
衛生管理記録のつけ方

そうざい製造業編



衛生管理計画の各確認事項について別紙-3,4の記録様式で毎日チェックしてください。

記録様式

各製造所の実情にあわせて適宜計画を見直してください。

計画書



これから衛生管理記録(毎日)の作成方法について説明します。



「記載期間」を記入してください。

令３ ６

「点検者名」を記入してください。

鹿児島県のＨＰに記録様式がありますので，必要な枚数コピー印刷をしてください。

２日 休憩時間にトイレが汚れて
いたのを確認したので清掃した。

不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

不備があった場合はどのように
対応したか記入してください。

「確認者名」を記入してください。

A
男

A
男

○ A
男

A
男

○



設備の衛生管理

管理項目

1-1)施設・設備の衛生管理

温度の確認（冷蔵庫・冷凍庫）

６ -18
測定した温度を記録します。

★温度計で庫内温度を確認しましょう。

★冷蔵庫は１０℃以下，冷凍庫は－１５℃以下に管理
されていますか。



設備の衛生管理

管理項目

1-1)施設・設備の衛生管理

トイレの洗浄・消毒

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

★トイレの洗浄・消毒を行いましょう。

★特に便座，水洗レバー，手すり，ドアノブなどは入念
に消毒しましょう。



設備の衛生管理

管理項目

1-2)使用器具の衛生管理

器具等の洗浄・消毒・殺菌

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

★使用の都度，まな板，包丁，ボウルなどの器具類を
洗浄し，消毒しましょう。



設備の衛生管理

管理項目

1-6)食品等の取扱い

原料の受入確認

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

★）外観，におい，包装の状態，表示（期限，保存方
法），品温などを確認しましょう。

★納品された冷蔵・冷凍品は室温に置かれる時間を
できるだけ短くしましょう。



設備の衛生管理

管理項目

1-6)食品等の取扱い

交差汚染二次汚染の防止

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

★生肉，生魚介類などは専用の容器に入れ，冷蔵庫
に区別して保管していますか。

★包丁やまな板などの調理器具は，肉や魚などの用
途別に使い分け，十分に洗浄し，消毒していますか。



設備の衛生管理

管理項目

2-1)食品取扱者の健康管理

従業員の健康管理

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

★従業員の体調，手の傷の有無などの確認を行いま
しょう。



★衛生的な手洗いや，異物混入を防止しましょう。
設備の衛生管理

管理項目

2-1)食品取扱者の健康管理

手洗の実施

○不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



「記載期間」を記入してください。

令和 ３ ６

「点検者名」を記入してください。

○ 異常なしの連絡あり

不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

具体的な場所や不備があった場
合はどのように対応したか記入
してください。

「確認者名」を記入してください。

これから衛生管理記録(定期)の作成方法について説明します。

A男 A男6/24

実施した日を記録します。



これから衛生管理記録(毎日)の作成方法について説明します。



「記載期間」を記入してください。

令和３ ６

「点検者名」を記入してください。

鹿児島県のＨＰに記録様式がありますので，必要な枚数コピー印刷をしてください。

２日 休憩時間にトイレが
汚れていたのを確認したの
で清掃した。

不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。

不備があった場合はどのように
対応したか記入してください。

「確認者名」を記入してください。

A
男

A
男

○ A
男

A
男

○

製造した「製
品名」を記入
してください。

ポテトサラダ



設備の衛生管理

管理項目
原材料の殺菌作業時に，殺菌に使用する薬剤や希釈
液が決められた濃度・時間等の条件で行われている
ことを確認しましょう。

重要ポイント０１

原材料の殺菌

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



設備の衛生管理

管理項目

製品へラベルを貼りつける際に，製品に異常がないこ
ととラベル表示内容が正確であることを確認しましょう。

重要ポイント０２

ラベル貼付時の製品確認

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



設備の衛生管理

管理項目

金属検出機を使用して製品内の金属異物の混入を確
認しましょう。

重要ポイント０３

金属検出機での異物検査

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



