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SCSAチェックリスト①（【全体】【白浜】【大島】【浦神】）
審査対象 近畿大学
審査種別 第二回年次審査(SV2)
審査日 2020/1/17-2/21

大項目

中項目

番号

1.1.1

項目

評価根拠

根拠資料

重大な不適合
軽微な不適合
条件付合格
適合
N/A

資料の確認(エビデンス）【白浜】
陸上種苗・海上種苗・海上養殖

資料の確認(エビデンス）【全体】

資料の確認(エビデンス）【大島】
陸上種苗・海上種苗・海上養殖

下記の内容の記録を保持し、人工種苗である
1.1.1.2-1.1.1.3を満たす事
ことの証明が可能な状態にする。

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 記録書面による
月日・ふ化年月日、餌料系列、投 確認
薬、総重量または暫定尾数等を記
録している。

合格

・野帳の情報をネットワークに入力するシステムで適切に下記項目
が記録されていた。
“飼育データーベース：給餌帳”
・ 人工種苗飼育(陸上・海上)
・ 初期飼育記録データ（給餌帳）
・ 中間育成記録データ（給餌帳）
・ 内部移動用紙（施設間移動記録）
・ 魚歴
→各事業所でデータをネットワークに入力
→各事業所で確認可能（戸津井以外）
・インターネットの飼育管理システム「魚歴」にも飼育履歴が確認でき
るようになっていた。
・全ての魚種の種苗、成魚、加工品の記録が白浜で確認で
きる状況であった。

1.1.1.2

種苗生産者が受精卵を購入した場合は、購入 受精卵を購入した場合の納品書に
納品書・購入記
元・購入年月日を追記し、購入元に上記と同 よって、購入元、購入年月日等が
録の確認
照会可能である。
様の情報について照会を求め、記録する。

合格

・白浜事業場のみ該当があった。
水産研究教育機構より ブリ5万粒購入(2019.8.16)
購入伝票確認できた。

1.1.1.3

記録の保管およ
1.1.1.1および1.1.1.2に関与する資
人工種苗出荷時に当記録を生産履歴として提
び提供体制に関
料を適切に保管し、提供可能な管
供が可能である。
する書面による
理体制を構築する。
確認

合格

・出荷時に「種苗経歴証明書」の提示が可能であることを確認した。
陸上、海上いずれからも種苗出荷があった。
・出荷時に種苗経歴証明書の提示が可能であることを確認し
・認証範囲内で移動する場合は、「内部移動用紙」を使用する。全ての
・出荷時に種苗経歴証明書の提示が可能であることを確認し
た。
移動は内部移動にて記録、伝達されていることを確認した。
た。
「H31年産人工ふ化マダイ種苗経歴証明書」
・紙の記録とネットワークでデータベースは保管されていた。
出荷日：令1.12.14 出荷番号-2,3

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存しておく。
1.1.2.1－1.1.2.3を満たすこと。
認証機関は、必要に応じて親魚及び種苗に関
して親子鑑定を含むDNA鑑定を実施する。

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

合格

・冷凍保存のしくみを確認した。
・「親魚鰭等の組織小片および当該種苗魚群の凍結保
存について」
・各拠点のサンプルは白浜で全て管理
・白浜移動まで各事業所で一時保管あり
・親魚遺伝子信憑保管DB
・管理一覧表を確認した。全ての事業所のサンプルが含ま
れていることを確認した。

識別情報の記録
保存した組織小片、または魚体の凍結保存は 1.1.2.1に関する識別情報を記録、 と各サンプルの
魚体の識別情報と厳密に紐付けて保存し記録 各サンプルに明示し、混同が起こ 現物写真あるい
する。
は現地審査によ
らないように保管している。
る存在の確認

合格

・1.1.2.1と同じ

・1.1.2.1と同じ

・白浜で全て管理されていた。

1.1.2.3

1.1.2.1および1.1.2.2で示した各サン
組織小片または魚体は、最終産物として当該
プルが5年保存されている事。要 記録書面による
養殖魚が出荷されてから5年の保存を要する。
請に応じ、各サンプルおよび親魚 確認（これから
認証機関からの要請があった場合、識別記録
に関する記録の情報が提出できる の場合は念書）
及び凍結サンプルを提出する。
状態にある事。

合格

・サンプル保管は5年行う予定であった。

・サンプル保管は5年行う予定であことを伺った。

・白浜で全て管理されていた。

1.2.1

飼育中の魚群を育成に関する記 記録の保管およ
養殖業者は、人工種苗購入先から提示された
録を保管し、種苗生産者から提示 び提供体制に関
生産履歴を保管し、飼育中の魚群と紐づけて
された生産履歴と紐付けて開示・ する書面による
開示・提供が可能な状態にする。
確認
提供が可能である。

合格

・人工種苗購入先は近大のみである。
・内部移動の情報は全て確認できた。
記録は、帳票“内部移動用紙”に記録されていた。
・情報は“飼育データーベース：給餌帳”で保管され、必要に応じ提供
できることを確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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
記録書面による
より情報の提供を求められた場
合、関連する資料等を提出できる 確認
体制を構築する。

合格

・要求に応じDNA鑑定の情報提供を行うことを聞き取り確認した。

・要求に応じDNA鑑定の情報提供を行うことを聞き取り確認し
・白浜で対応していた。
た。

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

人工種苗証明

１．種苗

1.1.2.1

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

人工種苗証憑の
保管

1.1.2.2

資料の確認(エビデンス）【浦神】
陸上種苗・海上種苗・海上養殖

・現場では野帳に記録されていた。
・野帳の情報をネットワークに入力するシステムで適切に下
記項目が記録されていた。
“飼育データーベース：給餌帳”
飼育施設、所在地、採卵・受精方法、親魚個体、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、暫定尾数
・マダイ、シマアジ、ブリ類、クロマグロのネットワーク内の
情報を確認した。
・全ての魚種の種苗、成魚、加工品の記録が白浜で確認で
きる状況であった。

・水産研究教育機構より ブリ5万粒購入(2019.8.16)
購入伝票確認

・マグロ類給餌ノート（野帳）を目視確認した。
・マダイの給餌ノート（野帳）を目視確認した。
餌料名、餌料状態、死亡尾数などが記録されていた。
給餌・死亡・投薬などが記録されていた。
・野帳の情報をネットワークに入力するシステムで適切に下
・野帳の情報をネットワークに入力するシステムで適切に下
記項目が記録されていた。
記項目が記録されていた。
“飼育データーベース：給餌帳”
“飼育データーベース：給餌帳”
飼育施設、所在地、採卵・受精方法、親魚個体、親魚群
飼育施設、所在地、採卵・受精方法、親魚個体、親魚群
の識別情報、受精年月日・ふ化年月日、餌料系列、投
の識別情報、受精年月日・ふ化年月日、餌料系列、投
薬、総重量、暫定尾数
薬、総重量、暫定尾数
・クロマグロ、マダイ、シマアジ、ブリのネットワーク内の情報を
確認した。

・該当なし

・冷凍保存のしくみを確認した。
・「親魚鰭等の組織小片および当該種苗魚群の凍結保
存について」
・各拠点のサンプルは白浜で全て管理
・白浜移動まで各事業所で一時保管あり
・親魚遺伝子信憑保管DB
・白浜で全て管理されていた。
・管理一覧表を確認した。全ての事業所のサンプルが含まれ
ていることを確認した。
・ No.44 2012年産マダイ親魚(JS1-12×JS3-12(ID12)
すさみ事業所の鰭がアルコール漬けされているものを確
認した。
・保管は、白浜事業所内の冷凍庫で保管されていた。

・該当なし

・ブリ、マダイ、シマアジの審査当日の出荷記録を確認した。
納品書、商品履歴書より生産履歴の提供は可能であった。

・白浜で全て管理されていた。

・白浜で全て管理されていた。

・白浜で全て管理されていた。

'・全体に同じ。

1.2養殖業者

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

データまたは紙
面での飼育管理
記録の確認

合格

・魚種ごとに採卵から成魚販売の全工程管理がなされていた。
・飼育データは “飼育データーベース：給餌帳”にて適切に記録され
ていた。
ロット定義は「魚種コード」で明確にされていた。
→コード構成
親魚の系統（事業所など）、孵化日で1ラウンド
分養にて枝番管理
内部移動にて略語（例：U 浦神）添付
生簀番号
・ 陸上種苗生産場は固定施設。
水槽番号、飼育帳のデータで照合可能なことを確認した。
・海上の生簀にロットの番号表示が付けられていることを確
認した。
・ 魚体サイズにより生簀の統合分割記録あり。

・飼育データは “飼育データーベース：給餌帳”にて適切に
記録されていた。
ロット定義は「魚種コード」で明確にされていた。
→コード構成
親魚の系統（事業所など）、孵化日で1ラウンド
分養にて枝番管理
内部移動にて略語（例：U 浦神）添付
生簀番号
・ 陸上種苗生産場は固定施設。
水槽番号、飼育帳のデータで照合可能なことを確認した。
・海上の生簀にロットの番号表示が付けられていることを確
認した。

・飼育データは “飼育データーベース：給餌帳”にて適切に
記録されていた。
ロット定義は「魚種コード」で明確にされていた。
→コード構成
親魚の系統（事業所など）、孵化日で1ラウンド
分養にて枝番管理
内部移動にて略語（例：U 浦神）添付
生簀番号
・ 陸上種苗生産場は固定施設。
水槽番号、飼育帳のデータで照合可能なことを確認した。
・海上の生簀にタグ表示が付けられていることを確認した。

・白浜で対応していた。

・飼育データは “飼育データーベース：給餌帳”にて適切に記録さ
れていた。
ロット定義は「魚種コード」で明確にされていた。
→コード構成
親魚の系統（事業所など）、孵化日で1ラウンド
分養にて枝番管理
内部移動にて略語（例：U 浦神）添付
生簀番号
・陸上施設は、水槽番号、野帳で識別可能であった・
・海上生簀は、コードを記載したプレートが設置してあり識別可能で
あった。

・海上養殖生簀の識別表示が付けられ、明確に識別できるようになっ
ていた。

2.1.1.2

他の種苗生産者が生産した種苗と明確に識別
他の業者が生産した種苗と混ぜず データまたは紙
して管理し、管理者はそれを常時把握可能に
に管理しそれを常時把握できる状 面での飼育管理
する。また、他の種苗生産者が生産した種苗
態である
記録の確認
と混ぜて出荷しない。

合格

・他の種苗生産者の種苗は飼育されていなかった。
・事業場ロットごとに飼育管理記録、出荷記録を確認した。
・ 認証範囲魚種（マダイ・シマアジ・ブリ類・クロマグロ）の飼育データを ・他の種苗生産者の種苗は飼育していなかった。
目視確認した。
・全て近大種苗であった。

・他の種苗生産者の種苗は飼育していなかった。

・他の種苗生産者の種苗は飼育していなかった。

2.1.1.3

データあるいは
人工種苗生産者名、人工種苗生
紙面での飼育管
出荷・販売伝票と記録で、種苗生産者名、種
産者認証番号、出荷日、種苗魚
理記録、経歴証
苗生産者認証番号、出荷日、種苗魚種、出荷
種、出荷重量または出荷尾数が明
明書、販売伝票
重量または出荷尾数を明確にする。
記された帳票が存在する
などの確認

合格

・他の種苗生産者の種苗は飼育されていなかった。
・事業場ロットごとに飼育管理記録、出荷記録を確認した。
・ 認証範囲魚種（マダイ・シマアジ・ブリ類・クロマグロ）の飼育データを
'・全体に同じ。
目視確認した。
・全て近大種苗であった。
・ 出荷データ、納品書・請求書は、白浜で集中管理されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

・ 生産ロット、飼育尾数を “飼育データーベース：給餌帳”
で適切に記録されていた。
他の種苗混入はなかった。

・ 生産ロット、飼育尾数を “飼育データーベース：給餌帳”
で適切に記録されていた。
クロマグロ、ブリで確認した。
他の種苗混入はなかった。

・生産ロット、飼育尾数を “飼育データーベース：給餌帳”
で適切に記録されていた。
他の種苗混入はなかった。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.1識別および分
別
2.1.2

