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HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の必要性

• 2018年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、

「HACCPに沿った衛生管理の制度化」が導入された

• 惣菜は「生原料の使用」や「低温加熱調理」などが多く、比較的保存
性の低い製品である

→ 作業者の手洗いや作業区域の清掃などの「一般衛生管理」の他、

製造時の「食の安全に関する管理」が重要になる

手引書 p.2

本手引書における惣菜の範囲
家庭外で調理・加工され、家庭・職場・学校・屋外などに持ち帰って、すぐに(電子
レンジなどでの簡単な加熱を含む)食べられる比較的消費期限の短い調理済み食品※

※低温加熱殺菌をおこなった容器包装済みの製品などの、いわゆるチルドの袋物惣菜を
含む
- 次の惣菜製品は除外する

・加熱等の調理を前提とした惣菜(調理済み冷凍食品、そうざい半製品等)
・容器包装詰加圧加熱食品(レトルト食品、含気レトルト食品、調理缶詰等)
・施設内で調理後、そのまま消費者に販売・提供するもの

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
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衛生管理計画書の作成

• 惣菜製造では一般的に、食中毒や健康被害の原因を製造中に管理するこ
とが重要となる

• 食中毒や健康被害の原因となるものの中には、手洗い等の一般衛生管理
でコントロールできないものがあるため、殺菌や加熱などの工程管理を
行うことが必須となる

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための活動

①HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画の作成

②作成した衛生管理計画に従った管理の実施

③実施記録の保存

④記録等を確認することによる、管理の振り返り

手引書 p.2HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
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衛生管理計画書の作成方法

1 運営体制の確認(p.4)

食品衛生責任者に関する内容と衛生管理を実施するための管理体制に
関する要件の確認

2 現状の確認(p.7及びp.32)

現状行っている衛生管理に不足した事項はないか確認

3 ルールの作成・修正

2でルールがない、または不足している項目があった場合、
手引書を参考に現場で実施できるルールを作成・修正する

4 手順書及び記録表の作成・修正

新しくルールを設定したもの、今までのルールを変更したものについては、
必要に応じて手順書及び記録表の作成・修正を行う

5 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画書の作成終了

手引書 p.3HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

4



食品衛生責任者の役割
運営体制 手引書 p.5

自社内で食品衛生管理を適切に行うため、食品衛生の責任者を
各施設に設置しましょう

【食品衛生責任者に対する教育】

保健所などが開催する食品衛生講習会に定期的に参加する

（食品安全管理において、衛生管理の最新情報を学ぶことは重要）

【食品衛生責任者の役割】

① 工場内の衛生管理の方法や食品衛生の指導

食品取扱者がルールを守って実施できているかを確認し、必要に応じて

教育をする

② 営業者への食品衛生の事項に関する意見を述べる

設備が故障している状態、食品衛生のために必要な備品がある場合など

に営業者に伝える

⇒営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重する必要がある
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管理体制－手順書の作成
運営体制 手引書 p.5

【手順書を作成する事項（例）】

① 廃棄物の保管・廃棄方法－昆虫やカビの発生を防ぐ

② 緊急時の対応手順書

被害拡大防止のため早急な対応がとれるようにあらかじめ決めておく

③（必要に応じて）施設設備と機械器具の清掃・洗浄・消毒の方法

実施方法が複雑なもの、食品事故に影響するものは特に必要

☆ 手順書の代用

使用機器の取扱説明書や、手洗い方法を解説したポスターを手順書として

代用することも可能

◎ 管理の抜け予防に、手順に関する責任者を決める

手順書が作成されていても、現場で実施されていない、またはその方法が

間違っていると、安全な製品を製造できない

衛生管理にかかわるルール等を誰もが同じように間違うことな
く実行できるよう、必要に応じて手順書を作成しましょう

6



管理体制－記録の保管
運営体制 手引書 p.6

◎ 作業中に記録をつけることは非常に大変な作業であるが、記録を活用

するために、単なる記入や廃棄のみを目的とせず、定期的に確認する

記録をとる、保管することのメリットを理解し、記録を活用し
ましょう

【記録をつけることのメリット】

① 食品事故やクレーム発生時、問題点の確認や発生原因の究明に活用

できる

② 適切な衛生管理を実施していた証拠として消費者や保健所に説明する

ことが可能

③ 施設での管理状況の確認などの振り返りにも使用可能

☆ 記録の保管期間

問題発生時にも参照できるよう、消費（賞味）期限＋１か月など、流通

実態に応じた合理的な期間保管する
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管理体制－食品取扱者への教育
運営体制 手引書 p.6

食品安全を確保するため、食品取扱者の教育を実施しましょう

☆ 教育のタイミングと内容の計画を必要に応じて設定

特に食品衛生に影響の大きい次の項目に関するルールの教育を検討する

2-1. 施設環境の衛生管理 （※（）内は手引書の参照ページ）

1）施設・設備の衛生管理（p.11-15）

2）使用器具の衛生管理 （p.16-17）

5）廃棄物・排水の取扱い（p.20）

6）食品等の取扱い （p.21-25）

9）回収・廃棄 （p.28）

2-2. 食品取扱者の衛生管理 （p.29-31）

3-3. 重要ポイント （p.43-49）

◎ 体験型の教育の実施を検討

長時間、一方的に話を聞かせる研修型の教育よりも、体験型の教育の方が

知識が身につきやすいこともある

手洗い教育の例
（蛍光チェッカーを使った例）
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はじめに
一般衛生管理 手引書 p.8

