
 
コールドチェーン食品の生産・経営における新型コロナウイルスの 

予防・コントロールに関する技術ガイドライン 
 

１．根拠及び適用範囲 

新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロールが常態化する中で通常営業するコ

ールドチェーン食品の関連部門と従業員に対する、生産・経営における予防・コン

トロールの主体責任の徹底に係る指導の標準化を目的として、国務院の新型コロナ

ウイルス肺炎共同予防・コントロールメカニズム総合班が発行した「肉類加工企業

における新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロールに関するガイドライン」（共

同予防・コントロールメカニズム総発〔2020〕216 号）、「農業貿易（市場取引）市

場における新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロールに関する技術ガイドライ

ン」（共同予防・コントロールメカニズム総発〔2020〕223 号）、「新型コロナウイ

ルス肺炎予防・コントロール計画（第七版）」（共同予防・コントロールメカニズム

総発〔2020〕229 号）、及び関連する食品安全国家基準や国連食糧農業機関／世界

保健機関が発行した「新型コロナウイルス肺炎と食品安全：食品事業に関するガイ

ダンス」（2020 年 4 月）等の文書を参照し、コールドチェーン食品の生産・経営者

と生産・経営における重点段階を対象として、本ガイドラインを制定する。 

本ガイドラインは、冷凍、冷蔵等の加工方式を採用し、製品の工場出荷から販売

まで常に低温状態にあるコールドチェーン食品の生産、積み降ろし、輸送、保管及

び販売等の各段階における新型コロナウイルス汚染の予防・コントロールに適用さ

れる。 

本ガイドラインは、コールドチェーン食品の従業員及び関係者の新型コロナウイ

ルス感染を予防し、積み降ろし・輸送等の重点段階におけるの予防・コントロール

を強調し、コールドチェーン食品の包装の洗浄及び消毒を強化することに重点を置

いている。生産・経営者が法律法規及び関連食品安全国家基準の要求を厳格に遵守

し、地域の管轄当局が新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロール規定を執行す

ることが、本ガイドライン適用の前提である。 

 



