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審査前チェックリストVer1.4

大項目

中項目

番号

項目

評価根拠

1.1.1

下記の内容の記録を保持
し、人工種苗であること
の証明が可能な状態にす
る。

1.1.1.2-1.1.1.3を満たす
事

1.1.1.1

人工種苗の証明の為に、
飼育施設、所在地、採
卵・受精方法、親魚個体
または親魚群の識別情
報、受精年月日・ふ化年
月日、餌料系列、投薬、
総重量または暫定尾数等
を記録する。

人工種苗に関して、飼育
施設、所在地、採卵・受
精方法、親魚個体または
親魚群の識別情報、受精
年月日・ふ化年月日、餌
料系列、投薬、総重量ま
たは暫定尾数等を記録し
ている。

1.1.1.2

種苗生産者が受精卵を購
入した場合は、購入元・
購入年月日を追記し、購
入元に上記と同様の情報
について照会を求め、記
録する。

受精卵を購入した場合の
納品書によって、購入
元、購入年月日等が照会
可能である。

1.1.1.3

人工種苗出荷時に当記録
を生産履歴として提供が
可能である。

1.1.1.1および1.1.1.2に
関与する資料を適切に保
管し、提供可能な管理体
制を構築する。

1.1.2

人工種苗であることの証
明の為に、下記の方法で
DNA鑑定が可能な状態で保
1.1.2.1－1.1.2.3を満た
存しておく。認証機関
は、必要に応じて親魚及 すこと。
び種苗に関して親子鑑定
を含むDNA鑑定を実施す
る。

根拠資料

記録書面による確認

合格
条件付合格
不合格
N/A(適⽤外）

合格

全体

クロマグロ

- アーマリン近⼤から⼈⼯種苗を購⼊する。
- 記録は書類ならびにシステムで管理している情報で保 - 以下にアーマリン近⼤が出荷した種苗経歴証明書を
管されていた。
確認した。認証番号も記載されていた。
2018/7/25、2018/8/2

マダイ

- マダイは種苗購⼊はない。

人工種苗証明

納品書・購入記録の確認

記録の保管および提供体
制に関する書面による確
認

合格

合格

- クロマグロ、マダイとも受精卵を購⼊する。

- 近⼤から受精卵を購⼊した。
受精卵購⼊請求書 2018/9/28
- 飼育記録に購⼊分記録がされていた。
- 近⼤以外からも受精卵を購⼊することがある。

- 近⼤から受精卵を購⼊した。
受精卵購⼊伝票 2018/9/30
- 飼育記録に購⼊分記録がされていた。

- クロマグロ、マダイとも種苗を販売する。

- ⽣産履歴は管理しており、SCSA出荷の際に必要な
情報は保持していた。
- SCSAとしての販売はなかった。
- SCSAとして販売する場合は、必要な情報を提供でき
る。

- ⽣産履歴は管理しており、SCSA出荷の際に必要な
情報は保持していた。
- SCSAとしての販売はなかった。
- SCSAとして販売する場合は、必要な情報を提供でき
る。

1.1.2.1
１．種苗

種苗生産に使用したすべ
ての親魚の鰭等の組織小
片の凍結保存（サンプル
重量1ｇ以上）を行う。組
織小片の入手が困難な場
合、当該種苗群より50個
体以上の全魚体の凍結保
存（サンプル重量1g以
上）を行う。

親魚の鰭等の組織小片
（サンプル重量1g以上）
および当該魚群より50個
体以上の全魚体の凍結保
存を行っていること

サンプルが保存された明
確な記録と現物の写真あ
るいは現地審査による存
在の確認

保存した組織小片、また
は魚体の凍結保存は魚体
の識別情報と厳密に紐付
けて保存し記録する。

1.1.2.1に関する識別情報
を記録、各サンプルに明
示し、混同が起こらない
ように保管している。

識別情報の記録と各サン
プルの現物写真あるいは
現地審査による存在の確
認

組織小片または魚体は、
最終産物として当該養殖
魚が出荷されてから5年の
保存を要する。認証機関
からの要請があった場
合、識別記録及び凍結サ
ンプルを提出する。

1.1.2.1および1.1.2.2で
示した各サンプルが5年保
存されている事。要請に
記録書面による確認（こ
応じ、各サンプルおよび
れからの場合は念書）
親魚に関する記録の情報
が提出できる状態にある
事。

合格

- 4ラウンドの検体を採取し、冷凍庫で保管、2018稚⿂ - 以下のサンプルを保管していたことを確認した。
育成データに記録されていた。
クロマグロ 2018/6/12、7/16、8/18、9/14

- 以下のサンプルを保管していたことを確認した。
マダイ 2018/3/15

合格

- 検体サンプルを⼊れた袋には、⿂種と検体サンプル採
取⽇が明記されている。
- 稚⿂飼育データに検体採取⽇が記録されており、紐
付けできる。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

合格

- 保管の⼿順が⽂書化されていた。
1.1.2.1 遺伝⼦信憑の証明
1.2.2. DNA鑑定実施の提供
- ⼿順に基づきサンプルが保管されていた。
- 要望に応じ提供することを確認した。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

合格

- ⼈⼯種苗購⼊先である近⼤から受領した⽣産履歴
書は、保管されていた。
- 飼育管理記録は以下の様になされている。
陸上施設 飼育ノート
海上施設 稚⿂育成データ、給餌帳
- ⽣簀には番号が付いている。
施設図で確認した。
現場で⽣簀番号が付けられていることを確認した。
- 帳票と⽣簀内の⿂群との紐付けができる。
- 情報は必要に応じ開⽰・提供が可能である。

- 種苗購⼊から⽣産履歴は全て飼育記録保管する。
- 飼育中の⿂群はロット管理され、情報提供可能であ
る。
- 2018年の飼育記録を確認した。

- 種苗購⼊から⽣産履歴は全て飼育記録保管する。
- 飼育中の⿂群はロット管理され、情報提供可能であ
る。
- 2018年の飼育記録を確認した。

人工種苗証憑
の保管

1.1.2.2

1.1.2.3

1.2.1

1.2養殖業者

養殖業者は、人工種苗購
入先から提示された生産
履歴を保管し、飼育中の
魚群と紐づけて開示・提
供が可能な状態にする。

飼育中の魚群を育成に関
する記録を保管し、種苗
生産者から提示された生
産履歴と紐付けて開示・
提供が可能である。

記録の保管および提供体
制に関する書面による確
認

2.1識別および
分別

1.2.2

養殖魚が認証を受けた人
工種苗から育成されたも
のであることを証明する
ために必要に応じてDNA鑑
定を実施する。認証機関
から要請があった場合、
養殖業者は導入した種苗
または育成後の養殖魚の
凍結サンプルを提出す
る。

DNA鑑定実施のために認証
機関より情報の提供を求
められた場合、関連する 記録書面による確認
資料等を提出できる体制
を構築する。

2.1.1

種苗生産者の管理

2.1.1.1～2.1.1.3の項目
を満たすこと

2.1.1.1

生産ロットごとに管理
し、その管理記録をもと
に識別可能にする。

生産ロットごとに識別可
能な管理記録を保持して
いる

2.1.1.2

他の種苗生産者が生産し
た種苗と明確に識別して
管理し、管理者はそれを
常時把握可能にする。ま
た、他の種苗生産者が生
産した種苗と混ぜて出荷
しない。

他の業者が生産した種苗
と混ぜずに管理しそれを
常時把握できる状態であ
る

2.1.1.3

出荷・販売伝票と記録
で、種苗生産者名、種苗
生産者認証番号、出荷
日、種苗魚種、出荷重量
または出荷尾数を明確に
する。

人工種苗生産者名、人工
種苗生産者認証番号、出
荷日、種苗魚種、出荷重
量または出荷尾数が明記
された帳票が存在する

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

データあるいは紙面での
飼育管理記録、経歴証明
書、販売伝票などの確認

合格

- 求められたら提供可能な状態にあることを確認した。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

合格

- 以下の様に⼊荷ごとに⽣産ロットを決めていた。
孵化⽇により1ラウンド
親⿂が同じで孵化⽇が異なる場合は別ラウンド
親⿂が異なり孵化⽇が同じ場合は別ラウンド
- ロットは、給餌帳に記載している。
「種苗コード」孵化場所_ラウンド数_(ar)短期育成なら
「⿂種コード」(成⿂の⽣簀に⼊れるとき）年産_⿂種_
- 全体に同じ。
種苗⽣産場所_ラウンド数_採卵⽇_⽣産場所_沖出し
場所_沖出し⽇_(ar)
「最終管理名称」年産_⿂種(カタカナ）_育成場所頭
⽂字_種苗⽣産場所_⽣産場所のラウンド数
- 飼育管理記録は以下の様になされている。
陸上施設 飼育データ
海上施設 稚⿂育成データ、給餌帳