養殖業者の管理

2.1.2.1～2.1.2.3の項目を満たすこ
と

2.1.2.1

養殖時に生産ロットごとに飼育尾数を管理し、 生産ロットごとに識別可能な管理 データまたは紙
その管理記録をもとに他の種苗が混入してい 記録を保持し、他の種苗が混入し 面での飼育管理
ないことの証明が可能である。
ていないことが証明できる
記録の確認

合格

2.1.2.2

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。

出荷時にほかの種苗と明確に区 データまたは紙
別して管理していることを把握でき 面での飼育管理
記録の確認
る状態である。

合格

・ 生産ロット、飼育尾数を “飼育データーベース：給餌帳”
で適切に記録されていた。
他の種苗混入はない。混入は同じ種苗のみ 記録を確認した。
・入り出しの整合性を記録にて確認した。

・“飼育データーベース：給餌帳”で適切に記録されていた。
・海上養殖生簀の識別表示が付けられ、出荷されるロットは明確に識
別できた。
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2.1.2.3

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。

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
出荷・販売伝票
者認証番号、出荷･販売先業者
と飼育管理記録
名、出荷日、魚種、出荷重量また
の確認
は出荷尾数が明記された帳票が
存在する。

合格

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 ほかのロットの混入を行う場合、同 データまたは紙
として管理を行うことができる。ただし、管理記 一種苗業者由来の種苗であること 面での飼育管理
記録の確認
録等で同一の種苗生産者が生産した認証種 を記録していること。
苗であることを証明できなければならない。

合格

2.2.1

種苗生産者

・出荷・販売伝票データを確認した。
2020/1/16“うおいち”に納品されたマダイにて確認した。
「発注書兼納品確認書」「種苗経歴証明書」にて各項目が確
認できるようになっていた。
・クロマグロの出荷記録を確認した。
人工種苗生産者名
住所は、大島事業所も住所であることを確認した。
人工種苗生産者認証番号
「2020.2.19送り状」をつけて納品（うおいち）
出荷･販売先業者名
生産履歴は白浜から提供する。
出荷日
魚種
出荷重量または出荷尾数

・出荷・販売伝票データを確認した。
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

・近大種苗のみ。（認証種苗）
飼育データ“飼育データーベース：給餌帳”は適切に記録されていた
・混入は同じ種苗のみ 記録あり（備考欄に記入）
・ 入り出しの整合性の確認を行った。

・ブリ、マダイ、シマアジの審査当日の出荷記録を確認した。
納品書、商品履歴書より生産履歴の提供は可能であった。

・近大種苗のみ。（認証種苗）
・近大種苗のみ。（認証種苗）
飼育データ“飼育データーベース：給餌帳”は適切に記録され
・近大種苗のみ。
飼育データ“飼育データーベース：給餌帳”は適切に記録され
飼育データ“飼育データーベース：給餌帳”は適切に記録されてい
ていた。
ていた。
た。

2.2.1.1～2.2.1.5の項目を満たすこ
と

・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
は、“飼育データーベース：給餌帳”に適切に記録されていた。
以下の数量算出方法は、前回審査以降も同様に実施されていた。
・受精卵：稀釈倍数法
（パンライトへ卵を移しエアレーション、
1ccの卵の数 7-8回カウント）
・沖出し：
ブリ属 重量から尾数算出
又は全数カウント
又は計数機カウント
マダイ ザルカウント
シマアジ ザルカウント
クロマグロ 全数カウント（概数）
・種苗出荷：
ブリ無選別（小）重量から尾数算出
選別(9cm以上）全数カウント
マダイ 計数機カウント
シマアジ 計数機カウント
クロマグロ 全数カウント
カンパチ 全数カウント

・クロマグロ、マダイ、シマアジ、ブリ、カンパチの記録を確認し
・稚魚（卵からふ化した状態）入手後の生産履歴および暫定 た。
・生産履歴および暫定尾数等は、“飼育データーベース：給餌帳”に
尾数等は、“飼育データーベース：給餌帳”に適切に記録され 選別毎にラウンド（R）追加し識別ていた。
適切に記録されていた。マダイで確認した。
ていた。
・生産履歴および暫定尾数等は、“飼育データーベース：給餌
帳”に適切に記録されていた。

2.2.1.1

稚魚（卵からふ化した状態）入手後の生産履 稚魚の育成、移動履歴、暫定尾数 データまたは紙
歴および暫定尾数等を時系列にそって正確に や増減尾数などが時系列にそって 面での飼育管理
記録の確認
記録されている
記録する。

合格

2.2.1.2

稚魚の飼育は生簀・水槽ごとに明確に区別し
孵化から種苗出荷までの生産履 データまたは紙
て行い、ふ化から種苗出荷までの確実な履歴
歴が追跡可能な帳簿を保管してい 面での飼育管理
を保管し、生産履歴が追跡可能な状態にす
記録の確認
る。
る。

合格

・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
出荷までの履歴が記録されていた。、“飼育データーベース：給餌帳”
に適切に記録され、追跡可能であった。

2.2.1.3

データまたは紙
面などによる飼
出荷重量または出荷尾数を明確に示すことが 出荷尾数、あるいは出荷重量が明
育管理記録と経
でき、分別管理がなされていた証明として生産 確にされ、分別管理がされた証明
歴証明書等出荷
となる書類を提示できる
履歴の確認が可能な状態にする。
に関連する記録
の確認

合格

・出荷重量、出荷尾数、分別管理の履歴は、“飼育データーベース：給 ・出荷重量、出荷尾数、分別管理の履歴は、“飼育データー
餌帳”と“種苗経歴証明書”で確認できた。
ベース：給餌帳”と“種苗経歴証明書”で確認できた。

2.2.1.4

計数終了時から出荷までの間の
計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減 死亡魚数や追加収容数などの増
尾数等を正確に記録する。
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

・計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減尾数等は“飼育デー
ターベース：給餌帳”で確認できた。
・トレースバックを実施した。マダイ・シマアジ・ブリ属・クロマグロ

・計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減尾数等は“飼 ・計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減尾数等は“飼
・計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減尾数等は“飼育デー
育データーベース：給餌帳”で確認できた。
育データーベース：給餌帳”で確認できた。
ターベース：給餌帳”で確認できた。
・トレースバックを実施した。マダイ・シマアジ・ブリ属・クロマ ・クロマグロ、マダイ、シマアジ、ブリ、カンパチの記録を確認し
ブリ、マダイ、シマアジで確認した。
た。
グロ

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

合格

・「給餌帳等の修正手順について」に従い運用していた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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 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
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 記録を保管している
態にする。

データまたは紙
面での飼育管理
記録の確認

合格

・“飼育データーベース：給餌帳”と“種苗経歴証明書”で確認できた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.2.2.2

データまたは紙
種苗受領後（種苗生産者が示した
面などによる飼
認証種苗受領後または計数後から出荷終了 尾数）または計数後から出荷終了
育管理記録等で
までの期間の生産履歴･増減尾数等を正確に までの期間の増減尾数及び生産
死亡魚数、追加
履歴に関する事項を正確に記録し
記録する。
収容尾数の記録
ている。
の確認

合格

・“飼育データーベース：給餌帳”と“種苗経歴証明書”で確認できた。
・種苗から成魚までの飼育記録に数量情報あり。
・ 魚種ごとに時系列の記録あり。
・納品書に数量記載あり。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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
飼育魚の経歴を正確に記録し、過 過去の飼育管理
数より記録尾数が増加していないことを明らか
去に出荷した魚の最終出荷量が 記録と誤差数値
にする。誤差は実数では5％、重量や一部計
の確認
誤差の範囲内で一致している
数からの推定値は10％増の範囲内に収まるよ
うにする。

合格

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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

合格

・「給餌帳等の修正手順について」に従い運用していた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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
最新の「水産用医薬品の使用につ
水産用医薬品の
て」を参照し、医薬品・医療機器等の品質、有
いて」を参照し、法律の基づいて水
使用記録の確認
効性及び安全性の確保に関する法律に基づ
産用医薬品を使用している
いて適切に使用する。

合格

・飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬記録していた。
→手順は、魚病担当書（白浜勤務）より病状により、投薬する薬を提案
され、現場にて判断し投薬
・ 「第32版水産用薬品の使用について」（毎年最新版を使用）を確認し
て使用している。

・飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬記録を確
認（白浜にて）した。
→手順は、魚病担当書（白浜勤務）より病状により、投薬する
薬を提案され、現場にて判断し投薬
・ 「第32版水産用薬品の使用について」（毎年最新版を使用）
を確認して使用している。

・クロマグロの野帳にて確認した。
・飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬記録を確
認した。
→手順は、魚病担当書（白浜勤務）より病状により、投薬する
薬を提案され、現場にて判断し投薬
・ 「第32版水産用薬品の使用について」（毎年最新版を使用）
を確認して使用している。

付記

麻酔剤を使用する場合、上記で定められた麻 最新の「水産用医薬品の使用につ
水産用医薬品の
酔剤（オイゲノールを有効成分とする薬剤）以 いて」を参照し、法律の基づいて水
使用記録の確認
産用医薬品を使用している
外を使用してはならない。

合格

・麻酔薬はFA100（オイゲノールを有効成分とする薬剤）のみ使用。

・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み
・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み
使用。
使用。
・2019/5/24マグロにFA100 50ml使用（野帳にて確認）

2.3.1.2

購入記録・購入
伝票の確認。
医薬品の購入記録と共に、購入伝票、添付の 水産用医薬品購入に関する記録と
（添付がある場
場合品質検査成績書等を5年間保管する。
購入伝票が保管されている
合、品質検査成
績書の確認）

不合格
↓
合格

保管場所、保管
医薬品は添付書類等の指示に従い、汚染、劣 水産用医薬品が汚染や劣化を防
方法を写真また
化や衛生動物による被害を防止するよう適切 ぐために適切な方法で保管されて
は現地審査での
いる。
に管理する。
確認

合格

2.2トレーサビリ
ティと数量管理

2対象人工
種苗飼育
管理

2.3.1.3

・ 種苗は希釈倍数法などでカウント。
・ 近大種苗のみを扱い。
・出荷数=受入数と考えるため誤差なし。

・医薬品は各事業所から発注。
・緊急・少量の場合は事業所間での移動で対応。
記録は、帳票“内部移動用紙”に記録されていた。
・受領後確認の上、伝票は白浜へ転送する。
・使用したら野帳記載、データベースに入力を実施。
・ 購買は法的に認められているもののみ。
・保管は5年間を予定していた。

・医薬品は施錠可能な保管庫にて適切に保管していた。
毎月棚卸しを実施していた（成袋）、端数の記録は、使用
記録より確認できる仕組みになっていた。

2/11

・クロマグロ、マダイ、シマアジ、ブリ、カンパチの記録を確認し
・稚魚の飼育は生簀・水槽ごとに明確に区別して行い、ふ化 た。
から種苗出荷までの履歴が記録されていた。、“飼育デー
・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
ターベース：給餌帳”に適切に記録され、追跡可能であった。 ら種苗出荷までの履歴が記録されていた。、“飼育データー
ベース：給餌帳”に適切に記録され、追跡可能であった。

・“マリンサワーSP45”の納品、使用記録を確認した。
以下の不適合事項が確認された。
①白浜（陸上生簀）にて2019/12/7納品された記録が漏
れていた。
②2019/10/2の伝票に須賀利に納品された40個（20kg入
り）の受け入れ記録が確認できなかった。（白浜管轄）

・クロマグロの出荷記録を目視確認。
・出荷重量、出荷尾数、分別管理の履歴は、“飼育データー
ベース：給餌帳”と“種苗経歴証明書”で確認できた。

・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
苗出荷までの履歴が記録されていた。、“飼育データーベース：給餌
帳”に適切に記録され、追跡可能であった。
マダイで確認した。

・ブリ、マダイ、シマアジの審査当日の出荷記録を確認した。
納品書、商品履歴書より生産履歴の提供は可能であった。

・マダイの野帳にて確認した。
・飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬記録を確認し
た。
→手順は、魚病担当書（白浜勤務）より病状により、投薬する薬を提
案され、現場にて判断し投薬
・ 「第32版水産用薬品の使用について」（毎年最新版を使用）を確認
して使用している。