２．新型コロナウイルスの予防・コントロールにおける従業員の健康管理 

従業員の健康は、新型コロナウイルスによるコールドチェーン食品の汚染防止の

基本である。コールドチェーン食品の生産、積み降ろし、輸送、保管、販売及び飲

食サービスに関わる生産・経営者は、新型コロナウイルス肺炎の流行の予防・コン

トロール要件に従って、従業員の健康管理システムを調整及び更新し、新型コロン

ウイルスの予防・コントロールのための管理措置を実施しなければならない。 

2.1 就業する従業員の健康登録システムの確立 

コールドチェーン食品の生産・経営者は、従業員（新入社員と臨時参加従業員を

含む）の 14 日間の行程と健康状態の登録を徹底し、就業する従業員の健康カード

を作成して、従業員の流れと健康状態を把握する。新入社員が就業する前には、自

主的に核酸検査を受けるよう奨励する。 

2.2 従業員に対する日常的な健康モニタリング 

コールドチェーン食品の生産・経営者は、人員の入退管理と健康モニタリングを

強化し、全従業員の健康状態台帳とリスクへの接触情報の報告システムを確立し、

食品生産・経営エリアの入口に検温ポイントを設置し、登録、検温、消毒、健康コ

ードのチェック等の予防・コントロール措置を実施し、「グリーンコード」就業制

度を実行しなければならない。 

2.3 外来者の登録及び管理 

外来者の生産・経営エリアへの立ち入りは最小限に留め、真に立ち入る必要があ

る場合は、所属、健康状態、流行発生地域の人員等との接触状況を確認し、登録、

検温等、必要に応じて個人防護（マスクを着用するなど）をした上で、立ち入り可

能とする。車両が出入りする際は、警備員、スタッフ、ドライバーは不要な接触を

避けなければならない。 

2.4 従業員の衛生要件 

2.4.1 健康な就業。就業前に健康状態が良好であることを確保し、生産・経営者

に健康状態を報告し、生産・経営者の体温測定を積極的に受け、発熱、咳、倦怠感

などの症状が現れたら、直ちに自発的に報告し、適宜医師の診察を受ける。 

2.4.2 個人防護の徹底。従業員は、作業中はマスク、手袋及び作業着を正しく着



用する。作業服は清潔に保ち、定期的に洗浄し、必要に応じ消毒する。特殊な持ち

場（生体のとさつ、分割作業場等）の従業員は作業服のほか、防護要件に従って防

水エプロン、ゴム手袋などを着用する。食品関係者は使い捨ての手袋を着用するこ

とを推奨するが、常に新しいものに交換し、交換時や手袋を着用していない時は手

を洗う。防護用品の二次汚染を防止し、非食品関連活動（手でドアの開け閉めをし

たり、ゴミ箱を片付けたりするなど）を行った後は、手袋を交換しなければならな

い。 

2.4.3 個人衛生への注意。くしゃみや咳をする時はティッシュで鼻や口を覆う

か、ない場合は肘で覆う。痰を吐かず、鼻をかむ時は衛生に注意する。できるだけ

口、目、鼻に手を触れないようにする。 

2.4.4 手の衛生強化。荷物を処理する時、あるいは両手で棚、手すりなどの公共

物に触れたことがある時、直ちに手洗液体あるいは流水の下で石鹸を使って手を洗

うか、速乾性の手指消毒剤で両手をこする。 

2.5 健康異常の報告手順の確立 

従業員が自身及び共同生活者に発熱、咳、倦怠感等の疑いがある症状を発症した

場合は、直ちに生産・経営者の最高管理者に報告し、状況によっては逐次報告また

は直接報告の方式を採用することができる。生産・経営者が従業員に上記の健康異

常症状を発見した場合は、その健康状態にかかわらず、有効な措置を講じ、当該従

業員と濃厚接触している従業員を速やかに食品作業環境から排除しなければなら

ない。新型コロナウイルス肺炎が拡大するリスクが高い地区では、地域の管轄当局

の予防・コントロール規定に従って、健康な従業員に「ゼロ」の報告を行うよう要

求することが推奨される。 

2.6 従業員の復帰手順 

生産・経営エリアの就業人員の登録・健康ファイルに基づき、健康異常、体調不

良、新型コロナウイルスに感染した（患者又は無症状感染者）又はその疑いのある

従業員の治療及びリハビリテーションの状況を適時追跡し、職場復帰条件に適合す

るか否かを科学的に判定する。新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例の症状が消

失し、少なくとも 24 時間間隔で２回の PCR 核酸検査がいずれも陰性であった場

合、隔離が解除される。検査が実施できない場合には、症状が消失してから 14 日

間後に、患者は隔離を解除し職場に復帰することができる。新型コロナウイルス肺



炎患者との濃厚接触者である従業員が職場に復帰する前にも、上記の管理要件に適

合しなければならない。 

2.7 予防・コントロールに関する知識の普及の強化 

様々な形式の健康教育を展開し、従業員を導いて新型コロナウイルス肺炎及びそ

の他の呼吸器感染症の予防と治療に関する知識とスキルを習得し、良好な衛生習慣

を身に付け、自己の防護意識を強化する。 

 

