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継続的に購入する場合は、配送中の保存温度の徹底を指示する

ほか、納入業者が定期的に行う原材料の微生物検査等の結果の

提出を求めること。

（大量調理施設衛生管理マニュアル Ⅲ 1 (2)）

７ 食品の選定

【37】 安全な食品の選定

一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なも

のを選定するよう配慮すること。また、有害なもの又はその疑

いのあるものは避けること。

二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その

他の食品添加物が添加された食品、又は内容表示、消費期限及

び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使

用原材料及び保存方法が明らかでない食品については使用しな

いこと。また、可能な限り、使用原材料の原産国についての記

述がある食品を選定すること。

三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒

の発生状況に応じて、食品の購入を考慮すること。

（学校給食衛生管理基準 第3 1 (2) ③ 一～三）

【38】 統一献立の食品の品質管理

五 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作
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成するに当たっては、食品の品質管理又は確実な検収を行う上

で支障を来すことがないよう、一定の地域別又は学校種別等の

単位に分けること等により適正な規模での作成に努めること。

（学校給食衛生管理基準 第3 1 (1) 五）

８ 検 収

【39】 食品の検収・保管及び温度管理

二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入

時間に合わせて割り振ること。

三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入すると

ともに、一回で使い切る量を購入すること。また、当日搬入で

きない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理

に留意すること。

四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室におい

て食品の受け渡しを行い、下処理室及び調理室に立ち入らせな

いこと。

五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室

及び食品の保管室にダンボール等を持ち込まないこと。また、

検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から60㎝以上

の高さの置台を設けること。

六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜

類等食品の分類ごとに区分して専用の容器で保管する等によ

り、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。また、
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10 食品・食材の取扱い

【42】 加熱せずに供する食材の殺菌

(6) 野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添2（※編注）
に従い、流水（食品製造用水注1として用いるもの。以下同じ。）
で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌注2

した後、流水で十分すすぎ洗いを行うこと。特に高齢者、若齢
者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加
熱せずに供する場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌
を行うこと。
注1：従前の「飲用適の水」に同じ。（「食品、添加物等の規格基準」

（昭和34年厚生省告示第370号）の改正により用語のみ読み替
えたもの。定義については同告示の「第1 食品 Ｂ 食品一
般の製造、加工及び調理基準」を参照のこと。）

注2：次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等の効果を有する亜
塩素酸水（きのこ類を除く。）、亜塩素酸ナトリウム溶液（生食
用野菜に限る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物
として使用できる有機酸溶液。これらを使用する場合、食品
衛生法で規定する「食品、添加物等の規格基準」を遵守するこ
と。 （大量調理施設衛生管理マニュアル Ⅱ 1 (6)）

※編注：別添2の該当部分は以下のとおりです。

（原材料等の保管管理マニュアル）
1．野菜・果物注3

① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品
は返品又は使用禁止とする。

② 各材料ごとに、50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密
封して入れ、－20℃以下で2週間以上保存する。（検食用）

③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、10℃前後で保存する。
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（冷凍野菜は－15℃以下）
④ 流水で3回以上水洗いする。
⑤ 中性洗剤で洗う。
⑥ 流水で十分すすぎ洗いする。
⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等注4で殺菌注5した後、流

水で十分すすぎ洗いする。
⑧ 水切りする。
⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。
⑩ 清潔な容器に入れる。
⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで

30分以上を要する場合には、10℃以下で冷蔵保存する。
注3：表面の汚れが除去され、分割・細切されずに皮付きで提供さ

れるみかん等の果物にあっては、③から⑧までを省略して差
し支えない。

注4：次亜塩素酸ナトリウム溶液（200mg/ℓで5分間又は100mg/
ℓで10分間）又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸水（き
のこ類を除く。）、亜塩素酸ナトリウム溶液（生食用野菜に限
る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使
用できる有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で
規定する「食品、添加物等の規格基準」を遵守すること。

注5：高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供
する施設で、加熱せずに供する場合（表皮を除去する場合を
除く。）には、殺菌を行うこと。

