

役職

項

番
作業項目（※） 作業内容

確認印

作業者 監督者

1 原料食品の確認 

2 容器包装の確認 

3 作業環境の確認 

4 作業者の衛生性

の確認



様 5-3 

項

番
作業項目（※） 作業内容

確認印

作業者 監督者

5 製造機器の動作

確認

6 原料食品の微生

物検査用サンプリ

ング

7 容器包装 

8 最終製品の確認 

9 ラベリング 

10 保管 

※：作業項目は例を示す。



様 5-4 

様式 5(3) 

宇宙日本食製造仕様書

提出日    年  月  日

「 品 名 」

申請業者名

1. 定義

この文書は、申請食品として用いられる「 品名 」の製造、検査、包装について定めるものである。

2. 要求事項

2.1. 原材料 
全ての原材料は、清潔で異物の混入が無いこと、食品用として許可されていることが必要である。原料は

使用時において全て良好な状態であること。

2.2. 処方（原料比率） 

2.3. 加工手順 

2.4. 最終製品 
最終製品の要求基準

喫食法

3. 品質保証

4. その他の特記事項



様 5-5 

様式 5(4) 
そ族昆虫の防除等に係る対策

No 項目 JAXA 内基準 対策および状況 備考

1 食品衛生法 「条例で基準を定めることができる」と記載

2 ○○県条例 条例を満足していること 様式 5(5)の 1 項参照 

3 工場設計・設備 侵入防止の設計・設備の適切

な措置が取れていること

様式 5(5)の 2 項参照 

4 社員教育 適宜必要な教育を実施してい

ること

様式 5(5)の 3 項参照 

5 過去の異物混入事故 事故発生時は迅速に適切な

対応が取られていること

様式 5(5)の 4 項参照 

6 そ族昆虫の捕獲数 
(各計測点 1 日当たり) 

捕獲数の JAXA 基準値を満

足すること

様式 5(5)の 5 項参照 

7 専門業者の指導 専門業者の指導を適切に実

施していること

様式 5(5)の 6 項参照 

B 



様 5-6 

様式 5(5) 
異物混入防止対策

工場名：

１．食品衛生法・県条例およびその対応状況（対応文書名(*1)：            ） 
食品衛生法・県条例における、異物（そ族昆虫等）に関する記載内容および対策状況について、記載する

こと。

県条例の内容(*2) 対応状況(*3) 

(*1)各社で規定している基準書、要領書、手順書などの文書名を記載のこと（以下同様）。 
(*2)県条例を記載すること。状況により行を追加／削除のこと。 
(*3)各県条例に応じた対応状況を記載。県条例を満足する対応状況となっていること。 

２．工場本体・設備面・運用面の異物混入対策

（１）工場本体・設備面・運用面の設計思想、レイアウト図（対応文書名： ）

①工場本体・設備面・運用面の設計思想を下表に記載すること。

分類(*1) 設計思想(*2) 
工場本体

設備面

運用面

その他

(*1)記載の分類について、設計思想を記載のこと。 
(*2)工場本体：窓、扉などを必要最小限とする。陽圧。設備面：エアカーテンの設置など。 

運用面：社員教育受講など。その他：必要に応じ記載のこと。

②工場レイアウト図に以下を記載することにより、異物混入防止対策を示すこと。

ⅰ)各部屋・区画の隔離方法（壁、扉、エアカーテン、陽圧など）(*1)
ⅱ)宇宙日本食に関連する工程名（入庫、出庫、製造、充填、梱包など）

ⅲ)原材料の入庫、製造、充填、梱包、製品の出庫までの流れ

ⅳ)トラップの設置場所、トラップの種類、トラップ番号(*2)
なお、ⅰ)～ⅲ)は 1 ページに記載されていることが望ましい。

(*1)各部屋・区画、通路などが物理的に隔離されていることを示すこと。出入口、扉等の場合、

運用で対応しているなら、「常時閉鎖」などを記載のこと。

(*2)5 項の表においては、本トラップ番号を記載すること。 

B 



様 5-7 

（2）工場本体・設備面の異物混入対策（対応文書名： ）

侵入経路(*1) 対象 対 策(*2) 