３．積み降ろし、保管、輸送中の予防・コントロールの要件 

3.1 積み降ろし要員の衛生要件 

個人の一般的な衛生要件に加え、荷物を運ぶ前に作業服及び作業帽、医療用マス

ク又は使い捨ての医療用外科マスク、手袋等を使用し、必要に応じゴーグル及びフ

ェイススクリーンを着用し、貨物の表面が体表に頻繁に接触することを避ける。 

特に、疫病が発生した地域から輸入されたコールドチェーン食品の積み降ろしを

する場合、港湾の運搬従業員等は、貨物を運ぶプロセス全体を通してマスクを着用

し、貨物が顔に付着したり、鼻に手が触れたりしないようにして、新型コロナウイ

ルスに汚染されるおそれのある冷凍水産物等への接触を防止する。輸送行程中にマ

スクが破損した場合は、直ちに交換すること。 

3.2 輸送ドライバーの衛生要件 

従業員の衛生要件を徹底することに加え、コールドチェーン食品を輸送する人員

（ドライバー及び随行員）は輸送中に許可なく箱を開けたり、コールドチェーン食

品の包装を勝手に開けてコールドチェーン食品に直接触れたりしてはならない。車

両が出入りする際は、ドライバーと随行員は、警備員やスタッフとの不要な接触を

避けなければならない。 

3.3 貨物の供給元の衛生管理 

輸入されたコールドチェーン食品については、輸入業者又は荷送人は関連部門と

協力して、食品とその包装について抽出検査を実施しなければならない。他の都市

からの食品については、販売業者が積極的にサプライヤーから食品の安全性と防疫

に関する検査情報を入手しなければならない。現地の食肉のとさつ、加工、経営企



業においては、コールドチェーン食品に関連する品質管理及び作業規範を厳格に実

行し、環境衛生管理を強化しなければならない。輸入者又は荷送人が第三者の物流

会社に輸送、倉庫保管等のサービスの提供を委託する場合は、貨物が第三者の物流

会社に引き渡される際、積極的に食品の安全生と防疫に関する検査情報を第三者の

物流会社に提供しなければならない。 

コールドチェーンの物流過程において、物流包装内に支い物又は緩衝剤を追加す

る必要があれば、関連する食品安全衛生要求に適合していなければならない。物流

包装にはコールドチェーン食品の保管・輸送の温度条件を明記しなければならない。

積み降ろし・輸送等の作業管理を強化し、貨物を直接地面に接触させないようにし、

物流包装を勝手に開封できないようにする。輸送、保管、選別等の過程におけるコ

ールドチェーン食品の温度は、常に許容変動範囲内にあることを保障しなければな

らない。各納品段階の時間、温度等の情報は記録して保存する。 
3.4 車両の衛生管理 

車両内部は清潔、無毒、無害、無臭、無汚染であることを確保し、定期的に予防

消毒を行わなければならない。具体的な消毒措置については「コールドチェーン食

品の生産・経営過程における新型コロナウイルスの予防・コントロール及び消毒に

関する技術ガイドライン」を参照すること。 

3.5 保管施設の衛生管理 

倉庫の積み降ろしエリアには、閉鎖されたプラットフォームと、冷蔵輸送車両と
連結するシーリング設備を備えていることが望ましい。入庫時の検査を強化し、コ
ールドチェーン食品の外観、数量の検査に加えて、コールドチェーン食品の中心温
度の検査も行わなければならない。倉庫内の保管管理を強化し、コールドチェーン
食品をスタッキングする際は、規定に従ってパレット又は棚に置かなければならな
い。コールドチェーン食品は、特性に応じて分庫する又は倉庫内の位置コードによ
り保管し、温度と湿度の要件に大きな違いがあり、交差汚染が生じやすいコールド
チェーン食品は混在して保管してはならない。倉庫内の温度と湿度を定期的にチェ
ックし、コールドチェーン食品の保管要件を満たし、かつ安定していなければなら
ない。倉庫の内部環境、棚、作業工具等を定期的に洗浄・消毒すること。具体的な
洗浄・消毒措置については「コールドチェーン食品の生産・経営過程における新型
コロナウイルスの予防・コントロール及び消毒に関する技術ガイドライン」を参照
すること。 



４．生産加工過程における予防・コントロール要件 

4.1 人員の衛生要件 

2.4 の要件に従って実施するものとする。 

4.2 安全な距離の保持 

従業員間の距離は少なくとも 1 メートルを保つこと。食品加工段階において距

離を保持するための実行可能な対策には、生産ラインの片側にのみ作業台を設置す

る、生産ラインを移転する又は生産ラインの中間に遮蔽板を設置するなどにより、

従業員が対面する状況を防止すること、食品準備エリアの従業員数を厳しく制限し、

不必要な員を一切排除すること、従業員を作業グループ又はチームに分け、作業グ

ループ間の交流及び相互影響を減らすことなどが含まれる。 

4.3 仕入れ時の防護と検査 

4.3.1 積み降ろしにおける防護。コールドチェーン食品の貨物に直接接触する

積み降ろし要員は、荷物を運ぶ前に作業服及び作業帽、医療用マスク又は使い捨て

の医療用外科マスク、手袋等を使用し、必要に応じゴーグル及びフェイススクリー

ンを着用し、貨物の表面が体表に頻繁に接触することを避ける。 

4.3.2 供給元における予防・コントロール。コールドチェーン食品企業は、サプ

ライヤーのコンプライアンスチェックと評価と、食品の各ロットの仕入れ検査及び

検証を徹底し、法律に従って食品及び原材料の仕入れ検査、出荷検査、食品販売等

の情報を記録・保存し、食品のトレーサビリティを保証しなければならない。記録

及び証憑の保存期間は、商品保質期間満了後 6 か月以上、保質期間がない場合は 2

年以上とする。 

4.3.3 検査検疫証明。輸入されたコールドチェーン食品については、輸入業者又

は荷送人は関連部門と協力して、食品とその包装について抽出検査を実施しなけれ

ばならない。他の都市からの食品については、販売業者が積極的にサプライヤーか

ら食品の安全性と防疫に関する検査情報を入手しなければならない。 

4.4 洗浄及び消毒 

「コールドチェーン食品の生産・経営過程における新型コロナウイルスの予防・

コントロール及び消毒に関する技術ガイドライン」を参照すること。 



4.5 その他の防護措置 

4.5.1 換気要件。通常の工場エリアでは自然換気が優先的に選択し、条件が備

わっていない場合場合は、機械的換気で補うことができる。閉鎖された工場エリア

では、屋内の空気循環と空調システムの安全性を維持するものとする。空調及び換

気システムは、定期的に検査、洗浄及び消毒を行い、清潔で安全な操業を確保しな

ければならない。 

4.5.2 給排水設備。整備された下水道があり、円滑な流れを維持していなけれ

ばならない。地上に洗浄蛇口と消毒設備を備え、汚水の洗浄・消毒に用いなければ

ならない。下水の排出は、関連する規制に準拠するものとする。 

 

