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１ 施設・設備 
（１）ねずみ、衛生害虫 

  ・駆除は毎月実施し、その内容を記録する。（業者に依頼） 

  ・侵入、発生を毎日点検し、学校給食日常点検表に記録する。 

  ・ごきぶりは、捕獲セットを所定の場所に置いて捕獲数の記録をし、実態把握に努め 

   ること。（５月～１０月）→ 主任を中心に正規職員 

  ・ハエ、虫等の侵入を防ぐため、ドアの開閉には十分気をつける。 

・午前のプラットホームのシャッターは、配送ごとに開閉を行う。 

・午後のプラットホームのシャッターは、回収のトラックが戻ってきた時点で開ける。 

  ・場内の部屋ごとの扉は、必要のない限り閉めておくこと。 

   ※検収室と下処理室の扉は、検収室の材料が全て下処理室に入った時点で閉める。 

   ※下処理室と調理室の扉は、調理室に材料が全て入った時点で閉める。 

 

（２）温度、湿度 

  ・作業開始前と調理作業終了後に測定し、学校給食日常点検表に記録する。 

  ・冷蔵庫は５℃以下、冷凍庫は－１８℃以下、保存食用冷凍庫は－２０℃以下とし、 

   その温度を学校給食日常点検表に記録する。異常の際は、所長に連絡する。 

 

２ 学校給食従事者 
（１）健康管理 

  ・調理従事者として、常に自身の健康管理に注意する。 

  ・検便は月２回実施する。 

    ※提出日に実施できなかった場合は、１週間以内に自ら郵送する 

  ・出勤時に健康管理表に健康状態（下痢・腹痛・嘔吐・発熱・でき物・傷・同居者の 

   下痢、嘔吐等）をボールペンで記録し、異常がある場合は必ず傷等の申告書に記入し、

指示に従うこと。「〃」などの記号で書かない。欠勤した日は斜線をひいて、その上に

その日の健康状態を記入する。欠勤の日は、申告書の記入は不要。 

    ※手指、腕等に傷・できもの･手荒れがある場合は、必ず衛生手袋を使用すること。 

  ・長期休み中も健康管理表、傷等の申告表を持ち帰り記入する。 

  ・給食開始２週間前以降に下痢・嘔吐・腹痛がある場合は下記の対応とする。 

 

 

☆健康チェック…下痢・嘔吐があった場合の対応 

下痢・嘔吐があった場合は、ノロウイルスの感染の疑いがあると判断し、その対応を 

フローチャートに従って行う。 

 

 

  



2 

 

【本人】学校給食従事者のノロウイルス対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

給食センターに連絡 

（出勤前・帰宅後）※ 本人は出勤を控え、連絡網により伝達 

センターは聞き取り表により、状況を把握 

 （勤務中）    ※ 聞き取り票により、本人から状況を把握 

速やかに帰宅。 

≪給食センターでの対応≫ ≪本人の対応≫ 

給食センター・教育委員会で情報の共有 
 

医療機関にて受診 

 ・学校給食従事者であることを伝え、感染

性胃腸炎の可能性があるか確認 

速やかに！ 

※聞き取り内容を踏まえ、ノロウイルス感染の疑いがあれ

ば、初期症状の発症から４８時間前に感染したものと想定

し、他の調理員との接触機会や、その後の行動範囲を調査

し記録しておく。 

ノ ロ ウ イ ル ス 保 有 検 査 の 診 断 結 果 

学校給食従事者に感染性胃腸炎の発症及びその疑いがある場合（下痢・嘔吐・腹痛） 

ノ ロ ウ イ ル ス 陽 性 

【給食実施の判断】 

献立変更・中止の判

断 

を速やかに行う。 

≪給食センターでの対応≫ 

家族に感染がないこ

とや、本人の症状回復

を確認の上、通常勤務 

 

≪本人の対応≫ 

症状が完全に回復し

てから一週間後に、

高感度の検便検査を

実施する。陰性が確

認されるまでセンタ

ーへの出勤を控え

る。 

内容に応じて学校や

保護者に連絡する。 

 

※尾張教育事務所・江南保健所への報告 

児童生徒の健康状態に異常が有った場合や、保護者への連絡、報道機関へ情

報提供を行った場合、指定の方法により速やかに報告すること。 

【感染予防】  

 対応方法に従い、適切に行う。 

【有りの場合】 

ノロウイルス保有検査実施 

【無しの場合】  

症状回復後勤務 

【他の学校給食

従事者】 

感染者との接触

機会を調査確認

の上、必要に応

じて検便検査を

実施する。 

 

 

 

ノロウイルス 

陰性 

【衛生面の留意事項】 

調理場、便所、控え室

等の洗浄・消毒（場内

はふきとり） 

他の従事者からの感

染の可能性を考慮し、

家族も含めて全員の

聞き取り調査を行う。 

 

 

 

 

【献立の変更検討】 

 ・主食、ふりかけ、 

牛乳献立の検討 

 ・調理方法の変更検討 

診断結果を待たずに！ 

 

 

【洗浄・消毒作業】 

調理場及び便所、控え 

室等の洗浄・次亜消毒 

（場内はふきとり） 

診断結果を待たずに！ 
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【家族】 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆健康チェック…手指に怪我があった場合の対応 

家族ノロウイルス陰性 

給食センターに連絡 

（出勤前・帰宅後）※ 本人は出勤を控え、電話にて連絡  

聞き取り表にて、状況の把握 

 （勤務中）    ※ 聞き取り表にて、状況を把握 

 ≪給食センターでの対応≫ ≪本人の対応≫ 

給食センター・教育委員会で

情報の共有 

ノロウイルス保有検査の診断結果 

学校給食従事者の家族に感染性胃腸炎の発症及びその疑いがある場合（下痢・嘔吐・腹痛） 

ノ ロ ウ イ ル ス 陽 性 

本人、通常勤務 

  ただし、家族に症状がある

場合は下処理のみ（家族の状

況次第で、対応期間決定） 

≪本人の対応≫ 

家族ノロウイルス陽性 

 

高感度の検便検査実施 

 ・結果がでるまで、調理作業制限 

  

速やかに！ 

 

陰 性 

通常勤務 

【感染予防】 

対応方法に従い、

適切に行う。 

前ページの本人対応に従う。 

※ 陰性と確認されても、濃厚接触者の場合

（便・吐物の処理をする）作業制限、高感度

の検査を行う場合もある。 

 

※ 家族（同居）以外にも、ノロウイルスを発

症した者と一緒に食事を喫食する等、同一

の感染機会があった可能性のある学校給

食従事者は、家族と同じ対応とする。 

 

【場内の消毒方法】 

・調理機械・器具、取手類は、塩素ナトリウム溶液 200ppmで浸すように拭きあげる。（2度拭きして消毒漏

れを防ぐ。 

・トイレの取手は塩素ナトリウム溶液 500ppmで浸すよう拭きあげ、床は塩素ナトリウム溶液 1000ppmを撒

き、10分ほど放置し、その後、水で流す。（調理衣以外の服で行う） 

【家族が軽い嘔吐と下痢を

発症→すぐ回復】 

本人に症状無しを確認 

下処理のみ 

（家族の状況次第で、 

対応期間決定） 

【家族が吐き気や嘔吐と下痢の症

状で病院を受診した場合】 

 ・感染性胃腸炎の可能性を医師に

確認する。 

【感染性胃腸炎の可能性がある場合】 

 ノロウイルス保有検査の実施(任意) 

【感染性胃腸炎の可能性がない場合】 

 ノロウイルス保有検査を実施して 

もしなくても可とする。ただし、家族 

に症状がある間は下処理のみ。 

（その後状況次第で、その期間決定） 

・ 検査をしない場合、家族はノロウイルス

であるという意識で行動し、感染予防に努

める。 

≪本人の対応≫ 

※濃厚接触者の場合（便・吐物の

処理をする）作業制限 

 



4 

 

 ★出勤時に調理員の下痢／嘔吐などがあった場合 

  嘔吐 万が一、調理場で嘔吐をした場合、他者がひとりだけで応急処置をすること。 

     ・次亜を嘔吐物に原液でふりかけ、ビニール袋でふたをする。 

     ・事務所に連絡し、その後の処置は事務所の職員で対応する。 

  下痢 トイレにすぐ行き、白衣を脱いで対応する。我慢ができない場合は、白衣を着用し

たままでよいが、その後は別の白衣に着替える。トイレに直接入った白衣は、次亜

塩素で消毒する。 

    ※ 嘔吐下痢をしたトイレは、消毒を行うまで使用禁止。すぐに事務所に申し出る。

消毒は清掃員（清掃の方がいる時間）か事務所で行う。 

 

  

【出勤時】 

 傷口が癒えるまではバンドエイドをつけ、健康チェック表・傷等の申告書に必ず記入す

る。またバンドエイドは必ず青色に付け替える。 

（自己判断できない場合は、事務所に相談する。） 

 