①原材料搬入口

内部発生虫

飛翔性昆虫

歩行性昆虫

②製品搬出口

内部発生虫

飛翔性昆虫

歩行性昆虫

③工場内窓

内部発生虫

飛翔性昆虫

歩行性昆虫

④吸排気口

内部発生虫

飛翔性昆虫

歩行性昆虫

⑤工場内側溝

内部発生虫

飛翔性昆虫

汚水発生虫

⑥排水溝

内部発生虫

飛翔性昆虫

汚水発生虫

⑦作業場出入り口

内部発生虫

飛翔性昆虫

歩行性昆虫

(*1)状況により侵入経路等を変更／追加／削除のこと 
(*2)二重扉、エアーカーテン、捕虫器、網戸設置、解放厳禁、定期洗浄など 

（3）運用面の異物混入対策（対応文書名： ）

対象(*1) 対象異物(*2) 対策(*3) 
作業者

原材料

設備・機械

(*1)状況により対象を変更／追加／削除のこと。 
(*2)「対象」欄の人（もの）が持ち込む（混入する）危険性のある異物を記載。作業者：毛髪、着

衣繊維、細菌。原材料：土、付着物。設備・機械：機械等の破片、落下物など。

(*3)粘着テープ、エアシャワー、洗浄、定期的保守点検、カバーなど。 

３．異物混入対策に関する社員教育（対応文書名：  ）

教育項目・内容(*1) 教育対象者(*2) 教育機会・頻度(*3) 

(*1)状況により行を追加／削除のこと。 

B 



様 5-8 

(*1)教育のテーマ、内容など。 
(*2)受講対象者など。 
(*3)教育の時期、回数など。 

４．過去の異物混入事故 （対応文書名：         ）

過去 3 年程度の異物混入事故を、異物毎（昆虫、髪の毛、金属など）に表を追加して記載すること。 
混入事故が 10 件（目安）を超える場合は、別紙にまとめて記載すること。 

○○○混入事例と対策

発生日(*1) 混入物・状況・原因(*2) 対策(*3) 結果(*4) 

過去 3 年程度において、○○○の混入クレームは xx 件。 
(*1)異物混入発生日。原則、日付順。 
(*2)混入した異物、その状況および分析により判明した原因。 
(*3)原因に対する対策。 
(*4)対策の結果。 

５．専門業者によるそ族昆虫の調査状況の提出（対応文書名：         ）

専門業者の定期的そ族昆虫捕獲状況調査報告書を元に、下表を記載すること。

表は必要に応じて追加すること。例えば、専門業者が毎月調査する場合は 12 回分、2 ヶ月に 1 回の

場合は 6 回分とする。年 4 回以上とする。 
一次審査前、認証更新審査前の場合は、そ族昆虫捕獲状況調査報告書は、原則、直近の 1 年間分で

あること。立入検査の場合は JAXA 指示に従うこと。また、その期間のそ族昆虫捕獲状況調査報告書を添

付すること。

宇宙日本食に関連する全ての部屋・区画について、表に記載すること。

JAXA 基準を満たさない部屋・区画については、最終製品にそ族昆虫が混入する危険性が無いことを、

2 項(1)②工場レイアウト図において明示すること。 
トラップ番号は、全トラップまたは重要なトラップの何れかを選択し、表に記載すること。なお、工場レイア

ウト図に記載のトラップは必ず表に記載されていること。

調査期間：〇年〇月〇日～〇年〇月〇日  ○日間

工程(*1) 測定場所(*2) 捕獲数(*3) トラップ番号等(*4) 

(*1)必要に応じて行を追加／削除のこと。 
(*1)入庫／加工／充填／出庫など、2 項(1)②工場レイアウト図の工程名を記載。 
(*2)受入室／調理室１／充填室などの部屋・区画名。 
(*3)各トラップの 1 日当たりの捕獲数。JAXA 基準を満足すること。 
(*4)トラップ番号を記載。トラップ番号は、2 項(1)②工場レイアウト図のトラップ番号を記載のこと。 
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６．専門業者の指導への対応（対応文書名：         ）

   専門業者の定期的なそ族昆虫捕獲状況調査報告書において、報告された指導内容・対策等の状況を記

載すること。過去 3 年に遡って、指導内容、対策、結果を記載すること。 

日付(*1) 指導内容(*2) 対策(*3) 結果(*4) 

(*1)必要に応じて行を追加／削除のこと。 
(*1)指導日を原則日付順に記載。 
(*2)専門業者の指導内容を記載。駆除を行うことなど。 
(*3)専門業者の指導内容に対する対策を記載。○月○日駆除実施など。 
(*4)対策の結果を記載。駆除され捕獲数が減少したなど。 

以上

B 
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