５．販売過程における予防・コントロール要件 

コールドチェーン食品の集中取引市場（農産物卸売市場、農貿市場、社区市場）、

スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、自営電子商取引等の食

品事業者は、相応の冷凍及び冷凍施設を備えていなければならない。 

5.1 人員の衛生要件 

2.4 の要件に従って実施するものとする。生体のとさつ等の特殊な屋台の食品

事業者は、作業服に加えて、防水エプロン及びゴム製の手袋等を着用しなければな

らない。 

5.2 安全な距離の保持 

コールドチェーン食品の販売エリアに立ち入る顧客の数を合理的にコントロ

ールし、人の集中や混雑を避け、人と人との距離を 1 メートル以上に保ち、閉鎖空

間は程度に拡張しなければならない。サービスカウンターやレジカウンターなどの

特に混雑するエリアでは、フロア標識を用いることで、顧客が秩序よく並ぶよう誘

導しコントロールし、顧客の距離を保つことに資する。 

5.3 洗浄及び消毒 

「コールドチェーン食品の生産・経営過程における新型コロナウイルスの予防・

コントロール及び消毒に関する技術ガイドライン」を参照すること。 



5.4 警告通知 

5.4.1 入口に標識を設置し、顧客に対し、健康異常、体調不良又は新型コロナウ

イルス感染症の症状が疑われる場合は、入店しないよう要求すること。 

5.4.2 コールドチェーン食品小売エリア（商店、専門店、スーパーマーケット）

では、定期的に放送又は掲示により、距離を保つよう顧客の注意を促すとともに、

手をこまめに清潔にするよう注意する。消費者が自ら買い物袋を持参する場合は、

コールドチェーン食品を入れて持ち帰った後は洗浄に注意を払ってから再使用す

るよう勧める。 

5.5 その他の防護措置 

レジとカウンターの間にガラスバリアを設置し、非接触式の支払い方法の利用を

奨励して、接触を減少させる。セルフサービスカウンターで未包装のコールドチェ

ーン食品を公に陳列又は販売しないことを考慮しなければならない。 

 

６．レストランでの調理過程における予防・コントロール要件 

コールドチェーン食品の飲食サービス段階における新型コロナウイルスによる

汚染を防ぐためには、飲食サービス経営者は以下の予防・コントロールのポイント

に注意を払わなければならない。 

6.1 人員の衛生要件 

2.4 の要件に従って実施するものとする。 

6.2 安全な距離の保持 

6.2.1 適切な措置により人員の密集を防止し、食品従業員間は少なくとも 1 メ

ートルの距離を保つこと。 

6.2.2 食堂の座席の配置は、安全な社会的距離を達成しなければならない。 

6.2.3 サービスカウンターやレジカウンターなどの特に混雑するエリアでは、フロア標識

を用いることで、、顧客の距離を保つことに資する。 

6.3 洗浄及び消毒 



「コールドチェーン食品の生産・経営過程における新型コロナウイルスの予防・

コントロール及び消毒に関する技術ガイドライン」を参照すること。 

6.4 その他の防護措置 

6.4.1 洗浄及び消毒剤の提供。従業員と飲食エリアに出入りする消費者に、ハン

ドソープ又は洗浄不要消毒剤を提供すること。 

6.4.2 交差汚染の防止。生の食品と調理済みの食品は別々に加工及び保管し、生

の食品を取り扱う工器具は、調理済み食品を取り扱う前に十分に消毒しなければな

らない。 

6.4.3 不要な身体接触の回避。モバイルによる非接触式支払い、非接触配送等を

奨励する。 

6.4.4 空気循環の維持。頻繁に窓を開けて屋内を換気しなければならない。 

6.4.5 調理済みの食品の提供。疫病の流行中は、食物は十分に加熱しなければな

らない。 

6.4.6 飲食サービスは、食事の分割提供方式の採用を推進し、分割できない場合

は、共用のスプーンと箸を提供しなければならない。 

 