【作業前】  

手洗い後、衛生手袋を着用し作業を行う。 

（手指の場合は、衛生手袋。腕の場合は、ロング手袋を着用する。） 

★作業制限…傷の状態を確認し、作業制限が必要な場合、その日の作業の中で汚染度の

高い作業への変更とする。 

① 焼き物、揚げ物の肉、魚並べや粉付け（入り口） 

  ②－１ 加工品の焼き物、揚げ物の入り口など 

加熱前で、長く、動きの少ない作業 

  ②－２ 肉、魚の移し替え、肉入れ 

②  スライサー 

③  ルウ、だしとり、みそとぎ等の作業 

添加物数え…行わない。 

   ≪作業制限により人員が不足している場合≫ 

   第一担当…傷がある場合は、衛生手袋を着用し、配食時はふたが閉まった後の作 

業とする。 

     第二担当…ロースターの場合、中心温度測定など最終のところを扱うので、交代

する（フライヤーは温度を測定した後に、再度加熱するため、交代の

必要はない。ただし、出口の方には近づかないこと）。配食時はふたが

閉まった後の作業とする。 

     第三担当…コンテナへの運び作業は、衛生手袋をして作業する。 

         午後の洗浄作業は、洗う側のみ。 
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【作業後】 

    バンドエイドが紛失せずついているかを確認し、傷等の申告書に必ず記入する。 

   ≪作業制限の人の注意点≫ 

・衛生的なところには行かない。 

・和え物の作業は行わない。 

（ボイル後の野菜の取扱いから配食作業まではやらない。但し、配食後の運び作業

のみ行う場合はある） 

・個付けの数え作業は行わない。２度数えも行わない。 

（配食後の運び作業のみは行う場合はある） 

    ・冷却機など熱を加えない機械器具の洗浄は行わない。午後の洗浄も洗う側のみ。 

    ・添加物の数えはしない。 

 

☆海外旅行に行った時の対応 

 海外旅行に行く場合は、事前にいつ、どこへ旅行するかを事務所に申し出る。現在、旅

行する国に感染症が発生しているかどうかを各自確認し、コレラ、赤痢等の常在国や何ら

かの感染症が発生している国であれば、帰国後速やかに検便を実施する。その結果が出る

まで調理場での作業はできない。（費用は自己負担） 

また感染症が発生していない国に行く場合でも、帰国後、事務所に体調を必ず報告する。

体調が悪い場合は、病院へ受診し検便の実施を行う。体調がよければ、通常の作業を行う。 

 ※ 新型コロナウイルスが流行しているため、海外旅行に行く際には、必ず事務所に連絡す 

ること。 

 

（２）身支度 

  ・毎日、洗濯済みの清潔な白衣（ポケットのないもの）・マスク・エプロン・帽子・履き

物などを着用すること。不織布のマスクは、１日の作業終了後に必ず捨てること。手洗

い前に、粘着ローラーで白衣・帽子のゴミをとること。ローラーをかけるときは、作業

開始時、トイレから戻った時、配食の前とする。使用ごとに粘着テープをはがすこと。 

  ・爪はいつも短く切っておくこと。   

・指輪、ネックレス、イヤリング、ピアス、ヘアピン、マニキュア、香水、時計はしない 

こと。メガネのネジがとれそうになっていないか確認をすること。 

  ・調理作業中、顔や毛髪等をむやみにさわらないこと。 

毛髪は帽子からはみださないようにすること。マスクはしっかり鼻まで覆うこと。 

  ・作業区域専用の履物、エプロンをすること。 

  ・調理場外に出る時は、必ず外履き用のものに履き替えること。 

   

（３）調理従事者専用トイレの使用方法 

  ・トイレを使用する際は、白衣・ズボン・帽子・マスクを脱いで使用すること。 

  ・用便後にトイレットペーパーでふき、個室に設置してある手洗い場で手洗い消毒をして

から衣服（下着）を整える。下着、レバー、ドアのノブを触る前に手洗い消毒を行う。 
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≪トイレの使用順≫ … 設備：トイレの蓋は自動開閉、水は自動流水  

      ① トイレ内の脱衣場で、白衣、ズボン、帽子、マスクを脱ぐ。 

      ② 個室に入り、下着をおろす。 

      ③ 便座に座り、用をたす。ペーパーでふく。 

      ④ 便座に座ったまま、手洗い消毒（二度洗い）を行う。 

         ※大便の時は、手洗い消毒後、蓋を手動で閉め、水を流す。 

      ⑤ 下着を着用し、個室から出る。 

      ⑥ トイレ共用手洗い場で、手洗い消毒（一度洗い）をする。 

      ⑦ トイレ内の脱衣場で、白衣、ズボン、帽子、マスクを着用する。 

  

 

３ 食材 
（１）選定 

  ・食材ごとに規格を定め、物資選定委員会で選定する。 

 

（２）納入業者 

  ・食品の取り扱いが良好で、衛生的に十分信用のおける業者であること。 

  ・牛肉は検査結果を提出させる。 

  ・検便は月１回以上実施し、検査結果を提出させる。 

 

  ・納入時間 

    野  菜 ：当日午前７時５０分～８時３０分頃。※業者によって納品時間が異なる。 

    肉  類 ：当日午前８時３０分頃（第２、３）もしくは午前９時頃（第１）。 

    冷凍食品 ：前日午前１０時頃～１０時３０分頃。 

    乾物、レトルト品、添加物等は前日の午前１０時から１１時（常温の添加物は前々日） 

 

（３）検収 

  ・あらかじめ検収責任者を定めて食品の納入に立会い、検収を確実に実施すること。 

   納入業者から食品を納入させる場合は、検収室において食品の受け渡しを行うととも

に、検収簿に基づき、納入時間、納入業者、品質保持期限（賞味期限）、数量、ロット

番号、品質、鮮度、包装容器等の状況、品温、異物の混入、異臭の有無などについて十

分に点検を行い、記録すること。 

  ・原材料は５０ｇ以上必ずとる。開封が必要なものは当日開封するときに採取する。 

・調理済みの肉・魚・卵などの加工品、一部の調味料については、納品物資の食品表示と

検収簿にはさんである配合表を照らし合わせ、原材料を確認する。食物アレルギーの関

係で、契約した物資が正しく納品されているかを確認し、児童生徒の誤食を防ぐために

必ず実施する。 

  ※もし、納品物資の食品表示と配合表に違いがある場合は、速やかに栄養教諭に報告する。 

（４）保管 

  ・ダンボールは、下処理室・調理室に持ち込まないこと。 
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・業者からの容器は、調理室に持ち込まないこと。 

※豆腐は、業者の容器に入っているパック豆腐を検収室でかごに移し替え、調理室内

（水槽の所まで）へ持ち込む。 

  ・ダンボールについているピン等をとる時は、ペンチで一つ一つ確実に取り、所定の容器

に入れること。 

  ・調味料庫で保管する調味料についても、ダンボールから出して保管すること。 

  ・冷蔵や冷暗所保管の袋物を冷蔵庫へしまう際は、納品時にドライロールで拭き、場内用 

のカゴに入れビニール袋をかけること。おろし生姜などのボトルタイプのものは、納品 

時にドライロールで拭き、ビニール袋に入れて冷蔵庫へしまう。 

  ・油安のこんにゃくを冷蔵庫へしまう際は、ビニール袋をかけること。 

  ・相互汚染のないよう、食材ごとに区別して保管すること。 

  ・食材を入れた容器は、直接床の上に置かないこと。 

・調理室では、床から６０ｃｍ以上の高さの置き台の上に食材を置くこと。 

・食材や調味料は使用前に目視で確認し、乾物については前日に確認をすること。 

  ・冷蔵、冷凍食品が納品されたら速やかに移し替えを行い、冷蔵室もしくは冷凍室に保管

すること。 

  ・肉・魚は、検収室で専用のエプロン・ロング手袋をつけ、原則２人１組で確認をしなが 

ら専用容器に移し替える。（肉の移し替え等の作業終了後、手洗い、消毒をすること） 

★Ｐ．１８ 給食物資取り扱いマニュアル精肉類参照 

 

４ 食器具 
（１）調理器具 

  ・包丁、まな板は、下処理室、調理室それぞれ区分けして使用すること。 

※まな板（白色…検収室、下処理室用 青色…場内） 

 ・スライサーの刃、包丁の刃は、使用前後に欠けていないか確認をし、保守点検表に記録

し、速やかに主任に報告すること。（主任がいない時は職員に報告すること） 

・ピーラーを使用した際は、ピーラー使用者記入表でチェックを行う。また、週末に事務

所へ提出する。 

・洗浄した包丁を紫外線殺菌庫に収納する際は、殺菌庫の側面に刃が当たらない様、刃を

内側にすること。（刃がかけるのを防ぐため） 

  ・カゴ、調味料バケツ（食缶）、調理台、器具は使用する前に目視で確認をし、保守点検

表に記録すること。 

・タライは和え物用（専用の銀色）、だし取り（金色）、非汚染用（金色）、汚染用（金色）

に区分けして使用すること。 

  ・和え物で、加熱後の食材を入れるカゴは、専用（黄色）のものを使用すること。 

  ・和え物の調味料やたれを入れるバケツは、非加熱用バケツかボウルを使用すること。 

  ・調味料バケツ、タライ、スパテラ、ボウル、和え物に使用するカゴ等は、消毒保管庫で

保管をすること。 

・作業終了後、殺菌庫（下処理室・調理室）に決められた数の器具が入っているか確認を

すること。 
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  ・調理器具に異常があった場合は、保守点検表に記録し、職員の指示を受けること。   