（手引書 p.56,57）

・一般衛生管理は衛生管理計画のひとつ。

一般衛生管理が十分できていることが工程管理をスムーズに行う前提

・一般衛生管理の要求事項について一覧にまとめられたものが、

「一般衛生管理 診断書」（手引書p.8-10参照）

・診断書にて一般衛生管理全体の流れ（作業）を把握し、手引書の各項目

をみるとわかりやすい

【一般衛生管理 診断書の項目】
2-1. 施設環境の衛生管理 2-2. 食品取扱者の衛生管理
1）施設・設備の衛生管理 1）食品取扱者の健康管理
2）使用器具の衛生管理 2）食品取扱者の衛生管理
3）使用水等の管理
4）ネズミ・昆虫対策
5）廃棄物・排水の取扱い
6）食品等の取扱い
7）検食の実施
8）情報の提供
9）回収・廃棄

この後、この項目順にて
一般衛生管理の要求事項
について説明します
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一般衛生管理診断書
手引書 p.8-10

（手引書 p.56,57）
一般衛生管理

一般衛生管理の要求事項の一覧表となっており、それぞれの要求事項について

以下のとおり3段階で基準が設けられている

基準 内容

A 文書や記録が必要 文書（手順書、製品説明書など）または記録、も
しくは両方の対応が求められている事項

B 記録することが望ましい 文書や記録は求められていないが、記録すること
で適切な運用を証明することが可能な項目

C 該当する場合は対応 特定の条件に該当する場合に対応が必要な項目

⇒この基準を基本とし、製品の特性や組織の規模等にあわせて

自社に必要な管理を判断する
一般衛生管理診断書の例
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① 設備の保守管理

施設・設備の衛生管理
手引書 p.11一般衛生管理

施設環境の衛生管理

使用している機器がいつでも適切に使用できるよう管理する

・取扱説明書等にて点検が必要とされる機器は、決められた頻度で

定期的に点検する

・保管設備や送水設備等の施設設備は、必要に応じて正常に作動して

いるかを確認する

☆ 壊れた設備・機器

壊れた機器は、ケガや異物混入の原因となる恐れがあるため、補修が終わ

るまで使用しないようにする

製品への異物混入や食中毒の発生を予防するため、施設全体に
ついてルールを設定して管理し、衛生的な環境を保ちましょう

施設・設備のルールとして、施設の内壁・天井・床の清潔、施設・設備の保守管理、

照度の管理、温度と湿度の管理、清掃・洗浄の管理について、ルールを設定する

11



② 照度の管理

施設・設備の衛生管理
手引書 p.11一般衛生管理

施設環境の衛生管理

ラベルの正誤や異物の確認が十分できるための適切な明るさを維持する

・食品取扱い場所は、半年に１回以上、作業に支障が出ない

明るさであることを照度を測定して確認する

☆ 照度の参考

夜間の街灯の真下程度の明るさ≒照度100ルクス

事務所の蛍光灯下≒照度600-700ルクス程度

⇒必要な明るさを確保して、作業の正確さを維持する

☆ 照度が不足する場合、電気スタンド等にて明るさを確保することも

可能

☆ 食品が保護されていない場所では、蛍光灯等の飛散防止対策（カバー

やフィルムの使用、元々飛散防止処理がされた蛍光灯の使用、等）を

検討する
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③ 温度と湿度の管理

施設・設備の衛生管理
手引書 p.12

（手引書 p.65）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

カビや病原性微生物を増殖させないよう、高温多湿を避ける

・温度と湿度を管理する場所を決め、測定機器を見やすい場所に設置し、

温度と湿度の基準、確認方法とその頻度を定めて管理する

冷蔵庫や冷凍庫等の冷蔵設備について

・庫内温度の基準、確認方法とその頻度を定めて管理し、記録する

☆ 基準の参考 温度25℃以下、湿度80％以下（大量調理施設衛生管理マニュアルより）

☆ 基準の参考 冷蔵10℃以下（野菜を保管する場所は10℃前後）、

冷凍-15℃以下（弁当及びそうざいの衛生規範より）

※冷蔵設備の庫内温度は、扉の開閉時間や頻度によって上昇することがある

⇒基準よりも設定温度を低め（例：冷蔵庫5℃以下、冷凍庫-20℃以下）に

設定することで保管温度の管理がしやすくなる

◎ 温度等の測定機器は、定期的な校正が必要
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④ 清掃・洗浄の管理