７．関連エリアにおける緊急対応措置 

コールドチェーン食品の生産・経営者は、新型コロナウイルス肺炎の流行に対す

る緊急対応計画を策定し、流行状況への時宜的な対応と報告に用い、新型コロナウ

イルスの拡散を効果的に防止しなければならない。 

7.1 健康状態に異常が見られる人員に対する緊急処置 

コールドチェーン食品の生産・経営に関連するエリアにおいて、新型コロナウイ

ルス肺炎の症例又はその疑いのある人員を発見した場合は、内部での拡散と外部へ

の散出を防止するためのコントロール措置を実施するとともに、関連部門と協力し

て疫学調査、濃厚接触者の追跡管理、必要な箇所の消毒等の作業を実施し、当該人

員の作業エリア，発生エリア及びその加工コールドチェーン食品からサンプリング

を行い、核酸検査を行わなければならない。空調換気システムがある場合は、洗浄



と消毒処理を同時に行い、評価に合格した後に再利用することができる。流行の深

刻度に応じて、作業エリアを一時的に閉鎖し、予防・コントロールされた後に生産

を再開する。 

新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロールに関する要件に従い、感染経路

の遮断や濃厚接触者の隔離等の措置を講じるとともに、規定に従って汚染物を処

理する。 

7.2 核酸検査で陽性であることが判明した検体に対する緊急措置 

新型コロナウイルス核酸検査の陽性検体があることが通知された場合、コールド

チェーン食品の生産・経営者は速やかに当該部門の緊急対応計画を発動し、地域の

要求に従って専門家の指導の下で、関連製品及び周辺環境に対して緊急措置を講じ

なければならない。関連製品の移動を一時的に制限して無害化処理を行い、作業エ

リアの消毒及び接触した可能性のある人員に対する核酸検査と健康診断を適時実

施する。製品の処理前は、冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵車両等の冷蔵・冷蔵設備の通常運

行を維持し、製品の腐敗・劣化及び汚染物の拡散を防止しなければならない。関連

製品を取り扱う際は、輸送中にこぼれたり漏れたりすることを避けること。関連製

品の収集及び運搬作業に関与する要員は、個人防護を徹底すること。 

核酸検査陽性の製品については、地域の管轄当局の要件に従って廃棄しなければ

ならない。 

  



コールドチェーン食品の生産・経営における新型コロナウイルスの 
予防・コントロール及び消毒に関する技術ガイドライン 

 

１．根拠及び適用範囲 

コールドチェーン食品の生産・経営過程における新型コロナウイルスの予防・コ

ントロール・消毒作業、食品・食品包装材料の新型コロナウイルス汚染の防止に係

る指導の標準化を目的として、国務院の新型コロナウイルス肺炎共同予防・コント

ロールメカニズム総合班が発行した「肉類加工企業における新型コロナウイルス肺

炎の予防・コントロールに関するガイドライン」（共同予防・コントロールメカニ

ズム総発〔2020〕216 号）、「コールドチェーン食品の新型コロナウイルス核酸検査

等の強化に関する緊急通知」（共同予防・コントロールメカニズム総発〔2020〕220

号）、「農業貿易（市場取引）市場における新型コロナウイルス肺炎の予防・コント

ロールに関する技術ガイドライン」（共同予防・コントロールメカニズム総発

〔2020〕223 号）、「新型コロナウイルス肺炎予防・コントロール計画（第七版）」

（共同予防・コントロールメカニズム総発〔2020〕229 号）、及び関連する食品安

全国家基準や国連食糧農業機関／世界保健機関が発行した「新型コロナウイルス肺

炎と食品安全：食品事業に関するガイダンス」（2020 年 4 月）等の文書を参照し、

本ガイドラインを制定する。 

本ガイドラインは、冷凍、冷蔵等の加工方式を採用し、製品の工場出荷から販売

まで常に低温状態にあるコールドチェーン食品に適用し、新型コロナウイルス肺炎

の予防・コントロールが常態化する中で通常営業する食品生産・経営部門及び個人

が、生産、積み降ろし、輸送、保管及び販売等の過程において，国内外の新型コロ

ナウイルス肺炎の流行リスクの高い地域からのコールドチェーン食品を消毒する

際の指導に用いる。 

食品生産・経営部門及び個人が法律法規及び関連食品安全国家基準の要求を厳格

に遵守し、地域の管轄当局が新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロール規定を

執行することが、本ガイドライン適用の前提である。 

 