・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み使用。

・今回、水産用医薬品は、内部移動用紙にて納品されているこ
・水産用医薬品は、内部移動用紙にて納品されていることを確認し
とを確認した。
た。
水産用ベネサール2kg 浦神→大島(令和元年10.4)

→2020/4/7是正処置報告書が提出され内容を確認し、不合
格を解除した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

4159378_チェックリストSCSA_近畿⼤学様_2020SV2近⼤レビュー済.xlsx

2.3.1.4

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、使用量を 水産用医薬品の
使用年月日、使用生簀、使用量等を記録し、5
使用ごとに記録している
使用記録の確認
年間保管する。

合格

・“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。
- 月末に使用量と在庫量を確認。
- 記録のつき合わせを行う。
- 外での作業なので若干飛散はあるが、必要以上の投与になるレベル
ではない。
'・全体に同じ。
- 飛散防止対策として以下を実施した。
・囲いの設置
・計量器の精密さを高めた
- 飛散防止の効果が出てきているようであることを確認した。
・保管は5年間を予定していた。

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
使用指導書を販売店に提示した上で必要量を ワクチン使用指導書、購入記録、
購入し、購入記録と共に、購入伝票、添付の 購入伝票が保管されている
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

・ワクチンは、水産試験所による指導書により、購入、使用さ ・水産用ワクチンの購入書類を目視確認した。
・ワクチンは、水産試験所による指導書により、購入、使用されていた。
ワクチン指導書（和歌山県水産試験所） 令和元年5.17発行
れていた。
・保管は5年間を予定していた。
（ブリ）“ピシパック注３混”
「水産用ワクチン使用指導書」（令元 7.10）確認。

・ワクチンの使用はなかった。

2.3.1.6

使用期限の切れた医薬品は適切に廃棄し、廃 使用期限の切れた薬品を使用せ
棄記録を5年間保管する。
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

・期限切れの薬品（分析用）は分別し、白浜でまとめて産業廃棄として
廃棄されていた。（マニフェスト：2019.11.19 有機化合物類（産油）薬品
'・全体に同じ。
類)
・保管は5年間を予定していた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

抗菌剤の不必要な乱用を避け、予防的な使用 病気が発生しないうちに医薬品の 水産用医薬品の
をしない。
投与を行っていない
使用記録の確認

合格

・近畿大学では,医薬品全般について極力使用しない方針
であることを確認した。
使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。

・近畿大学では,医薬品全般について極力使用しない方針
であることを確認した。
使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。
・マダイ 水産用エリスロマイシン 2019/7/5～9使用

・近畿大学では,医薬品全般について極力使用しない方針
であることを確認した。
使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。
・マダイ 水産用エリスロマイシン H31.4.12 使用

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.3水産用医薬品 2.3.1.7
の使用

・近畿大学では,医薬品全般について極力使用しない方針
であることを確認した。
使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.3.2.1～2.3.2.7の項目を満たすこ
と

2.3.2

養殖業者

2.3.2.1

農林水産省作成「水産用医薬品の使用につい
最新の「水産用医薬品の使用につ
て」を参照し、医薬品･医療機器等の品質、有
水産用医薬品の
いて」を参照し、法律の基づいて水
効性及び安全性の確保等に関する法律に基
使用記録の確認
産用医薬品を使用している
づいて適切に使用する。

合格

・飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬記録を目視確認
（白浜にて）した。
→手順は、魚病担当書（白浜勤務）より病状により、投薬する薬を提案
'・全体に同じ。
され、現場にて判断し投薬
・ 「第32版水産用薬品の使用について」（毎年最新版を使用）を確認し
て使用している。

付記

麻酔剤を使用する場合、上記で定められた麻 最新の「水産用医薬品の使用につ
水産用医薬品の
酔剤（オイゲノールを有効成分とする薬剤）以 いて」を参照し、法律の基づいて水
使用記録の確認
外を使用してはならない。
産用医薬品を使用している

合格

・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み使用。

2.3.2.2

購入伝票、添付
医薬品の購入記録と共に、購入伝票、添付の 水産用医薬品購入に関する記録と 文書、品質検査
場合品質検査成績書等を5年間保管する。
購入伝票が保管されている
成績書などの確
認

合格

・医薬品の発注は、上長の許可を得て。アーマリン近大を通して行わ
れ、「発注書」「納品書」「送り状」が保管されていた。記録は“飼育デー
'・全体に同じ。
ターベース：給餌帳”にて管理されていた。
・品質検査成績書等を5年間保管する予定であった。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.3.2.3

医薬品は添付書類等の指示に従い、汚染、劣 水産用医薬品が汚染や劣化を防 保管場所、保管
化や衛生動物による被害を防止するよう適切 ぐために適切な方法で保管されて 方法を現地審査
に管理する。
いる。
での確認

合格

・医薬品は施錠可能な保管庫にて適切に保管していた。
毎月棚卸しを実施していた（成袋）、端数の記録は、使用
記録より確認できる仕組みになっていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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、使用量を 水産用医薬品の
使用年月日、使用生簀、使用量、使用期間終
使用ごとに記録している
使用記録の確認
了日等を記録し、5年間保管する。

合格

・使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。
記録は5年以上保管する体制であることを確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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
使用指導書を販売店に提示した上で必要量を ワクチン使用指導書、購入記録、
購入し、購入記録と共に、購入伝票、添付の 購入伝票が保管されている
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

・ワクチンは、水産試験所による指導書により、購入、使用されていた。
'・全体に同じ。
・記録は5年以上保管する体制であることを確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.3.2.6

使用期限の切れた医薬品は、適切に廃棄し廃 使用期限の切れた薬品を使用せ
棄記録を5年間保管する。
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

・期限切れの薬品（分析用）は分別し、白浜でまとめて産業廃棄として
廃棄されていた。（マニフェスト：2019.11.19 有機化合物類（産油）薬品
'・全体に同じ。
類)
・保管は5年間を予定していた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.3.2.7

抗菌剤の不必要な乱用を避け、予防的な使用 病気が発生しないうちに医薬品の 水産用医薬品の
をしない。
投与を行っていない
使用記録の確認

合格

・近畿大学では,医薬品全般について極力使用しない方針
であることを確認した。
使用は病気を確認した後に実施
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

2.4.1

種苗生産者

2.4.1.1

写真及び現地審
飼育魚の逃亡や飼育施設への天然魚の侵入 飼育施設からの逃亡、進入防止に
査での逃亡防止
を防止するための適切な対策を講じる。
関する対策がなされている
策の確認

合格

・以下を目視で確認した。
・陸上施設は逃亡不可の水槽
・マダイ・ブリ類・シマアジの海上生簀には天井網
・網破れ点検は、潜水して確認していることをヒアリン
グで確認した。（頻度 Min 1回/月）

・以下を目視で確認した。
・陸上施設は逃亡不可の水槽
・マダイ・ブリ類・シマアジの海上生簀には天井網
・網破れ点検は、潜水して確認していることをヒアリン
グで確認した。（頻度 Min 1回/月）

・陸上施設は逃亡不可の水槽
・海上生簀
・ブリ属は防鳥ネット（天井網）
・マグロは2mの垣網
・台風前の網補強を実施。
・ ほぼ毎日潜水士による網チェック。
・ 網の改善を継続実施していたことを確認した。

・陸上施設は逃亡不可の水槽
・海上生簀では、以下を実施していた。
・天井網を設置
・潜水士による網の点検を実施

2.4逃亡管理

3/11

・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み ・麻酔薬はFA100の（オイゲノールを有効成分とする薬剤）み
使用。
使用。

・麻酔薬は使用していなかった。

4159378_チェックリストSCSA_近畿⼤学様_2020SV2近⼤レビュー済.xlsx

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
写真および現地
を防止するための適切な対策を講じ、同ロット
審査での逃亡防
で管理された魚の不明魚率が20％以下となる 飼育施設からの逃亡、進入防止に
止策の確認
ようにする。不明魚率20％以上が3回連続した 関する対策がなされており、不明
過去の飼育管理
魚率が20％以上を超えていない。
場合は認証をしない。
記録等による不
但し台風等の大規模災害の影響があった場
明魚率の確認
合は除外する。

合格

・マダイ、シマアジ、ブリ、カンパチ、クロマグロの不明魚率を確認し、
20%未満であることを確認した。

・マダイ、シマアジ、ブリ、カンパチ、クロマグロの不明魚率を
確認し、20%未満であることを確認した。

・今回、2020/1/27.28.29の暴風雨の影響を受けているため現
・白浜に同じ
在のところ予測がつかない状態も一部あった。

2.5.1

飼育魚は魚種ごとに適切な条件下で飼育す
る。

魚が健全な状態
にあることを示
飼育状況を記録し、魚を健全な状
すもの（魚病発
態に保ち飼育している。
生の頻度に関す
る書類など）

合格

・水温、酸素濃度、取り扱いが適切に行われていることを確認した。
・水産試験場からの情報の共有を行っていた。
- 投薬時期の配慮。
・弱った魚を除去により水平感染を防ぐ
- 病気感染の防御。
・適正な密度、水温を確保
- 疾病についての情報を共有・教育。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

飼育に関わる全ての作業者は飼育魚の健康
魚類福祉に関する勉強会の開催、
と福祉の維持における役割や責任を認識し、
勉強会開催等の
積極的な情報収集を実施してい
記録の確認
飼育魚の健康と福祉に関する情報収集を積極
る。
的に行い、飼育に反映させる。

合格

・管理者により拠点に教育訓練を実施している。その内容には、魚類
福祉に関する内容を含んでいた。
（教育訓練実施）
白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施
戸津井 2020/1/10
すさみ 2019/9/4
大島 2019/9/5
浦神 2019/10/18
奄美 2019/9/26
山野氏 2019/9/25
須賀利 2020/3/25、4/7に実施
大阪事務所、大阪店 2019/9/18
東幸水産、うおいち、奥正 2019/9/19
銀座店 2019/10/2
釣十、大都魚類 2019/10/3

・教育訓練は今期はまだ実施されていなかったが、職員の
方にインタビューを行い、魚類福祉に関して認識されてい
ることを確認した。
・白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施

・教育訓練にて実施、インタビューにて魚類福祉に関して認識 ・教育訓練にて実施、インタビューにて魚類福祉に関して認識されて
いることを確認した。
されていることを確認した。
浦神 2019/10/18実施
大島 2019/9/5実施

施設の概要と周
辺を含めた位置
図
新設の場合建築
施設の設置場所が法的に認めら
基準法・自然公
れていること（建築基準法・自然公
園法等の法令に
園法など）
違反していない
施設の概要と周辺を含めた位置図
ことを示す書類
保有と現地審査
種苗生産施設および養殖施設の設置場所は
による存在の確
法的に認められ、魚類飼育に適切と考えられ
認
る場所である

合格

・区画漁業免許状と区画図面を確認した。
外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされていることを確認
識した。

・区画漁業免許状（H35.8.31まで有効）と区画図面を確認し
た。
外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされているこ
とを確認識した。

・区画漁業免許状（H26.6.19版）と区画図面を確認した。
・区画漁業免許状（H31.3.26版）と区画図面を確認した。
外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされていること 外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされていることを確認
識した。
を確認識した。

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 記録資料の保有
と現地審査によ
業免許）
漁場周辺の工場や河川を示す図 る存在の確認
漁場の配置図，生簀の構造図

合格

・全拠点の地域図、配置図、生簀図を保持していた。
・必要な情報を把握していることをヒアリングで確認した。。

・生簀図と現場で確認した。

・生簀図と現場で確認した。

・生簀図と現場で確認した。

・排水の水温、DO、窒素、リン、有機物 (COD)などの測定値
（年４回：2月、5月、7月、10月）モニタリングしていた。
異常値はなかった。

・排水の水温、DO、窒素、リン、有機物 (COD)などの測定値（年４
回：1月、4月、7月、10月）モニタリングしていた。
異常値はなかった。

2.5魚類福祉

2.5.2

種苗生産者

3.1.1

養殖業者（中間
的育成を行う養
成業者も含む）

3.2周辺環境への
3.2.1
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
3.2.1.1および3.2.1.2の項目を満た
可能的養殖生産確保法）・告示あるいは国際
すこと
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

3.2.1.1

種苗生産施設では、排水の水質検査を定期的 排水の水温、DO、窒素、リン、有
（年４回以上）に行い、水温、DO、窒素、リン、 機物 (COD)などの測定値（年４回
以上）
有機物（COD）などを測定し記録する。