- 全体に同じ。

合格

- 孵化場所が認証管理開始点であり、⼿順に従い
SCSAの扱い可否を確認の上出荷する。

- 認証取得時は近⼤とツナドリーム五島の種苗をあわせ
て飼育していたため、それらはSCSAとしての販売不可と
認識し、SCSAとして販売していなかった。
- 受精卵購⼊元が異なっても孵化場所が同じであれば、
あわせたロットとして取り扱い可能であるが、孵化場所が
異なる場合は⼿順通りロットを分けて管理を⾏う。
-飼育データ、給餌帳で飼育記録を確認した。

合格

- 飼育管理記録は給餌帳に記録されている。
- 出荷時は請求書を発⾏する。
- 種苗経歴書は、必要に応じ発⾏する。
- SCSA認証製品として販売をする際には、⼈⼯種苗
⽣産者名および認証番号を種苗経歴書に記載予定。
- SCSAとしての販売は発⽣していない。

- 全体に同じ。

- マダイは近⼤から受精卵を購⼊し、ツナドリーム五島で
孵化させて種苗⽣産を⾏う。
- 他の種苗⽣産者の種苗は購⼊せず、混ぜることもな
い。
-飼育データ、給餌帳で飼育記録を確認した。

- 全体に同じ。

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

養殖業者の管理

養殖時に生産ロットごと
に飼育尾数を管理し、そ
の管理記録をもとに他の
種苗が混入していないこ
との証明が可能である。

出荷時に他の生産ロット
と明確に区別して管理
し、管理者はそれを常時
把握可能にする。

出荷・販売伝票と記録
で、人工種苗生産者名、
人工種苗生産者認証番
号、出荷・販売者名、出
荷日、魚種、出荷重量ま
たは出荷尾数を明確にす
る。

2.1.2.1～2.1.2.3の項目
を満たすこと

生産ロットごとに識別可
能な管理記録を保持し、
他の種苗が混入していな
いことが証明できる

出荷時にほかの種苗と明
確に区別して管理してい
ることを把握できる状態
である。

出荷、販売伝票、販売記
録等で人工種苗生産者
名、人工種苗生産者認証
番号、出荷･販売先業者
名、出荷日、魚種、出荷
重量または出荷尾数が明
記された帳票が存在す
る。

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

出荷・販売伝票と飼育管
理記録の確認

合格

合格

合格

- 認証取得時は近⼤とツナドリーム五島の種苗をあわせ
て飼育していたため、それらはSCSAとしての販売不可と
- 孵化場所が認証管理開始点であり、⼿順に従いロット 認識し、SCSAとして販売していなかった。
管理を⾏う。
- 受精卵購⼊元が異なっても孵化場所が同じであれば、 - マダイは種苗⽣産のみ
- 飼育データ、給餌帳で飼育記録する。
あわせたロットとして取り扱い可能であるが、孵化場所が
異なる場合は⼿順通りロットを分けて管理を⾏う。
-飼育データ、給餌帳で飼育記録を確認した。

- 孵化場所が認証管理開始点であり、⼿順に従い
SCSAの扱い可否を確認の上出荷する。
- 飼育データ、給餌帳で飼育記録する。

- 認証取得時は近⼤とツナドリーム五島の種苗をあわせ
て飼育していたため、それらはSCSAとしての販売不可と
認識し、SCSAとして販売していなかった。
- 受精卵購⼊元が異なっても孵化場所が同じであれば、
あわせたロットとして取り扱い可能であるが、孵化場所が
異なる場合は⼿順通りロットを分けて管理を⾏う。
-飼育データ、給餌帳で飼育記録を確認した。

- 飼育管理記録は、給餌ノート、稚⿂育成データ、給餌
帳で記録あり。
- 出荷・販売伝票に以下の記載を⾏う予定である
⼈⼯種苗⽣産者名
⼈⼯種苗⽣産者認証番号
出荷･販売先業者名
- 全体に同じ。
出荷⽇
⿂種
出荷重量または出荷尾数

- マダイは近⼤から受精卵を購⼊し、ツナドリーム五島で
不可させ、種苗を⽣産し販売する。
- 当⾯年1ロットの⽣産であり、異なる種苗⽣産者の種
苗を合わせることはない。

- 全体に同じ。

- SCSAとしての出荷は発⽣しなった。

付記

同一の種苗生産者から生
産された種苗であれば、
ロットが違う群の混入を
認め、新規のロットとし
て管理を行うことができ
る。ただし、管理記録等
で同一の種苗生産者が生
産した認証種苗であるこ
とを証明できなければな
らない。

ほかのロットの混入を行
う場合、同一種苗業者由
来の種苗であることを記
録していること。

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

合格

- 飼育データは⽣産ロットで適切に記録されていた。
- 出荷ロットは育成データ・給餌j帳にも記録されていた。
- 種苗⽣産者は、⽣産ロット、出荷ロットの記述で明確
- 全体に同じ。
である。
- 異なる種苗⽣産者の種苗を合わせることはあるが、
SCSAとしては出荷しない。

- マダイは種苗⽣産のみ

2.2.1

種苗生産者

2.2.1.1～2.2.1.5の項目
を満たすこと

- 孵化以降の時系列の飼育履歴は、以下で記録してい
る
陸上施設 種苗 飼育ノート
海上施設 種苗 稚⿂育成データ
海上施設 制御 給餌帳

2.2.1.1

稚魚（卵からふ化した状
態）入手後の生産履歴お
よび暫定尾数等を時系列
にそって正確に記録す
る。

稚魚の育成、移動履歴、
暫定尾数や増減尾数など
が時系列にそって記録さ
れている

2.2.1.2

稚魚の飼育は生簀・水槽
ごとに明確に区別して行
い、ふ化から種苗出荷ま
での確実な履歴を保管
し、生産履歴が追跡可能
な状態にする。

孵化から種苗出荷までの
生産履歴が追跡可能な帳
簿を保管している。

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

2.2.1.3

出荷重量または出荷尾数
を明確に示すことがで
き、分別管理がなされて
いた証明として生産履歴
の確認が可能な状態にす
る。

出荷尾数、あるいは出荷
重量が明確にされ、分別
管理がされた証明となる
書類を提示できる

データまたは紙面などに
よる飼育管理記録と経歴
証明書等出荷に関連する
記録の確認

2.2.1.4

計数後から出荷までの期
間の生産履歴・増減尾数
等を正確に記録する。

計数終了時から出荷まで
の間の死亡魚数や追加収
容数などの増減尾数及び
生産履歴に関する事項を
正確に記録する。

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

データまたは紙面などに
よる飼育管理記録等で死
亡魚数、追加収容尾数の
記録の確認

合格

- 種苗出荷︓種苗の出荷は必ず沖から⾏う。
- 種苗（ヨコワ）⼩割⽣簀から活⿂船に移すときにカメ
数量算出⽅法を確認した。
ラ撮影しカウント
受精卵 ︓購⼊元からの伝票の数値を確認する。
- 成⿂ 1尾ずつカウント
- 種苗出荷 ︓種苗の出荷は必ず沖から⾏う。実数計
孵化率 ︓1⽔槽で最低2つのボールで孵化させ、孵化
- トレースバックを⾏い、時系列に沿って記録されているこ 測。
率を算出。マダイ・マグロとも95%程度が通常。記録保
とを確認した。
管あり。
- ヨコワをビデオにて尾数カウントを2名で⾏い、その平均
沖だし ︓マグロは20尾ずつすくい、⼀定量ごとに沖へ運
値を取っていた。
ぶ。実数計測をを⾏う。
マダイはザルで掬い1杯あたりの尾数をカウントし、総数を
算出する。
種苗出荷 ︓種苗の出荷は必ず沖から⾏う。
出荷尾数の最終記録が飼育帳に記録される。

合格

- 孵化から出荷までの⽣産履歴は、飼育管理記録が
データで保管されている。
- 陸上と海上の記録は、分けて管理されている。
- 相互で常時共有はされておらず、必要に応じて共有
(データ・朝礼等）。

合格

- ロットごとに管理し、育成データ、給餌帳で数値の記録 - 飼育記録を確認した。
- 2018ラウンドの飼育記録を確認した。
がなされている。
ヨコワ' 2019/4/11 昼寝漁場7からのトレースバック
- 2018/10/23受精卵⼊荷から2019/4/3尾数最終
- 出荷時には実数カウントを⾏う
成⿂ 2019/4/4 ポーラー⽣簀からのトレースバック
決定までのトレーサビリティ記録を確認した。
- 最終数値を正式に⼊⼒記録する
- 分別管理がなされていることを確認した。

合格

- 飼育ノート、稚⿂育成データ、給餌帳で、⽣産履歴の
尾数記録あり。
- 死亡⿂も記録。
- 出荷尾数の最終記録は、出荷データにあり。
- 2018年飼育ノート、稚⿂育成データ、給餌帳で、⽣
- 出荷時荷尾数カウントガなされ出荷数ガ確定する。こ
産履歴の尾数記録を確認した。
の際それまでの想定尾数と差異があった場合は、「不明
増・減」を記録する。
- 尾数カウント後の確定出荷尾数を飼育帳には記録す
る。