２．生産・加工過程における洗浄・消毒 

コールドチェーン食品の生産・加工過程において、食品原料や製品の特性、生産・

加工工程の特徴に応じて、加工要員、生産環境及び関連設備・施設に対して効果的

な洗浄・消毒システムを構築し、定期的に消毒措置の実施状況と効果を評価するこ

と。 

2.1 食品生産・加工要員 

作業エリアに立ち入る食品生産・加工要員は、自らの健康と、個人防護の関連要

件を満たしていることを確認し、定期的にアルコールを含む洗浄不要消毒剤剤を用

いて手指の消毒を行うこと。 

2.2 原材料及び半製品の外包装 

2.2.1 新型コロナウイルス肺炎の流行リスクの高い地域（国）からのコールドチ

ェーン食品の原材料及び半製品の外包装は、企業又は倉庫への搬入前に厳格かつ効

果的に消毒を行うこと。 

2.2.2 コールドチェーン食品の原材料又は半製品の輸送に用いる工器具（コテ

ンナ、スプーン、鉗子等）は、使用後毎に適時洗浄及び消毒を行うこと。 

2.2.3 新型コロナウイルス汚染が検出された国外の流行地域からの食品原材料

及び半製品については、「コールドチェーン食品の新型コロナウイルス核酸検査等

の強化に関する緊急通知」（共同予防・コントロールメカニズム総発〔2020〕220

号）における新型コロナウイルス核酸検査陽性食品の取扱いに従って処理すること。 

2.3 生産・加工設備及び環境 

2.3.1 設備及び器具。生産・加工前、加工後に使用する器具は、交差汚染を避け

るために別々に配置し、適切に保管すること。生産・加工後（又は生産・加工過程

において必要な場合）のすべての設備及び器具は、効果的に洗浄及び消毒し、選択

された洗浄・消毒手順と消毒剤が、新型コロナウイルスを効果的に殺すことができ

るよう確保すること 

2.3.2 環境。コールドチェーン食品の原材料の加工処理の各段階における生産

現場の環境、即席食品及び調理済み食品の各生産段階の現場環境、冷凍・冷蔵倉庫



等のリスクの高いエリアでの消毒頻度を増やし、生産・加工過程、生産終了後は環

境の洗浄・消毒を徹底すること。特に生産・加工過程において人が接触する各種の

作業台面、接触面／ポイント（ドアノブ、スイッチ、器具の取っ手、電話、トイレ

等）及び人が密集する環境の洗浄・消毒の頻度を増やすこと。 

2.3.3 各種の肉類、水産物、卵製品等のタンパク質と脂肪が豊富な食品は、接触

物の表面に汚れが形成されやすく、かつ除去しにくく、また、その生産・加工環境

は、通常、低温及び高湿度であるため、消毒効果を高め、消毒剤の使用量と対象物

表面への作用時間を最大限に減らすために、すべての肉類、水産物、卵製品等のタ

ンパク質と脂肪が豊富な食品が接触する容器具、設備又は環境の表面は徹底的に洗

浄した後に消毒すること。 

2.3.3.1 洗剤の選択 

一般的に食品加工設備及び環境に使用される洗剤には、アルカリ性溶液、塩溶液

（リン酸塩、炭酸塩、ケイ酸塩等）、酸（クエン酸、リン酸等）溶液及び合成洗剤

（陰イオン、陽イオン、非陰イオン性アルカリ洗剤等）が含まれる。その中でアル

カリ性溶液は、肉類、水産物、卵製品の加工環境で最もよく使用される洗浄液であ

る。現在、食肉加工企業で最もよく使用されている洗剤は 1.5％水酸化ナトリウム

溶液で、脂肪を鹸化し、タンパク質の堆積物を加水分解するのに用いられる。この

他、各種の合成洗剤も効果的に肉類の堆積物、脂肪及び汚れを除去することが可能

であり、使用時には適切な温度下で洗浄する表面と十分に接触させ、一定時間保持

してからで水で洗い流すことができる。脂肪を鹸化して洗浄を容易にするもう一つ

の方法は、タンパク質を分解するプロテアーゼを低濃度のアルカリ性溶液を用いて

調整することである。酵素は高 pH、高温度で失活するため、酵素溶液の温度と pH

を適度に調整することで、洗浄面の腐食を大幅に低減することができる。 

2.3.3.2 洗浄手順 

（1）洗剤と水を節約するために、まず物理的な方法で表面の汚れを除去する。 

（2）水で汚れをさらに洗い流す。エアロゾルの発生を抑えるため、高圧水は極

力使用しない。 



（3）50～55℃のアルカリ性溶液又は合成洗剤／酵素溶液を洗浄面に塗布し、６

～12 分間接触させた後に、洗浄面を拭き取る。洗剤を洗浄面に十分に接触させる

