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自主衛生管理マニュアル

千葉県食肉生活衛生同業組合

Voluntary health management manual



従業員が守るべき原理、原則

調理従事者およびお客さまに食べ物を提供する従
業員が、病気にかかっていたり、食中毒原因菌を保
菌していると、その人自身が食品の汚染源になりま
す。
このため、従業員は

●各自が自覚して健康維持を心がけ、定期的に
健康診断を受ける。

●定期的に検便を受ける………症状がなくても
サルモネラ、病原性大腸菌O-157などに感
染し保菌者となってしまう場合もあります。

●下痢、腹痛、発熱、咳等の症状があったり、
保菌者であることがわかった場合は病気が治
るまで、また完全に除菌されるまで直接食品
を取扱わない。
●手指に傷、化膿症がある場合は食品に直接触
れない………多くの場合、食中毒の原因とな
る黄色ブドウ球菌がいます。

責任者はこのように従業員個人の衛生について、
常に把握するとともに、適切に対処することが必要
です。

1．手を洗うとき
　手洗いは作業開始前だけでなく、手が汚れたつ
ど行います。

●作業の開始前。
●トイレのあと。
●なま物の食材を取扱ったとき。
　（肉、卵、未洗浄野菜など）
●異なる食材を扱うとき。
●ひとつの調理操作を終えたとき。
●汚れたとき。

　

2．手の洗い方
　手に付いている細菌は、簡単に水で洗い流す程
度では取り除けません。
　必ず、石鹸ブラシを使って汚れを落としたあと、
ペーパータオルで拭くか温風で乾かし、エタノー
ル（70％）で殺菌する。洗ったあと、濡れたタオ
ルで拭くのは逆効果です。

■ 健康管理や定期健康診断の受診など

■ 手洗い
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“細菌は簡単に水で洗い流せません”



（田口勝久・魚肉ソーセージ協会々報1967より）
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1．望ましい作業服および取扱い
　お店のイメージ、ロイヤリティーには従業員の
着衣が大きなポイントになりますが、衛生管理の
うえで重要なポイントは次のとおりです。

●着衣を着替える
　いずれも外部から汚れを持ち込まないためです。
（作業場内と外では着衣を区別する）
●作業を始めるとき。
●トイレに行くとき。
●作業を変わるとき。
●表に行くとき。

●作業着の材質
　　　清潔感があり、汚れがわかりやすい色で、繰り
返し洗濯に耐える材質であることが重要です。（作
業着のポケットは内部のみにつけ、筆記用具など
は入れない）

●長靴をよく洗って殺菌する
　　　従業員任せのケースがままあります。この場合、
往々にして管理がルーズになりがちです。責任者
は、従業員の服装を十分にチェックするとともに、
作業着はお店が自ら管理・貸与し、常に衛生的な
作業服の着用を徹底することがよいでしょう。

　

2．服装・装身チェック
　作業時に着用するのは帽子、（マスク）、作業服、
手袋、履き物などです。
（帽子はネットのあるものを利用する）

❶爪は短く切ってあるか
　「爪のアカでも煎じて…」などとは、とんでも
ない。長い爪は細菌の巣みたいなもの、黒い爪は
白い爪より40倍も細菌が多い指先は清潔に。

●不潔な爪の話

❷頭髪は清潔か

❸髭は剃っているか

❹指輪、腕輪、腕時計、ピアス、
　イヤリングははずしたか

❺マニキュアはとったか
　　等を必ず確認する。

自主衛生管理マニュアル
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■ 作業時の服装
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1．作業台には肉しか置かない
コンテナ等の容器は作業台の上には置かない。

2．ふきん・タオルの使用
使用したらすぐにきれいにすすぎ、消毒液に浸す。

3．軍手は使わない
　軍手は雑菌のすみかなので、使用しない。
やむをえず使用する場合は、１時間程度で使い捨て
とする。

4．消毒用エタノール（70％）スプレー
　  を常備する
　作業者全員のすぐ近くに消毒用エタノール（70％）
入りのハンディースプレーを置いて、いつでも消毒
できるようにする。

5．作業を始める前の消毒と作業中の消毒
　作業を始める前に、機械・器具で直接食肉に触れ
るものと手指を消毒用エタノール（70％）を噴射し
て消毒する。また、作業中も同様に消毒する。

6．二次汚染を防止する
　機械・器具で直接食肉に触れるものは、畜種（牛・
豚・鶏・その他）が変わる毎に洗浄・殺菌を行うか、
それぞれ専用のものを使用する。殺菌手順は、①汚
れを拭き取り ②消毒用エタノール（70％）スプレー
をかけ ③ふき取る。