- 飼育記録を確認した。
- 2018/8/1受精卵⼊荷から2019/1/22 ヨコワ出荷
までのトレーサビリティ記録を確認した。

- 2018ラウンドの飼育記録を確認した。
- 2018/10/23受精卵⼊荷から2019/4/3尾数最終
決定までのトレーサビリティ記録を確認した。

- 2018年飼育ノート、稚⿂育成データ、給餌帳で、⽣
産履歴の尾数記録を確認した。

- 記録の修正⼿順は構築されている。
- 記録修正は、電⼦データのみで発⽣していた。
- 短期間での修正は、⼿順に基づき実施していた。

2.2トレーサビ
リティと数量
管理
2.2.1.5

記録を修正する場合、修
正日と修正者、変更点を
明確に記録し、修正手順
を文書化する。

記録の修正に関する手順
が文書化されている

記録修正に関する手順を
示した書類（記録修正手
順書など）の確認

不合格
↓
合格

重⼤な情報修正については、マネジメントの承認を得て
修正の決定がなされる⼿順である。マネジメントへの報告
はなされていたが、承認の記録がなく、マネジメントが承認
をしたことが確認できなかった。
報告の際、疑義があればフィードバックを依頼するコメント
をつけて発信しているとのことであったが、承認は何らか記
録がなされるべきものと判断する。
(不合格）
- 全体に同じ
【計画】今年度の給餌帳には重⼤な情報修正について
の承認欄を挿⼊する。
【対策】
・給餌帳の記⼊欄へ、『（SCSA）重⼤変更承認者』
の項⽬を追記
・給餌帳へ『（SCSA）重⼤変更承認者』・『週間デー
タチェック』へ責任者が⼊⼒する様式に変更
→ 給餌帳に修正についての記述を確認した。合格とす
る。ただし、重⼤変更事項の定義が不明瞭であるため、
これについては次回の審査で要求事項との整合を改めて
確認する。(2019/11/20)

- マダイ給餌帳 尾数調整実態
尾数の変更が決定された。これについては、担当からマ
ネジメントに報告をし、⼝頭で承認を得たとの説明であっ
た。
【計画】
・今年度のマダイ給餌帳には重⼤な情報修正について
の承認欄を挿⼊する。
【対策】
・マダイ給餌帳の記⼊欄へ、『（SCSA）重⼤変更承
認者』の項⽬を追記
・マダイ給餌帳へ『（SCSA）重⼤変更承認者』・『週
間データチェック』へ責任者が⼊⼒する様式に変更
→ 給餌帳に修正についての記述を確認した。合格とす
る。ただし、重⼤変更事項の定義が不明瞭であるため、
これについては次回の審査で要求事項との整合を改め
て確認する。(2019/11/20)

2.2.1

養殖業者

2.2.2.1～2.2.2.3の項目
を満たすこと

2.2.2.1

認証種苗から生産された
養殖魚の生産履歴は認証
種苗受領から出荷まで生
簀･水槽ごとに明確に分け
て時系列にそって性格に
記録し、人工種苗受領時
まで遡って追跡可能な状
態にする。

出荷から人工種苗受領ま
での正確な経歴などを
遡って追跡できる記録を
保管している

データまたは紙面での飼
育管理記録の確認

合格

- 2.2.1.1に同じ

- 2.2.1.1に同じ

マダイは種苗⽣産のみ

2.2.2.2

認証種苗受領後または計
数後から出荷終了までの
期間の生産履歴･増減尾数
等を正確に記録する。

種苗受領後（種苗生産者
が示した尾数）または計
数後から出荷終了までの
期間の増減尾数及び生産
履歴に関する事項を正確
に記録している。

データまたは紙面などに
よる飼育管理記録等で死
亡魚数、追加収容尾数の
記録の確認

合格

- 2.2.1.4に同じ

- 2.2.1.4に同じ

マダイは種苗⽣産のみ

2.2.2.3

認証人工種苗受領後の飼
育履歴、移動履歴を正し
く記録し、種苗生産者が
提示した出荷尾数より記
録尾数が増加していない
ことを明らかにする。誤
差は実数では5％、重量や
一部計数からの推定値は
10％増の範囲内に収まる
ようにする。

飼育魚の経歴を正確に記
録し、過去に出荷した魚
の最終出荷量が誤差の範
囲内で一致している

過去の飼育管理記録と誤
差数値の確認

合格

- クロマグロのサンプル数値確認した。

- 2018/7/25に受領したケース 7.9%減
- 2018/8/2に受領したケース 8.7%減
- 実数計測であるので5%増の範囲内である。

マダイは種苗⽣産のみ

2対象人
工種苗飼
育管理

- 記録の修正⼿順は構築されている。
- 記録修正は、電⼦データのみで発⽣していた。
- 短期間での修正は、⼿順に基づき実施していた。

2.2.2.4

記録を修正する場合、修
正日と修正者、変更点を
明確に記録し、修正手順
を文書化する。

記録の修正に関する手順
が文書化されている

記録修正に関する手順を
示した書類（記録修正手
順書など）の確認

不合格
↓
合格

重⼤な情報修正については、マネジメントの承認を得て
修正の決定がなされる⼿順である。マネジメントへの報告
はなされていたが、承認の記録がなく、マネジメントが承認
をしたことが確認できなかった。
報告の際、疑義があればフィードバックを依頼するコメント
をつけて発信しているとのことであったが、承認は何らか記
録がなされるべきものと判断する。
- 全体に同じ
(不合格）
【計画】
・今年度の給餌帳には、重⼤な情報修正についての承
認欄を追加する。
【対策】
・2.2.1.5と同様

- マダイ給餌帳 尾数調整実態
尾数の変更が決定された。これについては、担当からマ
ネジメントに報告をし、⼝頭で承認を得たとの説明であっ
た。
【計画】
・今年度の給餌帳には重⼤な情報修正についての承認
欄を挿⼊する。
【対策】
・2.2.1.5と同様
→ 給餌帳に修正についての記述を確認した。合格とす
る。ただし、重⼤変更事項の定義が不明瞭であるため、
これについては次回の審査で要求事項との整合を改め
て確認する。(2019/11/20)

→ 給餌帳に修正についての記述を確認した。合格とす
る。ただし、重⼤変更事項の定義が不明瞭であるため、
これについては次回の審査で要求事項との整合を改めて
確認する。(2019/11/20)

2.3.1

種苗生産者

2.3.1.1～2.3.1.7の項目
を満たすこと

2.3.1.1

農林水産省作成「水産用
医薬品の使用について」
を参照し、医薬品・医療
機器等の品質、有効性及
び安全性の確保に関する
法律に基づいて適切に使
用する。

最新の「水産用医薬品の
使用について」を参照
し、法律の基づいて水産
用医薬品を使用している

水産用医薬品の使用記録
の確認

付記

麻酔剤を使用する場合、
上記で定められた麻酔剤
（オイゲノールを有効成
分とする薬剤）以外を使
用してはならない。

最新の「水産用医薬品の
使用について」を参照
し、法律の基づいて水産
用医薬品を使用している

水産用医薬品の使用記録
の確認

2.3.1.2

医薬品の購入記録と共
水産用医薬品購入に関す
に、購入伝票、添付の場
る記録と購入伝票が保管
合品質検査成績書等を5年
されている
間保管する。

購入記録・購入伝票の確
認。（添付がある場合、
品質検査成績書の確認）

2.3.1.3

医薬品は添付書類等の指
示に従い、汚染、劣化や
衛生動物による被害を防
止するよう適切に管理す
る。

保管場所、保管方法を写
真または現地審査での確
認

水産用医薬品が汚染や劣
化を防ぐために適切な方
法で保管されている。

合格

- 以下の⼿順で適切に投与していた。
・病状から薬を判断
・ 「第31版⽔産⽤薬品の使⽤について」を確認(毎年 - 全体に同じ。
最新版を使⽤)
- 医薬品の使⽤は、給餌帳に記録

- 全体に同じ。

合格

- ⿇酔剤の使⽤はない。

- ⿇酔剤の使⽤はない。

- ⿇酔剤の使⽤はない。

合格

- 医薬品の購⼊伝票は保管していた。

- 薬品購購⼊伝票(請求書）を確認した。
2018/7/31 ベネサール
2018/6/31 マリンサワー

合格

- 現場事務所で保管。
- 施錠可能な保管場所であることを確認した。
- ⽉次で棚卸しを実施している。

全体に同じ

- 薬品購⼊伝票(請求書）を確認した。
2018/10/31 OTC
2018/10/31 マリンサワー

全体に同じ

2.3水産用医薬
品の使用

2.3.1.4

医薬品は、使用基準に
従って適切に使用し、使 使用年月日、使用生簀、
用年月日、使用生簀、使 使用量を使用ごとに記録
用量等を記録し、5年間保 している
管する。