ために、垂直面の洗浄には発泡性洗剤を使用することが望ましい。 

（4）アルカリ性溶液又は洗剤をきれいな水ですすぐ。 

（5）アルカリ性溶液では除去できない水垢や錆びの斑点は、酸（リン酸、塩酸、

クエン酸、グルコン酸等の有機酸）を用いることで除去できる。 

2.3.3.3 消毒 

（1）消毒効果を高め、消毒剤と対象物の表面との接触不足とその活性低下を防

ぐため、消毒するすべての設備又は環境の表面は、消毒前に上記の手順に従って徹

底的に洗浄すること。一般的に使用される消毒剤には、塩素、ヨウ素含有消毒剤又

は四級アンモニウム塩溶液等がある。 

（2）消毒後の表面の洗浄が必要か否かは、使用する消毒剤によって異なる。四

級アンモニウム塩消毒剤は長期間設備に残留する可能性があるため、四級アンモニ

ウム塩とヨウ素含有消毒剤は使用後に水で十分にすすぐこと。 

（3）消毒後に設備の表面が腐食した場合は、腐食した部分にオイルを塗布して

保護することができる。食品グレードのオイルの場合は、除去する必要はない。非

食品グレードのオイルの場合は、次の加工バッチの開始前にきれいに除去すること。 

（4）現場洗浄方式を用いて、稼働中のコンベヤベルトや産加工設備及びその他

の生産加工設備の部品を連続的に洗浄すること。 

 

３．輸送及び配送過程における洗浄・消毒 

3.1 人員 

コールドチェーン食品の配送過程において、ドライバーと輸送随行員は個人の手

指の衛生状態を維持し、車内にアルコール洗剤、消毒剤及び紙タオルを配備して、

きれいな水で手指を洗えない条件下でも、定期的に手指を消毒できるよう確保する

こと。 

3.2 対象物の表面 



ドライバーは、配達書類を従業員に転送又は提出する前に、手指の洗浄又は消毒
を行うこと。返却物の洗浄を避けるため、書類は使い捨ての容器や包材に入れたほ
うがよい。再利用可能な容器については、定期的かつ適切に衛生洗浄と消毒を行う
こと。 

人の手が頻繁に触れるハンドル、ドアノブ、モバイル機器等のウイルスに汚染さ
れる可能性が最も高い表面は、定期的に消毒を行うこと。 

3.3 交通機関 

コールドチェーン食品の汚染を避けるために、ドライバーは輸送車両、運搬器具
及び容器の洗浄と定期的な消毒の実施を確保すること。貨物が混載される場合、車
両に積み込む際に、汚染の原因となり得る他の貨物と食品を可能な限り分離するこ
と。車両が貨物を輸送する前後に、車両内の人の手が触れる可能性のある部品、特
に車室の内外を徹底的に消毒すること。 

 

４．販売過程における洗浄・消毒 

4.1 コールドチェーン食品の販売エリアの従業員は、良好な衛生作業を維持し、
頻繁に手洗い洗剤を用いて手指の洗浄及び消毒を行い、個人の手指の清潔を保つこ
と。 

4.2 人の手が頻繁に触れる各種の表面、ハンドル（ドア、冷蔵設備、コンテナ、
カートンのハンドル等）、ボタン（計算機、電子計量器具のボタン等）を適時洗浄
及び消毒すること。毎日営業終了後に、販売エリアの全面消毒を行うこと。 

4.3 顧客が手指の洗浄・消毒を行うのに便利であること。店内の手洗い設備が
正常に動作し、速乾性の手指消毒剤が配備されていることを確認すること。条件に
応じて、感応式手指消毒設備を配備することも可能である。 

 

５．レストランでの調理過程における洗浄・消毒 

5.1 飲食業は、すべてのコールドチェーン食品の接触面、外包装及び器具を常
に洗浄及び消毒し、食事（飲用）器具及び調味料容器の洗浄・消毒を強化すること。 

5.2 高頻度接触物の表面の消毒を徹底し、各種設備、エリア、接触面/高頻度接
触ポイント（カウンター／トング／サービス用具／開放式セルフサービススタンド



／ドアノブ等）、ゴミ箱、衛生陶器等に対して、より頻繁に洗浄・消毒を行うこと。
また、従業員の作業服の洗浄・消毒の頻度を増やすこと。 

5.3 店内の手洗い設備が正常に動作し、速乾性の手指消毒剤が配備されている
ことを確認すること。条件に応じて、感応式手指消毒設備を配備することも可能で
ある。 
 

６．生産・経営において一般的に使用される消毒剤及び使用方法 

コールドチェーン食品の生産、輸送、販売等において一般的に使用される消毒剤
とその使用方法は付表を参照すること。 

 

  