施設・設備の衛生管理
手引書 p.12-15
（手引書 p.64）

一般衛生管理
施設環境の衛生管理

カビや昆虫、ほこり溜まりが発生しない頻度で清掃し、清潔を保つ

・除去したい汚染源を明確にして清掃方法を決め、必要に応じて手順書を

作成する（イラストや図解を入れると効果的）
間違った手順で実施されることが多いもの、
分解が必要等複雑な作業がある場合などトイレの消毒

・定期的な清掃、消毒で清潔に保つ

洗剤・薬剤の管理

・誤使用を防止するため、保管場所を定位置化する。特に、容器が似て

いる調味料等の食品と洗剤は、保管場所をしっかり区別する

☆ 薬剤を小分けして使用する場合、小分け容器に内容物名を表示する

（表示がないと間違った使用に気付かないまま使用する恐れがあり大変危険！！）

・薬剤は、メーカーが指定した用途、方法を守って使用する

その他、手引書のp.13-15に、施設・設備の清掃・洗浄ポイントが記載されて

いるので、ご確認ください。
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使用器具の衛生管理
手引書 p.16-17

（手引書 p.67,68）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

器具による食品の汚染を防ぐため、器具の使用や保管のルールを
決めましょう

手引書のp.17に、器具の清掃・洗浄ポイントが記載されているので、ご確認ください。

製品を汚染しない器具を使用し、衛生的に保管する

・木製器具はできる限り避ける（使用する場合は十分殺菌してから使用する）

・原材料や加熱前の食品を取り扱った器具や装置で別の食品を取り扱う場合は、

事前に洗浄・消毒し、破損がないことを確認する

・未加熱又は加熱済み食品に直接接触する器具等は殺菌してから使用する

・使用中と未使用の器具が区別できるよう、整理整頓する

・床からの水はねが届かない場所、または蓋つきの保管庫等、外部からの汚染を

防止できる専用の場所に保管する

使用する器具に合わせた
効果的な殺菌方法を選択
する

紫外線殺菌灯による殺菌
煮沸殺菌（100℃の沸騰状態で5分以上）
薬剤殺菌（アルコールや次亜塩素酸ナトリウムの使用）等

方
法
例

計測機器は定期的に確認・校正し、正確な値を測定できるようにする

・校正した場合、校正日、実施者、校正対象の測定機器及び校正結果を記録する
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使用水等の管理
手引書 p.18

（手引書 p.69）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

製造に使用する水に異常はないか、確認しましょう

食品製造用水※等の必要な水質基準を満たした水や氷を使用する
※「食品、添加物等の規格基準」中、第1 食品 Ｂ 食品一般の製造、加工及び調理基準 5にて規定される水

食品製造に直接関係ない目的（例：暖房用蒸気等）であれば食品製造用水以外の水も使用可

能であるが、食品に直接触れたり、食品に直接触れる水へ混入しないように管理する

水質検査を定期的に実施する

・水道水以外に井戸水や貯水槽を使用している場合、年1回以上の水質検査を実施

し、基準を満たしているか確認する（成績は1年以上保管する）

・災害等で水質が汚染された恐れがある場合はその都度検査する

・使用水は使用前(後)に「色・濁り・におい・異物の有無」を確認（水道水以外の

水や貯水槽を使用している際は、併せて「残留塩素濃度」も測定）し、記録する

☆ 基準の参考 色：無色、濁り：なし、におい：なし若しくはわずかな塩素臭、

異物：なし、残留塩素濃度：0.1ppm以上（大量調理施設衛生管理マニュアルより）

使用水に関する設備・機器の管理を適切に行う

・貯水槽は年1回以上清掃し、記録を1年以上保管する

・殺菌装置や浄水装置が正常に機能しているか定期的に確認する
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ネズミ・昆虫対策
手引書 p.19一般衛生管理

施設環境の衛生管理

ネズミや昆虫による食害や汚染源の持ち込み、異物混入の危険性を
回避するため、対策を立てて管理しましょう

対象生物を明確化しモニタリングする

・生態に合わせた防除計画を作成する（防除の基本はモニタリング）

侵入の防止

・開口部は網戸やエアカーテン、自動ドア等で、排水溝等の外部と繋がる箇所は

蓋やトラップ等で塞ぐ（網戸の格子幅は0.5mm以下とすると効果的）

・出入り口や窓付近にネズミや昆虫が住み着かないよう、伸びっぱなしの茂みや

不要物は撤去する

増殖の防止

・食品の残りカスを残さない＝終業時確実に廃棄物を排出する

・使いかけの食品は密閉して保管する

駆除

・月に1回以上発生状況を点検し、半年に1回以上駆除を行う。点検時以外でも

目撃した場合は専門業者へ相談する等早めの対応を行うことが重要

・駆除の記録は1年間保管する
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廃棄物・排水の取扱い
手引書 p.20

（手引書 p.63）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

適切に廃棄する方法を定める

・廃棄物の保管とその廃棄方法について、手順書を作成する

【作業手順書 例】

☆排水管の洗浄について

排水管を長く洗浄していないと詰まりや有害生物の発生原因になる

⇒年1回以上の洗浄が効果的。可能な限り「薬剤」「高圧洗浄」の両方で洗浄する

廃棄物の排出頻度や時間、保管場所を決め、適切な廃棄方法を定め
ましょう
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事故事例 きざみのりによる食中毒
親子丼等にトッピングされたきざみのりについて、きざみのり加工会社にてノロウイルスに