  ・使用後のまな板は、塩素溶液２００ｐｐｍで５分浸漬し消毒を行い、殺菌庫で保管する。 

   ※プロセンテは、原液のままかけない。 

（２）食缶、バット 

  ・食缶、バットはできるだけ配食直前に保管庫から出すこと。 

  ・作業の都合上、バットを早めに保管庫から出す場合は、一番のバットにふたをしておく

こと。 

  ・必ず手洗い消毒をし、配食用エプロン（ブルー）を使用すること。 

  ・保管庫から出した食缶、バットを置く台は、アルコール消毒を行うこと。 

 

（３）紫外線殺菌庫 

  ・紫外線消毒保管庫（下処理室、検収室）の殺菌灯点灯の確認をすること。 

  ・殺菌灯は使用期限内に定期的に交換し、その日時を記録すること。（職員） 

   （下処理室殺菌庫、調理場内殺菌庫ともに８月に交換する） 

    ※点灯していない場合、主任に連絡し措置する。 

 

（４）水道・ホース 

  ・調理室の水道のホースは、調理用・洗浄用に分け、作業に応じて付け替える。 

 ※洗浄用ホースは、調理がすべて終了してからつける。 

・洗浄用の緑色・青色のホースは、調理終了後に必要な場所に取り付け、洗浄を行う。洗

浄後は外して､専用のカゴに入れて乾燥させる。 

・調理用ホースは、使用後取り外し、塩素溶液２００ｐｐｍで５分浸漬し消毒を行う。そ

の後水洗いし、場内柱のホースかけで乾しておく。 

 

 

５ 使用水 
  ・水道水は、作業開始前、及び作業終了後（午後洗浄終了後）に、色・濁り・臭い・異物

の確認と、残留塩素濃度０．１ｍｇ/㍑以上を検査し、学校給食日常点検表に濃度と測定

時刻を記録する。 

   ※適合しない場合は再検査を行い、その上で適と判定した水を使用する場合は、使 

    用水１㍑を－２０℃以下で２週間以上保存する。（保存食用冷凍庫使用） 

    ・始業前に水道を開き、水を出しておくこと（５分以上）。 
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６ 調理 
 作業中は床に水をこぼさない、清掃後は十分に水を切るようにし、ドライ運用に努める。 

（１）計画 

  ・献立ごとに各班で検討し、作業工程表、作業動線図を記入すること。 

   （事前に栄養士へ提出し、確認） ＊当日の給食調理を優先して作業すること 

 

  ・汁物        ・揚げ物、焼き物      ・パックのボイル 

  ・煮物        ・パックのボイル      ・煮物、炒め物 

             ・煮物、炒め物等      ・和え物 冷凍みかん等 

  ・作業動線は、できるかぎりクロスしないようにする。 

  ・作業工程表は、区域の行き来をできるかぎり避けるように計画する。 

  ・検収室にて肉・魚の移し替えをした人が、場内での肉・魚並べや肉・魚介入れを行うよ

うに計画する。 

  ・出来上がり時間を逆算して調理する。 

 

（２）作業区域・区分分け 

・下処理室と調理室は、調理中は人の行き来をしない。食材のみが通る。 

  ・下処理室から調理室に野菜を送るときは、パススルー台にのせ、場内の人が２段ラック

にのせて運ぶ。第一・第二・第三はそれぞれ別の台車を使用し、共用はしない。 

・肉台車、魚介類台車は、下処理室から冷蔵庫に入れ、調理場に入る。 

・原則、当日検収室にて肉、魚介の移し替えをした人が、場内での肉、魚入れなどの作業

を行い、衛生的な作業は行わないこと。 

・人員不足などやむを得ない場合は、肉、魚介の移し替えをした人よりも、手指に怪我が

ある作業制限の人が優先で、ふたの閉まった食缶等の運びなど、作業場所を指定し、行

う。（但し、移し替えの人でも白衣を着替えれば、衛生的な作業を行ってもよい。 

（肉や魚介のドリップが白衣に付着している可能性があるため）） 

・クリームエプロンの人とブルーエプロンの人は作業区域が違うので、できる限り接触し

ないようすること。 

 

（３）下処理 

  ・下処理用エプロンを使用する。 

  ・下処理専用の包丁、まな板（白色）を使用する。使用した包丁は、包丁差しに入れるこ

と。 

  ・汚染したものを非汚染作業区域に持ち込まないようにする。 

  ・次亜塩素酸ナトリウムによる消毒は、２００ｐｐｍで５分とする。 

  ・野菜、果物の下処理方法は、Ｐ１６～１７｢野菜の下処理マニュアル｣参照。 

  ・処理した食材は、小（青色のかご）・中（クリーム色のかご）に分けて保管する。 

  ・レトルト（加熱しないもの）の消毒は、当日朝一番に、次亜→水→水で洗う。 

① 第２の魚等は、消毒済みの調理台に乗せ、調理場内へ運ぶ。 

② 第３の真空パック（レトルトコーン等）は、専用のバットに入れ、調理場内に運ぶ 

   第 １ 調 理      第 ２ 調 理        第 ３ 調 理    第 １ 調 理      第 ２ 調 理        第 ３ 調 理 
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※水洗いの際、基本は素手で行うが、次亜の箇所で、手荒れ防止としてロング手袋をす

ることは可とする。 

・レトルト・袋物（加熱をするもの）の食材、調味料は調味料庫に保管する。当日ドライ

ロールで拭く。 

  ・下処理室と調理場内の人の行き来を少なくするように作業工程を考えること。 

  

（４）切菜 

  ・作業前にスライサー、合成調理機等、使用する機器の刃とネジの点検を行い、保守    

点検表に記録する。 

  ・機械での切菜は２人以上で行い、切った食材の確認をすること。 

   （１人が食材を入れ、もう１人が確認） 

  ・切菜時、材料がとびちらないよう注意する。 

  ・ベルトにのせた材料は、手で押さないこと。（けが防止のため） 

  ・カットした材料は、所定の台車（床から６０ｃｍ以上）にのせる。結露等がしたたる可

能性がある場合には、職員の指示のもとビニール袋をかける。 

  ・切菜が終了したら、スライサーの各部品を分解し、洗浄を行う。 

  ・分解、組み立ての際に使用した工具は、すみやかに元の場所に戻すこと。 

  ・袋物を切る時は、２度切りをしないこと。 

  ・加熱後や塩素消毒後の袋物を切る時は、はさみをアルコール消毒し、衛生手袋を使用す 

ること。 

 

（５）加熱調理 

  ・事前に決めた機械器具や釜を使用する。 

  ・食材を釜に入れるときは、ゆっくりと気を付けて入れること。 

  ・揚げ物等の粉付けを行う場合、担当者は粉が入っているポリペールから、必要量ボウル

に取り出して行う。ただし、粉が足りなくなり追加する場合は、手の汚れが在庫の粉を

汚染する可能性があるので、担当者が行うことはせず、他の人にお願いすること。取り

出した粉が余った場合は、廃棄する。 

・加熱調理したものは、中心温度を３箇所確認し、時間・温度・測定者を記録すること。 

   中心温度は８５℃１分間以上であるので、９０℃以上の場合はよいが、８５～９０℃の

場合は２分後に再度測定し、８５℃以上であることを確認する。 

  ・焼き物、揚げ物の中心温度は、作業開始・途中（学校ごと）・終了時・規格が変わった

時など、たびたび測ること。 

  ・中心温度計は、使用するたびにアルコール消毒をすること。 

  ・加熱後の食材を入れるかごは、消毒保管庫に入っているものを使用すること。 

   （和え物は専用の黄色のカゴを使用する） 

  ・和え物専用の黄色のカゴは使いまわさず、釜ごとに消毒済みの黄色のカゴを使用する。 

  ・タライも同様に使いまわしはしない。 

  ・加熱後の食材を入れるタライなどを置く調理台、運搬車等はアルコールを噴霧し、ドラ

イロールでふきのばすこと。 
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  ・Ｌ型運搬車の排水レバーをさわる際は、素手で行うこと。 

・ボイル後の食材を取り扱う場合は、衛生手袋またはロング手袋をすること。 

・ドライ釜の水をぬく時は、水はねしないよう、水量を調節すること。 

  ・衛生手袋、ロング手袋は使い捨てとし、使用時はセンサー式消毒機でアルコール消毒を

してから作業すること。 

  ・釜に肉を入れる時、他の食材を汚染させないように十分注意する。 

 

