
                                

 

 

 

 

 

Ⅵ.  食肉を取り扱う衛生管理の基本的な手順 

 

 

           生食用食肉を取り扱う事業者には、加工のみを行うタイプ、調理のみを行うタイプ、あるい 

は枝肉から加熱処理加工、調理までを一貫して行うタイプなどがあります。 

ここでは、いずれの事業者のタイプにも共通する一般衛生管理について、手順書を作成して

あります。衛生管理を行う上での基本的な手順を示していますので、今一度確認してください。

各事業体によって、施設・設備や作業の仕方は異なりますので、この手順書どおりにやらなくて

はならないというものではありません。ここで示した手順書を参考に、自らに合った独自の標準

作業手順書を作成してください。 

手順書は次のとおりです。 

    

１． 経営責任者及び管理者心得                （手順 № １）   

 

２． 生食用食肉を取り扱う際の標準作業手順書   

（１） 調理施設の点検            （手順 № ２） 

（２） 生食用食肉取扱者の要件            （手順 № ３－１） 

（３） 従事者の衛生管理            （手順 № ３－２） 

（４） 手洗い標準作業手順            （手順 № ３－３）  

（５） 受け入れ検査 （加工卸売業者等の場合）         （手順 № ４－１） 

（６） 受け入れ検査（小売店等の場合）          （手順 № ４－２） 

（７） 受け入れ検査（料理店、焼肉店等の場合）          （手順 № ４－３） 

（８） 加熱加工処理手順            （手順 № ５） 

（９） 加熱済肉の前処理手順       （手順 № ６） 

（１０） 成形加工作業手順(調味せず、生食用食肉として販売)    （手順 № ７） 

（１１） 食肉細切作業手順             （手順 № ８） 

（１２） 検査手順         （手順 № ９） 

（１３） 調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（１）（調理台）     （手順 № １０－１） 

（１４） 調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（２）（調理器具）    (手順 № １０－２） 

（１５） 調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（３）（まな板）    (手順 № １０－３） 
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手順№１ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） ２０１２．２．２（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

衛生的に調理し、安全で美味しい料理を提供するための活動を維持する。

 経営責任者または経営に係る管理者は顧客の健康を 重点に置き、美味しい生食食肉料理を

提供することで、食肉文化を継承する。そのために法令を遵守し活動を行なう。

工程

１．経営方針の明確化 経営方針には以下の事項を基礎に組み込む。

　 （１）経営責任者、または経営に関与する ＊組織の事業目的を明確にする。

　　管理者は食品安全に関する経営方針を ＊法令・規制事項を遵守する。

　 　　明確にする。 ＊組織の全ての従業員に周知・徹底させる。

＊活動状況を評価する基準を設定する。

＊結果に基づいて継続的に改善を行なう。

２．組織の構築

（１）組織の部署の役割と関係する責任者の ＊要員全員へ周知させることが大切である。

　　 権限を明確にしておく。 　（講話、掲示、資料配布などを利用する。）

３．コミュニケーションの確立 ＊顧客または消費者に対して食品安全に関する

（１）外部コミュニケーション 　正確で、わかり易い情報を伝える。

　①食品安全に関する情報を収集・活用する。 ＊新しい危害の特定と評価・管理のための

　②顧客（消費者）へ安全な商品を提供する。 　 情報を関係者と共有する。

　　ため、監督機関や関係者との情報交換の ＊顧客または消費者からのクレームを活用する。

　 手段を確立する。 ＊遵守事項に対する自らの周知度を監督機関と

　　共有する（不足の場合は教育の依頼をする）。

（２）内部コミュニケーション

　①食品安全に影響する問題を要員に周知 ＊製品仕様の変更、原材料の変更など食品危害

　　 させる。 　　に及ぼす事項の情報は、常に周知させる。

＊食品安全に影響を与える可能性のある情報

（内部・外部からのクレーム等）を常に共有する。

＊要員への教育訓練を実施する。
４．緊急事態への対応

（１）経営責任者や管理者は食品安全に ＊食中毒や異物による健康被害が発生する

　　影響を与える可能性が出た場合、 　可能性が発生した際には、速やかな行動が

　　速やかに対応する手段を構築する。 　取れるように

（２）事故が起きたとき、監督機関への 　①責任者を決めておく。

　　報告と製品の回収を行う。 　②対応手順を設定しておく。

　③定期的に訓練を実施する。

５．マネジメントレビュー

（１）定期的に組織活動のレビューを行なう。 ＊レビューの結果のフォロー状況を評価する。

（2）レビューの結果をもとに新たな食品安全 ＊要員・設備への改善内容などを検討する。
　　活動を計画し、活動する。 ＊食品安全の新たな目標を立てる。

＊クレームや回収、事故への対応結果を評価す
　 る。

手段

作業内容 ポイント

手順名 経営責任者及び管理者心得 承認者署名

目的

組織の環境 生食用食肉の規格基準に適合した経営資源の確保

32



手順№２ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） ２０１２.２.２（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

衛生的に調理するための場所(調理室）の衛生管理の維持

洗浄用洗剤及び洗浄用具（スポンジブラシ、デッキブラシ、水切りゴムデッキ他）

水道水（給湯設備あり）

工程

１．始業前点検 （１）従事者の休憩場所、着替え室及びトイレ *目視、触指確認。

　　の清掃状態を確認する。

　　