感染した食品取扱者が素手で加工後の製品に触れていたことから、のりがノロウイルスに汚

染されており、結果として食中毒が発生した（患者1000人超）
⇒加熱や殺菌をせずに提供するものは、特に事業者の衛生管理状況の確認が必要

食品等の取扱い
手引書 p.21一般衛生管理

施設環境の衛生管理

① 原材料や資材等の購入先選定時

原材料や資材を汚染しない・汚染を拡げないよう、衛生的に取扱い、
適切な受注管理をしましょう

食品安全上、問題のないものか選定して購入する

・法律を順守した信頼できるメーカーや事業者へ注文する

・必要に応じて定期的に証明書を取り寄せ、安全性を確認する

☆ 証明書の例 残留農薬、アフラトキシン等の理化学検査報告書、微生物検査報告書、

保健所の監視票や製造業者の自主管理記録表 など

包装資材についても、食品への使用に問題がないか確認する

・安全データシート（SDS）や仕様書、理化学検査報告書等を取り寄せる

・メーカーへ確認する
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食品等の取扱い
手引書 p.21

（手引書 p.70）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

② 受入
到着した原材料が安全な状態で到着したかを確認する（受入検査）

・原材料ごとに次の項目を確認し、記録する（記録は1年間保管）

○ 受入を行った日

○ 納入業者の名称

○ 原材料名及び数量

○ 温度管理が必要な原材料は、到着時の表面温度 （大量調理施設衛生管理マニュアルより）

伝票や発注書を活用し、記載がない(不足した)項目を追記し記録として保管することも可能

ヒスタミン食中毒
ヒスタミンの素となるヒスチジンを多く含む赤身魚（サバ、サンマ、マグロ等）の温度管理

が不十分な場合、ヒスタミン生成酵素を持った菌が魚の中で増殖し、ヒスタミンが多く産生

されることで、アレルギーに似た症状を起こす食中毒が発生する。
ヒスタミンは加熱しても分解されないため、ヒスタミンを産生させないために、水揚げから

徹底した低温管理が重要となる。少なくとも10℃以下（できれば5℃以下）で管理する。

温度管理不良時の対応

・受入時に保管温度が守られていない場合は、メーカーや供給先へ問題がないか

確認し、必要に応じて、返品や廃棄等の対応をする
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③ 保管（原材料・仕掛品・製品）

食品等の取扱い
手引書 p.22一般衛生管理

施設環境の衛生管理

食品に合わせた適切な方法及び温度で保管する

・保管時の汚染防止のために、

○ 肉類、魚介類、野菜類等、原材料の種類により保管場所を区別する

保管場所の区別方法(例)