記録資料の保有
と現地審査によ
る存在の確認

合格

・全事業所の情報は白浜で確認、管理していた。
・排水の水温、DO、窒素、リン、有機物 (COD)などの測定、年４回モニ ・排水の水温、DO、窒素、リン、有機物 (COD)などの測定値
（年４回：1月、4月、7月、10月）モニタリングしていた。
タリングしていた。
異常値はなかった。
異常値はなかった。

・飼育尾数、給餌量の記録は、“飼育データーベース：給餌
帳”に記録されていた。
・漁場環境：水温、透明度、DOは毎日モニタリングされ、異常
・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
値はなかった。
・漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定は、古賀浦、大 （漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定）
・1回/年 白浜事業所にても実施されていた。
蛇等、センター前、川久前で1回/3ヶ月実施されていた。
古賀浦のデーターにばらつきがあったが、適用範囲内であっ
た。
測定方法、機材は、白浜事業所所にて確認した。

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
記録資料の保有
温、DO、透明度、底質のAVS・
COD、赤潮・有毒プランクトン情報 と現地審査によ
る存在の確認
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

合格

・飼育尾数、給餌量の記録は、“飼育データーベース：給餌帳”に記録
されていた。
'・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
・漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定は、古賀浦、大蛇等、セ
ンター前、川久前で1回/3ヶ月実施されていた。
測定方法、機材は、白浜事業所にて確認した。

3.2.2

水産用医薬品や魚網防汚剤の使用は2.飼育
医薬品、医療機器等の品質、有効 使用記録票・使
管理 2.3項（水産用医薬品の使用）の規定に
性および安全性の確保等に関する 用指導書の保有
より、法令や告示に基づいて行い記録する。ま
法律(薬機法）に基づき適切に使用 と現地審査によ
た使用にあたり周辺環境への影響を最小限に
る存在の確認
されている
する。

合格

・ 医薬品使用は'、飼育記録（“飼育データーベース：給餌帳”）で投薬
記録していた。
・魚網防汚剤は、外部委託のため、自社使用しないことを確認した。
環境に配慮して成分を選択している。
・全拠点の情報は白浜で管理。

3.2.3

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
養殖用資材・死亡魚等は法令・告示・ガイドラ 関する法律(廃棄物処理法)や環境
インに則り適切に処理し、管理表を保管する。 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

合格

3.3.1

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
種苗生産および養殖はその関連施設を含め 基本法，自然公園法，自然環境保
周囲の環境に十分配慮し、野生動植物の生息 全法
に及ぼす影響を最小限にする手段を講じる。
国際条約：生物の多様性に関する
法律(生物多様性条約)，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

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
示す資料の保有
と現地審査によ
る存在の確認

合格

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

合格

・ 以下により対策を講じていると判断できた
・逃亡魚による影響を抑えるための対策
・陸上施設は水槽ごと管理で逃亡不可
・マダイ・ブリ類・シマアジの生簀には天井網
・クロマグロの種苗の生簀には天井網
・クロマグロの成魚の円形生簀には垣網
・網の破れの確認

下記項目にある
資料の保管と現
地審査による現
場確認

合格

・正規に流通している飼料を購入。
・“飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律”に
・“飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律”に従って運用
従って運用されていた。
されていた。

トレーサビリティ
購入業者より納品書・産地証明
が確保できる資
飼料および飼料添加物は、購入記録・産地証 書・飼料安全法で求められる内容
料の保管と現地
を記した品質保証書などを入手し
明書・品質証明書などを保管する。
審査による現場
ている。
確認

合格

・飼料発注は各事業所で実施されていた。
請求書は白浜事業場へ送付される。
・購入記録と購入伝票、品質証明書が保管されていた。

'・全体に同じ。

・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
（漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定）

3．環境配
慮
養殖業者（中間
的育成を行う養
成業者も含む）

3.3環境影響低減
への対策

4.1飼・餌料の原
4.1.1
料

4.2.1

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 国内の法令及びガイドラインを遵
び告示・ガイドラインを遵守して、生産・流通し 守している。
たものを用いる。

・死亡魚は法令・漁協からの指示により、各事業所で処理方法を決定
し実行していた。
死亡魚の処理は事業者により以下の通り。
・ 白浜 志場商店
・ 大島 和歌山東漁協
・ 戸津井 冷凍庫→白浜
・ 浦神 岸化学

・法令は遵守している。
これまで立ち入り等は受けておらず、外部からの指摘なし
・現場確認より、法令違反がないことを確認した。
・絶滅危惧種等の生息域が付近に存在しない
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・魚網防汚剤は、外部委託のため、自社使用しないことを確
認した。

・魚網防汚剤は、外部委託のため、自社使用しないことを確認
・魚網防汚剤は、外部委託のため、自社使用しないことを確認した。
した。

・死亡魚は、専用の箱に入れ適切に管理されていた。
志場商店による引取りされていた。
（伝票が保管されていた。）

・死亡魚は、和歌山東漁協の指定の回収場所にて回収されて
いた。

・死亡魚は、専用の箱に入れ適切に管理されていた。
岸化学による引取りされていた。
（伝票が保管されていた。）

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

・以下を目視で確認した。
・陸上施設は逃亡不可の水槽
・マダイ・ブリ類・シマアジの海上生簀には天井網
・網破れ点検は、潜水して確認していることをヒアリン
グした。（頻度 Min 1回/月）

・陸上施設は逃亡不可の水槽
・海上生簀
・ブリ属は防鳥ネット（天井網）
・マグロは2mの垣網
・台風前の網補強を実施。
・ ほぼ毎日潜水士による網チェック。
・ 網の改善を継続実施していたことを確認した。

・陸上施設は逃亡不可の水槽
・海上生簀では、以下を実施していた。
・天井網を設置
・潜水士による網の点検を実施

・購入記録と購入伝票、品質証明書を確認した。
日清丸紅 2020/1/16（ピアゴールド）
クロレラ工業株式会社 2020/1/24（生クロレラV-12）

・“飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律”に従っ ・“飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律”に従って運
て運用されていた。
用されていた。

・購入記録と購入伝票、品質証明書を確認した。
2020.2.7（ジャイアントツナEP-15,18）
日清丸紅飼料株式会社

・生物餌料の購入、生成記録は適切になされていた
・現場で適切な管理を目視確認した。

4159378_チェックリストSCSA_近畿⼤学様_2020SV2近⼤レビュー済.xlsx

4.2飼料のトレー
サビリティおよび
透明性の確保

４．飼・餌料

4.2.2

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。

トレーサビリティ
生餌購入業者より、購入明細等、 が確保できる資
漁獲産地の確認できる書類を入手 料の保管と現地
している。
審査による現場
確認

合格

・生餌の購入は各事業所で発注、納品も各事業所、請求は白浜。
・発注内容は現場担当者の判断。
・生餌はマグロ用で奄美と大島のみ。

・白浜では生餌は使用しない。

・生餌使用、保管は冷凍庫に適切に保管されていた。
購入履歴確認（伝票）H31.4.1 アジ（京都産）サバ（北海道産）

・生餌は使用しない。

4.2.3

トレーサビリティ
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 生餌購入業者より、購入明細等、 が確保できる資
生産地から納品までの過程において適正に管 漁獲産地の確認できる書類を入手 料の保管と現地
審査による現場
理したことを示す証明を納入業者から得るも している。
確認
のとする。

合格

・ 陸上種苗生産施設のある事業場では生物飼料を生成していた。
・ 生物飼料培養のための使用原料は“飼育データーベース：給餌帳”
に記録されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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。

図や画像を含め
飼料その他添加物等の保管場所
た保管方法を示
は衛生動物による被害の対策が
す資料の保管と
施され給与まで適切に管理可能で
現地審査による
ある。
現場確認

合格

・各拠点で飼料、飼料添加物、生餌および市販の生物餌料の保管場
所を確認、整理整頓されて保管されていた。
・各拠点で防虫防鼠対策を実施していた。

・飼料、飼料添加物、生餌および市販の生物餌料の保管場
所を確認、整理整頓されて保管されていた。
・屋外でコンテナを利用して保管していた。密閉型
防虫防鼠対策を実施していた。（ドアの密閉確保、鼠ワナの
設置）

・専用倉庫、冷蔵庫にて保管されていた。（戸締り可能）

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は生物飼料を生成
・適切な原料と管理を実施
・ 培養記録はネットワークに記録
・放射性物質の影響を受けている場合は使用しない
・ 現在認証範囲では外出禁止地域なし

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

飼育野帳あるい
生簀ごとの飼・餌料、飼料添加物、
は飼育履歴書の
薬品などの使用量を記載してい
保管と現地審査
る。
による現場確認

合格

・飼料、栄養剤、薬品等は、ネットワークに記録し、提示で
きる状況であった。
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。

''・全体に同じ。

''・全体に同じ。

''・全体に同じ。

4.3飼・餌料の使
用および管理 4.3.2

4.3.3

4.4飼・餌料の効
率化および最適 4.4.1
化

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 周囲の環境汚染防止
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。

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。

現状の効率と改
飼・餌料効率の改善に取り組んでおり、目標値
善目標を示した
現状の効率を把握し、改善目標が
資料の保管と現
を設定するなど、改善・実行・管理に取り組ん
設定されている。
地審査による現
でいる。
場確認

定期的な水質調
査で確認。
人体に悪影響を及ぼす水質でない
検査項目は3環
こと
境配慮 3.2.1項
に準ずる。

合格

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

衛生害獣・害虫
衛生害獣、害虫からの汚染を最小 対策の実施状況
を写真あるいは
限にする対策を講じている
現地審査で確認

合格

5.1.1

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。

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 養殖水の汚染源の管理がされて
低限にすることを目的とした管理がなされてい いる
る。

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。

5.1施設と水環境

不合格
↓
合格

・餌料効率の改善への取り組みについては、“近畿大学水産
・餌料効率の改善への取り組みについては、“近畿大学水産養殖種苗
養殖種苗センター・株式会社アーマリン近大SCSA認証資料
センター・株式会社アーマリン近大SCSA認証資料Ver1.4”に示されて
Ver1.4”に示されていたが、具体的な目標値などの設定がな
いたが、具体的な目標値などの設定がなかった。
かった。
・白浜に同じ

・白浜に同じ

→2020/4/7是正処置報告書が提出され内容を確認し、不合格を解除
→2020/4/7是正処置報告書が提出され内容を確認し、不合
した。
格を解除した。

・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
・モニタリングは、白浜の担当者にて実施されていた。
（漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定）
（漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定）
・漁場環境：底質のAVS・COD、底生物の測定は、古賀浦、大蛇等、セ
・1回/年 白浜事業所にても実施されていた。
・水質は、和歌山県からの水質情報で問題ないことを確認していた。
・水質は、和歌山県からの水質情報で問題ないことを確認し
ンター前、川久前で1回/3ヶ月実施されていた。
・水質は、和歌山県からの水質情報で問題ないことを確認して
ていた。
測定方法、機材は、白浜事業所にて確認した。
いた。
HP資料にて確認「公共用水域水質測定結果 海域」

・浄化槽は、H31.4.15“浄化槽使用廃止届”にて廃止され、下
水道に流すようになり、養殖水の汚染の可能性はなくなって
・「単独浄化槽保守点検記録表」にて適切な水質であることを
いた。
確認した。（R1.8.6、R1.10.10、R1.12.10、R2.2.7）
廃棄物（脂肪魚以外）は、産業廃棄物として廃棄業者に廃棄
委託されていた。（マニフェスト確認）

・実験場が併設されているため特定施設になっており下記検査を実
施していた。異常はなかった。
・外部検査（株式会社総合水研究所）排水検査
“濃度計量証明書”(2019.9.17)
・和歌山環境生活部 排水検査
“和歌山県浄化槽法定検査書”(R1.7.10)
・新宮保健所 排水検査 （R1.1.10)

・各事業所で・種苗生産施設、養殖施設や作業場所は、整理・整
頓・清掃が良くされ衛生的な状態であった。
・飼料、飼料添加物、生餌および市販の生物餌料の保管場
所を確認、整理整頓されて保管されていた。
防虫防鼠対策を実施していた。（ドアの密閉確保、鼠ワナ
の設置）