（６）冷却 

  ・加熱後に使用する網ひしゃくやスパテラは、加熱前のものと分けて置くこと。 

  ・加熱後の食材が入った黄色かごを冷却機に入れる際は、衛生手袋を着用すること。冷却

機の取手はさわらない。 

  ・中心温度の測定時は、加熱をしたクリームエプロンの１人が網ひしゃくで野菜をすくい、

クリームエプロンのもう１人が温度を測定し、記録をする。 

  ・中心温度測定後、ブルーエプロンの人が釜から野菜を網しゃくしを使って黄色かごに出

す。短い衛生手袋を着用し、黄色かごを冷却機に入れる。 

  ・冷却機終了後、素手で扉を開け、手洗いを行う。 

  ・ロング手袋を着用し、温度センサーを食材から抜いてアルコールペーパーでふき取った

後、温度センサーを所定の箇所にしまう。冷却機の中で各カゴの食材の温度をレーザー

温度計で温度測定し、記録用紙に記入する。 

・冷却機からカゴを取り出しタライに移し替える。 

・手袋をはずし、レーザー温度計で温度測定し、記録用紙に記入する。 

  ・和え物、サラダ等の混ぜ合わせ、換算ものの配食時においては、ロング手袋を使用する

こと。ロング手袋の上に衛生手袋をはめること。小・中学校ごとにロング手袋は取り換

えること。 

  ・手袋を使用している人は、ホースや釜、網ひしゃく・冷却機の取手をさわらないように

する。（さわった場合は手袋を交換すること） 

  ※真空冷却機の取り扱いについては、Ｐ．２６、２７参照 

 

（７）和え作業 

  ・非加熱用バケツ、タライ、スパテラ、ボウル、カゴ等は、消毒保管庫で消毒すること。 

 ・調味料を計量する「はかり」は、使用前にアルコール消毒すること。 

  ・和え物用の調味料やごま等は、前日にアルコール消毒し、専用の容器に入れること。 

  ・和え物に使用する調味料は、使いきり（１ｋｇ袋等）を使用し、当日開封する。 

   （開封時は、ブルーのドライエプロン、衛生手袋使用） 

  ・調味料は、非加熱用バケツ、専用泡だて器を使用して撹拌すること（衛生手袋使用） 

・調味料、加熱後の食材、出来上がりのものについては、菌の付着を防ぐため、速やかに

フタまたはビニール袋をかけること。 

  ・調味料を入れる際は、衛生手袋を着用して行うこと。 

・和え物は、和えたタライごとに表面温度を３ヵ所測定すること。（ﾚｰｻﾞｰ温度計使用） 
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（８）配缶 

  ・保管庫から食缶・バットを出す時は手を洗い、ブルーのドライエプロンを使用する。 

  ・フライヤー、ロースターから出たものを配缶する場合は、消毒保管庫に入っている耐熱 

手袋を使用する。ボイルしたものを釜から出して配食する場合は、短手袋を使用する。 

熱い場合は、短手袋の中に綿手袋をしてもよい。 

  ・食缶の学校名や数が正しく出されているか、確認する。 

  ・配缶時、食缶・バットが汚れたら、ドライロールでふく。 

  ・コンテナに入れる際、学校名と数を確認する。 

  ・配送車と配送先、出発時刻、到着時刻を記録する。→ 運転手 

 

７ 保存食 
  ＜原材料＞ 

・保存食用冷凍庫の庫内温度（－２０℃以下）を確認し、日常点検表に記録する。 

  ・原材料ごとに可食部５０ｇ以上採取し、保存食用袋に入れ、保存期間を記入したビニー

ル袋に１日分をまとめて保存すること。なお、納入された食品の製造年月日やロット、

産地が違う場合は、それぞれ保存すること。 

  ・調味料や乾物はとらない。 

  ・原材料は洗浄・消毒を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、調理用牛乳、生

クリーム、水煮などの袋物については、場内で採取する。 

  ・次亜消毒のものは当日次亜消毒後、場内で採取する。ただし、遮光性の袋に入っている

ものはとらなくてよい。 

＜出来上がり＞ 

  ・温度測定後すぐに採取するのではなく、配食（配缶）等の最後の段階（喫食する状態）

で採取する。 

・数物にたれをかけて提供する場合、最後にセンターにかけたものを採る。 

・和え物をタライで和えた場合はタライごとに保存食を採る。 

ただし、枝豆など調味料等を何も加えずに配食するものは、釜ごとに採る。 

  ・調理済み食品は、手から汚染のないように注意し、５０ｇ以上を保存食用袋に入れ、保

存期間を記入したビニール袋に１日分まとめて保存すること。 

   ※「小１」「小２」などと、どの釜（タライ）から採取したかわかるよう、袋に記載す

ること。 

  ・調理済み食品がすべてあるかを確認し、保存時間・担当者を保存食記録簿に記入するこ

と。また、廃棄についても、日時・担当者を記録すること。 

  ・共同調理場の受配校に直接納入される食品についても、共同調理場で保存すること。 

  ・個包装のデザートは、５０ｇ以上を保存食用袋に入れて保存する。 

  ・ごま塩などの小袋は、１食分を保存食用袋に入れて保存する。 

 

８ 洗浄、消毒 
  ・作業前に冷却作業に使用する釜の水道蛇口、ホース、水抜きバルブ、釜のハンドル、ド

ライ釜のエプロン部分、給気バルブ、排気バルブ、ドレンバルブをアルコール消毒する
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こと。〔朝一番（釜に湯をためる前）に行うこと〕 

  ・ドアノブ、釜のハンドル、冷凍庫・冷蔵庫の取手、消毒保管庫、包丁殺菌庫の取手など

は、作業終了後２００ｐｐｍの塩素につけたタオルで拭き、５分後に水拭きする。 

（２～３か所ごとに、タオルをすすぎなおしながら行うこと） 

・コンテナの扉の取手（上・下・中央）は作業前にアルコール消毒すること。 

・カゴ洗いは、第３調理の配食終了を確認した後、開始すること。 

・カゴ洗いの際は間隔をあけて洗浄機を通し、野菜等の付着がないか確認すること。 

・午前中の使用した非汚染のひしゃく類は、おたま水槽に入れる。肉・魚類専用の容器、

器具は、大きい移動水槽に入れる。 

  ・爪ブラシは毎日塩素溶液（200ppｍ）に浸漬し消毒をすること。 

  ・調理場で使用する薬品は、容器に薬品名のラベルを貼ること。スプレー式のアルコール

容器には保管場所も明記し、調理終了後は確実に所定の場所に置くこと。 

  ・作業終了後の器具の水切りは、しっかりと行う。 

※翌日に使用する班は、水切りができているか確認すること。 

  ・和え物に使用するＬ型運搬車は、作業終了後、翌日に使用する班の人が野菜くずがない

ことを確認する。 

※調理当日のアルコール消毒も引き続き行う 

  ・洗浄作業終了後、使用したタワシ・スポンジ類はすべて塩素溶液２００ppmで５分浸漬

し、消毒を行うこと。 

・午前中の洗浄機の流す順番は、和え物タライ・非加熱用バケツ・ボウル・黄色カゴ→野

菜カゴ→下処理カゴ→汚染用バットの順にすること。 

・カゴ洗いの入口は、カゴ洗い専用エプロン、専用手袋をつけて行う。 

・肉・魚など汚染度の高い食品を取り扱った器具は、専用のタワシで洗浄すること。 

・使用した肉・魚介類の専用の調理エプロンは次亜塩素で５分浸漬し、消毒を行うこと。 

・焼き物で使用した並べ・入口用のエプロンは、第２調理専用のバケツに入れ、次亜塩素

で５分間浸漬し、消毒を行うこと。その後、水洗いし、検収室にある洗濯機で洗濯をす

る。 

・調理中の第２調理の片付けは、以下のとおりとする。※調理中は洗剤を使用しない。 

 ＊フライヤー：油を上げる→分解する→かす取り→湯をはるまで 

 ＊ロースター：鉄板を並べておく。 

担当者は、入り口で作業を行った者で行う。洗浄後には次亜塩素で消毒すること。当日

はアルコール消毒を行う。肉・魚など汚染度の高い食品を取り扱った人は、熱殺菌を行

わないもの（２段ラックなど）の洗浄は行わない。洗浄後の器具などを保管庫に入れた

り、冷却機を洗ったりする作業は、できる限り行わない（人が足りないときのみとする）。

午後の洗浄での食器や食缶の出口側についても同様。 

  ・作業制限のある人は、受けの作業はしない。 

  ・冷蔵庫の掃除は、週 1回、週末に行う。 

  ・次亜消毒を行うときは、手荒れ防止のため、衛生手袋をしてもよい（前日、当日ともに）。

洗浄用のピンク手袋等では行わない。また、作業制限のある人も行わない。 

  ・検収室は、掃き掃除とモップがけで清掃を行う。週１回、水を使って床洗浄を行うこと。 
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・ミキサーの羽は外して洗浄し、殺菌庫で保管すること。 