仕切りを設置する

十分なスペースを開けて保管する

保管場所の高さを変える など

汚
染
を
考
慮

し
た
保
管
例

○ 長時間むき出しになる食品は、蓋つき容器へ保管、袋へ入れた後に封をして

保管、ラップをかけて保管する等、対策して保管する

○ ネズミ・昆虫と接触しない対策（食品を床へ直置きしない、開封後の原材料

は封をするか蓋つき容器に保管する 等）をする

・各原材料等は保存条件を確認し、適切な温度管理をする

・製品は直射日光を避けて10℃以下で保管する。

10℃以下で保存しない製品は、喫食までの時間に応じて科学的根拠に基づいた

製品の保存温度を設定し、定めた温度で保管する
21



④ 製造時の持ち込み

食品等の取扱い
手引書 p.23一般衛生管理

施設環境の衛生管理

汚染源を作業場内に持ち込まないよう、外箱の汚染に配慮する

・配送用の包装のまま、加工・調理・包装作業を行う区域へ持ち込まない

（工場までどのような環境で取り扱われていたかわからないため）

特に段ボール等は昆虫が好んで住み着く傾向があるので、外箱は汚染源がついていると想定

し、開梱作業は食品取扱い場所以外で行い、別容器に移し入れる等の対応が必要

持ち込みの順番

・受け入れた日に全てを使

用しない原材料について、

必要に応じて、受入日が

古いものから使用する

※賞味期限や消費期限が過ぎたものを

使用しないよう注意する
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⑤ 加工・調理作業

食品等の取扱い
手引書 p.23-25一般衛生管理

施設環境の衛生管理

・賞味期限、消費期限内か、カビや傷み、腐敗等品質に問題ないか等を確認し、

食品安全上問題ない原材料等を使用する

・食品添加物は使用基準を守り、正確に使用、表示する

・低温管理が必要な材料は、迅速に加工・調理作業を行う

・野菜類の土等が流水洗浄のみで落ちづらい場合は、必要に応じて洗浄剤を用いる

・異物の混入がないか確認する（もし異物を発見した場合は除去又は廃棄する）

・製品の冷却や未加熱食品（消毒後のもの）は清潔な場所に一時保管する

・加熱調理後のものは、耐熱性の菌を増殖させないようすぐに冷却する

・揚げ物用の油は、必要に応じて再利用の基準や使用限界を決める

油脂の使用限界の例 170℃未満の温度で煙が出る、酸価が2.5を超えた、

カルボニル価が50を超えた、発煙・カニ泡・粘性等が現れた など

アレルゲンの管理ー必要に応じて次の事項を参考に管理方法を決める
① 管理するアレルゲンの決定

② アレルゲンが含まれる原材料の確認手順

③ 原材料及び製造過程を含めた交差汚染の防止対策
④ アレルゲンに関する清掃、洗浄方法と検証方法

⑤ アレルゲンの製品表示

管理方法の考え方（例）が手引書
のp.25に記載されているので、

ご確認ください。
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検食の実施
手引書 p.26

（手引書 p.71）
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

検食の保存（弁当屋及び仕出し屋）

・下段を参考に、清潔な容器やビニール等に入れ、密封して保存する

食中毒が発生した場合の原因究明のため、検食を保存しましょう

引用規格
管理運営基準に
関する指針

大量調理施設衛生
管理マニュアル

国際規格
(ISO 22002-2)

保管対象 原材料※、調理済み食品 原材料※、調理済み食品 調理済み食品

保管の量 明記なし 50g以上 明記なし

保管温度 記載なし -20℃以下 4℃以下

保管期間 48時間以上 2週間以上 3日間以上

※ 洗浄・殺菌等を実施する前の、購入した状態のもの

出荷の記録

・検食を保存する場合、製品の販売先、配送した時刻、配送した製品の数量に

関する情報を、製造日報や出荷記録等へ記入して保管する

弁当屋及び仕出し屋では、配送時の温度と時間の管理が重要

⇒定期的に配送後の製品1食分を検査し、配送中の管理を確認することでより確実な管理を！
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情報の提供
手引書 p.26-27一般衛生管理

施設環境の衛生管理

製品表示にて、製品の情報を正しく伝えましょう。また、
非常時には保健所へ報告しましょう

法律に則った表示をおこなう

・製品の表示事項、表示方法について、食品表示法を適宜確認した上で表示する

☆ 主な表示項目

名称、原材料名、添加物、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、食品関連事業者等の

名称及び住所、製造所の所在地及び製造者の名称、栄養成分の量及び熱量、

その他必要に応じ、アレルゲン、原料原産地名、遺伝子組換え食品に関する事項、原産国名、

L-フェニルアラニン化合物を含む旨 等

現在、食品の自主回収の原因の約50％が表示に関する事項であり、アレルゲンや期限表示
に関する内容が多い。手引書のp.27を参照しつつ、法令等を順守すること。

非常時の対応

・消費者や取引先から製品による健康被害や食中毒等の連絡を受けた場合などは

速やかに保健所へ報告し、適切な対応をおこなう

報告事項の例：連絡を受けた日とその経緯、健康被害等の発生日、(有症者の住所氏名等）、

有症者の症状、喫食した製品の内容、検食や製品残品の確保状況 など
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回収・廃棄
一般衛生管理
施設環境の衛生管理

手引書 p.28
（手引書 p.72）

製造した製品に食品衛生上の問題が発生した場合、速やかな
保健所への報告と回収を実施しましょう

回収時の対応をあらかじめ定めておく

・回収が必要な事態が発生した場合に迅速な対応が可能となるよう、回収時の対応

手順書を作成する（必要に応じて消費者への公表を考慮する仕組みを含める）

・回収した製品は、勝手に廃棄せず、通常製品と混ざらないように管理して、

保健所の指示に従って取り扱う
回収品は通常製品と見分けがつくようにしておく！

回収の記録をし、保管する

・回収を実施した場合、記録する

－ 回収する製品及び製造場所

－ 影響を受けた製品の量及び範囲

（ロット、バッチ等）

－ 出荷された数量及び出荷先

－ 回収後の回収量及びその回収率

－ 保健所から指示があった場合の

指示事項とその対応
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食品取扱者の健康管理
一般衛生管理
食品取扱者の衛生管理

手引書 p.29
（手引書 p.73）

製品や施設が汚染されないよう、食品取扱い場所へ立ち入る
者の健康状態を確認し、管理しましょう

食品取扱者の健康管理を行う

・年1回以上、健康診断を実施する

・製造前（食品取扱い場所に立ち入る前）に、次の症状がないか

確認し、記録する

黄疸、腹痛・下痢、吐き気・嘔吐、発熱や発熱を伴うのどの痛み、やけど・切り傷等で感染

が疑われるもの（外傷のみで耐水性の保護をする場合は除く）、病的な耳や目・鼻からの分泌物

・必要に応じて検便を定期的に実施する（ノロウイルス流行時期（10月～3月）に

はノロウイルスの検査を含めることが望ましい）

ノロウイルスは感染後24-48時間後に発症し、初期症状として激しい下痢・嘔吐、発熱があ
ります（一部、感染しても症状がない(＝不顕性感染)こともある）。

症状回復後も1か月程度はウイルスが排出されるため、保有していないことを確認するまで

は食品に直接触れる調理作業を控えることが食中毒防止に効果的である。

施設内で食品取扱者等が嘔吐した場合は、他の者や器具・設備へ汚染を拡げないよう、すぐ
に消毒し、嘔吐物で汚染された可能性のある食品は廃棄する
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食品取扱い場所への入室・移動等