・種苗生産施設、養殖施設や作業場所は、整理・整頓・清掃
が良くされ衛生的な状態であった。
・飼料、飼料添加物、生餌および市販の生物餌料の保管場
所を確認、整理整頓されて保管されていた。
防虫防鼠対策を実施していた。（ドアの密閉確保、鼠ワナ
の設置）

・屋外でコンテナを利用して保管していた。密閉型

・専用倉庫、冷蔵庫にて保管されていた。（戸締り可能）

・教育訓練は今期はまだ実施されていなかったが、職員の
方にインタビューを行い、衛生管理に対する意識があるこ
とを確認した。また、現場の管理状態は、衛生的であっ
た。
白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施

・教育訓練にて実施、インタビューを行い、衛生管理に対する
・教育訓練にて実施、インタビューを行い、衛生管理に対する意識が
意識があることを確認した。また、現場の管理状態は、衛生的
あることを確認した。また、現場の管理状態は、衛生的であった。
であった。
浦神 2019/10/18 実施
大島 2019/9/5実施

・法律に基づき適切な管理を実施していた。
浄化槽保守点検記録は2ヶ月ごと
浄化槽法定検査結果書は年1回

5.1.4

従業員に施設・製品の衛生管理に 従業員への教育
従業員に施設、製品に関連する衛生管理の教
関する教育訓練を定期的に実施し 訓練の記録の確
育訓練を定期的に実施し、記録する。
認
ている

合格

・管理者により拠点に教育訓練を実施している。その内容には、衛生
管理に関する内容を含んでいた。
（教育訓練実施）
白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施
戸津井 2020/1/10
すさみ 2019/9/4
大島 2019/9/5
浦神 2019/10/18
奄美 2019/9/26
山野氏 2019/9/25
須賀利 2020/3/25、4/7に実施
大阪事務所、大阪店 2019/9/18
東幸水産、うおいち、奥田正 2019/9/19
銀座店 2019/10/2
釣十、大都魚類 2019/10/3

5.2.1

出荷対象魚の水揚げ、輸送などに関して、物
製品の損傷度の
製品の損傷を最小限にするための
理的損傷又は魚体に対するストレスを最低限
写真あるいは現
最適な管理と手法が行われている
にするために、適切な管理と手法を行う。
地審査で確認

合格

・ 生簀に移すときには損傷に注意。
・ 輸送時等にも配慮。
・ 成魚出荷時は即殺後即冷やしこみ、損傷を少なくしている。
・稚魚の積み込みは手早く行っている。

・成魚の出荷前の生簀に移す作業を確認した。
魚体に損傷を与えないような方法で素早く行われていた。

・成魚出荷場を確認した。
・成魚出荷場を確認した。
船上で生き〆切、氷詰め（穴あき発泡スチロール）にて出荷さ 活魚は、専用のコンテナを使用し、ストレスを軽減する工夫がされて
いた。
れていた。

5.2.2

現地あるいは写
出荷対象魚の劣化、汚染を最小限にするため 製品の劣化、汚染を最小限にする
真での衛生管理
の措置が講じられている。
措置を講じている
状況の確認

合格

・活魚を扱う場所では衛生的な環境を維持していた。
衛生面を意識していることを、聞き取りでも確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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 各書類による資料安全法の基準
の基準に合致しているか確認を実施する。ま に合致しているか、投薬を実施し
た、医薬品を使用した魚を水揚げする場合、 た魚の休薬期間の確認。
休薬期間が終了していることを確認し、記録す
る。

合格

・医薬品使用と休薬期間は適切に管理されていた。
“飼育データーベース：給餌帳”に記録されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

6.1.1

安全衛生責任者
を任命している
安全衛生に関し、安全衛生責任者を任命し労 安全衛生責任者を任命し、安全衛
か、器具の提供
働者の安全衛生に配慮した労働環境および器 生に配慮した環境、器具を提供し
がなされている
ている
具を提供する。
か書面または現
地審査での確認

合格

・安全衛生責任者が任命され、安全衛生委員会が設置されていた。
・船舶上でライフジャケット着用徹底、長靴、フォークリストでのヘルメッ
ト着用を確認
'・全体に同じ。
・高所作業では、安全帯の使用がなされていた。
・潜水は、潜水士の資格者が行い、ウエットスーツ着用
・整理整頓され、安全確保の状況を確認。
・壁つきの喫煙場所を設置し、分煙されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

5.食品安全

5.2製品の取り扱
い

飼料品質証明
書、水産用医薬
品使用記録、飼
育帳の確認

・事務局にて既存全拠点に安全衛生を含む教育訓練を実施した。

6.1.2

作業に従事する者は、安全衛生に関して研修 安全衛生に関する研修を実施し、 研修記録等の確
を受け記録する。
研修の記録を保持している
認

合格

6.1.3

健康・安全上に関わる環境・事象
健康・安全上に関わる環境・事象は記録され、 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
必要に応じ是正措置を講じる。
ている。

健康、安全上に
関わる記録の確
認

合格

6.1.4

労働災害について記録し、是正措置を講じる。

労働災害報告書
労働災害が起こった際にしかるべ など労働災害に
関する書類の確
き対処を講じている
認

合格

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

6.1安全衛生の維
持と適切な労働
環境の提供

6.安全衛
生・労務管
理
6.2国内法・ILO条
6.2
約の遵守

6.2.1児童労働の
6.2.1.1
禁止

義務教育（一般的には15歳）を終
児童労働を禁止する。ただし家族労働におけ
了していない者の雇用を禁止す
る手伝いの範疇は含まない。
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

（教育訓練実施）
白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施
戸津井 2020/1/10
すさみ 2019/9/4
大島 2019/9/5
浦神 2019/10/18
奄美 2019/9/26
山野氏 2019/9/25
須賀利 2020/3/25、4/7に実施

・安全衛生委員会議事録を確認した。

・労災記録を確認した。是正措置も講じられていた。
発生は、白浜事業所のみ
・労災発生記録「労働災害報告書」
・2019.8.26 （転倒、骨折）
・2020.1.12（飛び降り、骨挫傷）
是正措置がとられ、記録されていた

・職員一覧で年齢を確認した。
・最も年齢が低い従業員の記録を確認
年齢19歳

5/11

・教育訓練は今期はまだ実施されていなかったが、職員の
方にインタビューを行い、安全衛生に対しての意識、適切
な行動が行われていることを確認した。
白浜海上 2020/3/25、4/7に実施
白浜陸上 2020/3/25、4/7に実施

・教育訓練実施 浦神 2019/10/18
・教育訓練実施 大島 2019/9/5
'・安全衛生に対しての意識、適切な行動が行われていることを確認
・安全衛生に対しての意識、適切な行動が行われていることを
した。
確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

・労災発生記録「労働災害報告書」
・2019.8.26 （転倒、骨折）
・2020.1.12（飛び降り、骨挫傷）
是正措置がとられ、記録されていた。

・労災なし

・労災なし

・職員一覧表にて年齢を確認した。
最小年齢 19歳

・職員一覧表にて年齢を確認した。

・職員一覧表にて年齢を確認した。
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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。

雇用者が給与を
雇用者が雇用終了時に被雇用者
差し引いていな
の給料等の一部を差し引きするこ
いことを証明す
とは禁止する
る書類を確認

合格

・給与は適切に提供されていることを、聞き取りで確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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。

免許証・パス
ポートの原本を
被雇用者の身分を証明するものの 被雇用者が保持
原本（パスポート、免許証）を雇用 していないか引
者が引き取り管理してはならない き渡す要求をさ
れていないか現
地審査で確認

合格

・認証要求事項に適合する体制を構築し実施していることを確認した。 '・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

6.2.3.1

差別、差別的行
いかなる場合においても性別、年齢、人種、地
為の実態につい
いかなる場合も差別的行為、差別
て現地審査、聞
域などについて差別的行為、差別的待遇を禁
的待遇を禁止する。
き取り調査の実
止する。
施

合格

・近畿大学のグローバル概念。
国際関係学部があり、差別行為、差別待遇を排除する文化
・マレーシア サバ大学との連携での留学生の受入れ。
差別なく学生を扱っている実績（ヒアリングにて確認した）
・女性職員への聞き取りを実施し、適切な労働環境を提供されている
ことを確認した。

・職員への聞き取りで、適切な運用を確認した。

・女性職員への聞き取りを実施し、適切な労働環境を提供されてい
ることを確認した。

6.2.3.2

対応システムが
ハラスメント行為対応システムが
構築されている
ハラスメント行為に対する対応システムを構築
構築され、ハラスメント行為に対応
かをヒアリングま
する。
できること
たは書面で確認

合格

・H31.4.1「ハラスメント防止のためのガイドライン」にてハラスメント行為
'・全体に同じ。
に対応するシステムが構築されていた。相談窓口が設置されていた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

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。

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

合格

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近大SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）にて「認証制度管理システム概要」が規
定され、運用されていた。
'・全体に同じ。
・高岡事業本部長へのインタビュー
職員の行動の変化がみられたこと、SCSAの浸透と拡大
への意欲が伺われた。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.1.2

法人格を有して
いる、公的機関
申請者は法人格を有する。または、漁業協同
法人格を取得、又は公的機関に所 に所属している
組合や商工会議所等の管理機能を有する公
属している
ことを示すことが
的機関に所属する。
出来る書類の確
認

合格

・学校法人近畿大学 履歴事項全部証明書。
・株式会社アーマリン近大 履歴事項全部証明書。

・全体に同じ

・全体に同じ

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、
認証制度における管理責任者を
要求事項への適合、改善要求事項への対応
任命、各工程の管理責任者等が
などに責任を持つ。また、各工程における人員
明確にされている
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、
各工程の管理責
任者を現地審査
で確認

合格

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近代SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）にて「認証制度管理システム概要」が規
'・全体に同じ。
定されていた。
・現地審査で認証要求事項適合のための体制を確認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.1.4

構築した管理システムが適切に運用できてい 管理システム運用のための、モニ モニタリングシス
るかを継続的に確認するモニタリングのしくみ タリングシステムを構築し、実行さ テムの手順、記
を構築し、実施する。
れている。
録等の確認

合格

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近代SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）
「7.1.4モニタリング」の手順に従い実施されていた。
'・全体に同じ。
記録：モニタリングチェックリスト
1回/週 各事業所 専任担当者にて実施
野帳とデーターベースにインプットされた記録を照合す
る。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.1.5

モニタリングシス
構築したモニタリングシステムが適切に運用な 構築したシステムが適切に運用さ
テムの手順、記
されているかを確認する。
れていることを確認している。
録等の確認

合格

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近代SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）
'・全体に同じ。
「7.1.5レビュー」の手順に従い実施されていた。
2019 レビュー実施記録 確認

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.1.6

内部監査要綱な
確立した管理システムの有効性評価のため、 内部監査の手順が組織内に存在 ど内部監査に関
年一回以上の定期的な内部監査を行う。
する書類、記録
する。
等の確認

合格

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近代SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）
「7.1.6内部監査」の手順に従い実施されていた。
'・全体に同じ。
記録：内部監査調書 2019/9/2～10/2
・内部監査員3名は、外部の内部監査員研修を受講していることを確
認した。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.2.1

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

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

・“近畿大学水産養殖種苗センター・株式会社アーマリン近代SCSA認
証資料Ver1.4”（2019.7.1更新）
「7.2.1地域社会からの苦情の対処について」の手順に従い実施され '・全体に同じ。
ていた。
今期の発生はなかった。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.2.2

社内の従業員待
申請者は持続可能な養殖業の発展のため従 持続可能な養殖業発展のために 遇が関連法規に
業員に対して経済的、社会的インセンティブを 経済的、社会的インセンティブを提 違反していない
ことを示す（就業
供できるような体制を整える
提供できるよう努める。
規則等）。

合格

・株式会社 アーマリン近大パンフレットにSCSAの取り組み記載

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

7.2社会面への配 7.2.3
慮

申請者は利害関係者の慣習、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
利害関係にある人々の慣習と法的
合員資格証な
権利を尊重する。
ど）。直接許可
の場合は周囲関
係者との合意関
係書類。