（３）加工・調理場の床は乾いており、清掃が

　　行き届いていることを確認する。 *目視確認と臭いに注意する。

（４）加工・調理に使用する水、給湯設備、 *加工・調理室の温度は10℃以下の

　　空調の稼動状態を確認する。 　設定であること。

（５）加工や調理に使用する道具が生食用 *専用器具の識別（柄など色別する）や

　　食肉専用であり、決められた場所に収めら 　置き場所、数を確認する。

　　られているかを、確認する。

（６）加工台・調理台、流し台(シンク）が生食用 *臭い、洗い残しの肉塊などの有無を

　　 食肉専用で、清掃が行き届いていること 　確認する。

　　 を確認する。

（７）廃棄物容器が洗浄消毒された状態に *新しいプラスチック袋と交換をする。

　　 あることを確認する。

　　

（８）洗浄用具や消毒剤が衛生的に、すぐに *消毒薬（アルコール等）の量を確認する。

　　 使用できる状態にあることを確認する。

（９）記録の必要な箇所の記録用紙が整って *当日用の用紙か、確認する。

　　 いることの確認。

＊生食用食肉の調理場は、他の調理とは区分けされた調理場であること。

　　決して他の食材を持ち込まず、交差汚染の防止に努めること。

＊作業状況を点検し、問題があれば改善事項とする。

*生食用食肉取扱い者が使用する施設と他
  の食材を取り扱う者の施設とを区別し、
  専用とすること。

（２）加工または調理場に入る前の手洗い装置
　　が確実に作動し、ペーパータオルや消毒用
　　アルコールが準備されていることを確認する。

*コックの作動や、センサーの作動を確認し、
  量が十分あること。

作業内容 ポイント

使用用具

生食用食肉の規格基準に適合した調理を行うための生肉調理室

手順名 調理施設の点検 承認者署名

目的

作業環境
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手順№３－１ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） 2012．2．2（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

衛生的に加工・調理するため、この作業に従事する者の資格を確認する。

工程

使用用具

作業内容 ポイント

手順名 生食用食肉取扱者の要件 承認者署名

目的

作業環境

（１）生食用食肉を取扱う者として適切と認められている者です。

生食用食肉を取り扱う者は以下の要件を満たすこと

①食品衛生管理者(11ページのとおり)

②都道府県知事等が主催する生食用食肉（牛肉）の安全性確保に必要な知識を得る講習を受講し、

生食用食肉の取り扱いに適した知識を有すると認められた者（認定生食用食肉取扱者）

③上記の者の監督の下で作業に従事する者

（２）認定生食用食肉取扱者となるための講習（標準）

講習内容は、以下のとおり。講習内容は、以下のとおり。

①生食用食肉（牛肉）の規格基準」

②「生食用食肉（牛肉）の取扱いに係る留意事項

（病原微生物の制御、加熱殺菌の条件設定等）」

③「食肉に関する衛生管理（腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等）」

の各１時間です。

＊加工を行う施設の食品衛生責任者については「食肉に関する衛生管理（腸管出血性大腸菌等

のリスク、交差汚染防止対策等）」の講習は省略されることがあります。

＊調理のみを行う施設の食品衛生責任者については、講習会を受講する必要がありません。

＊生食用食肉を取り扱う資格を有する者が不在の時、アルバイト等他の従事者が加工することは

できません。必ず、有資格者の監督、指導の下で調理してください。
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手順№３－２ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） ２０１２．２．２（2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

衛生的に加工・調理するため、この作業に従事する者の健康及び衛生管理を維持する。

工程

１．加工・調理 （１）食肉を扱う従事者（加工・調理者）は、 ＊規格基準に規定されている有資格者

　　従事者 「生食用食肉の規格基準」２の（３）に規定されて 　　が不在のとき、アルバイト等他の従事者

　　が加工することはできません。

２．健康管理 （１）生食用食肉を扱う従事者は、常に健康管理 ＊チェックシートに予め確認事項を決めて

　　　に留意し、作業に入る前に、従業員相互 　　おくとよい。

　　　による健康チェックを行う。 ＊特に風邪の症状(熱、セキ、下痢）などが

　　出ていないかをチェックする。

（２）検査で異常のない従事者は、作業日誌に ＊爪、髪の毛、手指の傷、荒れ、

　　　登録する。 　　吹き出物など個々人の健康状態を

　　チェックする。

　異常があれば、加工作業から外す。

＊月1度以上の検便を行う。

　（糞便系大腸菌やサルモネラなど）

　検査結果は記録として保存しておく。

３．作業前管理 （１）服装

　　　帽子、作業服、マスク、作業靴など ＊作業用の服装は、毎日、洗濯され、

　　　食べ物を扱う際の服装を身につける。 　　衛生的に管理された服装を身につける。

　　　 ＊作業前にお互いチェックし合うとよい。

（２）作業前手洗い

　　　作業に入る前は、必ず手洗いを励行する。 ＊休憩などで一旦作業場を離れ、再度

　　　 　　作業に戻るときや、汚染物を取り扱った

　　場合には、その都度、念入りに手を洗う

　　ことが大切である。

＊不定期に従業員の手の拭き取り検査を

　　実施し、不断の衛生への意識を高める

　　ことが大切である。

いる者であること。

使用用具

作業内容 ポイント

手順名 従事者の衛生管理 承認者署名

目的

作業環境 生食用食肉の規格基準に適合した肉塊の加工、加熱処理を行う生肉処理室

トイレ、手洗い及び休憩施設を衛生的に保つための用具と清掃用具
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手順№３－３ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） 2012.2.2（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

取り扱う者が作業前に実施する手洗い手順を定める。

清潔な手洗い専用のシンク、液体せっけん、使い捨てペーパータオル

または自動手指乾燥器、消毒用アルコール

工程

１．手の洗い方 *特に指の間、指先、爪の間

＊自動感応式、レバー式または足踏み式
　 の手洗い装置が望ましい。
*他の調理や休憩後に作業に入るときは
  ３回実施するのが望ましい。
*タオル等は使用しない。
*自動手指乾燥装置などの使用が望ましい。
*濡れた状態でのアルコール使用は
  効果がうすくなる。