食品取扱者の衛生管理
手引書 p.30一般衛生管理

食品取扱者の衛生管理

食品取扱い場所を衛生的な区域として保つため、その場へ入
室する者も衛生的に管理しましょう

持ち込みを禁止するもの

・腕時計、指輪、ネックレス、ヘアピン、つけまつげ等、異物混入や食品の汚染に

つながる可能性のあるものは持ち込まない

・その他の物品についてはルールを設定し、不要な私物の持ち込みを防ぐ

入室時の身だしなみ

・衛生的な作業着（定期的に洗濯された清潔なもので破損のないもの）、帽子、

マスクを着用し、粘着ローラーにより付着物を除去する

・履物を交換又は消毒する ・手洗い、消毒を実施する

更衣室等に注意点（帽子から髪を出さない、マスクは鼻まで覆う等について、イラストや写
真でわかりやすくしたもの）を掲示すると意識向上に効果的

食品取扱い場所での禁止行為
作業中にタンやつばを吐く、決められた場所以外での飲食や喫煙、食品の上でのくしゃみや

咳、食品用の器具を食品以外のものに使用する、味見を行った器具で再び作業を行う
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トイレの使用方法

食品取扱者の衛生管理
手引書 p.31一般衛生管理

食品取扱者の衛生管理

手洗いの管理

病原微生物の感染予防に効果的な対策をとる

・入室時は、食品取扱い場所で着用する外衣や帽子、履物エプロンを脱ぐ

・大便及び嘔吐物は、蓋を絞めてから水を流す

正しい手洗い・消毒を適切なタイミングで実施する

【必ず手洗いを実施するタイミング】

・作業開始前及び用便後

・廃棄物に触れる等、手が汚染されたとき

・食品に直接触れる作業の前

・肉類・魚介類・野菜類を扱った後

・汚染作業区域から非汚染作業区域へ移る時

☆手洗い時のポイント☆

・手指に付着した汚れが浮き上がるまで

こすり、しっかりと洗い流す

・手洗い後はペーパータオルで十分水気

を拭き取ってから消毒する

（水気が残っていると消毒効果が弱まる）

使い捨て手袋について
病原性微生物を食品につけないよう、パックや容器への盛付時や生で食べる食品（刺身、

カットフルーツ、サラダ等）の加工時に使い捨て手袋を活用することは効果的である。

その際、使用済みの手袋は汚染されている可能性があることを認識しつつ、使い捨て手袋の
交換のタイミングをルール化し、より確実に管理する必要がある。
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はじめに

衛生管理計画の策定にあたり、診断書にて工程管理全体の流れ(作業)を把
握し、手引書を参考に各項目を構築することができる

工程管理診断書

工程管理の要求事項を一覧表にまとめ、それぞれの要求事項へ３段階

の基準を入力していく（「文書記録のひながた」参照）

手引書 p.33-34
（手引書 p.58）

基準 内容

A 文書や記録が必要 文書（手順書、製品説明書など）または記録、もし
くは両方の対応が求められている事項

B 記録することが望ましい 文書や記録は求められていないが、記録することで
適切な運用を証明することが可能な項目

C 該当する場合は対応 特定の条件に該当する場合に対応が必要な項目

⇒この基準を基本とし、製品の特性や組織の規模等にあわせて自社に必要な管理を

判断する。

工程管理
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製品説明書の作成

製品説明書：正式な製品名称や内容量、保管の方法等を記載した文書

(製品ラベル等で既に記入事項が記載されているものがある場合は、代用可能)

項目 内容

対象消費者 対象とする消費者層

喫食方法 製品の食べ方

原材料、添加物 製品に使用している原材料及び添加物とその使用量

アレルゲン アレルギー症状を引き起こす原因物質の有無

単位と量 １製品あたりの重量もしくは個数

包装、保管条件 製品の包装形態と使用している資材と保管条件

製品特性 pH、水分活性、微生物などの特性

社内基準（設定している場合） 製品の出荷基準等を設定している場合

○製品説明書 記入事項

工程管理 手引書 p.35
（手引書 p.74-77）
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該当する重要ポイントを知るために、製品が次の①～③のどれに該当する
か確認する

例：野菜サラダ、リパック品 等

例：和え物、煮物、弁当 等

例：ハンバーグ等の袋詰めされた惣菜 等

加熱しない惣菜

惣菜製造の流れ

１

加熱後に包装する惣菜２

包装後に加熱する惣菜３

手引書 p.36工程管理

惣菜製造の流れに対する要件
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惣菜製造の流れが大きく異なる場合

惣菜製造の流れが「小規模な惣菜製造工場におけるHACCPの考え方を取り
入れた衛生管理のための手引書」の流れと大きく異なる場合には、厚生労
働省にて公開されている手引書等を確認し、流れが異なる部分にどのよう
な危険性が潜んでいるか考える