合格

・ 各拠点は地域漁業協同組合、地域住民と良好な関係を築き種苗生
産・養殖事業を実施'
- アーマリン近大は和歌山南漁業協同組合から漁業権を得られた。
- 漁協からの出向者は、共同事業時と同様に受け入れている。
・アーマリン近大は和歌山南漁業協同組合から漁業権「区画 ・区画漁業免許状（H31.3.26版）と区画図面を確認した。
・区画漁業免許状（H26.6.19版）と区画図面を確認した。
- 以下事業所（アーマリン近大）は各漁業協同組合の組合員として区
漁業免許状」（H35.8.31まで有効）を得ている。
外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされていること 外的要因は、変化がなく、適切な環境維持がなされていることを確認
画漁業権を得ている
を確認識した。
識した。
・浦神・大島 和歌山東漁協
・戸津井 紀州日高漁協
・須賀利 三重外湾漁協
・奄美 瀬戸内漁協

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。

合格

・2019/6 “水産用医薬品の使用に関するアンケート（近畿農
・各事業所とも地域からの依頼に対して積極的に協力しることを確認し
政局”に協力
・白浜にて対応
た。
・2019.8.15 “アユ疾病対策関係調査”に協力

・水産試験所成果発表に参加

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

合格

・ 養殖認証資料「認証制度管理システム概要」
7.1.1 関係法令一覧
- 法令を遵守している状況であることを確認した。
- 法律改正の情報は、県等から情報受領。
- 適切に対応する状況であることを聞き取りで確認した。
- 保有資格管理表を確認した。
・法令一覧 1回/6か月に見直し実施
・審査を通して法律を遵守していることを確認した

'・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

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。

・女性職員への聞き取りを実施し、適切な労働環境を提供さ
れていることを確認した。

・全体に同じ

7.1管理システム

7社会経済
的側面
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'・全体に同じ。

'・全体に同じ。

'・全体に同じ。
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SCSAチェックリスト②（【戸津井】【すさみ】）
審査対象 近畿大学
審査種別 第二回年次審査(SV2)
審査日 2020/1/17-2/21
大項目

中項目

番号

項目

評価根拠

根拠資料

資料の確認(エビデンス）【戸津井】
海上種苗

資料の確認(エビデンス）【すさみ】
陸上種苗

1.1.1

下記の内容の記録を保持し、人工種苗であるこ
1.1.1.2-1.1.1.3を満たす事
との証明が可能な状態にする。

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
記録書面による確認
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。

- ネットワークへの接続がないため、エクセルにデータを記入し、白浜
へ転送している。

- 飼育日報（野帳）に記載した後、システムに入力。そのデータは、白
浜をはじめ他の拠点でも共有される。
- すさみは、初期飼育を行う。
- 種苗販売の際は、すさみから出荷する場合があるが、出荷伝票は白
浜が発行する。
- 近大の他の拠点から異動させることはある。
浦神からの2019/4/21ブリ移動届を確認した。
出荷時は白浜から飼育履歴が発行される。

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
納品書・購入記録の確認
元、購入年月日等が照会可能である。

- 受精卵購入には関与しない。

- 受精卵購入には関与しない。

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 1.1.1.1および1.1.1.2に関与する資料を適切に保 記録の保管および提供体制に関する書面に - 飼育期間のデータはすべて白浜に提出している。
が可能である。
管し、提供可能な管理体制を構築する。
よる確認
- 出荷時の飼育履歴は白浜より提供する。

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存しておく。認証
1.1.2.1－1.1.2.3を満たすこと。
機関は、必要に応じて親魚及び種苗に関して親
子鑑定を含むDNA鑑定を実施する。

人工種苗証明

１．種苗

- 種苗販売の際、すさみから出荷する場合があるが、出荷伝票は白浜
が発行する。
- マダイ秋仔1R 2019/11/9 6万尾出荷の送り状&経歴証明書を確認し
た。

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 親魚の鰭等の組織小片（サンプル重量1g以上）
サンプルが保存された明確な記録と現物の
う。組織小片の入手が困難な場合、当該種苗群 および当該魚群より50個体以上の全魚体の凍
- 凍結保存は白浜にて行う。
写真あるいは現地審査による存在の確認
より50個体以上の全魚体の凍結保存（サンプル 結保存を行っていること
重量1g以上）を行う。

- サンプルは白浜へ送り、白浜で凍結保存を行う。
- 審査時点ですさみで保管しているものはなかった。
- 保管する場合、すぐに白浜から番号を取り、すさみで一時保管してい
る間も管理番号を付けた状態で保管される。

保存した組織小片、または魚体の凍結保存は魚
1.1.2.1に関する識別情報を記録、各サンプルに 識別情報の記録と各サンプルの現物写真あ
体の識別情報と厳密に紐付けて保存し記録す
- 凍結保存したサンプルは、白浜にて管理を行う。
明示し、混同が起こらないように保管している。 るいは現地審査による存在の確認
る。

- 凍結保存したサンプルは、白浜にて管理を行う。

1.1.2.3

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。

- 凍結保存したサンプルは、白浜にて管理を行う。

1.2.1

養殖業者は、人工種苗購入先から提示された生 飼育中の魚群を育成に関する記録を保管し、
記録の保管および提供体制に関する書面に
産履歴を保管し、飼育中の魚群と紐づけて開
種苗生産者から提示された生産履歴と紐付け
- 人工種苗の購入は行わない。
よる確認
示・提供が可能な状態にする。
て開示・提供が可能である。

- 人工種苗の購入は行わない。

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鑑定実施のために認証機関より情報の提
DNA鑑定を実施する。認証機関から要請があっ 供を求められた場合、関連する資料等を提出 記録書面による確認
た場合、養殖業者は導入した種苗または育成後 できる体制を構築する。
の養殖魚の凍結サンプルを提出する。

- 要望への対応は、白浜で行う。

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
データまたは紙面での飼育管理記録の確認 - 種苗生産は行わない。
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
他の業者が生産した種苗と混ぜずに管理しそ
る。また、他の種苗生産者が生産した種苗と混 れを常時把握できる状態である
ぜて出荷しない。

データまたは紙面での飼育管理記録の確認 - 種苗生産は行わない。

- 近大以外の種苗生産者の種苗は扱わない。
- 近大の他の陸上拠点から種苗を移動させることはない。

2.1.1.3

出荷・販売伝票と記録で、種苗生産者名、種苗 人工種苗生産者名、人工種苗生産者認証番
生産者認証番号、出荷日、種苗魚種、出荷重量 号、出荷日、種苗魚種、出荷重量または出荷
または出荷尾数を明確にする。
尾数が明記された帳票が存在する

データあるいは紙面での飼育管理記録、経
- 種苗生産は行わない。
歴証明書、販売伝票などの確認

- すさみからSCSAとして外部に出荷した実績はない。
- 一般としては出荷あり。2019/11/9出荷時の送り状&経歴証明書で、
飼育履歴が記載されていることを確認した。

1.1.2.1
人工種苗証憑の
保管

1.1.2.2

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。要請に応じ、各サンプルお 記録書面による確認（これからの場合は念
よび親魚に関する記録の情報が提出できる状 書）
態にある事。

- 凍結保存したサンプルは、白浜にて管理を行う。

1.2養殖業者
- 要望への対応は、白浜で行う。

- 飼育日報（野帳）記入後、システムに入力する。
- 日報とシステムデータの確認が定期的になされ、適切な情報記録が
なされていた。

2.1識別および分
別
2.1.2

養殖業者の管理

2.1.2.1

養殖時に生産ロットごとに飼育尾数を管理し、そ 生産ロットごとに識別可能な管理記録を保持
- 給餌帳に飼育記録が入力されていた。記録を確認した。
の管理記録をもとに他の種苗が混入していない し、他の種苗が混入していないことが証明でき データまたは紙面での飼育管理記録の確認
- 2名で記録を取り照合し、正しいデータ入力を行っていた。
ことの証明が可能である。
る

2.1.2.1～2.1.2.3の項目を満たすこと

- 養殖は行わない。

2.1.2.2

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。

- 養殖は行わない。

2.1.2.3

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。

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
出荷・販売伝票と飼育管理記録の確認
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。

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
ほかのロットの混入を行う場合、同一種苗業者
して管理を行うことができる。ただし、管理記録
データまたは紙面での飼育管理記録の確認 - 該当の事例はない。
由来の種苗であることを記録していること。
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。

データまたは紙面での飼育管理記録の確認

- 魚種、ロットごとに管理を行い、明確に区別されている。
- 飼育管理は常に把握できる状態であることを確認した。

- すべてのデータは白浜へ送付し、出荷・販売等の書類は白浜にて作
- 養殖は行わない。
成されている。

- 養殖は行わない。

2.2.1

種苗生産者

2.2.1.1

稚魚（卵からふ化した状態）入手後の生産履歴
稚魚の育成、移動履歴、暫定尾数や増減尾数
および暫定尾数等を時系列にそって正確に記録
データまたは紙面での飼育管理記録の確認 - 種苗生産は行わない。
などが時系列にそって記録されている
する。

2.2.1.1～2.2.1.5の項目を満たすこと

- 飼育日報（野帳）をシステムに入力し、時系列で記録されていた。

2.2.1.2

稚魚の飼育は生簀・水槽ごとに明確に区別して
孵化から種苗出荷までの生産履歴が追跡可能
行い、ふ化から種苗出荷までの確実な履歴を保
データまたは紙面での飼育管理記録の確認 - 種苗生産は行わない。
な帳簿を保管している。
管し、生産履歴が追跡可能な状態にする。

- 水槽ごとに記録がなされていた。

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
データまたは紙面などによる飼育管理記録
出荷尾数、あるいは出荷重量が明確にされ、
き、分別管理がなされていた証明として生産履
と経歴証明書等出荷に関連する記録の確 - 種苗生産は行わない。
分別管理がされた証明となる書類を提示できる
歴の確認が可能な状態にする。
認

- 個別数量カウントができない段階での他拠点への移動では、希釈倍
数による想定尾数を算出する。
- 可能なサイズでの出荷では、尾数カウントを行う。
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2.2トレーサビリ
ティと数量管理

2対象人工
種苗飼育
管理

2.2.1.4

計数終了時から出荷までの間の死亡魚数や追 データまたは紙面などによる飼育管理記録
計数後から出荷までの期間の生産履歴・増減尾
加収容数などの増減尾数及び生産履歴に関す 等で死亡魚数、追加収容尾数の記録の確 - 種苗生産は行わない。
数等を正確に記録する。
認
る事項を正確に記録する。

- 出荷尾数は野帳及びシステム上に詳細が記録されていた。

2.2.1.5

記録を修正する場合、修正日と修正者、変更点
記録修正に関する手順を示した書類（記録
記録の修正に関する手順が文書化されている
を明確に記録し、修正手順を文書化する。
修正手順書など）の確認

- 記録の修正は、手順に基づきなされていることを確認した。

2.2.1

養殖業者

2.2.2.1

認証種苗から生産された養殖魚の生産履歴は
- 養殖データは、エクセルにて管理し、すべてを白浜へ送付して白浜で
認証種苗受領から出荷まで生簀･水槽ごとに明 出荷から人工種苗受領までの正確な経歴など
- 養殖は行わない。
データまたは紙面での飼育管理記録の確認 システムに統合している。
確に分けて時系列にそって性格に記録し、人工 を遡って追跡できる記録を保管している
- エクセルでの養殖データを確認した。
種苗受領時まで遡って追跡可能な状態にする。

2.2.2.2

種苗受領後（種苗生産者が示した尾数）または
認証種苗受領後または計数後から出荷終了ま
データまたは紙面などによる飼育管理記録
計数後から出荷終了までの期間の増減尾数及
での期間の生産履歴･増減尾数等を正確に記録
等で死亡魚数、追加収容尾数の記録の確 - 死亡魚を発見したらすぐに回収し、データを記録している。
び生産履歴に関する事項を正確に記録してい
する。
認
る。

- 養殖は行わない。

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
飼育魚の経歴を正確に記録し、過去に出荷し
より記録尾数が増加していないことを明らかにす
た魚の最終出荷量が誤差の範囲内で一致して 過去の飼育管理記録と誤差数値の確認
る。誤差は実数では5％、重量や一部計数から
いる
の推定値は10％増の範囲内に収まるようにす
る。