水産用医薬品の使用記録
の確認

合格

- 医薬品は、飼育ノート、稚⿂育成データ、給餌帳に記
- ベネサール、OTCの投与記録を確認した。
載していた。

- ダイメトン、OTCの投与記録を確認した。

2.3.1.5

水産用ワクチンの使用に
際しては、水産試験場等
の指導により交付された
水産用ワクチン使用指導
ワクチン使用指導書、購
書を販売店に提示した上
入記録、購入伝票が保管
で必要量を購入し、購入
されている
記録と共に、購入伝票、
添付の場合品質検査成績
書や水産用ワクチン使用
指導書を5年間保管する。

ワクチン使用指導書、購
入記録、購入伝票の確
認。（添付がある場合は
品質検査成績書の確認）

合格

- ワクチン使⽤なし。

全体に同じ

全体に同じ

合格

- ⼿順あり
2.3.1.6.2.3.2.6 薬品廃棄
期限切れ薬品の廃棄に関する記録
- ⽉末に棚卸しをし、使⽤期限を確認している。
- 期限切れがあれば、間違って使⽤しないよう区別し、
購⼊先に処理を依頼する。
- 薬品廃棄記録のフォーマットあり
- これまでは期限切れ薬品の処分は発⽣していない。

全体に同じ

全体に同じ

合格

- 病気を確認した後に医薬品を使⽤している。
- 第⼀段階としては栄養剤を使⽤し、予防的な使⽤は
しないことを聞き取りで確認した。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

- マダイは種苗⽣産のみ

- ⿇酔剤の使⽤はない。

2.3.1.6

使用期限の切れた医薬品
は適切に廃棄し、廃棄記
録を5年間保管する。

使用期限の切れた薬品を
使用せず、適切に廃棄し
記録する

写真及び現地審査での使
用期限の確認、廃棄記
録、廃棄時の引き取り伝
票の確認

2.3.1.7

抗菌剤の不必要な乱用を
避け、予防的な使用をし
ない。

病気が発生しないうちに
医薬品の投与を行ってい
ない

水産用医薬品の使用記録
の確認

2.3.2

養殖業者

2.3.2.1～2.3.2.7の項目
を満たすこと

2.3.2.1

農林水産省作成「水産用
医薬品の使用について」
を参照し、医薬品･医療機
器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する
法律に基づいて適切に使
用する。

最新の「水産用医薬品の
使用について」を参照
し、法律の基づいて水産
用医薬品を使用している

水産用医薬品の使用記録
の確認

合格

- 以下の⼿順で適切に投与していた。
・病状から薬を判断
・ 「第31版⽔産⽤薬品の使⽤について」を確認(毎年 - 全体に同じ。
最新版を使⽤)
- 医薬品の使⽤は、給餌帳に記録

付記

麻酔剤を使用する場合、
上記で定められた麻酔剤
（オイゲノールを有効成
分とする薬剤）以外を使
用してはならない。

最新の「水産用医薬品の
使用について」を参照
し、法律の基づいて水産
用医薬品を使用している

水産用医薬品の使用記録
の確認

合格

- ⿇酔剤の使⽤はない。

- ⿇酔剤の使⽤はない。

2.3.2.2

医薬品の購入記録と共
水産用医薬品購入に関す
に、購入伝票、添付の場
る記録と購入伝票が保管
合品質検査成績書等を5年
されている
間保管する。

購入伝票、添付文書、品
質検査成績書などの確認

合格

- 医薬品の購⼊伝票は保管していた。

2.3.2.3

医薬品は添付書類等の指
示に従い、汚染、劣化や
衛生動物による被害を防
止するよう適切に管理す
る。

水産用医薬品が汚染や劣
化を防ぐために適切な方
法で保管されている。

保管場所、保管方法を現
地審査での確認

合格

- 医薬品は施錠可能な場所に適切な状況で保管をして
全体に同じ
いた。

マダイは種苗⽣産のみ

2.3.2.4

医薬品は、使用基準に
従って適切に使用し、使
用年月日、使用生簀、使
用量、使用期間終了日等
を記録し、5年間保管す
る。

使用年月日、使用生簀、
使用量を使用ごとに記録
している

水産用医薬品の使用記録
の確認

合格

- クロマグロ成⿂への投薬記録を確認した。
- 医薬品は、飼育ノート、稚⿂育成データ、給餌帳に記
2018/9/13-14 エリスロマイシン
載している
2018/8/3 5 6 ベネサール

マダイは種苗⽣産のみ

2.3.2.5

水産用ワクチンの使用に
際しては、水産試験場等
の指導により交付された
水産用ワクチン使用指導
ワクチン使用指導書、購
書を販売店に提示した上
入記録、購入伝票が保管
で必要量を購入し、購入
されている
記録と共に、購入伝票、
添付の場合品質検査成績
書や水産用ワクチン使用
指導書を5年間保管する。

ワクチン使用指導書、購
入記録、購入伝票の確
認。（添付がある場合は
品質検査成績書の確認）

合格

- ワクチン使⽤なし

全体に同じ

マダイは種苗⽣産のみ

全体に同じ

マダイは種苗⽣産のみ

全体に同じ

マダイは種苗⽣産のみ

2.3.2.6

使用期限の切れた医薬品
は、適切に廃棄し廃棄記
録を5年間保管する。

使用期限の切れた薬品を
使用せず、適切に廃棄し
記録する

写真及び現地審査での使
用期限の確認、廃棄記
録、廃棄時の引き取り伝
票の確認

合格

- ⼿順あり
2.3.1.6.2.3.2.6 薬品廃棄
期限切れ薬品の廃棄に関する記録
- ⽉末に棚卸しをし、使⽤期限を確認している。
- 期限切れがあれば、間違って使⽤しないよう区別し、
購⼊先に処理を依頼する。
- 薬品廃棄記録のフォーマットあり
- これまでは期限切れ薬品の処分は発⽣していない。

2.3.2.7

抗菌剤の不必要な乱用を
避け、予防的な使用をし
ない。

病気が発生しないうちに
医薬品の投与を行ってい
ない

水産用医薬品の使用記録
の確認

合格

- 病気を確認した後に医薬品を使⽤している。
- 第⼀段階としては栄養剤を使⽤し、予防的な使⽤は
しないことを聞き取りで確認した。

- 薬品購⼊伝票(請求書）を確認した。
2018/7/31 ベネサール
2018/6/31 マリンサワー

マダイは種苗⽣産のみ

2.4.1

種苗生産者

2.4.1.1

飼育魚の逃亡や飼育施設
への天然魚の侵入を防止
するための適切な対策を
講じる。

2.4.2

養殖業者

2.4.2.1

飼育魚の逃亡や網外から
天然魚の進入などを防止
するための適切な対策を
講じ、同ロットで管理さ
れた魚の不明魚率が20％
以下となるようにする。
不明魚率20％以上が3回連
続した場合は認証をしな
い。
但し台風等の大規模災害
の影響があった場合は除
外する。

飼育施設からの逃亡、進
入防止に関する対策がな
されている

写真及び現地審査での逃
亡防止策の確認

飼育施設からの逃亡、進
入防止に関する対策がな
されており、不明魚率が
20％以上を超えていな
い。

写真および現地審査での
逃亡防止策の確認
過去の飼育管理記録等に
よる不明魚率の確認

飼育状況を記録し、魚を
健全な状態に保ち飼育し
ている。

魚が健全な状態にあるこ
とを示すもの（魚病発生
の頻度に関する書類な
ど）

合格

- 海上施設では死亡⿂を捕る際にダイバーが網破れを
チェックしすぐに補修(夏場はほぼ毎⽇、冬場は週2回
位）
クロマグロ ジャンプネット(ジャンプアウトを阻⽌）
クロマグロ(⼩さいとき）マダイ 天井網
陸上に網を上げたときにチェック、修理
全体に同じ
- 陸上施設は逃亡の可能性はなし。
- 台⾵接近時には、アンカーロープ固定の確認、アンカー
の打ち直しを⾏う。
- ダイバーによるこまめな確認がなされており、クロマグロの
逃亡⿂は発⽣していない。

マダイは種苗⽣産のみ

2.4逃亡管理

2.5.1

飼育魚は魚種ごとに適切
な条件下で飼育する。

2.5.2

飼育に関わる全ての作業
者は飼育魚の健康と福祉
の維持における役割や責
任を認識し、飼育魚の健
康と福祉に関する情報収
集を積極的に行い、飼育
に反映させる。

合格

- 逃亡防⽌策を現地審査で確認した

- 以下のケースで不明⿂率を確認した
- 以下のケースで不明⿂率を確認した
1) 2019/4/3尾数確定の種苗のケース
1) 2019/1/20出荷時ヨコワのケース 不明⿂率
し
19%
2) 2019/3/14移動のヨコワのケース 不明⿂率9.3%