HACCP入門のための手引書厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html

工程または製造している製品 参照文書 工程または製造している製品 参照文書

ヨーグルト、発酵乳 等 乳・乳製品編 加圧加熱殺菌処理作業 等
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品編

ミンチ作業、成形作業 等 食品製品編 野菜の漬物、浅漬け 等 漬物編

ろ過作業、炭酸ガス充填作業 等 清涼飲料水編 ケーキ、ようかん 等 生菓子編

仕込み作業、盛付作業、弁当等 大量調理施設編 ビスケット、クッキー 等 焼菓子編

解体作業、枝肉大分割作業 等 と畜・食鳥肉処理編 絹ごし豆腐、木綿豆腐 等 豆腐編

解体作業、内臓処理作業 等 食鳥処理・食鳥肉処理編 生めん、ゆでめん 等 麺類編

フィレ処理作業、切り身 等 水産加工品編

手引書 p.36工程管理
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惣菜製品の種類－加熱しない惣菜

受

入

保

管

下
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原
料
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属
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保

管

出

荷

①原材料の殺菌方法
殺菌不足とならないよう、殺菌剤
の濃度と殺菌時間等を確認する

②ラベル貼付時の製品確認
ラベルを貼りつける際に、異物や包装
の破損等の異常がないことを確認する

③金属検出機での異物検査
製品すべてにて金属異物が
混入していないか確認する

工程管理 手引書 p.37-38
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惣菜製品の種類－加熱後に包装する惣菜
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盛
付
・
充
填

包

装

ラ
ベ
ル
貼
付

金
属
検
出
器

検

品

保

管

出

荷

④加熱時の製品中心温度と加熱時間
加熱不足とならないよう、製品の中
心温度等を確認する

⑤冷却時の製品中心温度と時間
製品の特性にあわせて、製品の
中心温度と冷却にかかる時間を
確認する

③金属検出機での異物検査

②ラベル貼付時の製品確認

手引書 p.39-40
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惣菜製品の種類－包装後に加熱する惣菜

受

入

保

管

下

処

理

ラ
ベ
ル
貼
付

金
属
検
出
器

検

品

保

管

出

荷

盛
付
・
充
填

包

装

加

熱

冷

却

手引書 p.41-42

②ラベル貼付時の製品確認

③金属検出機での異物検査

④加熱時の製品中心温度と加熱時間

⑤冷却時の製品中心温度と時間
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原材料である野菜や果物、鮮魚において次亜塩素酸水等での殺菌が必要な
場合は、殺菌に使用する薬剤や希釈液が決められた濃度・時間等の条件で
殺菌が行われているか確認する(※製品完成時には除去されていることが必要)

・次の項目を製造日報等へ記入し、記録として保管する

– 確認日、確認者

– 殺菌した原材料名と測定結果

– 基準から外れていた製品とその対応(例：「再殺菌」「廃棄」)

・薬剤等の取扱い説明書に基づいて殺菌している場合には、取り扱い説明

書を手順書として活用することも可能

工程管理

重要ポイント①
手引書 p.43

（手引書 p.78）

①原材料の殺菌方法

殺菌の方法
青果、鮮魚ともに複雑な形をしているものは、丁寧に殺菌をしなければ意図した効果が得ら
れない可能性があり、水圧やバブリングなどの活用が効果的。殺菌は原材料に適した方法を
採用する。
また、水道水には次亜塩素酸が含まれているが、「有効残留塩素0.1mg/L以上」という水道
水の基準からすると殺菌ができる機能があるとはいえない。
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重要ポイント②

製品にラベルを貼りつける際に、製品に異物や包装の破れ等の異常がない
こと、ラベル表示内容が正確であることを確認する

・記録は、当日発行したラベルを日報等に貼り付けて保管する

②ラベル貼付時の製品確認

工程管理 手引書 p.44

異物・包装・ラベルを確認しないと・・
○製造中に混入した異物

○包装の破損部分から侵入する異物

○ラベルの表示ミス

自主回収の原因１位は「表示不適切」

アレルゲン表示や期限表示の誤り等 表示の問題 が約半数を占める！

健康被害・回収の発生

健康被害やクレームの発生

⇒貼り付ける際には、異物・包装・表示内容を確認する

アレルゲンに関する表示
製品に含まれるアレルゲンや注意喚起の表示が誤ったものとならないよう、ここで確認する。
(アレルギー症状を有する消費者が誤ってアレルゲンを含む食品を食べた場合、最悪死に至る
ことがある)
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重要ポイント③

金属検出機にて、製品内に異物が混入していないことを確認する

・次の項目を製造日報等へ記入し、記録として保存する

– 確認日、確認者

– 製品名またはロット番号

– 検査した数量

基準から外れた製品の数量とその対応(例：「廃棄」「再検査」)

工程管理 手引書 p.45
（手引書 p.80）

③金属検出機での異物検査

テストピースサイズの考え方
テストピースの精度設定において重要なのは、製品の異物としてありえる金属は原料由来な

のか、工場内異物なのかを事前に想定し、もし実際に混入した場合に確実な除去が可能な設

定であること。金属異物によっては細長い形や、塩分などの製品特性によって金属検出機が
意図した機能をしないこともあるため、金属検出機のメーカーだけに頼るのではなく、組織