（大量調理施設衛生管理マニュアル 別添2）

→参考：調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル 第2章

【43】 加熱調理後の食品の冷却

(10) 加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後にお
ける調理場等での一時保管等は、他からの二次汚染を防止する
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び点検に従事しない者が、やむを得ず、調理室内に立ち入る場
合には、食品及び器具等には触らせず、(3)三（※編注）に規定
する学校給食従事者の健康状態等を点検し、その状態を記録す
ること。また、専用の清潔な調理衣、マスク、帽子及び履物を
着用させること。さらに、調理作業後の調理室等は施錠するな
ど適切な管理を行うこと。

（学校給食衛生管理基準 第4 1 (1) 十一）

※編注：(3)三は以下のとおりです。

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指
等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに把握するととも
に、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律（平成10年法律114号。以下「感染症予防法」とい
う。）に規定する感染症又はその疑いがあるかどうか毎日点検し、こ
れらを記録すること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、
感染症予防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療
機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示を励行させる
こと。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従
事を禁止すること。 （学校給食衛生管理基準 第4 1 (3) 三）

47 感染予防対策

【133】 給食従事者等における感染予防対策

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び
手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに把握す
るとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律（平成10年法律114号。以下「感
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染症予防法」という。）に規定する感染症又はその疑いがあるか

どうか毎日点検し、これらを記録すること。また、下痢、発熱、

腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症又はそ

の疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無

を確認し、その指示を励行させること。さらに、化膿性疾患が

手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。

四 ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断され

た学校給食従事者は、高感度の検便検査においてノロウイルス

を保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れ

る調理作業を控えさせるなど適切な処置をとること。また、ノ

ロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食

する、又は、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同

一の感染機会があった可能性がある調理従事者について速やか

に高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有

していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事するこ

とを控えさせる等の手段を講じるよう努めること。
（学校給食衛生管理基準 第4 1 (3) 三・四）

(15) 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及

び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに把握

するとともに、本人若しくは同居人に感染症予防法に規定する

感染症又は、その疑いがあるかどうか毎日点検し、これらが記

録されていること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、

感染症予防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、

医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示が励

行されていること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、

28頁

第４章 人に関する衛生管理・衛生管理体制 155

29頁 〔EYS00121〕【ショウエイ企画(谷口)】



栄養士衛生管理･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

調理作業への従事が禁止されていること。
（学校給食衛生管理基準 第5 1 (15)）

→参考：学校給食調理従事者研修マニュアル 第4章
調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル 第6章・第7章

【134】 調理従事者の感染予防対策

(1) 調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能
性のある者及び臨時職員を含む。以下同じ。）は、次に定める場
合には、別添2（※編注）に従い、必ず流水・石けんによる手洗
いによりしっかりと2回（その他の時には丁寧に1回）手指の洗
浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合に
も、原則として次に定める場合に交換を行うこと。
① 作業開始前及び用便後
② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合
③ 食品に直接触れる作業にあたる直前
④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれ

のある食品等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合
⑤ 配膳の前 （大量調理施設衛生管理マニュアル Ⅱ 3 (1)）

① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境
を確保すること。また、ノロウイルスの流行期には十分に加熱
された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手洗
いの励行を行うなど自らが施設や食品の汚染の原因とならない
ように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つよ
うに努めること。

② 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生
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55 食中毒・感染症発生時の対応

【167】 食中毒の集団発生の際の措置

一 教育委員会等、学校医、保健所等に連絡するとともに、患者

の措置に万全を期すこと。また、二次感染の防止に努めること。

二 学校医及び保健所等と相談の上、医療機関を受診させるとと

もに、給食の停止、当該児童生徒の出席停止及び必要に応じて

臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、これに基づい

て食中毒の拡大防止の措置を講じること。

三 校長の指導のもと養護教諭等が児童生徒の症状の把握に努め

る等関係職員の役割を明確にし、校内組織等に基づいて学校内

外の取組体制を整備すること。

四 保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状

況を周知させ、協力を求めること。その際、プライバシー等人

権の侵害がないよう配慮すること。

五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに

明らかとなるように努め、その原因の除去、予防に努めること。

（学校給食衛生管理基準 第4 1 (4) 一～五）

【168】 感染症等発生時の対応

2 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次のような場合、必

要があるときは臨時衛生検査を行うものとする。

① 感染症・食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したと

き。
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