合格

- 適切な環境保持のために以下を実施。
⽔温、DO、透明度を毎⽇計測
作業いかだ設置による確実な⿂の状態の観察
病気感染が疑われる場合には早く対応することで拡
⼤を防⽌している。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

合格

- ⾚潮に関する研修 2018/7/18
- 薬浴、投薬に関する研修
2018/12 マダイ、2018/5 クロマグロ
この資料は薬品庫にも掲⽰してあった。
- 近⼤による飼育、薬浴、選別の研修 2018/3/1021
研修者が実践にて内容を伝達。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

2.5魚類福祉

魚類福祉に関する勉強会
の開催、積極的な情報収
集を実施している。

勉強会開催等の記録の確
認

不明⿂ な

施設の設置場所が法的に
認められていること（建
築基準法・自然公園法な
ど）
施設の概要と周辺を含め
た位置図

種苗生産者

3.1.1

施設の概要と周辺を含め
た位置図
新設の場合建築基準法・
自然公園法等の法令に違
反していないことを示す
書類保有と現地審査によ
る存在の確認

- 全体に同じ

合格

- 全体の地域図、⽣簀配置図 (昼寝ヶ浦、⼭浦、河
原浦、浅切）を確認した。
- 各漁場ではNo.1から番号付けされている。
- 給餌帳で、飼育内容（どの漁場、⽣簀に何が飼育さ - 全体に同じ
れているか）が確認できる。
- 五島漁業協同組合との漁業権⾏使契約書に変更が
無いことを確認した。

- 全体に同じ

合格

-⽔温、DO、透明度は計測しており、稚⿂育成データ、
給餌帳に記載している。
- 全体に同じ
- 2019/5/28-29に実施 昼寝、川原、あさぎり
(AVS/底性⽣物）

- 全体に同じ

種苗生産施設および養殖
施設の設置場所は法的に
認められ、魚類飼育に適
切と考えられる場所であ
る
養殖場の設置場所が法的
に認められていることを
示す書類（区画漁業免
許）
漁場周辺の工場や河川を
示す図
漁場の配置図，生簀の構
造図

養殖業者（中
間的育成を行
う養成業者も
含む）

記録資料の保有と現地審
査による存在の確認

3.2周辺環境へ
3.2.1
の影響の記録

種苗生産施設および養殖
施設は、その周辺海域の
環境保全に留意し、国内
法（日本国：持続可能的
養殖生産確保法）・告示
あるいは国際法規に基づ
き環境保全対策が計画・
実施されている。

種苗生産者

種苗生産施設では、排水
の水質検査を定期的（年
排水の水温、DO、窒素、
４回以上）に行い、水
記録資料の保有と現地審
リン、有機物 (COD)などの
温、DO、窒素、リン、有
査による存在の確認
測定値（年４回以上）
機物（COD）などを測定し
記録する。

3.2.1.1

合格

- 漁場は規制対象地域ではなく、漁協より区画漁業権
が与えられ漁業実施が認められている。
- 近隣に⼯場、焼却場、ホテルはなく、良好な漁場環境
が保たれる地域である。
- 台⾵は年に1-2回はある。予想により対策をとり、著し - 全体に同じ
く⼤きな影響はなかった。
- ⾚潮の発⽣はある。（発⽣時期は春先、秋⼝）
五島市の情報を得て餌⽌めをするなどし対策をとってい
る。

3.2.1.1および3.2.1.2の
項目を満たすこと

3.2.1.2

養殖施設においては飼育
尾数、給餌量および漁場
環境（水温、DO、透明
度、底質のAVS・COD、赤
潮、有毒プランクトンの
発生）など定期的なモニ
タリングと記録を行う
（漁協や都道府県で調査
されている場合はその
データ）*水質検査などは
測定方法や用いた機材に
ついても記録すること

飼育尾数、給餌量の記録
自社あるいは行政・漁協
による水温、DO、透明
度、底質のAVS・COD、赤
潮・有毒プランクトン情
報などの測定値と記録
漁場改善計画が設定され
ている場合はその関連書
類

記録資料の保有と現地審
査による存在の確認

合格

- 飼育尾数、給餌量は、稚⿂育成データ、給餌帳に記
載。
- ⽔温、DO，透明度は⽇々計測し合わせて記載。
- 計測は、通常は作業いかだ前(湾の奥）で定点観
測。（海流的に悪い数値が出やすい場所を選択）前
回から変更なし。
- 異常値を測定の際は速やかに電話連絡をする。
- 全体に同じ
- ⾚潮、有毒プランクトンは⻑崎県振興局から情報がく
る。
- 情報を基に給餌、餌⽌め、引き潮等潮の流れに注意
している。
- 必要な情報は⼗分得た上で判断、実施していると判
断できた。

- 全体に同じ

合格

- ⿂の様⼦、泳ぎ⽅を⾒て給餌し、異常の有無を判
断。
- 病気にかかりやすい時期は注視し、発⽣したら早めに
対処している。
- ⽔産薬品会社から法律に準じて購⼊・使⽤している。
- 薬品は必要最低限使⽤。（⿂体重と匹数で量を決
定）
- ワクチン、⿇酔薬は使⽤しない。
- 全体に同じ
- 休薬期間、投薬量等を担当が管理している。
- 防汚材、防染材は業者に委託している。
- 期限過ぎているものがあれば誤使⽤がないように明確
に表⽰して廃棄処分する予定。（これまでは発⽣な
し。）
- 廃棄の際は仕⼊れ会社に確認の上適切に実施する
予定である。

- 全体に同じ

合格

- 死亡⿂は⽸に⼊れて冷凍保管し、⽉3-4回漁協に依
頼して回収している。
- 死亡⿂を冷凍保管する。
- 死亡⿂回収の伝票を確認した。
- 全体に同じ
2018/9/30引取り分 五島漁協 請求書
- 死亡⿂は⻑崎で堆肥化。
- 今後産業廃棄物処理が必要なものが発⽣した場合
は、産廃業者と契約し適切に処理をする予定。

- 全体に同じ

3．環境
配慮

養殖業者（中
間的育成を行
う養成業者も
含む）
3.2.2

3.2.3

水産用医薬品や魚網防汚
剤の使用は2.飼育管理
2.3項（水産用医薬品の使
用）の規定により、法令
や告示に基づいて行い記
録する。また使用にあた
り周辺環境への影響を最
小限にする。

医薬品、医療機器等の品
質、有効性および安全性 使用記録票・使用指導書
の確保等に関する法律(薬 の保有と現地審査による
機法）に基づき適切に使 存在の確認
用されている

養殖用資材・死亡魚等は
法令・告示・ガイドライ
ンに則り適切に処理し、
管理表を保管する。

資源の有効な利用の促進
に関する法律，廃棄物の
処理及び清掃に関する法
律(廃棄物処理法)や環境
省：漁業系廃棄物の処理
についてのガイドライン
に則り適切に処理されて
いる。

死魚の処理や廃棄物処理
業者との取引伝票や産業
廃棄物管理票（マニフェ
スト）などの保有と現地
審査による存在の確認

日本国：鳥獣の保護及び
狩猟の適正化に関する法
律(鳥獣保護法），絶滅の
恐れのある野生動物の種
の保存に関する法律(種の
保存法），文化財保護
法，生物多様性基本法，
自然公園法，自然環境保
全法

法令違反による罰則歴が
ないこと
罰則歴がある場合は是正
をするための必要な処置
をとり監督機関により確
認されていることを示す
国際条約：生物の多様性
資料の保有と現地審査に
に関する法律(生物多様性
よる存在の確認
条約)，絶滅の恐れのある
野生動植物の国際取引に
関する法律(ワシントン条
約），二国間渡り鳥条
約・協定

3.3.1

種苗生産および養殖はそ
の関連施設を含め周囲の
環境に十分配慮し、野生
動植物の生息に及ぼす影
響を最小限にする手段を
講じる。

3.3.2

種苗生産施設および養殖
施設から逃亡した飼育魚
が周囲の自然環境、生物
多様性、生態系に及ぼす
影響を最小にするための
対策を講じる。

逃亡した飼育魚が周囲の
自然環境、生物多様性、
生態系に及ぼす影響を最
小限にするよう対策を講
じている

対応策を示す書類と画像
の保有と現地審査による
存在の確認

4.1飼・餌料の
4.1.1
原料

飼・餌料は国内の法令
（日本国：資料の安全性
の確保及び品質の改善に
関する法律）および告
示・ガイドラインを遵守
して、生産・流通したも
のを用いる。

国内の法令及びガイドラ
インを遵守している。

下記項目にある資料の保
管と現地審査による現場
確認

3.3環境影響低
減への対策

合格

- これまで⽴ち⼊り等は受けておらず、外部からの指摘・
- 全体に同じ
苦情はなかった。

- 全体に同じ

合格

- 海上施設では以下の逃亡対策を実施していた。
死亡⿂を捕る際にダイバーが網破れをチェックしすぐに
補修
クロマグロ ジャンプネット(ジャンプアウトを阻⽌）
- 全体に同じ
クロマグロ(⼩さいとき）マダイ 天井網
陸上に網を上げたときにチェック、修理
- 陸上施設は逃亡の可能性はなし。