内でも金属異物の想定と確認をした上で精度設定をおこなう必要がある。
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重要ポイント④

製品への加熱が不十分とならないよう、最も火の通りづらい製品の中心部
分の温度と加熱時間を確認する

・直接中心温度を計測しない場合には、確認ルールで設定した加熱条件で製品の

中心温度が意図したとおりに加熱されていることを定期的に確認する

・次の項目を製造日報等へ記入し、記録として保存する

– 確認日、確認者

– 測定した製品名またはロット番号

– 測定時の温度

– 基準から外れていた製品の数量とその対応(例：「廃棄」「再加熱」)

工程管理 手引書 p.46-47
（手引書 p.81）

④加熱時の製品中心温度と加熱時間

加熱不十分だと・・
○病原性微生物の残存

○生き残った病原性微生物の増殖

○毒素の産生

※腸管出血性大腸菌O-157

人や動物の腸管に存在する菌であり、乳幼児や小児、高齢者等の免疫力の低いものに感染す
ると重症化することがある。75℃で1分間以上の加熱で死滅させることができる。

食中毒の発生につながる恐れ
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重要ポイント⑤

製品の冷却が不十分とならないよう、製品の特性にあわせて冷却時の製品
の中心部分の温度と冷却にかかった時間を確認する

・直接中心温度を計測しない場合には、確認ルールで設定した冷却条件で製品の中

心温度が意図したとおりに冷却されていることを定期的に確認する

・次の項目を製造日報等へ記入し、記録として保存する

– 確認日、確認者

– 測定した製品名またはロット番号

– 冷却にかかった時間と測定時の温度

– 基準から外れていた製品の数量とその対応(例：「廃棄」)

工程管理 手引書 p.48-49
（手引書 p.82）

⑤冷却時の製品の中心温度と冷却時間

冷却がゆるやかに実施されると・・
大量に加熱した食品を小分けせずに常温で放置等をおこなった場合、冷却不足が生じる可能

性がある。食中毒の原因となる微生物には、熱に強い耐熱性のものも存在する。

そのため、冷却がゆるやかにおこなわれると加熱から生き残った耐熱性菌が増殖し、食中毒
の発生につながる恐れがある。

※ウェルシュ菌

100℃で1～6時間の加熱にも耐える「芽胞」を作ることができ、「芽胞」となった場合
は一般的な加熱調理では死滅させることができない。
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定期的な確認と証拠作り①

衛生管理計画も現場で実行されていなければ意味を成さない。そのため、
現場での実施状況を定期的に見回りをする

見回りポイント（例）

– ルールは守られているか

– 記録が記入されているか

– 正しい内容が記録されているか

– 教育した内容が身に付いているか

工程管理 手引書 p.50

設定したルールの順守状況

見回り確認
衛生管理計画で設定したルールが現場で正しく実行されているか、定期的に見回り確認をおこ

ない、必要に応じて見回りの頻度と担当者を決める。

☆記録の確認
記録は記入状況や管理状況を、1週間を目途に確認することが効果的。特に重要ポイントに関

する記録は、基準に満たない製品を出荷しない頻度で確認することが管理として有効。

⇒ 見回りを実施した場合には、見回り
確認の記録を残すことが効果的

もしルールが守られていなかったら・・
対象者への指導だけでなく、守られていない原因まで考えて対策を練ることが衛生管理計画
の改善として非常に有効。原因を発見し、再教育の実施や現場で実施できるルールへの見直
し等により、現場に適したルールが生まれる。
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定期的な確認と証拠作り②

記録やクレーム・回収の状況から衛生管理計画の管理状態を確認する

工程管理 手引書 p.50

管理状態の確認

衛生管理計画の確認事項
一般衛生管理及び工程管理を実行する中で、正確に実施されているかあるいは製品の安全性を

確実に管理できているかを確認する。

・一般衛生管理及び工程管理の記録確認：
各記録の内容が適切に記入されているか、また基準を守っているか確認する

・確認ルールの管理状態の確認：

確認ルールにて製品の安全性を管理できているか、製品検査等にて確認する
・クレーム・回収内容の確認：

集計期間を決めて、製品に関するクレーム及び回収に関する原因と対応を確認する

⇒ 確認結果をもとに、衛生管理計画の修正の必要性を判断する
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文書記録のひながた

全体 一般衛生管理診断書(p56-57)
工程管理診断書(p58)
衛生管理計画(p59-62)

1. 運営体制 作業手順書(p63)

2. 一般衛生管理 清掃実施記録表(p64)
温湿度測定記録表(p65-66)
校正記録表(p67-68)
使用水確認記録表(p69)
受入記録表(p70)
検食記録表(p71)
回収記録表(p72)
食品取扱者の衛生記録表(p73)

3.工程管理 製品説明書(p74-77)
殺菌記録表(p78)
製品検品記録表(p79)
金属検出記録表(p80)
加熱温度記録表(p81)
冷却温度記録表(p82)

手引書 p.55-82
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