手洗いは調理の基本
*調理の前と後で手洗いをすることは　病原菌を付けない、増やさない　ことです。

*アルコールで消毒することは病原菌をやっつける  ことです。

使用用具

作業内容 ポイント

手順書名 手洗い標準作業手順 承認者署名

目的

作業環境 生の食肉を取り扱うための手洗い場所

9．専用のペーパー

タオルで水気をふ

き取り、消毒用アル

コールをすりこみま

しょう。
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手順№４－１ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） 2012.2.2（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、納品された

生食用食肉の塊（枝肉又は部分肉）が定められた基準に合致していることを確認する。

使用用具 受け入れチェック用紙、ボールペン、送り主の証明書

工程

１．受け入れ検査

　　マニュアル本文を参照し、自らの事業内容に適用される基準を読み、

　　受け入れ時に何を確認すべきかチェックシートを作成してください。

　　その記録は１年保管してください。

　　

（１）荷物確認

 ①納品書及び容器包装の確認 ＊運送会社や運転手の名前、

 　と畜場名、と畜場所在地、と畜日、個体識別№ 　　車の№等も記録しておくとよい。

 ②部分肉を加工した施設名、所在地、処理日時 ＊発注書との整合性を確認する。

　　発注したものと異なる場合は返品する。

 ③検査合格証明書 ＊冷蔵車から自社冷蔵庫へ移す前に

 ④必要に応じ「生食用」の記載及び注意表示 　　放射温度計または接触式温度計を使い

 ⑤消費期限の記載 　　肉塊の温度(4℃以下）を確認する。

などが大切な確認事項です ＊４℃以上の場合は返品する

荷が着いたら、注文した肉（と畜場において衛生
的に切り出された肉）かどうか以下の事項を確
認･記録しよう。

作業内容 ポイント

手順名
受け入れ検査

加熱加工を行ない、調理せず販売する事業者
（加工卸売業者等）の場合

承認者署名

目的

作業環境 検品するための受け入れ場所（保管冷蔵庫内）

 などが大切な確認事項です。 ＊４℃以上の場合は返品する。

注意：部分肉を使用して加工する場合は 　　納入業者に改善を要求する。

　　　　枝肉から部分肉に切り出した日時、　　 ＊冷凍品は速やかに冷凍庫に保管する。

　　　　場所（企業名など）を確認しておくこと。

（２）枝肉、 ①枝肉の場合

部分肉の確認 　　証明書と枝肉の合格印、個体識別№等を ＊品温は放射温度計などを使用すると

　　確認する。 　測定しやすいが、冷蔵車の温度計を

　使用し、記録してもよい。

②部分肉の場合

　＊納品証明書と包装記載事項を照合する。 ＊現物検査をし、記録する。

　＊包装破れのないこと。 　　異常があれば、納入業者へ連絡し、

　＊異臭やドリップの異常発生のないこと。 　　返品手続きや、品質改善を要求する。

（３）自主検査 ①定期的に調理場や保管した調理肉の ＊ 低月1回は実施するとよい。

　　微生物検査を自主的に行う。 ＊記録は保管する（1年）

  　腸内細菌科菌群：陰性  ＊自社で検査できない場合は外部機関

　 で検査するとよい。
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手順№４－２ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） 2012.2.2（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、納品された

生食用食肉の塊が定められた基準に合致していることを確認する。

使用用具 受け入れチェック用紙、ボールペン、送り主の証明書

工程

１．受け入れ検査

　　マニュアル本文を参照し、自らの事業内容に適用される基準を読み、

　　受け入れ時に何を確認すべきかチェックシートを作成してください。

　　その記録は１年保管してください。

　　

（１）荷物確認

 ①納品書及び容器包装の確認 ＊運送会社や運転手の名前、

 　と畜場名、と畜場所在地、と畜日、個体識別№ 　　車の№等も記録しておくとよい。

 ②加熱加工した者及びその住所 ＊発注書との整合性を確認する。

 ③加工日 　　発注したものと異なる場合は返品する。

 ④検査合格証明書 ＊冷蔵車から自社冷蔵庫へ移す前に

 ⑤「生食用」の記載及び注意表示 　　放射温度計または接触式温度計を使い

 ⑥消費期限の記載 　　肉塊の温度(4℃以下）を確認する。

などが大切な確認事項 す ℃ 上 場合は返品する

荷が着いたら、注文した肉かどうか以下事項を確
認･記録しよう。

作業内容 ポイント

手順名
受け入れ検査

加熱加工済肉を小売販売する事業者
（小売店等）の場合

承認者署名

目的

作業環境 検品するための受け入れ場所（保管冷蔵庫内）

 などが大切な確認事項です。 ＊４℃以上の場合は返品する。

　　加工業者に改善を要求する。

＊冷凍品は速やかに冷凍庫に保管する。

（２）加熱加工 ①冷蔵保存肉の場合

　　済肉の確認 　＊納品証明書と包装記載事項を照合する。 ＊現物検査をし、記録する。

　＊包装破れのないこと。 　　異常があれば、納入業者へ連絡し、

　＊異臭やドリップの異常発生のないこと。 　　返品手続きや、品質改善を要求する。

　