  ・コンテナの洗浄は以下の通りに行う。 

①  洗浄時は、湯で洗う。 

②  次亜塩素酸ナトリウムで消毒済みの水切りを使用する。 

③  水切り後は次亜塩素酸ナトリウムに浸けた布で拭き上げ、消毒する。 

④  コンテナの扉（片面）を開けて乾燥させる。 

⑤  当日朝にアルコールペーパーで底面を拭く。 

   

９ 残菜、廃品処理 
  ・調理室で出たゴミ、豆腐の容器は、検収室を通して外へ出すこと。 

  ・ダストボックスのふたは常に閉めておくこと。 

  ・あくは、調理場内中央の水槽に、水はねがないよう静かに廃棄すること。その後、必ず

水を流すこと。 

  ・だしとりに使用した煮干しやむろ削りは、生ゴミ処理機に入れること。 

  ・生ゴミ処理機に不適格なものは入れないこと。 

    金属類、プラスチック・ビニールなどの石油化学製品、ガラス・陶器製品、化 

    学薬品類、たけのこ・とうもろこしの皮、貝殻類、木片、布・紙、タバコ、多 

    量のラード・油かす、大きな骨、人間が食べられないもの 

  ・洗浄室で残菜を処理する場合、食缶から残菜を出す周辺は、週の最終日に中性洗剤を使 

用して、洗浄を行うこと。 

  ・ペットボトルは、洗って会議室下のゴミ分別ボックスに入れること。 

  ・ゴミは、江南市のゴミ分別に従って行う。 
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 手洗いマニュアル 
 食中毒を防ぐには、手洗いが基本となります。始業前はもちろんのこと、１つの作業終了ご

とに必ずしっかり手を洗い、次の作業に移りましょう。 

 

 

 

 

 

 ①流水で軽く手を洗う  ②アルボースをつける  ③十分に泡立てる    ④手の平と甲を洗う 

  

 

 

 

 

 

 ⑤指の間を洗う     ⑥親指の付け根まで洗う  ⑦指先を洗う      ⑧手首を洗う 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ひじまで洗う     ⑩爪ﾌﾞﾗｼで爪の間を洗う  ⑪流水でよくすすぐ    

            （爪ﾌﾞﾗｼは１回目のみ） 

                         

                         

                          

                          

                         

 ⑬アルコール噴霧する  ⑭しっかりとすりこむ 

 

※二度洗いは、⑩の後に一度流水で洗い流し、②～⑨までをくり返して行う。 

  ・始業前及び用便後 

  ・汚染区域から非汚染区域の作業へうつる時 

・食品に直接触れる作業に当たる直前 

   （加熱後・消毒後の袋物を触る時、個包装の果物や個袋の数をする時） 

・生の食肉類、魚介類、卵に触れた後、他の食品や器具に触れる場合 

・作業区分が替わるとき（エプロンの色が替わる作業） 

・傷の人が手袋をはずして、新しい手袋を着用する前 

手洗いの順序 

二
度
洗
い 

＊指の間や親指の付け根は、洗い残しが多い 

 部分です。きれいに洗いましょう。 

＊アルコールを噴霧する時は、しっかりと水 

分をふきとり、指先までかかるようにして 

ください。 

＊爪ブラシの使い回しはしない。 

⑫ペーパータオルでふく 



16 

 

野菜・果物の下処理マニュアル 
【野菜】 

・野菜の品質に問題がある場合は、栄養士に連絡する。 

・基本的に切り落とすもの（根・へた・種など）は、検収室で切り落とす。 

材料名 検収室 下処理室 

にんじん 両端を落とす → ピーラー 水洗い → 機械カット 

玉ねぎ  皮むき 水洗い → 機械カット 

ねぎ 両端を落とす→又裂き 水洗い → 機械カット 

キャベツ 外側の葉を除く → 1/2～1/4カット 

→ 芯を取り除きばらす 

水洗い → 機械カット 

白菜 外側の葉を除く → 1/4～1/6カット 

→ 芯を取り除きばらす 

水洗い → 機械カット 

大根 両端を落とす → 皮むき 

→1/4～1/6カット 

水洗い → 機械カット 

かぶ 両端を落とす → 皮むき 

→1/4～1/6カット 

水洗い → 機械カット 

冬瓜 1/2に切る → 皮むき → 種をとる 

→1/4～1/6カット 

水洗い → 機械カット 

 

きゅうり 両端を落とす 水洗い → 機械カット 

じゃがいも ピーラー(１回につき２分半から３分) 

※新じゃがの場合は１分程度 

１回に入れる量は、２０～３０㎏とする。 

芽とり → 水洗い 

→ 機械カット 

洗い里芋  水洗い → 機械カット 

みつば 根の部分をカット 水洗い → 機械カット 

          Or 手切り 

ほうれん草 根の部分をカット 水洗い → 機械カット 

小松菜 根の部分をカット 水洗い → 機械カット 

チンゲン菜 根の部分をカット 水洗い → 機械カット 

菜花 根の部分をカット 水洗い → 機械カット 

ピーマン 1/2カット→種をとる 水洗い → 機械カット 

ズッキーニ 両端を落とす 水洗い → 機械カット 

なす ヘタを落とす 水洗い → 機械カット 

ブロッコリー 根の硬い部分落とす→小房に分ける 水洗い 

カリフラワー  水洗い 

もやし  水洗い 

えのきたけ 袋から出す→石づきを落とす→半分に切る 水洗い 

エリンギ  水洗い → カット 

まいたけ 袋から出す 水洗い → カット 

カット野菜  水洗い 
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【果物】 

・ 果物の塩素消毒は、必ず 200ppm溶液であることを試薬で確認し、5分間浸漬する。 

水槽ごとに必ず試薬で測定すること。 

材料名 検収室 下処理室 調理室 

個包装の果物 

（冷凍みかん等） 

段ボールから出し、袋

をかけた消毒済みの

カゴに移しかえる 

冷蔵室を通って調理室

に運ぶ 

配食 
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給食物資取り扱いマニュアル 
野菜・果物 

 ・野菜、果物の下処理マニュアル参照 

 

精肉類 

 ≪検収室から調理室まで≫ 

 ・肉移し替え担当の２人は、ロング手袋をはめる前に、爪・髪の毛の確認をしておく。 

  長そでの白衣を着用している場合は、袖のたるみがないよう、ロング手袋で確実に覆う。 

 ・検収台にビニールをかけておく。 

 ・下処理室の汚染専用エプロン、ロング手袋を着用し（腕カバーははずしておく）、２人１

組で行い、１人は汚染用バットに移し替え、もう一人はバットの入れ替え、ふた閉め、冷

蔵庫に運ぶ専用の人とする。（冷蔵庫に運ぶときは、汚染専用エプロン・ロング手袋を着

用したまま行う。） 

 ・肉が包んであったビニールの保存は、ビニール袋の中に入れ、洗濯機の上に置いておく。 

  調味料の計量が終わったのを確認し、エプロン等を外して保存用バケツに入れる。 

・業者の汚染容器をプラットホームに出すときは、手袋、エプロンをしたまま（扉にふれ 

 ないように）する。 

・移し替え作業終了後、台にかけたビニール、手袋を専用のゴミ箱に入れる。作業終了後に 

速やかに一つにまとめる。 

 ・移し替える肉魚が２種類以上あり、続けて同じ人が移し替える場合は、一式すべてを替え 

て行う。 

・肉がのせてあった台車は、下処理室で洗う。 

 ・肉を床に落とした場合は、以下のように消毒すること。 

① 床に落ちた肉はロング手袋を外すときに拾う。 

※作業が終わるまで踏まないように注意する。 

② 200ppm に薄めた次亜塩素酸ナトリウムで床を消毒し、ペーパータオルで覆う。 

③ 5～10 分後、水で濡らしたペーパータオルで拭き取る。 

    ※作業終了後、手洗い（二度洗い）をしっかりすること 

 

 ≪調理室での作業≫ 

・肉を運ぶ、釜に入れる時は、肉専用エプロン、ロング手袋を着用する。長そでの白衣を着

用している場合は、袖のたるみがないよう、ロング手袋で確実に覆う。（腕カバーはしな

い）同時に魚介類も釜に入れる時は、肉専用エプロン、ロング手袋を着用したまま、連続

して作業を行ってよい。 

 ・場内で汚染の食材を入れるときは、各調理ごとに専用のエプロンとロング手袋を用意して

作業を行う。（ロング手袋は、使いまわししない。） 

 ・肉を加熱する際は、次の食材が入るまで肉用のスパテラ等を使用すること。 

 ・肉の下味付けは、ロング手袋を着用して行う。 

 ・肉の入り口の人、鉄板で並べる人は、入口手袋、腕カバーを着用する。（腕カバーは長そ
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で白衣の場合も必ず着ける。肉が白衣につかないようにするため。） 