設備の衛生管理

管理項目

加熱時に，製品の中心温度と加熱時間を確認しましょ
う。

重要ポイント０４
加熱時の製品中心温度と
加熱時間

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



設備の衛生管理

管理項目

冷却時に，製品の中心温度と冷却にかかる時間を確
認しましょう。

重要ポイント０５
冷却時の製品中心温度と
冷却時間

○
不備がなかったら良に○，そうで
ない場合は否に○を記録します。



それでは演習をしましょう。

20



衛生管理計画（重要管理のポイント）
を作成してみましょう

21

1. 今回考えていただくのは，次の製品です。
2. 衛生管理計画（重要管理のポイント）を作成してみましょ

う。



今回考えていただく製品

22

サラダパック ハンバーグ



① 野菜類 当日の朝に仕入れた物を下処理細切後，
冷蔵庫に保管。

② ドレッシング 当日の朝に調合した物を，製造直前まで
冷蔵庫に保管。

③ 缶詰類 混ぜ合わせる直前に開封。

23

-主な原材料の仕入れ先-
・缶詰類（ツナ，コーン） 雑貨屋から仕入れ。
・野菜類 スーパーから仕入れ。
・その他（調味料等） 卸業者から仕入れ。

サラダパック

製造直前に①，②，③を混ぜ合わせ，容器に盛り付けて
ラップする。



ハンバーグ

24

-主な原材料の仕入れ先-
・肉類 肉屋から仕入れ。
・野菜類 スーパーから仕入れ。
・その他（デミグラス，調味料等） 卸業者から仕入れ。

① 肉類 当日の朝に仕入れた物を，冷蔵庫に保管。

② 野菜類 当日の朝に仕入れた物を，下処理後細切
し冷蔵庫に保管。

③ ソース 当日の朝に調合した物を，製造直前まで
冷蔵庫に保管。製造直前に加熱。

製造直前に①と②を混ぜ合わせ，オーブンで加熱。
焼き上がり後，ソースをかけて，包装する。



1. 製品の「重要管理のポイント」を，県作成の「チェック表 重要
管理のポイント」に記入し，作成してください。
① 製品を分類する
② チェック方法を決める

2. この工場での調理を考えてください。
既製品など，購入前の加工等は考慮する必要はありません。

25

重要管理のポイントを作成してみましょう



重要管理のポイント （例）

26

種類 製品名 重要ポイント

１）加熱しないそうざい サラダパック
原材料の殺菌方法
ラベル貼付け時の製品確認
金属検出機での異物検査

２）加熱後に包装するそうざい ハンバーグ

ラベル貼付け時の製品確認
金属検出機での異物検査
加熱時の製品中心温度と加熱時間
冷却時の製品中心温度と時間

３）包装後に加熱するそうざい
ラベル貼付け時の製品確認
金属検出機での異物検査
加熱時の製品中心温度と加熱時間

冷却時の製品中心温度と時間



考え方のポイント
１．仕入れた後から考えましょう。
２．製品分類は温度管理を行うための一つの方法です。
分類にとらわれすぎることなく，本来の目的である「温
度管理」を考えましょう。

３．調理の際の食品の温度状態をイメージしてください。
（食品になった気持ちで）

４．加熱が必要な食肉などで，十分な加熱を行ってい
ない場合は，行うように調理工程を変更しましょう。

※ 同じ製品でもお店によって調理方法が異なりますので，同じ分
類になるとは限りません。
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ここで記録の演習です

1. 次のページの「出来事」を読んでください。
2. 出来事に書いてあることを，県作成の参考様式「一般衛生

管理の実施記録（毎日）」に記入してください。
（出来事に記載されている事項以外の不備はなく，温度について記載され
ていない場合の冷蔵庫の温度は５℃，冷凍庫の温度は-15℃と仮定しま
す。）

28



29

出来事
●2月1日（土）

13時にBさんが冷蔵庫の温度を確認したところ，庫内温度が15℃であったため，
ミンチ肉を確認したところ変色していたので廃棄した。その後，業者に点検を依頼
し，点検後の15時に再計測した結果，5℃であった。

●2月2日（日）
生肉を扱っていたDさんは，早めに下処理を終えたため，サラダの仕込みを行う
ことになったが，手を洗わずに野菜の処理を始めたので，生肉を扱った後はしっかり
手を洗うように注意を行なった。

●2月3日（月）
出勤していた従業員の1名が，勤務途中に体調不良を訴えた。本人に確認した
ところ，発熱，下痢等の症状があることが分かったので，そのまま帰宅させ，病院
を受診するよう勧めた。



一般的衛生管理の実施記録（記入例）

30

1/1 13時，冷蔵庫の温度が
15℃であったため，点検を依頼した。
点検後の15時に再測定した結果，
5℃だった。

1/2 生肉を扱った後，手を洗わ
ずに野菜の処理を始めたので，生
肉を扱った後はしっかり手を洗うよう
に注意を行なった。

1/3 出勤していた従業員の1名
が，勤務途中に体調不良を訴え
た。本人に確認したところ，発熱，
下痢等の症状があることが分かっ
たので，そのまま帰宅させ，病院を
受診するよう勧めた。

A
男

A
男

A
男

A
男

○
15 -15
→5 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○5        -15

令３ ２

5        -15 ○○○○○
A
男○

A
男