②冷凍肉の場合

　＊納品証明書と包装記載事項を照合する。

　＊包装破れのないこと。

（３）自主検査 ①定期的に調理場や保管した調理肉の ＊ 低月1回は実施するとよい。

　　微生物検査を自主的に行う。 ＊記録は保管する（1年）。

  　腸内細菌科菌群：陰性  ＊自社で検査できない場合は外部機関

　 で検査するとよい。
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手順№４－３ 初版作成日 ２０１１．７．１５

改定日（版） 2012．2．2（第2版）

生食用食肉の規格基準に基づき、納品された

生食用食肉の塊が定められた基準に合致していることを確認する。

使用用具 受け入れチェック用紙、ボールペン、送り主の証明書

工程

１．受け入れ検査

　　マニュアル本文を参照し、自らの事業内容に適用される基準を読み、

　　受け入れ時に何を確認すべきかチェックシートを作成してください。

　　その記録は１年保管してください。

　　

（１）荷物確認

 ①納品書及び容器包装の確認 ＊運送会社や運転手の名前、

 　と畜場名、と畜場所在地、と畜日、個体識別№ 　　車の№等も記録しておくとよい。

 ②加熱加工した者及びその住所 ＊発注書との整合性を確認する。

 ③加工日 　　発注したものと異なる場合は返品する。

 ④検査合格証明書、腸内細菌科菌群が陰性 ＊冷蔵車から自社冷蔵庫へ移す前に

 ⑤「生食用」の記載及び注意表示 　　放射温度計または接触式温度計を使い

 ⑥消費期限の記載 　　肉塊の温度(4℃以下）を確認する。

荷が着いたら、注文した肉かどうか以下事項を確
認･記録しよう。

作業内容 ポイント

手順名
受け入れ検査

加熱加工はしないが、調理・調味を行ない顧客に
提供する事業者（料理店、焼肉店等）の場合

承認者署名

目的

作業環境 検品するための受け入れ場所（保管冷蔵庫内）

 などが大切な確認事項です。 ＊４℃以上の場合は返品する。

注意：部分肉を使用して加工する場合は 　　加工業者に改善を要求する。

　　　　枝肉から部分肉に切り出した日時、　　 ＊冷凍品は速やかに冷凍庫に保管する。

　　　　場所（企業名など）を確認しておくこと。

（２）抜き取り ①冷蔵保存品の場合 ＊品温は放射温度計などを使用すると

　　 確認 　＊破袋のないことを確認する。 　測定しやすいが、冷蔵車の温度計を

　＊肉の温度を測定する。 　使用して記録してもよい。

　＊肉の色調や臭いを調べる。 ＊肉表面にネトがあれば、廃棄する。

　＊ドリップが出ていないかを調べる。 ＊現物検査をし、記録する。

②冷凍保存品の場合 　　異常があれば、納入業者へ連絡し、

　＊破袋のないことを確認する。 　　返品手続きや品質改善を要求する。

（３）自主検査 ①定期的に調理場や、保管した調理肉の ＊ 低月1回は実施するとよい。

　　微生物検査を自主的に行う。 ＊記録は保管する（1年）。

  　腸内細菌科菌群：陰性  ＊自社で検査できない場合は外部機関

　 で検査するとよい。

＊記録は保管する（1年）
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手順№５ 1/2 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき

基準に合致して熱処理された肉塊の変色部や、筋膜、スジ等を切除する。

前処理を行う作業場は、品温を10℃以下に保つように処理場の温度を設定する。

他の食材は取り扱わず、専用の作業場を確保する。

前処理用ナイフ（肉切り包丁）、ハサミ、トング、プラスチックまな板、

ステンレスバット、プラスチック製の使い捨て手袋、食品保護用ラップ、ペーパータオルなど

工程

１．前処理 （１）加工処理場所

　　準備 　①他の食肉処理と区別された場所であること。 ＊他の食肉は取り扱わないこと。

　 （専用であること）

　②温度が10℃以下に保たれるよう、設定 ＊時間帯をずらして処理することは、

　　　されていること。    禁じられています。 

（２）処理道具

　　まな板、包丁、トレー、ペーパータオルなど、   ＊レバーや、他の食肉、加熱用食肉等　 　

　　必要な用具は生食用食肉専用であること    による交差汚染を防ぐためです。

　　を確認する。　

＊道具の素材は、熱処理が容易で、

　　洗浄が確実に行われる、オール

　　ステンレス製や、柄が硬質樹脂製の

　　包丁、まな板は樹脂製が適しています。

２０１１．７．１５

手順名 加熱加工処理手順
(部分肉を加熱加工処理する場合）

2012．2．2（第2版）

承認者署名

目的

作業環境

使用用具

作業内容 ポイント

（３）加工処理場の消毒 ＊一工程毎に熱湯をかけ、殺菌・消毒を

　　食肉を取り扱うシンクや、加工台、処理道具 　することが大切です。

　　は作業終了時に、83℃以上の温湯 　シンクや作業台は他に汚染滴などが

　　（または蒸気）で洗浄・消毒すること。 　散らばらないように注意して行なうこと

（４）処理担当者

　　生食用食肉の規格基準２の（３）に規定されて ＊必要に応じ都道府県等が主催する

　　いる者が担当すること。 　　講習会を受講することが大切です。

　②必ず上記の者の監督の下で行うこと。

＊担当者を必ず記録することが大切です。

＊生食用食肉取扱者が不在のとき
　　アルバイト等他の従業員が取り扱う
　　ことはできません。

＊一肉塊処理終了ごとに、処理台を洗浄・消
　　毒すること。
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手順№５ 2/2 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき

基準に合致して熱処理された肉塊の変色部や、筋膜、スジ等を切除する。

前処理を行う作業場は、品温を10℃以下に保つように処理場の温度を設定する。

他の食材は取り扱わず、専用の作業場を確保する。

前処理用ナイフ（肉切り包丁）、ハサミ、プラスチックまな板、ステンレスバット、

プラスチック製の使い捨て手袋、食品保護用ラップ、ペーパータオルなど

工程

２．成形肉塊 （１）枝肉から加熱加工する場合

の前処理 　①枝肉は脂肪分や筋、血管、骨等を切除する ＊脂肪部の切除は加熱処理時間に影響

　②処理後の枝肉を部分肉（一般に13部分）に 　するので、丁寧に切除すること。

　　分ける。

　③分けられた部分肉を１～２ｋｇの大きさに ＊柵取りしない場合は重量にて部分肉

　　柵取りする。 　　の設定を行なうことが、安定した

　　加熱処理をする上で重要です。

＊脱気は十分に行なうこと。

　⑤脱気シールされた肉塊を予め準備した 　　加温により袋が膨らみ、パンクする

　　湯浴で加熱殺菌する。 　　のを防ぐこと。

（２）部分肉塊から加熱加工する場合

　①シングルパックされた部分肉塊をパックから

　　取り出す。

＊温度測定センサーを1cm強の深さまで差込
　　み、長めのリード線を付けたまま、食肉用
　　多層収縮フィルム（シュリンクフィルム）で
　　覆うと、そのまま内部の肉の温度を測定で
　　きる。

手順名 加熱加工処理手順
(部分肉を加熱加工処理する場合）

2012．2．2（第2版）

承認者署名

２０１１．７．１５

目的

作業環境

使用用具

作業内容 ポイント

　④柵取りされた肉を耐熱性の食肉用多層収縮
　　フィルムに入れ、脱気し、シールする。

　②取り出した部分肉の表面を流水で洗った後 ＊部分肉で購入した場合には、血液などが

　　余分な脂肪部や筋、血管等を取り除く（成形 　包装袋に溜まっている場合が多い

　　された部分肉）。 　この血液は汚染されている場合が多いので

　③部分肉を部分肉を１～２ｋｇの大きさに 　処理する前に一度流水洗浄するとよい。

　　切り分ける（柵取り）。

　④柵取りされた肉を耐熱性のプラスチックに

　　入れ、脱気し、シールをする。

３．加熱処理 （１）湯浴の準備 ＊湯浴の大きさ、処理肉量、肉温度、湯浴

　　湯浴温度や肉温度は予め確認された加熱 　 温度などが大きく加熱加工の成否に関係

　　処理温度に設定する。 　　してくる。

（２）投入量 ＊予め、条件を設定しておくことが重要で

　　湯浴槽の大きさや肉塊温度により異なる 　　ある。

　　ので、予め投入量を決めておく。

（３）加熱処理

　　肉塊表面から1cmの深さの部分が60℃ ＊加工基準に決められているので

　　2分間維持できることが予め確かめた 　　確認しておく。

　　加熱温度、時間で加熱処理を行なう。 ＊加熱処理の成否は、細菌検査において

４．冷却 （１）氷水等の冷媒にて速やかに冷却する。 　　腸内細菌科菌群が陰性であること

（２）投入量を多くせず、冷却手順を定める。 　　が確認されること。

（３）冷却終了肉は処理日、ロット等のシールで 　　他の部位又はロットにおいて25検体

　　識別する。 　　全てが細菌検査で同様に陰性であること

　　を確認しておくこと。

＊温度の測定は温度センサーを使用
　　する。
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手順№６ 1/2 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき

基準に合致して熱処理された肉塊の変色部や、筋膜、スジ等を切除する。

前処理を行う作業場は、品温を10℃以下に保つように設定する。

他の食材は取り扱わず、専用の作業場を確保する。

前処理用ナイフ（肉切り包丁）、ハサミ、トング、プラスチックまな板、

ステンレスバット、プラスチック製の使い捨て手袋、食品保護用ラップ、ペーパータオルなど

工程

１．前処理 （１）加工処理場所

　　準備 　①他の食肉処理と区別された場所であること ＊他の食肉は取り扱わないこと。

　 （専用であること）

　②温度が10℃以下に保たれるよう、設定 ＊時間帯をずらして処理することは

　　　されていること。    禁じられているので、しっかり守ること。

（２）処理道具

　　　トング、まな板、包丁、トレー、

　　　ペーパータオルなど、必要な用具は    による交差汚染を防ぐためです。

　　　生食用食肉専用であること。

＊道具の素材は、熱処理が容易で、

　　洗浄が確実に行われること。

使用用具

作業内容 ポイント

＊夏と冬では施設等の温度設定を変える必
　 要があるので注意すること。

＊レバーや他の食肉、加熱用食肉等

２０１１．７．１５

手順名 加熱済肉の前処理手順
(加熱済肉を処理する場合の前処理手順） 承認者署名

目的

作業環境

2012．2．2（第2版）

（３）加工処理場所の消毒 ＊一工程毎に熱湯をかけ、殺菌・消毒を

　　食肉を取り扱うシンクや加工台、処理道具 　することが大切です。

　　は作業終了時に、83℃以上の温湯 　シンクや作業台は他に汚染滴などが

　　（または蒸気）で洗浄・消毒すること。 　散らばらないように注意して行なうこと。

（４）処理担当者

　①生食用食肉の規格基準２の（３）に規定されて＊必要に応じ都道府県等が主催する

　　いる者が担当すること。 　　講習会を受講することが大切です。

　②必ず上記の者の監督の下で行うこと。

＊担当者を必ず記録することが大切です。

＊一肉塊処理終了ごとに、処理台を洗浄・消
  毒すること。

＊生食用食肉取扱者が不在のとき
　　アルバイト等他の従業員が取り扱う
　　ことはできません。
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手順№６ 2/2 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき

基準に合致して熱処理された肉塊の変色部や、筋膜、スジ等を切除する。

前処理を行う作業場は、品温を10℃以下に保つように設定する

他の食材は取り扱わず、専用の作業場を確保する。

前処理用ナイフ（肉切り包丁）、ハサミ、トング、プラスチックまな板、

ステンレスバット、プラスチック製の使い捨て手袋、食品保護用ラップ、ペーパータオルなど

工程

２．成形肉塊 （１）冷凍肉塊（自然解凍肉塊）

の前処理 　冷凍の肉塊を仕入れた場合には、

　以下の処理をする。

　①解凍処理する冷凍肉塊の包装パック表面 *解凍は室温で長時間放置したりせず、

　　（プラスチック）を流水で洗い流す。 　計画的に冷蔵庫、または氷水にて解凍

　②氷水又は冷蔵庫内で解凍する。 　することが大切です。

　③解凍済み肉塊を再度流水で洗い、

　　殺菌済みのﾄﾚｰに移し替える。 ＊肉塊のプラスチックを開封する際は、

　殺菌済みのナイフやハサミなどを

　使用することもできる。

＊ドリップが多い場合は、別の殺菌済み

　トレーに 移し替えてペーパータオルで

　　　 　拭き取るとよい。

　④肉塊パック（プラスチック)を剥がし、表面の
　　 ドリップﾟを調理用ペーパータオルで拭き取
　　る。

目的

作業環境

使用用具

作業内容 ポイント

２０１１．７．１５

手順名 加熱済肉の前処理手順
(加熱済肉を処理する場合の前処理手順）

2012．2．2（第2版）

承認者署名

（２）冷凍されていない肉塊（冷蔵流通品）

　①冷蔵庫から取り出した肉塊パックの ＊冷凍肉塊と同様に行う。

　　　表面を流水で汚れを洗い流す。

３．成形肉 加工や調理に使用される状態になった

　　の前処理 肉塊の前処理は次の手順で行う。

(１)肉塊を殺菌済まな板にのせ、熱処理に ＊前処理作業は脂肪塊、筋部、血管部など

　　よって変色した部分（1cm以上の厚さ）を 　を先に取り除いてから、熱処理変色部を

　　切除する。 　切除するとよい。

　　同時に、脂肪部や筋部、血管部などを ＊素手では行わないこと。

　　切除し、成形し易い形に整える。 　

＊熱処理状態が不十分な肉塊があれば、 ＊ロットの記録と処理状況を記載し、納入業者

　　生食用食肉としての取扱いを避けること。 　（加熱処理者）に連絡し、改善を求める。

　　加工処理を中止し、使用したまな板、包丁

　　シンクなどを83℃以上の温湯か蒸気で
　　殺菌消毒を行う。

　②肉塊パック（プラスチック)を剥がし、表面の
　　 ドリップを調理用ペーパータオルで拭き取
　　る。
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手順№７ 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、

加熱加工された肉塊を衛生的に成形加工する。

洗浄･消毒された肉切り包丁、肉スライサー、プラスチックまな板、包装容器（トレー）

食品保護用ラップ、表示ラベル、使い捨て手袋、検食用サンプル袋

工程

加工調理場、調理器具は生食用食肉専用のものとする。

１．加工成形
　　道具

２．成形準備 (1)使用道具は作業を始める前に、 *前処理に使用した包丁等の器具を
    アルコールを噴霧し、殺菌をしておく。  使用しないこと　(つけない、増やさない)。

*肉の温度が4℃以下であることを確認し、
 作業中に10℃を超えないように、量を
 考えて作業をすることが大切です。

目的

２０１１．７．１５

手順名 成形加工作業手順
（調味せず、生食用食肉として販売する場合）

2012．2．2（第2版）

承認者署名

作業環境 調理室は品温を10℃以下（望ましくは4℃）に保つように温度を設定する。

使用用具

作業内容 ポイント

考えて作業をすることが大切です。

３．成形加工 （１）前処理された肉塊を、まな板に *生肉は素手で取り扱わない。
　 　のせ、自社商品規格の大きさ 　使い捨てのプラスチック手袋か、調理用
　　（例えば5～10ｍｍ幅）で切り落とす。 　 ゴム手袋を使用すること。
　　　
（２）商品規格の量目で計量し、包装する。

＊表示事項は確認しましょう。
（３）表示基準に従って表示ラベルを貼る。 ＊消費期限は自社の保証を示すものです

　　忘れずに表示しましょう。
（４）冷蔵保存して店頭で販売する。 　（表示基準を参考にする。）

＊精肉店では顧客の注文量に応じて ＊作り置きはやめましょう。
　　処理する。

４．後片付け 使用した器具は熱湯又は８３℃以上の
温湯で先ず殺菌してください。

洗浄した器具はよく乾燥し、決められた
場所に整頓してください。

シンクは加工調理器具を片付けた後、
熱湯又は８３℃以上の温湯で殺菌し、
洗剤で隅々まで汚れを落としてください。
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手順№８ 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、加熱加工された

肉塊を使用し、衛生的に細切、調理して顧客に提供する作業を行う。

洗浄･消毒された肉切り包丁、プラスチックまな板、細切食肉受け皿（または調味合わせ用

ボール）、かき混ぜヘラ、食品保護用ラップ、使い捨て手袋、検食用サンプル袋

工程

細切調理場、調理器具は生食用食肉専用のものとする。

１．細切道具 両手包丁

２．細切準備 (1)使用道具は作業を始める前に、 *前処理に使用した包丁等の器具を
    アルコールを噴霧し、殺菌をしておく。  使用しないこと　(つけない、増やさない)。