- 全体に同じ

合格

-

- 全体に同じ

エサは、必ず売買契約書を交わして購⼊。
法的に適切なものであることを確認している。
⽣餌（情報を確認した。)
⽣餌は原産地規制はない。

- 全体に同じ

飼料および飼料添加物
は、購入記録・産地証明
書・品質証明書などを保
管する。

購入業者より納品書・産
地証明書・飼料安全法で
求められる内容を記した
品質保証書などを入手し
ている。

トレーサビリティが確保
できる資料の保管と現地
審査による現場確認

生餌は、魚種・漁獲時
期・漁場および保管場所
が明らかであり、それを
証明する書類を保管す
る。

生餌購入業者より、購入
明細等、漁獲産地の確認
できる書類を入手してい
る。

トレーサビリティが確保
できる資料の保管と現地
審査による現場確認

4.2.3

生物餌料は自家培養を用
いた飼料・飼料添加物お
よび市販の生体、冷蔵、
冷凍、乾燥品の生産地か
ら納品までの過程におい
て適正に管理したことを
示す証明を納入業者から
得るものとする。

生餌購入業者より、購入
明細等、漁獲産地の確認
できる書類を入手してい
る。

トレーサビリティが確保
できる資料の保管と現地
審査による現場確認

4.3.1

飼料、飼料添加物、生餌
および市販の生物餌料の
保管場所には衛生動物に
よる被害の対策が施され
ており、給与まで適切に
保管管理されている。

飼料その他添加物等の保
管場所は衛生動物による
被害の対策が施され給与
まで適切に管理可能であ
る。

4.2.1

4.2飼料のト
レーサビリ 4.2.2
ティおよび透
明性の確保

合格

- 配合飼料購⼊記録
- 配合飼料の製造会社より、適正な配合飼料を購⼊し
2018/10/3 豊⽥通商 クロツナマッシュ
ている。
購⼊伝票を確認した。
- 法的に適切であることは、飼料に添付されているスペッ
- 新規飼料の場合は、品質証明書を⼊⼿する。記録を
クシートと品質証明書で確認していた。
確認した。

合格

- 冷凍⽣餌を購⼊し、冷凍庫に保管している。
- ⽣餌在庫管理表に、⿂種、漁獲場所、⽔揚⽇が記
- ⽣餌の購⼊は、法的に適切であることを確認し購⼊し
⽣餌使⽤なし
⼊されていた。
ていた。
- 五島漁協との「御成約確認書」に、⿂種、漁獲場所、
⽔揚⽇が記載されていることを確認した。

合格

'- ⽣物餌料の購⼊、⽣成記録は適切になされていた。
- ⽣物飼料購⼊の記録を確認した。
- 全体に同じ
2018/4/30 太平洋貿易 請求書 ワムシ
- 現場で適切な管理を⽬視確認した。

- 全体に同じ

合格

- 海上⽤飼料は施錠可能な建屋にて保管していた。
- ⽣餌はコンテナで冷凍保管していた。
- 陸上施設⽤の餌は、密閉される冷蔵庫で保管してい
た。
- いずれにおいても、衛⽣動物の被害は受けていないこ
とを、聞き取りで確認した。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 全体に同じ

４．飼・餌料

4.3飼・餌料の
使用および管
4.3.2
理

4.3.3

図や画像を含めた保管方
法を示す資料の保管と現
地審査による現場確認

- 配合飼料購⼊記録
2019/1/31 ヒガシマル
購⼊伝票を確認した。
- 新規飼料の場合は、品質証明書を⼊⼿する。記録を
確認した。

生物餌料の自家培養にあ
たっては、それに施す栄
養素および添加物につい
ても本項各条項に則り、
適切に管理を行う。また
野外にてその栄養等を自
家培養する場合において
は周囲からの汚染物につ
いても留意し、当該地域
において72時間以上連続
で外出制限が加えられて
いる場合は使用しない。

周囲の環境汚染防止

図や画像を含めた培養方
法を示す資料の保管と現
地審査による現場確認

合格

- 陸上種苗⽣産施設のある事業場で⽣物飼料を⽣成
していた。
- 屋外の⽣物餌料⽣成施設はない。
- 全体に同じ
- ⽣物飼料の培養現場を確認し、適切な管理状態に
あることを確認した。

生簀ごとに使用した飼・
餌料や飼料添加物、薬品
等の製品名や使用料を記
録するとともに、常に提
示できる状態にする。

生簀ごとの飼・餌料、飼
料添加物、薬品などの使
用量を記載している。

飼育野帳あるいは飼育履
歴書の保管と現地審査に
よる現場確認

合格

- 飼育データ、稚⿂育成データ、給餌帳に全て記録して - 2018-2019年の飼育データ、稚⿂育成データ、給餌 - 2018-2019年の飼育データ、稚⿂育成データ、給餌
いる。
帳を確認した。
帳を確認した。

4.4飼・餌料の
効率化および 4.4.1
最適化

5.1.1

飼・餌料効率の改善に取
り組んでおり、目標値を
設定するなど、改善・実
行・管理に取り組んでい
る。

種苗生産・養殖におい
て、人体に悪影響を及ぼ
す水環境で養殖をしては
ならない。

現状の効率を把握し、改
善目標が設定されてい
る。

人体に悪影響を及ぼす水
質でないこと

現状の効率と改善目標を
示した資料の保管と現地
審査による現場確認

定期的な水質調査で確
認。
検査項目は3環境配慮
3.2.1項に準ずる。

合格

合格

- 季節により成⻑が異なるため、給餌タイミングを制御し
ている。
-飼料効率改善(計画）シート 2019/3/25
- 給餌効率については、昨年の増⾁係数等を参考に
⽣餌原料の仕⼊れ変更の記録あり。
し、⽬標値を設定して年次、⽉次、週次で計画を⽴て、
朝礼等で共有している。

- 陸上施設では、海⽔をくみ上げてろ過し、使⽤。
- 海上では、漁場ごとに⽔温、DO、透明度、プランクトン
を確認。適切な⽔環境であることを確認していた。
- 発電機、コンプレッサーを使⽤する際には、汚染オイル
流出のないように配慮している。
- 海⽔環境をよくするため、海藻・⼆枚⾙を育成してい
る。

- マダイは近⼤からの指⽰に基づき給餌⽬標を設定して
おり、近⼤と連携している。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 2018/6/21の⽔質調査実施記録を確認した。
- 通常の施設使⽤をしている時期に計測し、法的要求
事項を⼤きく下回る数値であることが確認できたため、今
後計測を運⽤期間中年1回実施とする事を考えていると
のことであった。モニタリングのレビューの実施として評価で
きる。

5.1.2

種苗生産施設・養殖施設
や設備は、廃棄物や動
物・人間の排泄物による
養殖水の汚染を最低限に
することを目的とした管
理がなされている。

養殖水の汚染源の管理が
されている

産業廃棄物管理表（マニ
フェスト）、浄化槽保守
点検記録票で確認

合格

- 浄化槽は設置している。
- 法定点検を実施していた。
⻑崎県浄化槽協会
浄化槽法廷検査結果書 2018/12/10
浄化槽保守点検記録表 2018/5/19
- 産業廃棄物に該当するものは発⽣していない。

5.1.3

種苗生産施設、養殖施設
や作業場所は衛生動物に
よる汚染を最小限にする
対策を講じている。

衛生害獣、害虫からの汚
染を最小限にする対策を
講じている

衛生害獣・害虫対策の実
施状況を写真あるいは現
地審査で確認

合格

- ⿂体サイズにより⽣簀に給餌。
- ⿃よけの天井網を設置。
- 害⾍、衛⽣害獣の被害は発⽣してない。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

5.1.4

従業員に施設、製品に関
連する衛生管理の教育訓
練を定期的に実施し、記
録する。

合格

- 2018/5/25にノロウィルス、電解⽔の使⽤についての
教育訓練を実施し、記録保管されていた。
- ⽇々の朝礼で、整理整頓、餌箱の洗浄、洗濯・乾燥 - 全体に同じ
等、衛⽣に関する指⽰、周知徹底を⾏っていることを、聞
き取りで確認した。