- 最終出荷尾数管理は、白浜にて行う。

- 養殖は行わない。

2.2.2.4

記録を修正する場合、修正日と修正者、変更点
記録修正に関する手順を示した書類（記録
記録の修正に関する手順が文書化されている
を明確に記録し、修正手順を文書化する。
修正手順書など）の確認

- 全体に同じ。

- 養殖は行わない。

2.3.1

種苗生産者

2.3.1.1

農林水産省作成「水産用医薬品の使用につい
最新の「水産用医薬品の使用について」を参照
て」を参照し、医薬品・医療機器等の品質、有効
し、法律の基づいて水産用医薬品を使用してい 水産用医薬品の使用記録の確認
性及び安全性の確保に関する法律に基づいて
る
適切に使用する。

- 種苗生産は行わない。

- 薬品使用は、白浜にいる魚病担当に相談する。
- 薬品を購入する際は、すさみの魚種担当が種苗事業部長に申請の
上行う。

付記

麻酔剤を使用する場合、上記で定められた麻酔 最新の「水産用医薬品の使用について」を参照
剤（オイゲノールを有効成分とする薬剤）以外を し、法律の基づいて水産用医薬品を使用してい 水産用医薬品の使用記録の確認
る
使用してはならない。

- 種苗生産は行わない。

- 麻酔はオイゲノールのみを使用する。
- 使用記録がないことを確認した。

2.3.1.2

医薬品の購入記録と共に、購入伝票、添付の場 水産用医薬品購入に関する記録と購入伝票が 購入記録・購入伝票の確認。（添付がある場
- 種苗生産は行わない。
合品質検査成績書等を5年間保管する。
保管されている
合、品質検査成績書の確認）

- 購入伝票は白浜に送付する。納品書は、薬品受領の後白浜へ送付
する。
- 購入伝票は白浜で5年以上保管する。

2.3.1.3

医薬品は添付書類等の指示に従い、汚染、劣化
水産用医薬品が汚染や劣化を防ぐために適切 保管場所、保管方法を写真または現地審査
や衛生動物による被害を防止するよう適切に管
- 種苗生産は行わない。
な方法で保管されている。
での確認
理する。

- 医薬品は施錠可能な場所で保管している。
- 適切な温度管理がなされ、衛生動物による被害を回避できる状態で
あることを確認した。

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、使用量を使用ごとに
用年月日、使用生簀、使用量等を記録し、5年間
記録している
保管する。

水産用医薬品の使用記録の確認

- 使用記録はシステムデータに入力され、5年以上維持されることを確
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
指導書を販売店に提示した上で必要量を購入 ワクチン使用指導書、購入記録、購入伝票が
し、購入記録と共に、購入伝票、添付の場合品 保管されている
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 - 種苗生産は行わない。
書の確認）

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。

2.3.1.7

抗菌剤の不必要な乱用を避け、予防的な使用を 病気が発生しないうちに医薬品の投与を行って
水産用医薬品の使用記録の確認
しない。
いない

2.3水産用医薬品
2.3.2
の使用

養殖業者

- 種苗生産は行わない。

2.2.2.1～2.2.2.3の項目を満たすこと

2.3.1.1～2.3.1.7の項目を満たすこと

使用期限の切れた薬品を使用せず、適切に廃 写真及び現地審査での使用期限の確認、
棄し記録する
廃棄記録、廃棄時の引き取り伝票の確認

- 種苗生産は行わない。

- 前回審査以降、ワクチンの使用はなかったことを確認した。

- 種苗生産は行わない。

- 前回審査以降、廃棄はなかったことを確認した。
- 期限切れ薬品は、それを明記した保管箱に入れて分別し、白浜に送
り処理する手順であることを確認した。

- 種苗生産は行わない。

- 医薬品の使用は、魚病担当者が決定する。
- 医薬品は極力使用しない方針である。

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
最新の「水産用医薬品の使用について」を参照
て」を参照し、医薬品･医療機器等の品質、有効
し、法律の基づいて水産用医薬品を使用してい 水産用医薬品の使用記録の確認
性及び安全性の確保等に関する法律に基づい
る
て適切に使用する。

- 医薬品選択は、白浜にて行う。
- 使用する際は、白浜から受領し、使用記録はエクセルの給餌帳に記 - 養殖は行わない。
入。白浜へ送付し、システムに統合している。

付記

麻酔剤を使用する場合、上記で定められた麻酔 最新の「水産用医薬品の使用について」を参照
剤（オイゲノールを有効成分とする薬剤）以外を し、法律の基づいて水産用医薬品を使用してい 水産用医薬品の使用記録の確認
使用してはならない。
る

- 麻酔薬の使用はない。

2.3.2.2

医薬品の購入記録と共に、購入伝票、添付の場 水産用医薬品購入に関する記録と購入伝票が 購入伝票、添付文書、品質検査成績書など
- 医薬品の購入には関与しない。
合品質検査成績書等を5年間保管する。
保管されている
の確認

- 養殖は行わない。

2.3.2.3

医薬品は添付書類等の指示に従い、汚染、劣化
水産用医薬品が汚染や劣化を防ぐために適切
や衛生動物による被害を防止するよう適切に管
保管場所、保管方法を現地審査での確認
な方法で保管されている。
理する。

- 白浜から受領した薬品が倉庫に保管されていた。
- 倉庫は施錠して管理する。

- 養殖は行わない。

2.3.2.4

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、使用量を使用ごとに
用年月日、使用生簀、使用量、使用期間終了日
記録している
等を記録し、5年間保管する。

水産用医薬品の使用記録の確認

-薬品の使用記録は、エクセルの給餌帳に記入し、白浜に送り、白浜で
システムに統合する。
- 養殖は行わない。
- エクセルの給餌帳を確認した。

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
指導書を販売店に提示した上で必要量を購入 ワクチン使用指導書、購入記録、購入伝票が
し、購入記録と共に、購入伝票、添付の場合品 保管されている
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 - 白浜にて管理を行う。
書の確認）

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。

2.3.2.7

抗菌剤の不必要な乱用を避け、予防的な使用を 病気が発生しないうちに医薬品の投与を行って
水産用医薬品の使用記録の確認
しない。
いない

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 飼育施設からの逃亡、進入防止に関する対策
写真及び現地審査での逃亡防止策の確認 - 種苗生産は行わない。
防止するための適切な対策を講じる。
がなされている

2.4.2

養殖業者

使用期限の切れた薬品を使用せず、適切に廃 写真及び現地審査での使用期限の確認、
棄し記録する
廃棄記録、廃棄時の引き取り伝票の確認

8/11

- 養殖は行わない。

- 養殖は行わない。

- 使用期限が切れた医薬品がある場合は、白浜へ送り処理を行う。

- 養殖は行わない。

- 薬は極力使用しない方針である。
- 予防的な使用は行っていないことを、聞き取りと記録で確認した。

- 養殖は行わない。

- 陸上施設のみであり逃亡の危険性はないことを目視で確認した。
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2.4逃亡管理

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
写真および現地審査での逃亡防止策の確
理された魚の不明魚率が20％以下となるように 飼育施設からの逃亡、進入防止に関する対策
認
する。不明魚率20％以上が3回連続した場合は がなされており、不明魚率が20％以上を超えて
過去の飼育管理記録等による不明魚率の
認証をしない。
いない。
確認
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。

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 魚類福祉に関する勉強会の開催、積極的な情
勉強会開催等の記録の確認
魚の健康と福祉に関する情報収集を積極的に 報収集を実施している。
行い、飼育に反映させる。

飼育状況を記録し、魚を健全な状態に保ち飼
育している。

- 蓋網がなされ、逃亡管理は適切に行われている。
- 不明魚率の管理は、白浜にて行っている。
- 適切な範囲内であることを確認した。

魚が健全な状態にあることを示すもの（魚病 -適切な水環境にて飼育されていた。
発生の頻度に関する書類など）
- 魚は健全な状態であることを、確認した。

- 養殖は行わない。

- 養殖は行わない。

2.5魚類福祉

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

- 養殖は行わない。

- 種苗生産は行わない。

- 陸上施設のみであり、許可を得て作られた施設である。

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）
記録資料の保有と現地審査による存在の確 - 漁業免許は白浜で全体管理を行っている。
漁場周辺の工場や河川を示す図
認
- 認められた区域に設置された養殖場である。
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）

- 養殖は行わない。

3.2周辺環境への
3.2.1
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 3.2.1.1および3.2.1.2の項目を満たすこと
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

3.2.1.1

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

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

3.2.2

水産用医薬品や魚網防汚剤の使用は2.飼育管
医薬品、医療機器等の品質、有効性および安
理 2.3項（水産用医薬品の使用）の規定により、
使用記録票・使用指導書の保有と現地審査 - 薬は極力使用しない方針である。
全性の確保等に関する法律(薬機法）に基づき
法令や告示に基づいて行い記録する。また使用
による存在の確認
- 使用にあたっては、白浜と連絡を取り入手の上実施する。
適切に使用されている
にあたり周辺環境への影響を最小限にする。

3.2.3

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
死魚の処理や廃棄物処理業者との取引伝
物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理
票や産業廃棄物管理票（マニフェスト）など
法)や環境省：漁業系廃棄物の処理についての
の保有と現地審査による存在の確認
ガイドラインに則り適切に処理されている。

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。

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），
法令違反による罰則歴がないこと
文化財保護法，生物多様性基本法，自然公園
罰則歴がある場合は是正をするための必要 - 近畿大学の管理において法令に基づき運用がなされている。
法，自然環境保全法
な処置をとり監督機関により確認されている - 適切な管理のもと養殖がなされていた。
ことを示す資料の保有と現地審査による存 - 現場での状況から、法令違反がないと判断できた。
国際条約：生物の多様性に関する法律(生物多
在の確認
様性条約)，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

3.3.2

種苗生産施設および養殖施設から逃亡した飼育 逃亡した飼育魚が周囲の自然環境、生物多様
対応策を示す書類と画像の保有と現地審査 - すべての生簀に蓋網をしている。
魚が周囲の自然環境、生物多様性、生態系に 性、生態系に及ぼす影響を最小限にするよう対
による存在の確認
- 網破れも確認しており、逃亡はないと判断できる状態であった。
及ぼす影響を最小にするための対策を講じる。 策を講じている

- 陸上施設の排水管につながる所には網をかけ、逃亡がないようにし
ていた。

4.1.1

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
国内の法令及びガイドラインを遵守している。
示・ガイドラインを遵守して、生産・流通したもの
を用いる。

- 餌に関する資料は、白浜で確認・管理を行う。

4.2.1

購入業者より納品書・産地証明書・飼料安全法
飼料および飼料添加物は、購入記録・産地証明
トレーサビリティが確保できる資料の保管と
で求められる内容を記した品質保証書などを入
- 餌の購入は白浜で行う。
書・品質証明書などを保管する。
現地審査による現場確認
手している。

- 餌の発注はすさみで行うが、餌に関する資料は、白浜で確認・管理を
行う。

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。

トレーサビリティが確保できる資料の保管と
- 生餌の使用はない。
現地審査による現場確認

- 生餌の使用はない。

- 生物餌料はすさみで培養している。
- 外部から購入は行っていない。
- 外部より購入あるいは受領する可能性はある。購入の場合は伝票を
保管する。無償で受領した場合は、受領記録を取る。

3．環境配
慮

養殖業者（中間的
育成を行う養成業
者も含む）

3.3環境影響低減
への対策

4.1飼・餌料の原
料

4.2飼料のトレー 4.2.2
サビリティおよび
透明性の確保

４．飼・餌料

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

- 白浜にて実施管理
- 魚類福祉の理解が適切になされていることを、聞き取りにて確認し
た。

- 排水の水質検査記録を確認した。
2019/1/18, 2019/4/30, 2019/7/30, 2020/1/28
- 水温、DO、窒素、リン、有機物等の測定がなされ、施設の排水が適
正であることを確認していた。

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
- 給餌帳に記録がなされていることを確認した。
度、底質のAVS・COD、赤潮・有毒プランクトン 記録資料の保有と現地審査による存在の確
- 記録した情報は白浜に送り、白浜でシステムに統合して管理をしてい - 養殖は行わない。
情報などの測定値と記録
認
ることも確認した。
漁場改善計画が設定されている場合はその関
連書類