7．商品の管理
①トレーに盛りつけた製品等は重ねない。（トレー
外側へ肉が付着せず、雑菌の広がりが防止でき
る）
②商品は床から30cm以下には置かない。

8．廃棄包装材等の処理
　作業中に発生したごみ、段ボール等はすみやかに
指定場所に廃棄し、作業場には放置しない。

作業中の衛生管理

■ 作業中の衛生管理
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作業終了後の衛生管理

1．後かたづけ
　作業室・機械・器具の洗浄と消毒をする。
　廃棄物の処理、器具や靴などを所定の場所に収納
する。

2．作業着・前掛け等
　２日に１回又は汚れるたび、当日作業で汚れた場
合は当日の内に洗濯する。

■ 作業終了後の衛生管理

■ 使用する衣類等の洗濯基準
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“調理機器の清潔が安全な商品をつくる”
̶̶ゴミ処理は臭いのない売り場づくりの基本̶̶

種　　類 洗濯等の基準 備　　　　考

白 衣

白 ズ ボ ン

長 靴

マ ス ク

帽 子・ネット

前 掛 け

ビニール手袋

白衣、白ズボンの材質はポリエステル

作業室入室毎に外側を消毒

生食加工に必要、使い捨て

生食加工用は使い捨て

毎日　当日中

毎日　当日中

1週間に1回

2日に1回
又は汚れる毎

毎日



Tissue

Tissue

Tissue

施設の衛生管理

①床・壁・側溝は作業終了後、1温水洗浄 2洗剤
洗浄 3すすぎをし清潔にする。
また、微生物（細菌・カビ等）が発生し広がるこ
とを防ぐため、週１回以上、熱湯（83℃以上）か
薬剤等を使用して消毒する。

②毎月１回以上、作業室内の壁・天井・冷却装置も
含めた大掃除をする。

■ 作業場の清掃 ■ 冷蔵庫・ショーケースの清掃
①冷蔵庫は毎週１回以上清掃（特に床を中心とした
洗浄・消毒）する。
　また、毎日整理整頓を行い、汚れた場合はその都
度清掃（洗浄・消毒）する。

②ショーケースは毎日清掃（洗浄・消毒）をする。

①専用の履き物を用意し、作業室内への異物・雑菌
の持ち込みを防ぐ。

②毎日清掃を行い清潔にする。

③用便後は、必ず手洗い・消毒をする。

■ トイレ使用時の注意
　衛生管理の取扱がどんなに良くても、また設備が
整っていても、「ネズミ」や「ハエ・ゴギブリ」が
発生しているようでは、落第です。
　駆除するためにそれぞれの習性をよく理解するこ
とです。

■ 衛生害虫・ネズミ等の駆除
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“ショーケースは毎日洗浄・消毒”
“トイレの清潔は衛生のバロメーター ”



点検項目

作
　
業
　
者

冷
蔵
庫

作
　
　
　
業

売
　
　
　
場

点　検　内　容
第1週

日 日 日 日 日

【記入方法】良い○　悪い×　該当なし／　　年　　月　　日

第2週 第3週 第4週 第5週

健康状態

装　　身

服　　装

清潔状況

温度管理

機械器具

調理区分

温度管理

食品の取扱

防虫　　
防そ対策

温度管理

鮮度管理

日付管理

商品陳列

手 洗 い

清潔状況

下痢の症状はないか

化膿性のキズはないか

爪は短く切っているか、頭髪は清潔か、髭はそっているか

指輪、腕輪、腕時計ははずしているか

帽子、作業着、前掛、靴は清潔か

帽子、三角巾で髪を完全に抑えているか

庫内は整理し、清潔か（扉・床・天井・壁）

食品を床に直下置してないか

所定時間に温度を点検し表に記入しているか

自主温度管理基準を守っているか

作業室内は整理し、清潔か（床、作業台、シンクなど）

手洗い設備に洗浄消毒液、爪ブラシ、紙タオルを備えているか

使いやすく清潔に保たれ、物置になっていないか

作業前、用便後は手洗いを励行しているか

まな板、包丁、ふきん及び機械器具は清潔か

まな板は作業終了後毎日ジアノックで殺菌しているか
牛肉たたき、ハムなど直接口に入る食品の調理は
手洗いを十分に行い、まな板、包丁、ふきんは
それぞれ専用のものを使用しているか
要冷蔵商品を室温で放置していないか

製造日を改ざんして、リパックしていないか

食品を床に直下置していないか

誘虫ランプ、補虫紙などは正常に機能しているか

ネズミ、ゴキブリ、ハエはいないか

ショーケースの温度を所定時間に点検し表に記入しているか

温度は適切か

生鮮食品に変色、ドリップ、腐り、萎みはないか

商品の管理日数を守っているか（主要食品管理リスト参照）

ロードラインをオーバーしていないか

ショーケースの吸入口はふさがれていないか

責任者/点検印
※一年間店舗で保管してください
※コピーして使用してください

自主衛生管理マニュアル
千葉県食肉生活衛生同業組合

■ 食品衛生チェック表

6



1234
1 2

千葉県食肉生活衛生同業組合

自主衛生管理マニュアル
Voluntary health management manual

千葉県千葉市中央区千葉港４番３号
千葉県経営者会館内

http://www.chibakenniku.or.jp

発　　　　行