- 全体に同じ

5.1施設と水環
境

従業員に施設・製品の衛
生管理に関する教育訓練
を定期的に実施している

従業員への教育訓練の記
録の確認

クロマグロ種苗（ヨコワ）
- ⽣簀から⼩割⽣簀、活漁船に⼊れる。
- 出荷⽤トンネルでは網を使わず、いためないようにす
る。
- ゆっくりと作業をすることで⿂体をいためない。
- 活漁船の活間を適切に分配して過密を避ける。

5.食品安
全

5.2.1

出荷対象魚の水揚げ、輸
送などに関して、物理的
損傷又は魚体に対するス
トレスを最低限にするた
めに、適切な管理と手法
を行う。

製品の損傷を最小限にす
るための最適な管理と手
法が行われている

製品の損傷度の写真ある
いは現地審査で確認

合格

- 極⼒ストレスを与えず損傷を押さえる⽅法で実施す
る。

5.2製品の取り
扱い
5.2.2

出荷対象魚の劣化、汚染
を最小限にするための措
置が講じられている。

製品の劣化、汚染を最小
限にする措置を講じてい
る

現地あるいは写真での衛
生管理状況の確認

5.2.3

養殖場は出荷対象魚につ
いて、使用した飼料及び
飼料添加物の購入記録・
産地証明書・飼料品質証
明書などで原料原産地、
飼料安全法の基準に合致
しているか確認を実施す
る。また、医薬品を使用
した魚を水揚げする場
合、休薬期間が終了して
いることを確認し、記録
する。

各書類による資料安全法
の基準に合致している
か、投薬を実施した魚の
休薬期間の確認。

飼料品質証明書、水産用
医薬品使用記録、飼育帳
の確認

クロマグロ成⿂
- ⼀尾ずつ吊り上げる。
- 電気ショックは熟練者が⾏うよう固定メンバーとしてい
る。
- この後GG作業も短時間で⾏う。
- 成⿂GG処理と出荷の様⼦を⽬視で確認し、スピー
ディに⾏われていたことを確認した。

クロマグロ
- 船上でGG作業を⽬視で確認した。
⽣簀から取り上げて短時間で船上で氷⽔につけ、劣
化を極⼒抑えていた。
安全⾯、衛⽣⾯の配慮がなされていた。
陸揚げ後、荷捌き所での計量も速やかに⾏っている。
GG以上の処理は⾏わない。
輸送中(2-3⽇）の温度管理をしている。

合格

- 安全⾯、衛⽣⾯の配慮がなされていた。

合格

- 飼料品質証明書、⽔産⽤医薬品使⽤記録、飼育
帳を確認し、適切な運⽤、管理を確認した。
- 休薬期間は、松尾⽒が確認の上、適切に実施してい - 全体に同じ。
た。適切に実施されていることを飼育記録の投薬の項⽬
で確認した。

マダイ種苗
- 近畿⼤学に研修に⾏き学び同じ⼿法を実施してい
る。
- 近畿⼤学から担当が来社し、活漁船への積み込みに
ついての指導を受けていた。
- 選別の⾒極め、極⼒触らない、ストレスを与えないこと
を実施している。

マダイ出荷
- ⼩割⽣簀をつけて網ですくい、ベルトコンベアー上で選
別、⽣簀に移し納品する。
- 近畿⼤学マダイ担当が来社し、活⿂船での運搬に関
して指導を⾏っていた。

- 全体に同じ。

6.1.1

6.1安全衛生の
維持と適切な
労働環境の提
6.1.2
供

6.1.3

6.1.4
6.安全衛
生・労務
管理

6.2国内法・
6.2
ILO条約の遵守

安全衛生に関し、安全衛
生責任者を任命し労働者
の安全衛生に配慮した労
働環境および器具を提供
する。

安全衛生責任者を任命
し、安全衛生に配慮した
環境、器具を提供してい
る

安全衛生責任者を任命し
ているか、器具の提供が
なされているか書面また
は現地審査での確認

作業に従事する者は、安
全衛生に関して研修を受
け記録する。

安全衛生に関する研修を
実施し、研修の記録を保
持している

研修記録等の確認

健康・安全上に関わる環
境・事象は記録され、必
要に応じ是正措置を講じ
る。

健康・安全上に関わる環
境・事象が発見された場
合それらを記録し、必要
に応じて是正措置を講じ
ている。

健康、安全上に関わる記
録の確認

労働災害について記録
し、是正措置を講じる。

労働災害が起こった際に
しかるべき対処を講じて
いる

国内法（労働基準法、労
働安全衛生法）及びILO条
約（中核的労働基準）を
遵守している。

全ての労働関連法律・施
行令・規則及びILO条約
（中核的労働基準）を遵
守していること

労働災害報告書など労働
災害に関する書類の確認

合格

- 安全衛⽣責任者は、代表取締役である。
- 以下が⽀給されている。
ヘルメット、⼿袋、鉄板の⼊った安全⻑靴、ライフジャケッ
ト、カッパ
- 安全性、作業効率性向上のための作業⽤いかだが維
持されていた。
- ポーラー⽣簀は歩⾏路が設置され、安全に活動でき、
飼育⿂の様⼦もよく把握できる状況であった。
- 全体に同じ。
- 聞き取りや現場⽬視から、徹底した安全対策と実⾏を
確認できた。
- 熱中症予防のために⽔分、塩分の補給を⾏っている。
準備を当番制で⾏っているが、代表取締役も参加してお
り、安全対策の実践を率先して⾏っていた。
- 陸上施設においても、⼿すりや危険を⽰すテープ、安
全に関する掲⽰などにより、安全の注意喚起を⾏ってい
た。

- 全体に同じ。

合格

- 毎年安全活動計画を⽴て、進捗管理を⾏っている。
2018年度 安全活動計画・進捗管理表
実施内容と実施記録を確認した。
- 豊⽥通商のゼロ災会議に出席し内容共有。
2019/3/7 出席記録
朝礼での共有、必要に応じ⽂書での共有
- 揚貨装置運転⼠研修 2019/3/4 ５名参加 資格取得 - 全体に同じ
した記録を確認した。
- 「事務所での地震・津波対策」を構築した。
- それに基づき2019/2/28に避難訓練を実施し、記録が保
管されていた。
- BCP 事業継続性計画 第1版を作成し、豊⽥通商へ報告
した。

- 全体に同じ

合格

- 交通事故が2018/8に発⽣した。
- 記録を確認した。
- 全体に同じ。
- 会社の指⽰により事故発⽣者が安全に関するまとめを
⾏い、朝礼等で発表し注意喚起を⾏っていた。

- 全体に同じ。

合格

- 2019/3/11 労災発⽣ ⽣簀移動中に⾜を挟まれた
労災発⽣報告書を確認した。
- 再発防⽌のために注意事項を⼿順にも盛り込み、朝 - 全体に同じ。
礼でも⾜元注意を繰り返し促していることを聞き取りで確
認した。

- 全体に同じ。

6.2.1児童労働
6.2.1.1
の禁止

児童労働を禁止する。た
だし家族労働における手
伝いの範疇は含まない。

義務教育（一般的には15
歳）を終了していない者
の雇用を禁止する。

被雇用者の生年月日をヒ
アリング又は書面で確認

合格

- 最年少の社員は21歳である。
- 従業員採⽤は⾼校卒業以上である。
- 児童労働がなされていないことを⽬視確認した。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

6.2.2.1

雇用者が雇用完了時に被
雇用者の給料、財産、便
益の一部を差し引くこと
を禁止する。

雇用者が雇用終了時に被
雇用者の給料等の一部を
差し引きすることは禁止
する

雇用者が給与を差し引い
ていないことを証明する
書類を確認

合格

- 従業員への聞き取りで、適切な運⽤を確認した。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

6.2.2.2

雇用者は雇用開始時に被
雇用者の身分を証明する
パスポート、免許証の原
本を引き渡すよう要求し
てはならない。

被雇用者の身分を証明す
るものの原本（パスポー
ト、免許証）を雇用者が
引き取り管理してはなら
ない

免許証・パスポートの原
本を被雇用者が保持して
いないか引き渡す要求を
されていないか現地審査
で確認

合格

- 従業員への聞き取りで、適切な運⽤を確認した。
- 従業員の国籍は⽇本のみである。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

6.2.3.1

いかなる場合においても
性別、年齢、人種、地域
などについて差別的行
為、差別的待遇を禁止す
る。

いかなる場合も差別的行
為、差別的待遇を禁止す
る。

差別、差別的行為の実態
について現地審査、聞き
取り調査の実施

合格

- 従業員への聞き取りで、差別はないと判断できた。
- 差別的⾏為はなく、従業員同⼠がサポートしながら働 - 全体に同じ。
いていることが聞き取りおよび⽬視で確認できた。

- 全体に同じ。

合格

- 従業員への聞き取りで、ハラスメントはないと判断でき
た。
- 法令、差別、ハラスメント、環境汚染等の相談窓⼝が
決められている。
SPEAK UP相談窓⼝
24H365D 電話、ウェブ
- 全体に同じ。
COCE Global Code of Conduct & Ethics
- 従業員が、この相談窓⼝を認識していることを確認し
た。
- 社内では折々⾏事を⾏い、社員のコミュニケーション向
上に役⽴てていることで、ハラスメント防⽌にもつなげてい
る。