*肉の温度が4℃以下であることを確認し、
 作業中に10℃を超えないように、量を
 考えて作業をする。

３．細切り （１）前処理された肉塊を、まな板に *生肉は素手で取り扱わない。
　 　のせ、5～10ｍｍ幅で切り落とす。 　使い捨てのプラスチック手袋か、調理用
　　 　 ゴム手袋を使用すること。

目的

２０１１．７．１５

手順名 食肉細切作業手順
（生食用調理肉として顧客に提供する場合）

2012．2．2（第2版）

承認者署名

作業環境 調理室は品温を10℃以下（望ましくは4℃）に保つように調理室の温度を設定する。

使用用具

作業内容 ポイント

　　　
（２）薄く切られた肉片を、さらにさいの目状に *処理肉量が多い場合は、幾つかに
　　　細かく切っていく。 　分割し、更に細かく切っていくと良い。

（３）両手包丁、または２丁の包丁を使って *作業は手早く、肉温を10℃以下に保つ
　　　ミンチ状に細かく切り刻む。 　ことが大切である。

４．調味作業 (1)調理ボールに入れ、薬味等と混和し、
   味付けをして、盛り付ける。 *調味具材は別の容器に、予め用意して

  おき、細切作業が終了したら、すばやく
 混和・調味するとよい。
*調味終了後、直ちに顧客に提供する。

*細切、未調理肉は速やかに消費する。

５．検食用肉の （１）検食用細切生肉及び調味済み生肉を *マジックペンや名札などを使い
　　保存 　　50gずつとり、各々をビニール袋に入る。 　字が消えないようにする。

（２）料理名、調理日、調理者名を明記し、 *保存期間は2週間(14日）
　　マイナス20℃で保存する。 　

６．後片付け 　手指の洗浄と使用した調理器具の ＊器具の洗浄消毒は83℃以上の温湯で
　洗浄消毒を行う。 　 予め熱湯消毒を行うと効果的である。
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手順№９ 1/2 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、加熱加工された

肉塊が確実に殺菌されたかを確認する検査を行う。

工程

作業環境

使用用具

作業内容 ポイント

目的

２０１１．７．１５

手順名 検査手順
2012．2．2（第2版）

承認者署名

（１）ロットの決め方

・同一の枝肉に由来する部位で、同一の加熱条件で加熱処理が行われた場合、同一ロットとみ

なすことができます。同一ロットの食肉は同じ状態のものとみなされるので、加工条件を設定

する際の検査は、一つの部位について検査すればよく、異なる部位毎に検査する必要がなく

なります。

（２）規格基準検査

①加熱加工開始前検査

加工基準における加熱処理を行なう場合、予め、自らの施設に合った肉の部位、加熱容器、

加熱時間等加熱処理条件を設定します。次に、その条件で肉塊の温度を確認しながら加熱し

ます。その後、加熱した肉について腸内細菌科菌群試験を行います。

なお、自らの施設で異なる条件で加熱処理を行うことが予想される場合には、それらも含

め複数の条件で検査・確認すると効率的です。

＜加熱加工条件の設定項目＞＜加熱加工条件の設定項目＞

肉の状態として、と畜日、肉の部位、重量、形状など、加熱条件として、肉加熱容器、湯量、

湯の温度、肉の温度、加熱時間、加熱方法など

＜加熱加工条件の確認方法＞

ア、温度実測

表面から 1cm の深さで自記温度計による測定

実測項目 ・加熱開始時 肉温度 湯の 低温度

・肉温度が 60℃ に達した時間 その際の湯の 低温度

・その１分後の 肉温度 湯の 低温度

・その２分後の 肉温度 湯の 低温度

イ、腸内細菌科菌群試験

１検体につき加熱処理した表面下1cm 以上の部位から25g  ずつ25検体取り、細菌検査を実施

する。検査結果は、腸内細菌科菌群が陰性であること。

なお、腸内細菌科菌群の試験方法の詳細は、Ⅷ－３法令関係資料「生食用食肉の腸内

細菌科群の試験法について」を参照。

※ 腸内細菌科菌群の検査については、 寄りの保健所に相談の上、信頼できる検査機関に

依頼することをお勧めします。

②定期検査（加熱加工開始後の確認検査）

加熱加工条件の妥当性を定期的に確認をすること。

確認方法は（２）①の加熱加工開始前検査と同様の内容で検査を実施する。

この確認検査は少なくとも年１回実施し、腸内細菌科菌群が陰性であることを確認する。
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手順№９ 2/2 初版作成日
改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、加熱加工された
肉塊が確実に殺菌されたかを確認する検査を行う。

工程

目的

作業環境

使用用具

作業内容 ポイント

２０１１．７．１５

手順名 検査手順
2012．2．2（第2版）

承認者署名

③通常検査

（２）で確認された条件で日々加熱処理をする場合、処理された肉塊から25g  を任意に抜き取り

細菌検査をする。

加熱工程が安定して稼動しているかを確認することは、製品が規格どおりに製造されたことを

証明する大切な検査。

＊品質管理の必須事項として位置付け、実施することを勧めます。

＊加熱処理工程の標準作業手順書を作成していつも同じ品質を保つことが、食中毒事故を

防ぐための基本となる。

（３）成分規格の検査（（２）の③の検査として行えば効率的です。兼用可能）

・ （２）の①、②で確認された加熱加工条件の下で、１検体25gの腸内細菌科菌数が陰性であ

ること。

・ 検査の記録が１年間保存されていること。
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手順№１０－１ 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