作業内容 手袋 エプロン 

入 

り 

口 

（焼）鉄板に並べる人 

（揚）入れ方の人   

オレンジ色 

耐熱手袋 

（焼）並べ オレンジデニム 

入口 オレンジデニム（専用） 

（揚）加工品 クリーム 

汚染 汚染用ピンク 

 鉄板をさばく人 シリコン ブルーデニムエプロン 

出 

口 
数えなど 

青色  

耐熱手袋 
ブルー 

 ・肉を扱った人は、衛生的な作業を行わない（一式変えれば、してもよい）。 

 

 ≪洗浄作業≫ 

・肉を運んできた台車や専用容器、エプロン等は、ロング手袋をはめたまま、洗浄室に運ぶ。

洗浄室にて専用容器・器具等は、大きい移動水槽に入れる。 

肉・魚介入れ専用エプロン（白）は、運んできた台の上に丸めて置いておく。 

手袋ははずし、ビニール袋がかかった専用のバケツの中に入れる。 

・調理室で空になった汚染バットを大きい移動水槽に入れ、上から水をかけておく。（水が

床にこぼれないように注意する） 

コンテナが配送にでて、なくなった時点で、その他の器具などが周りにない状態を確認し

てから専用スポンジで洗う。洗い残しがないか確認をし、最後に洗浄機で流す。 

・第二の肉で使用したタライは、使用後に別の台車を用意し、タライを乗せて、入れ方の人

が洗浄室へ運ぶ。コンテナ室を通過する際には、声をかけるなどしてコンテナの扉がすべ

て閉まっている状態にする。また、コンテナ等に専用容器やタライ等が触れないよう注意

する。 

 ・汚染の食材が床に落ちたときは、作業終了後、手袋のまま取り上げその後次亜消毒を行う。 

 ・検収で肉に使用した台車は、下処理室で洗浄を行う 

・肉で使用したエプロンは次亜塩素で消毒を行うこと。 

 ・肉を扱った人は、午後からは、入り口側の作業を行う。但し、白衣を着替えれば、どの作 

業も行うことができる。 

  ※作業終了後、手洗い（二度洗い）をしっかりすること。 

肉加工品（ハム、ベーコン等） 

 ・検収室でダンボールから下処理室のエプロン、衛生手袋を使用し、ほぐしながら水バケツ 

に移し替える。（手に脂がつかないよう、衛生手袋を使用）  

・釜に入れる時は、クリームのドライエプロンを使用する。（素手のままでもよい） 

※焼き豚は納入業者によって取り扱いが変わるため注意する。 

納入業者が肉業者の場合は肉扱いとする。 

  肉業者以外の場合は、肉加工品扱いとする。 

  ※作業終了後、手洗い（二度洗い）をしっかりすること 
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魚介類 

≪検収室での作業≫ 

 ★Ｐ１８ 精肉類≪検収室から調理室まで≫と同様にすること。 

 ・（当日）魚の切身の納品が段ボールの場合は、移し替えの担当者がエプロン・手袋を外し

て崩してたたみ、段ボール用のカゴ車に置いておく。 

※作業終了後、手洗い（二度洗い）をしっかりすること。 

 ・（前日）魚介類の納品が大袋の場合、釜分けなど食品を直接触れることは行わず、そのま

ま冷凍室に保管する。身なりは通常の移し替えと同じでよい。 

≪下処理室での作業≫ 

・いか、えび、貝類の解凍は、汚染専用エプロン、ロング手袋を着用し、水で行う。ザルに

あけて水をきってから、汚染用バットに入れる。 

 ・釜に入れるまでは、汚染専用エプロン、ロング手袋を着用する。（袋切りの時も） 

肉と魚介類を同じ釜に入れる時は、汚染専用エプロン、ロング手袋を着用し、連続して作

業を行ってよい。 

 

≪洗浄作業≫ 

 ★Ｐ１９ 

 精肉類≪洗浄作業≫と同様にすること。 

 ・魚介類に使用した２段ラック、パススルー台、その他の道具や周辺の床は、魚介類専用エ

プロンを着用したまま、洗剤で洗った後、次亜で消毒をする。（足、タイヤも洗浄、消毒） 

 ・魚介類専用エプロンは、汚染専用エプロン入れに入れて外に出す。カゴ洗いの人がもって

行って洗う。 

＊魚介類の解凍に使用した水槽は、次亜水（200ppm）を水槽の上まで作り、５分間浸漬し、

水で洗い流す。 

   ※作業終了後、手洗い（二度洗い）をしっかりすること。 

 

卵 

 ≪液卵の取り扱い≫ 

 ・納品後、カゴに移し替える時は、ぎっしり詰めると解凍できないので、カゴに液卵用サナ 

を入れて立てる。 

 ・当日は調理場内の水槽で、袋ごと解凍し、バケツに移し替える。身なりはクリームエプロ

ン・素手とする。 

うずら卵 

 ・当日、調理場内の水槽で開封し、カゴで水をきる。 

 

大豆製品 

 ・豆腐、焼き豆腐は、検収室内でパックごと野菜カゴに移し替えて場内へ。場内水槽で、流

水ボウルに入れて、異物を確認しながら場内移動水槽に移し替えて切る。 

  （水槽に水をはらなくてよい。） 

 ・豆腐のパックを開封する時は、包丁で切る。 
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 ・乾燥大豆は、前日に確認後、水につけて冷蔵庫で戻しておく。 

 

冷凍食品 

 ・段ボールから袋の口を切らずにそのままカゴに移し替え、当日朝、袋切りを行う。 

・納品後は、速やかに冷凍庫に保管する。 

 ・段ボールを開ける時は、カッターを使用しない。（中の袋に傷がつくため） 

 ・冷凍野菜については、各エリアの水槽で流水ですすぎながら、異物チェックを行う。 

（オクラはねばりが出るため流水での解凍は行わない） 

 

こんにゃく 

 ・前日納品されたこんにゃくは、調理場内のカゴにビニール袋をかけて移し替える。冷蔵庫

に保管する。 

 

乳製品 

 ・検収室でケースからカゴに移し替え、調理場内へ運ぶ。 

 ・牛乳など液体のものは、袋・パックから出す時に、保存食を採取する。 

 

乾物 

 ・前日に異物の確認を行うこと。異物チェックで袋を開けたものは、必ず密封して冷蔵庫へ

入れる。 

 ・翌日使用する乾物は、食品庫か冷蔵室にセットし保管する。調理場には置かない。 

 ・乾物の下処理方法は以下のように行う。 

材料名 下処理方法 

わかめ、海草ミックス 汁物…一度戻してから、釜に入れる（塩分調整のため）。 

和え物…そのままボイルする。 

 

ひじき、切り干し大根 下処理室の３槽で洗う。 

 

 

 

 

 

レトルト食品・水煮などの袋物 

・食品（加熱せずにそのまま食べるオイルツナ・コーンレトルト・漬物・魚の個付けなど）

は、前日に段ボールからカゴに移し替え、調味料庫に保管する。当日は、朝一番最初に、

次亜→水→水で消毒する。 

・下処理室で行う次亜消毒は、下処理用エプロンで行う。基本は素手で行うが、次亜消毒の

ところで手荒れ防止として、ロング手袋をすることは可とする。 

・次亜消毒後は、消毒済みのカゴ（消毒済みの水受けをひく）に入れ、台車にのせて運ぶ。 

・調味料や加熱して使用する食品（マッシュルーム・甘酢生姜など）は、調味料庫に保管し、
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当日にドライロールでふく。 

・保管方法が冷蔵保管または冷暗所保管になっているものについては、冷蔵庫に保管する。

袋ものは基本野菜カゴに入れて袋をかける。少量やボトルものは袋対応でもよい。 

 

調味料類 

 ・和え物など、加熱しないものは使い切り（１ｋｇ袋等）を使用し、当日開封する。 

 ・和え物用の調味料は、非加熱用バケツ、泡だて器を使用して撹拌すること。 

 ・調味料類計量後は、台やはかりをしっかりとペーパーで汚れをふき取った後、ドライロー

ル消毒すること。 

 ・調味料庫は調味料で汚れやすいので、計量等を担当した後は清潔に保つようにする。 

 

油 

 ・油庫で保管する。炒め物等に使用するため開封した缶は、虫が入らないよう必ずふたをす 

ること。 

 

 ※缶詰、ビンの食品は使用しない 
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魚介類の解凍マニュアル 
前日 

・納品時は小さい野菜カゴに移し替える。 

 

当日（調理） 

・袋を切る時は７、８番の汚染用ハサミを使用する。 

・汚染専用エプロン・ロング手袋を着用する。 

・解凍は水で行う。但し、季節によって水のみだと食材が固まってしまうので、解凍できる水 

温で解凍してもよい。移動式水槽にカゴを入れ、解凍する。 

・解凍した食材は周りや床、自分に汚染水が飛散しないように注意し、汚染バットに移す。 

・肉の取り扱いと同じように手袋などを処理して、汚染用バケツに入れる。 

・釜に食材を投入する時間を逆算して解凍作業をする。解凍後投入するまでの時間が出来て

しまったら、その場で待機する。 

 