付表 
 

コールドチェーン食品の生産・経営において一般的に使用される 
消毒剤及びその使用方法 

 

消毒剤種別 有効成分 適用範囲 使用方法 注意事項 
ア ル コー ル系

消毒剤 
エ タ ノー ル含

有 量 は 70 ％ ～
80％（v/v）、アル
コール含有手指
消毒剤の場合は> 
60％（v/v）。複合
製品は製品説明
書に従う。 

主に手や皮膚
の消毒、比較的
小さな物体の表
面の消毒に使用
される。 

衛生的な手指消毒：手に均一
に噴霧又は塗布して１～２回
擦り１分間消毒する。物体の表
面を２回拭き３分間消毒する。 

１．可燃性で
あるため、火源
から遠ざけるこ
と。 

2．大面積の物
体の表面の消毒
には適さない。 

塩素系消毒剤 有 効 塩素 計に
よると含有量は
mg/L 又は%で表
示され、高度さら
し粉≧20%、ジク
ロロイソシアヌ
ル酸ナトリウム
≧55%、84 消毒剤
は製品説明書で
は通常 2%～5%
である。 

物体の表面、
果実・野菜、飲
食器具の消毒に
適する。次亜塩
素酸消毒剤は空
気、手、皮膚、粘
膜の消毒にも使
用できる。 

１．物体表面の消毒：500 
mg/L を使用する。疫病発生源
を消毒する場合は1,000 mg/L、
明らかな汚染物がある場合は
10,000 mg/L を使用する。空気
等の他の消毒の場合は製品説
明書に従う。 

２．低温冷蔵物の表面消毒：
1000 mg/L を使用する。疫病発
生源を消毒する場合は 2000 
mg/L、明らかな汚染物がある
場合は 20,000 mg/L を使用す
る。 

３．冷凍物の表面消毒：消毒
剤が凍結しないよう凝固点を
下げる方法を採用し、消毒効果
を確認すする。 

１．金属に対
して腐食性があ
り、生地に対し
て漂白や退色が
発生するため、
金属や着色され
た生地の使用に
は注意が必要。 

２．強力な酸
化剤であり、可
燃物と接触して
はならず、火源
から遠ざけるこ
と。 

過 酸 化物 系消
毒剤 

過 酸 化水 素消
毒剤：過酸化水素
の質量分率（H2O2

として計算）は
3％～6％。過酢酸

物体の表面と
空気の消毒に適
する。 

１．物体表面の消毒：0.1%～
0.2%の過酢酸又は 3%の過酸化
水素を噴霧又は 30 分間浸漬し
た後、水洗して残留消毒剤を除
去する。 

１．可燃性・
爆発性の製品で
あり、直火や高
熱にさらされる



消毒剤：過酢酸の
質量分率（C2H4O3

として計算）は
15％～21％。 

２．空気の消毒：0.2%の過酢
酸又は 3%の過酸化水素をエア
ロゾルで噴霧する。使用量は 10 
mL/m³～20 mL/m³で計算し、
60 分間消毒の後に換気する。
15%の過酢酸による加熱燻蒸
も使用可能であり、使用量は 7 
mL/m³で計算し、1～2 時間消
毒した後に換気する。 

３．低温冷蔵物の表面消毒：
0.2％～0.4％の過酢酸又は 6％
の過酸化水素を噴霧又は 30 分
間浸漬した後、水洗して残留消
毒剤を除去する。 

４．冷凍物の表面消毒：消毒
剤が凍結しないよう凝固点を
下げる方法を採用し、消毒効果
を確認する。 

と燃焼や爆発を
引き起こす。 

２．還元剤や
金属粉と接触し
すると、燃焼や
爆発のおそれが
ある。 

四 級 アン モニ
ウム系消毒剤 

製 品 説明 書に
従う。 

物体表面の消
毒に適する。 

１．物体表面の消毒：明らか
な 汚 染 物 質 が な い 場 合 は
1,000mg/L を使用し、明らかな
汚 染 物 が あ る 場 合 は
2,000mg/L を使用する。 

２．低温冷藏物の表面消毒：
明らかな汚染物質がない場合
は 2,000mg/L を使用し、明ら
か な 汚 染 物 が あ る 場 合 は
4,000mg/L を使用する。 

３．冷凍物の表面消毒：消毒
剤が凍結しないよう凝固点を
下げる方法を採用し、消毒効果
を確認する。 

石鹸やその他
の陰イオン性洗
剤と共に使用す
ることはできな
い。また、ヨウ
素 や 過 酸 化 物
（過マンガン酸
カリウム、過酸
化水素、サルフ
ァ粉末等）と共
に使用すること
もできない。 

 