取り扱う調理設備等の洗浄及び消毒を行い、調理設備からの菌の汚染を防止する。

洗浄及び消毒した環境を保ち、菌の作業場からの付着や増加を防ぐ状態を維持する。

（品温を10℃以下に保てる空調設備、水はけのよい床、ステンレス壁の設置など）

工程

１．調理台及び

　流し台(シンク）

（１）調理台 （２）流し台(シンク）

　①汚れを落とす。(つけない、増やさない） 　①汚れを落とす。(増やさない）

　  専用のブラシやタワシで、中性洗剤を使い 　  専用のブラシやタワシで、中性洗剤を使い

　  付着した血液汚れなどを洗い流す。 　  肉片などの汚れを落とす。

　②アルカリ性洗剤を噴霧し、5分位放置する。 　②アルカリ性洗剤を噴霧し、5分位

　　(やっつける） 　  放置する　(やっつける）。

　③流水を使い、十分洗い流す。 　③流水で十分洗い流す。

　④水切りヘラを使い、表面の水を切る。 　④突起などにはアルコールを噴霧する。

　 （自然乾燥させてから、噴霧する）

　⑤アルコールを台の表面全体に噴霧しておく。

　 (自然乾燥させてから、噴霧する）

２．使用器具、

　　調理環境等 *調理室の床は、水はけをよくし、調理台やシンクの洗浄後に

　　の維持  内壁や床を洗浄し、汚れを落とす。

*水切りブレードで水を切り、床を乾いた状態に保つ。

*使用する洗浄用具や洗浄剤の保管場所を定め、食品材料と隔離する。

*ブラシやスポンジタワシは菌の汚染源となりやすく、一定時間使用したら、

  新しいものと交換する( 低、週１回は交換）。

*使用器具には番号を付け、在庫管理、交換管理、置き場所などを決め、

　整理・整頓に務める。

*月1度は施設内の拭き取り検査を実施し、腸内細菌科菌群が陰性であることを

　確認しておく（記録は1年保管する）。

２０１１．７．１５

2012．2．2（第2版）

使用用具 食品容器洗浄剤、中性洗剤、アルカリ性洗剤、掃除用ゴム手袋、スポンジ、タワシ等

作業内容 作業内容

手順名
調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（１）

（調理台） 承認者署名

目的

作業環境
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手順№１０－２ 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

取り扱う調理器具等の洗浄及び消毒を行い、使用器具からの菌の汚染を防止する。

洗浄及び消毒した環境を保ち、菌の作業場からの付着や増加を防ぐ状態を維持する。

（品温を10℃以下に保てる空調設備、水はけのよい床、ステンレス壁などの設置など）

工程

１．調理器具

（１）ボールやトレーに入れ、熱湯で殺菌する。

　　（85℃以上、5分以上漬けておく）

　　

（２）温水状態で肉片など汚れを洗い流す。

２０１１．７．１５

2012．2．2（第2版）

使用用具 食品容器洗浄剤、洗剤、掃除用ゴム手袋、スポンジ、タワシ、消毒用アルコール等

作業内容 ポイント

手順名
調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（２）

（調理器具）
包丁、ハサミ、トング、ステンレスバット等金属製器具

承認者署名

目的

作業環境

　　（異物混入とならないように、注意する）

　　　

（３）水を切って、アルコール噴霧する。

（４）調理器具ラックなどに掛けて保管する。

２．洗浄用具の （１）洗浄用に使用したタワシやブラシは熱湯 *ヤケドをすることの無いように、

　　後片付け      （85℃以上）に10分以上つけて置く。   トングを使用するのもよい。

（２）熱湯から取り出し、飲用可の流水でもみ *ブラシやタワシは常に

    洗いする。よく乾燥させる。   清潔なものを使用するよう管理する。
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手順№１０－３ 初版作成日

改定日（版）

生食用食肉の規格基準に基づき、生食用食肉を

取り扱う調理器具等の洗浄及び消毒を行い、使用器具からの菌の汚染を防止する。

洗浄及び消毒した環境を保ち、菌の作業場からの付着や増加を防ぐ状態を維持する。

（品温を10℃以下に保てる空調設備、水はけのよい床、ステンレス壁などの設置など）

食品容器洗浄剤、アルカリ性洗剤、洗浄用ゴム手袋、スポンジ、タワシ、消毒用アルコール等

食器器具等蒸気殺菌器

工程

１．まな板

（１）耐熱抗菌プラスチックまな板（適合） 木製まな板（不適）

２．洗い方 （１）熱湯で殺菌する（85℃以上の湯）

（２）流水で洗い流した後、

　　　洗剤を使用し、ブラシ、スポンジ、タワシ

　　　などでよく洗い流す。

２０１１．７．１５

2012．2．2（第2版）

使用用具

作業内容 ポイント

手順名
調理器具等の洗浄・消毒標準作業手順（３）

(まな板） 承認者署名

目的

作業環境

（３）水気をきる。

（４）アルコールを噴霧する。

　　　水きり台の上にまな板を立てかける。

（５）乾燥させ、定められた置き場に掛けておく。

２．洗浄器具、 （１）使用したブラシ、スポンジ、タワシは

　　調理器具の 　　アルカリ性洗剤に一夜付け、水洗いした後 *毎日同じものを使用するのではなく

　　衛生管理点 　　よく絞り、できるだけ乾燥させておく。 　交換して使用するとよい。

（２）ブラシやスポンジ、タワシは菌の汚染源と *ボロボロのタワシ、スポンジは

　　なりやすく、一定期間使用したら、 　菌の汚染源や異物混入の原因となる。

　　新しいものと交換する。
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