- 全体に同じ。

6.2.2強制･拘
束・奴隷的労
働の禁止

6.2.3職場にお
ける差別とハ
ラスメントの
禁止

6.2.3.2

ハラスメント行為に対す
る対応システムを構築す
る。

ハラスメント行為対応シ
ステムが構築され、ハラ
スメント行為に対応でき
ること

対応システムが構築され
ているかをヒアリングま
たは書面で確認

- 以下の⽂書で、⻑期的⽬標、トレーサビリティ管理シス
テムを構築する⽬的、関係法令を確認した。
7.1.1 内部ガバナンス

7.1.1

申請者は本認証制度の基
準に適合する認証制度管
理システムを構築する。
管理システムには、長期
的目標、管理システムを
構築する目的、適合すべ
き法的要求事項を明記
し、不適合があった場合
の対応手順を含める。

基準に適合する管理シス
テムを有している。管理
システムには長期的目
標、管理システム構築の
目的、適合すべき法的要
求事項を明記している。

現地審査での認証制度を
管理するためのシステム
が構築されていることの
確認

不合格
↓
合格

- 全体において、構築した⼿順に基づき実施がなされて
いない項⽬、変更があったが⼿順書の変更がなされてい
ない項⽬が散⾒された。(不合格）
・ 前回の審査以降、全般の担当が澤村⽒、志⽥⽒から
松尾⽒へ変更となったが、7.1.1の⽂書は更新されてい
なかった。
- 全体に同じ。
・排⽔測定を年4回実施する⼿順
【計画】
・排⽔検査を年1回以上実施
・構築した⼿順の⾒直しを⾏う
【計画】
・排⽔の測定を年2回に変更
・7.1.1の担当者を実務者に変更を⾏う

- 全体に同じ。

→ ⼿順が変更された。合格とする。

7.1.2

申請者は法人格を有す
る。または、漁業協同組
合や商工会議所等の管理
機能を有する公的機関に
所属する。

7.1.3

認証制度管理責任者を任
命し、管理責任者は、認
証機関との連絡、文書や
情報の提供、要求事項へ
の適合、改善要求事項へ
の対応などに責任を持
つ。また、各工程におけ
る人員の役割と機能、意
思決定と責任の所在を明
確にする。

認証制度における管理責
任者を任命、各工程の管
理責任者等が明確にされ
ている

認証制度における管理責
任者、各工程の管理責任
者を現地審査で確認

7.1.4

構築した管理システムが
適切に運用できているか
を継続的に確認するモニ
タリングのしくみを構築
し、実施する。

管理システム運用のため
の、モニタリングシステ
ムを構築し、実行されて
いる。

モニタリングシステムの
手順、記録等の確認

7.1管理システ
ム

法人格を取得、又は公的
機関に所属している

法人格を有している、公
的機関に所属しているこ
とを示すことが出来る書
類の確認

合格

- 履歴事項全部証明書(2017/4/1付け）から組織に
- 全体に同じ。
変更なし。

- 全体に同じ。

合格

- 認証制度における管理責任者は代表取締役。
- 各⼯程の責任者を以下の様に聞き取りで確認した
COC全般 中村⽒、松尾⽒
- 全体に同じ。
陸上施設 孵化、種苗⽣産、沖出し 宮武⽒
海上施設 沖出しされたマグロ、成⿂、マダイ、海上作業
全般 種苗・成⿂販売 ⽥中⽒

- 全体に同じ。

合格

- 種苗⽣産、養殖場おける記録は、⼊⼒後別の担当者
が確認をし、記録のモニタリングを実施していた。
- 全体に同じ。
- 種苗証明書は、事務担当が作成の後、複数⼈で確
認をした後に発⾏していることを、聞き取りで確認した。

- 全体に同じ。

7.1.5

構築したモニタリングシ
ステムが適切に運用なさ
れているかを確認する。

構築したシステムが適切
に運用されていることを
確認している。

モニタリングシステムの
手順、記録等の確認

合格

7社会経
済的側面

7.1.6

確立した管理システムの
有効性評価のため、年一
回以上の定期的な内部監
査を行う。

内部監査の手順が組織内
に存在する。

内部監査要綱など内部監
査に関する書類、記録等
の確認

不合格
↓
合格

- 1.4.1 レビュー ⼿順は⽂書化されている。
- 以下についてレビューを実施したことを確認した。
・排⽔検査についての⼿順
・安全衛⽣・健康に関する報告
・内部監査⼿順(⼿順の変更はこれから）

- 全体に同じ。

- 内部監査は実施されていたが、⼿順通りではなかった。
(⽅法、⼈員）(不合格）
- 松尾⽒が全ての内部監査を実施していた。⾃⾝の業
務も含まれていた。(不合格）
- 内部監査では全ての⾯で問題なしと判断していたが、
SCSAの要求事項、TDG⼿順の確認が不⼗分であり、
不適合の検出ができていなかった。(不合格）
【計画】
・内部監査の担当を明確にし⾃分の管理項⽬の監査を
実施しないようにした。 次回からその規則に従い実施を
する。
・SCSAの要求事項・TDGの⼿順確認への習熟度を⾼
- 全体に同じ。
める適切な引き継ぎと教育を⾏う。
【結果】
・責任者を所⻑・所⻑代理に変更
・担当者を実務者に変更
・内部監査⼈と担当者が被らないように変更
・⽣産時期に4回から2回に変更
・SCSAの内容についての勉強会

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

→ 内部監査担当を⽂書で明確にした。SCSA担当者
が内部監査員から外れたことも確認した。合格とする。
内部監査員の教育訓練の効果は、次回の審査にて確
認する。

7.2.1

申請者は地域社会、利害
関係者からの苦情に対処
し、解決に向けた透明性
のある協議の手順を構築
する。

苦情に対する協議の手順
が存在する。

苦情対応手順を現地審
査、過去の対応例をヒア
リング

合格

- 7.2.1 地域からの苦情処理⼿順 苦情処理対応マ
ニュアル
- これまでは苦情異議申し⽴てはなかった。
- ISO管理とあわせ、社内での処理(作成・報告ライン
等）についても、明確に⽂書化されている。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

7.2.2

申請者は持続可能な養殖
業の発展のため従業員に
対して経済的、社会的イ
ンセンティブを提供でき
るよう努める。

持続可能な養殖業発展の
ために経済的、社会的イ
ンセンティブを提供でき
るような体制を整える

社内の従業員待遇が関連
法規に違反していないこ
とを示す（就業規則
等）。

合格

- 持続可能な養殖業を五島から世界に発信するという
気概を持ち取り組んでいる。
- SCSA認証を継続し、社会に認知してもらえるように推
進していく意向である。
- 全体に同じ。
- 完全養殖の価値・重要性を国内外に発信し、世界の
⾷糧難への策のひとつとして広めていきたいと考えている。
- 社内での運⽤で、認証制度の重要度をさらに理解を
浸透させ運⽤させていきたい考えであることを確認した。

- 全体に同じ。

合格

- 漁業権を適切に維持している。
- 苦情は受けていない。
- 地域のイベント(年約10回のお祭り・マラソン）に参
加。
- 県、漁業組合とは良好な関係を維持している。

- 全体に同じ。

- 全体に同じ。

合格

- 五島市に協⼒し、ドローンの有効活⽤のアイデアとして
⾚潮ドローンを提案し実施された。
- 全体に同じ。
- 有害プランクトンに関する環境調査「H30 第2回⽟之
浦湾⾚潮対策検討会」に協⼒し、情報提供した。

- 全体に同じ。

合格

- 関係する法律を遵守している。
- 諸島経済活動⽀援の補助⾦(内閣府）申請の上承
- 全体に同じ。
認されていることは、法連遵守を⽰すものといえる。
- 豊⽥通商との連結決算,監査法⼈監査を受けている。

- 全体に同じ。

7.2社会面への
配慮

7.2.3

申請者は利害関係者の慣
習、法的権利を尊重す
る。

利害関係にある人々の慣
習と法的権利を尊重す
る。

漁協等を通じ調和がとれ
ていることを示す（漁協
所属の場合は組合員資格
証など）。直接許可の場
合は周囲関係者との合意
関係書類。

7.2.4

申請者は資源と漁場環境
改善のための情報の収集
に支援、協力する。

資源と漁場環境改善のた
めの情報の提供、収集の
依頼を求められた際に
は、情報の提供、収集へ
の協力を行う

求められた場合は、協力
を実行した事実を示す書
類。

7.2.5

申請者は全ての国内法、
条例を遵守する。

養殖業操業に関連するす
べての法律を遵守してい
る

関連法・条例を遵守して
いることを示す書類等の
確認