洗浄 

・前日から冷凍庫に入っていたカゴなど、その他使用した道具は汚染された物とし、洗浄、消

毒する。 

・すべての配食が終了するまで、まとめて解凍場所に置いておき、フックの付いた汚染札を目

立つところに付ける。その後、【P２０ 洗浄作業】を基本にして洗う。水道蛇口、排水パイ

プも洗う。その後洗浄箇所を洗い流したら、手袋・エプロンを洗い流す。 

・専用水槽に水を満水に溜め、次亜を３２０ml 入れる。使用したホースは、洗浄後次亜水に

て消毒する。 

・周囲の次亜消毒は専用水槽に作った次亜水で行う。その後カゴを消毒するので残しておく。 

・【カゴ洗いについて】カゴ洗浄係がその中に洗浄を終えたカゴを沈め消毒する。（浸漬時間は

１０分以上）その後水槽、カゴとも流水で流してからカゴ消毒保管庫に入れる。 
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エプロンの取り扱いマニュアル 
 場内で使用する共用エプロンは、調理に応じて使い分けること。原則として、加熱前作業は

クリーム、加熱後清潔作業はブルーを使用すること。 

煮物・汁物             

調味料の計量：ピンク 

材料を釜に入れる：クリーム 

〃（生魚）：汚染用エプロン（白色） 

〃（生肉）：汚染用エプロン（白色・ピンク） 

釜を混ぜる：クリーム 

中心温度測定：クリーム 

保存食をとる：ブルー 

配食（汁を混ぜる）：ブルー   

         

和え物       

調味料類の計量：ブルー 

ドレッシング等の作成：ブルー 

レトルトの袋出し：ブルー 

材料を釜に入れる：クリーム  

ボイル中の釜を混ぜる：クリーム   

ボイル中の中心温度測定：クリーム 

  釜からカゴ等に出す：ブルー 

 調味料とあえる：ブルー   

  冷却終了後の中心温度測定：ブルー  

保存食をとる：ブルー 

  配食：ブルー        

  

 炒め物 

  調味料の計量：ピンク 

  材料を釜に入れる：クリーム 

  〃（生魚）：汚染用エプロン（白色） 

〃（生肉）：汚染用エプロン（白色・ピンク） 

炒める：クリーム 

  中心温度測定：クリーム 

  保存食をとる：ブルー 

  配食：ブルー 

 

フルーツあえ、果物類、漬物類 

  全ての工程ブルーエプロン 

※エプロンの２枚重ねはしないこと！！ 

※中心温度測定は、作業に応じて、ブルーの場合とクリームの場合があります。 

            

袋物のボイル 

釜に入れる：クリーム 

中心温度測定：クリーム 

釜から出す：ブルー 

袋を切る：ブルー 

保存食をとる：ブルー 

数え、運び：ブルー 

 

揚げ物 

フライヤーに入れる：クリーム 

〃 （生肉・生魚）：汚染用エプロン（ピンク） 

入り口～上る所まで：クリーム 

中心温度測定：クリーム 

保存食をとる：ブルー 

数え、運び：ブルー 

  

焼き物 

 鉄板に並べる：オレンジデニムエプロン 

 ロースターに入れる：オレンジデニムエプロン（専

用） 

 出口で鉄板を出す：ブルーデニムエプロン 

 中心温度測定：ブルー 

 保存食をとる：ブルー 

数え、運び：ブルー 

 

第二のタレ（加熱するもの） 

 調味料の計量：ピンク 

 材料を釜に入れる：クリーム 

 釜で混ぜる：クリーム 

 中心温度測定：クリーム 

 食缶に出す：ブルー 

 バットにかける：ブルー 
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       衛生手袋の使用について  
 衛生手袋、ロング手袋はしているから必ず安全というわけではありません。手袋を過信せず、

手洗いをしっかり行うことが大切です。 

 

・加熱しない食品の袋切り         ･･･衛生手袋 

・加熱する食品の袋切り          ･･･手袋なし 

・釜からボイルした袋ものを出す      ･･･衛生手袋 

・ボイルした食品の袋切り         ･･･衛生手袋 

・和え物の調味料計量           ･･･衛生手袋 

・和え物の冷却機への入れ       ･･･衛生手袋 

・和え物の冷却機からの出し      ･･･青ロング手袋 

・和え物の配食             ･･･青ロング手袋 

・数物の配食（次亜消毒、ボイルパック）･･･衛生手袋 

 衛生手袋の色別使用表 

衛 

生 

手 

袋

(短) 

ピンク 

（白） 

作業制限のある者…手に傷がある。 

青 衛生的な作業…加熱後、生食の取り扱い など 

ロ 

ン 

グ 

手 

袋 

青 

加熱前作業で手袋の必要箇所…肉の取り扱い作業など 

作業制限有で手袋をする人…下処理などの水作業 

 ※ロング手袋を着用し、その上に衛生手袋を重ねて滑り落ちることを

防止する。 

衛生的な作業で腕の部分にも食材が付着する可能性がある箇所 

 …和え物・冷却後の食材・換算ものの配食 など 

 ※ 衛生手袋着用者が下処理室から調理室へ入る時は、必ず手袋をはずして、手洗い消毒

を行い、新しい手袋に付け替えること。（廊下で新しい手袋をとる） 

  作業区分が替わらず、手洗いが必要な時は、手袋をしたまま手洗い消毒を行う。 

 

     履物の使用について  
 作業区域ごとに履き替えること。 

（調理時）検収室、下処理室・・・ピンクドライシューズ 

        調理室・コンテナ室・・・白ドライシューズ 

 （洗浄時）ドライシューズ（長靴） 
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真空冷却機の取り扱いマニュアル 
 加熱後の冷却・脱水作業は、原則、真空冷却機を使用すること。非汚染作業になるため、手

洗いをしっかりし、ブルーのドライエプロンをつけて、衛生面に注意して作業すること。 

 １．操作手順 

①電源スイッチをＯＮにする。 

 

②庫内が乾燥しているか確認し、アルコールを噴霧する。 

 扉・扉の溝・庫内の四か所の穴・温度センサーホルダー・パッキン・パッキン周辺を確実

に消毒する。 

温度センサーは、前回の残渣が付着していないか確認して、アルコール消毒をする。 

（ぬれている場合は、水気を真空冷却機専用不職布でふきとってから、アルコール消毒作

業をする。） 

 ドライ釜もアルコール消毒作業を行う。この作業は水や蒸気を出す前に行う。（釜の取手

２か所・エプロン周り・蒸気バルブ２か所・水と湯の蛇口・ホース・排水レバー） 

 L型ボイル専用運搬車（以後 L型台車）はドライロールで拭きあげる。排水レバーも。 

 ※①②は順番が逆になってもよい 

 

 ③霜よけ板を運んでくる。 

  ※吸気ストレーナ・・・３か所あるボッチを下向きに取り付ける。 

  ※霜よけ板・・・奥の板は、ボッチを手前に（手前の板を引っ掛けられるように） 

手前の板は、出っ張りが上になるように取り付ける。 

  ※２段ラックはアルコール消毒をする。（濡れている場合は、水気を拭きとってからアル 

コール消毒をする。） 

 

④クリームのエプロンの人が野菜をボイルします。この時ブルーのエプロンの人は、網しゃ

くし等で釜の中の野菜をさわらない。（野菜を攪拌・すくい上げる作業が出来るのは、ク

リームエプロンの人のみ。） 

 

 ⑤ボイルができたと思ったら、クリームエプロンの人が野菜をすくい、クリームエプロンの  

  ２人のうちの１人が手洗い後、すくい上げた野菜の温度を測定する。クリームエプロンの

人が、中心温度を記入する。もし温度が８５℃以上なければ、加熱を続け、再び中心温度

の測定を行う。中心温度確認後、蒸気バルブを止める。 

※中心温度計はドライロールで、その都度使用前後に消毒する。 
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④ ブルーエプロンの人が専用の網しゃくしで野菜をカゴにすくい上げ入れる。その後、ど

ちらかが手を洗いに行き、衛生手袋をはめ、アルコール消毒をしてカゴを真空冷却機に

入れる準備をする。水が垂れないよう台車のコックを「閉」にする。（コック「閉」作業

は衛生手袋をはめていない人が行う。） 

  

 ⑦L台車を真空冷却機の扉付近まで移動させて、床にカゴからの水分が滴り落ちないように

気を付けながら、順番にカゴを入れる。（この作業はカゴを落としたり、火傷をする危険

が伴うので注意して慎重に行う。） 

 

 ⑧温度センサーをカゴの中心部にさす。（どのカゴでもよい。） 

 