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。

- 死亡魚は回収し、白浜で処理を行う。

下記項目にある資料の保管と現地審査によ
- 餌の購入は白浜で行う。
る現場確認

- 養殖は行わない。

- 養殖は行わない。

- 近畿大学の管理において法令に基づき運用がなされている。
- 施設は隙間をふさぎ、動物等が入らないようにしていた。
- 現場での状況から、法令違反がないと判断できた。

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 生餌購入業者より、購入明細等、漁獲産地の
地から納品までの過程において適正に管理した 確認できる書類を入手している。
ことを示す証明を納入業者から得るものとする。

トレーサビリティが確保できる資料の保管と - 給餌帳に記録をしている。
現地審査による現場確認
- エクセルの給餌帳を確認した。

4.3.1

飼料、飼料添加物、生餌および市販の生物餌料
飼料その他添加物等の保管場所は衛生動物
の保管場所には衛生動物による被害の対策が
による被害の対策が施され給与まで適切に管
施されており、給与まで適切に保管管理されて
理可能である。
いる。

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

- 餌は,施錠できる施設にて保管されていた。
- 餌は,施錠できる施設にて保管されていた。
- 隙間はすべてふさがれ,衛生動物による被害を受けない状態であるこ
- 適切な温度で保管できるよう、工夫がなされていた。
とを確認した。

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 周囲の環境汚染防止
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。

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

- 生物餌料の培養は行わない。

- 生物餌料の培養を屋外で行っている。
- 和歌山県に存在する。
- タンクに入れる量は、大雨等でも流出する量にはしない。

- 医薬品の使用はなかった。
- 給餌の記録はエクセルでなされ、白浜に送付しシステムデータに統
合されることを確認した。

- 医薬品の使用はなかった。
- 給餌記録は野帳に記入後、システムに入力していることを確認した。

4.3飼・餌料の使
用および管理 4.3.2

4.3.3

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 飼育野帳あるいは飼育履歴書の保管と現
使用量を記載している。
地審査による現場確認
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4.4飼・餌料の効
率化および最適
化

4.4.1

飼・餌料効率の改善に取り組んでおり、目標値
現状の効率を把握し、改善目標が設定されて
を設定するなど、改善・実行・管理に取り組んで
いる。
いる。

現状の効率と改善目標を示した資料の保管
- 白浜による管理である。
と現地審査による現場確認

- 陸上施設での稚魚は、ワムシの減り具合等を見ながら適正量を給餌
する。尾数も推定段階であり、給餌量も経験によるものも大きく、給餌
効率を算出する段階ではないと判断する。

5.1.1

種苗生産・養殖において、人体に悪影響を及ぼ
人体に悪影響を及ぼす水質でないこと
す水環境で養殖をしてはならない。

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。

- 水温、透明度、風速、DOは定期的に計測を行っている。
- 適切な水質であることを確認した。

- 陸上施設のみである。
- 排水の水質検査結果により適切な状態が維持されていることを確認
した。

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 養殖水の汚染源の管理がされている
にすることを目的とした管理がなされている。

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

- 該当の施設はない。

- 陸上施設のみである。
- 排水の水質検査結果により適切な状態が維持されていることを確認
した。

5.1.3

種苗生産施設、養殖施設や作業場所は衛生動
衛生害獣、害虫からの汚染を最小限にする対
物による汚染を最小限にする対策を講じてい
策を講じている
る。

- 衛生動物による被害を受けないよう、隙間対策を行った。
衛生害獣・害虫対策の実施状況を写真ある - 建屋の隙間はすべてふさぎ、餌が衛生動物の汚染・被害を受けない
- 見学者には長靴着用を徹底している。
いは現地審査で確認
ようにしていた。
- 作業後の洗浄を適切に行っていた。

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。

5.2.1

出荷対象魚の水揚げ、輸送などに関して、物理
製品の損傷を最小限にするための最適な管理 製品の損傷度の写真あるいは現地審査で
的損傷又は魚体に対するストレスを最低限にす
と手法が行われている
確認
るために、適切な管理と手法を行う。

- 飼育環境は適切であることを目視で確認した。
- 魚の取り扱いにおいては、劣化しないような扱いをしていることを、聞
- 魚の取り扱いにおいては、劣化しないような扱いをしていることを、聞
き取りにて確認した。
き取りにて確認した。

5.2.2

出荷対象魚の劣化、汚染を最小限にするための 製品の劣化、汚染を最小限にする措置を講じ
措置が講じられている。
ている

- 魚の取り扱いにおいては、劣化しないような扱いをしていることを、聞 - 出荷の際にはフィッシュポンプを使用し、劣化を避けていることを、聞
き取りにて確認した。
き取りで確認した。

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 各書類による資料安全法の基準に合致してい 飼料品質証明書、水産用医薬品使用記録、
- 白浜にて管理する。
準に合致しているか確認を実施する。また、医薬 るか、投薬を実施した魚の休薬期間の確認。 飼育帳の確認
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。

- 白浜にて管理する。

6.1.1

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

安全衛生責任者を任命しているか、器具の
- 全体に同じ
提供がなされているか書面または現地審査
- 現場では、ライフジャケット、長靴の着用が徹底されていた。
での確認

- 全体に同じ
- 現場では、長靴の着用が徹底されていた。

6.1.2

作業に従事する者は、安全衛生に関して研修を 安全衛生に関する研修を実施し、研修の記録
受け記録する。
を保持している

研修記録等の確認

- 白浜にて実施記録を保管。

- 白浜にて実施記録を保管。

6.1.3

健康・安全上に関わる環境・事象が発見された
健康・安全上に関わる環境・事象は記録され、必
場合それらを記録し、必要に応じて是正措置を 健康、安全上に関わる記録の確認
要に応じ是正措置を講じる。
講じている。

- 白浜にて管理している。
- 前回審査以降、健康・安全にかかわる事象は発生しなかった。

- 白浜にて管理している。
- 前回審査以降、健康・安全にかかわる事象は発生しなかった。

6.1.4

労働災害について記録し、是正措置を講じる。

- 白浜にて管理している。
- 前回審査以降、労災は発生してない。

- 白浜にて管理している。
- 前回審査以降、労災は発生してない。

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
従業員への教育訓練の記録の確認
訓練を定期的に実施している

- 教育訓練は白浜にて行い、記録を保管していた。

- 教育訓練は白浜にて行い、記録を保管していた。

5.食品安全

現地あるいは写真での衛生管理状況の確
認

5.2製品の取り扱
い

6.1安全衛生の維
持と適切な労働
環境の提供

6.2国内法・ILO条
6.2
約の遵守
6.安全衛
生・労務管
理
6.2.1児童労働の
6.2.1.1
禁止

労働災害が起こった際にしかるべき対処を講じ 労働災害報告書など労働災害に関する書
ている
類の確認

国内法（労働基準法、労働安全衛生法）及びILO 全ての労働関連法律・施行令・規則及びILO条
条約（中核的労働基準）を遵守している。
約（中核的労働基準）を遵守していること

児童労働を禁止する。ただし家族労働における 義務教育（一般的には15歳）を終了していない 被雇用者の生年月日をヒアリング又は書面
- 現場にて確認を行い、該当の状況はないことを確認した。
手伝いの範疇は含まない。
者の雇用を禁止する。
で確認

- 現場にて確認を行い、該当の状況はないことを確認した。

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

- 現場で聞き取りを行い、該当の状況はないことを確認した。

- 現場で聞き取りを行い、該当の状況はないことを確認した。

6.2.2.2

雇用者は雇用開始時に被雇用者の身分を証明 被雇用者の身分を証明するものの原本（パス
するパスポート、免許証の原本を引き渡すよう要 ポート、免許証）を雇用者が引き取り管理して
求してはならない。
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

- 現場で聞き取りを行い、該当の状況はないことを確認した。

- 現場で聞き取りを行い、該当の状況はないことを確認した。

6.2.3.1

いかなる場合においても性別、年齢、人種、地
いかなる場合も差別的行為、差別的待遇を禁
域などについて差別的行為、差別的待遇を禁止
止する。
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

- 現場にて聞き取りを行った。
- 良好な職場環境が維持され、差別的な行為がないと評価できた。

- 現場にて聞き取りを行った。
- 良好な職場環境が維持され、差別的な行為がないと評価できた。

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 ハラスメント行為対応システムが構築され、ハ
る。
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 - 現場にて聞き取りを行った。
グまたは書面で確認
- 良好な職場環境が維持され、ハラスメントはないと評価できた。

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。

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 法人格を取得、又は公的機関に所属している
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
認証制度における管理責任者を任命、各工程 認証制度における管理責任者、各工程の管 - 各工程における責任者は、認証資料 7.1.3に明記されている。
項への適合、改善要求事項への対応などに責
の管理責任者等が明確にされている
理責任者を現地審査で確認
- 戸津井での責任者を現場で確認した。
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。

- 各工程における責任者は、認証資料 7.1.3に明記されている。
- すさみでの責任者を現場で確認した。

7.1.4

構築した管理システムが適切に運用できている
管理システム運用のための、モニタリングシス
かを継続的に確認するモニタリングのしくみを構
モニタリングシステムの手順、記録等の確認 - 全体に同じ
テムを構築し、実行されている。
築し、実施する。

- 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 構築したシステムが適切に運用されていること
モニタリングシステムの手順、記録等の確認 - 全体に同じ
れているかを確認する。
を確認している。

- 全体に同じ

7.1.6

確立した管理システムの有効性評価のため、年
内部監査の手順が組織内に存在する。
一回以上の定期的な内部監査を行う。

-内部監査は実施されていた。
内部監査要綱など内部監査に関する書類、
- 不適合はなかった。
記録等の確認
- 内部監査結果は、適切であったと判断できる。

-内部監査は実施されていた。
- 不適合はなかった。
- 内部監査結果は、適切であったと判断できる。

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 苦情に対する協議の手順が存在する。
を構築する。

苦情対応手順を現地審査、過去の対応例を - 苦情対応手順は、全体に同じ。
ヒアリング
- 苦情は発生しなかった。

- 苦情対応手順は、全体に同じ。
- 苦情は発生しなかった。

7.2.2

申請者は持続可能な養殖業の発展のため従業 持続可能な養殖業発展のために経済的、社会
社内の従業員待遇が関連法規に違反して
員に対して経済的、社会的インセンティブを提供 的インセンティブを提供できるような体制を整え
いないことを示す（就業規則等）。
できるよう努める。
る

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

7.1管理システム

7社会経済
的側面

7.2社会面への配
7.2.3
慮

7.2.4

申請者は利害関係者の慣習、法的権利を尊重
する。

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 現地審査での認証制度を管理するためのシ
- 全体に同じ
築の目的、適合すべき法的要求事項を明記し ステムが構築されていることの確認
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

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 現場にて聞き取りを行った。
- 良好な職場環境が維持され、ハラスメントはないと評価できた。

- 全体に同じ

- 全体に同じ

- 全体に同じ

漁協等を通じ調和がとれていることを示す
利害関係にある人々の慣習と法的権利を尊重 （漁協所属の場合は組合員資格証など）。直 - 漁協、地域と適切な関係を保ち、慣習と法的権利を尊重していること
- 地域との関係は良好であることを聞き取りで確認した。
する。
接許可の場合は周囲関係者との合意関係 を、聞き取りにて確認した。
書類。

資源と漁場環境改善のための情報の提供、収
申請者は資源と漁場環境改善のための情報の
求められた場合は、協力を実行した事実を
集の依頼を求められた際には、情報の提供、
収集に支援、協力する。
示す書類。
収集への協力を行う
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- 地域からの依頼には積極的に協力する姿勢であることを、聞き取りで - 地域からの依頼には積極的に協力する姿勢であることを、聞き取りで
確認した。
確認した。
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7.2.5

申請者は全ての国内法、条例を遵守する。

- 法令を犯している事実は確認できなかった。
- 法令を犯している事実は確認できなかった。
養殖業操業に関連するすべての法律を遵守し 関連法・条例を遵守していることを示す書類
- 漁協、地域と適切な関係を保ち、法令遵守している状況であると判断 - 漁協、地域と適切な関係を保ち、法令遵守している状況であると判断
ている
等の確認
できる。
できる。
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