 ⑨衛生手袋をはめていない人（ブルーエプロン）が扉を閉め、表示が「プログラム１」「運

転可」となっているのを確認し、スタートボタンを押す。 

 

  ※パネルの「モード変更」を押すと、プログラム１(冷却用)  → プログラム２ 

    → プログラム３ → プログラム４ → 殺菌 と変更する。 

 

 ⑩設定温度か設定時間に到達したら運転が停止するので、パネルの表示に従い、ストッ 

プボタンを押す。設定温度に達していない場合は、再度運転を再開する。 

※設定温度（８℃、１５分） 

  

⑪手洗い後、ロング手袋をはめ、アルコール消毒をして、手袋をはめていない人が扉を開け、

手袋をしている人が温度センサーをカゴから抜き取る。ドライロールで拭き取り、ホルダ

ーへしまい、庫内からカゴを取り出し、用意した和え物専用タライに食品を入れる。 

 

 ⑫設定温度になっているか、レーザー温度計ですべてのカゴの食品を３か所ずつ測定し、冷

却温度として記録する。 

  

⑬その後は、Ｐ．１１ 和え作業を参考に調理、配食をする。 

  ＊運転中に停止させたい場合は、ストップボタンを押して、「運転可」になるまで待つ。 
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自宅におけるノロウイルス対応 
感染性胃腸炎（下痢・嘔吐・腹痛など）の症状がある場合は、その汚物処理を含め、トイレ、風呂な

どを衛生的に保つ。 

 次亜塩素酸ナトリウムの消毒液の作り方 
 市販の塩素系漂白剤（商品名：ハイター、ブリーチなど）の主成分は、次亜塩素酸ナトリウムで、濃

度は５～６％です。（濃度１％は１００００ｐｐｍ）＊商品によっては、濃度が違うので確認をすること 

酸素系漂白剤と間違えないよう、必ず塩素系漂白剤を使用するよう注意する。（商品名：ワイドハイ

タ‐は酸素系漂白剤のため効果なし） 

 消 毒 対 象 必要な濃度 
希釈倍率 

(原液が５％の場合) 

１㍑の水に加えて作る場

合に必要な原料の量 

便や吐物が付着した床や 

おむつなど（汚染時） 
１０００ppm ５０倍 ２０ml 

トイレの便座やドアノブ、 

手すり、レバー、床 

食器のつけ置きなど 

２００ppm ２５０倍 ４ml 

  ★汚染されたものの消毒（０．１％ １０００ppm） 

   塩素系漂白剤をキャップ２杯入れ、水を５００ml入れ、キャップをし、よく混ぜる。 

 

 

 

 

 

 

 

 ★通常の消毒（０．０２％ ２００ppm） 

   塩素系漂白剤をキャップ２杯入れ、水を２L入れ、キャップをし、よく混ぜる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

ペットボトル 

５００ml空容器 

ペットボトルキャップ 

1杯＝５ml 

１０ml×約５％/５００ml＝約０．１％（１０００ppm） 

ペットボトル 

２L空容器 

ペットボトルキャップ 

1杯＝５ml 

１０ml×約５％/２L＝約０．０２％（２００ppm） 

※ 消毒液は，時間の経過とともに効果が落ちることがあるため，その都度使い切る。また、消

毒液が余った場合は、誤飲の危険を避けるために、速やかに廃棄する。＊誤飲注意 

※ 家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できる。（使用にあたって

は、有毒ガスが発生することもあるので、必ず「使用上の注意」を確認しましょう。 

※ 次亜塩素酸ナトリウムは使用期限内のものを使用してください。 
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【嘔吐や下痢症状があった時の感染予防対応】  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘔吐物や便の付着した衣類やシーツなどの消毒方法 

⑥手袋を着用し、洗剤を入れ

た水の中で、静かにもみ洗

いをする。 

⑨⑧で使用したペーパータオル

と雑巾、手袋、マスクはビニー

ル袋に密封し、廃棄する。 

嘔吐物の処理方法（便が床に付いた場合も同様） 

②使い捨てエプロン 

（ゴミ袋を加工可）、 

手袋（2枚重ね）、 

マスクを身に付ける。 

⑧終了後、片付けた人は、うがい、手洗いをしっかり行う。 

⑥床は、使い捨て手袋をして、200ppm の消毒液を

浸した新聞紙や雑巾を置き、その上にビニール

袋をかぶせ、10分間置く。 

 嘔吐後、うがいをした場所も 200ppm の消毒液で

消毒し、その後洗剤で洗う。 

④ペーパータオルや雑

巾等で静かに拭き取

る。 

⑤拭き取ったペーパータオルや雑巾、手袋、 

エプロンをビニール袋に入れたら、 

1000ppmの消毒液を十分浸る量 

を入れ、密封して廃棄する。 

③必要な濃度の消毒液を作る。 

次亜塩素酸ナトリウム 

溶液 1000ppm 

    200ppm 

⑦⑥で使用したペーパータオルと雑巾、手

袋、マスクはビニール袋に密封し、廃棄

する。 

①窓を開け、 

換気をする。 

 ノロウイルスは乾燥すると、容易に空中に漂い、口から吸いこみ感染することがある。吐物が

乾燥しないうちに速やかに処理し、ウイルスが速やかに屋外へ出ていくよう、十分に換気を行っ

て感染を予防する。 

⑧衣類を洗った場所を 200ppm

の消毒液で10分間漬け置き

し、その後洗剤で洗う。 

⑩終了後、片付けた人は、 

うがい、手洗いをしっ 

かり行う。 

⑦８５℃１分以上の煮沸消毒を行う。または、200ppmの消毒液で 10分漬け置きし、十分 

すすぐ。あれば、乾燥機を使用する。その後、スチームアイロンで熱消毒をする。 

   

 

 

 

 

上記①～③を行う。 

上記①～③を行う。 

④付着した吐物を 

取り除く。 

⑤取り除きに使用した手袋などを 

ビニール袋に入れたら、1000ppm 

の消毒液を十分浸る量を入れ、 

密封して廃棄する。 

布団やカーペットなど、吐物を取り除いた後、すぐに洗濯できない場合は、屋外で乾燥 

させ、布団乾燥機やスチームアイロンで熱消毒をする。 

 

※ 次亜塩素酸ナトリウム溶液は、漂白作用があるので、色落ちが気になる 

衣類等には使用しないよう、使用上の注意ををよく読んで行うこと。 

 

※ 嘔吐物の付着したものは、 

 必ず他の衣類と別で洗う。 
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 【 

 

 

 

 

※調理従事者本人がノロウイルス陽性、陰性となった場合も病院で行う検査は簡易検査のため、

自分はノロウイルスの可能性もあるという意識で、他へ感染を広げないよう手洗いの徹底と、感

染予防の対応を行うこと。 

※ 家族にノロウイルス陽性、またその可能性のある症状（胃腸かぜなど）がある場合は、本人が 

感染しないよう、速やかに感染予防の対応を行うこと。 

※ 家族に症状がある時点で、自分もノロウイルスに感染している可能性がある意識で、手洗いの

徹底と感染予防の対応を行うこと。 

嘔吐した時の食器類の消毒方法 
前頁①～③を行う。 

⑤取り除きに使用した手袋などを 

④に入れたら、1000ppmの消毒 

液を十分浸る量を入れ、 

密封し、廃棄する。 

⑥食器は 200ppmの消毒液に 10分

間浸漬し、水ですすぐ。 

その後、 

洗剤で洗う。 

⑦食器を下洗いした場合、その場所や、うがいをした場所も 200ppmの消毒液で 

消毒し、その後洗剤を使って掃除する。 

※ 次亜塩素酸ナトリウム溶液は、金属を腐食させるので、消毒後は速やかに水を流す、又は水で

拭きとる。 

 

〈感染者の食器について〉 
 

 
嘔吐の症状が続いている場合は、嘔吐時に唾液にウイルスが移り、残っている可能性があるの

で、食後の食器について、⑥～⑦の消毒を行う。 

トイレやおむつの消毒方法  
 

 

⑤おむつ、手袋などをビニール袋に入

れたら、1000ppm の消毒液を十分

浸る量を入れ、密封して廃棄する。 

 

④手袋(2枚重ね)、マス

クを着用する。 

前頁①と③を行う。 

⑥終了後、片付けた人は、 

うがい、手洗い 

をしっかり行う。 

〈おむつの取り扱い〉 

〈トイレの取り扱い〉…嘔吐や下痢をした場合 

⑤便器に 1000ppm消毒液を 

まき、10分放置後、水を 

流す。その後、 洗浄する。 

⑥手袋を替え、ドアノブ、レバーなど、

手指の触れる場所を 200ppmの消毒

液で拭きあげて、10 分放置後、水拭

きする。 

⑦終了後、片付けた人は、うがい、 

手洗いをしっかり行う。 

④食器の吐物を 

ビニール袋に 

入れる。 

④手袋（2 枚重ね）、マス

クを着用し、おむつを

交換する。 


