
学校給食衛生管理定期検査

＜学校薬剤師の関わり方＞

令和 3年 3⽉ 1 4 ⽇

新潟県学校薬剤師会研修会

学校給食の目標（参考：学校給食法第2条）

栄養バランスのとれた豊かな食事を提供

・健康の保持増進や体位の向上

健康教育の一環として重要な役割

・望ましい食習慣

・明るい社交性及び協同の精神

・生命及び自然を尊重 ・環境の保全に寄与

・勤労を重んずる態度

・伝統的な食文化についての理解

・食料の生産、流通、消費について正しい理解

学校給食の実施方式

①自校方式（単独調理場）

②親子方式

③センター方式（共同調理場）

④スクールランチ方式

学校給食法 第3条
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この法律で「学校給食」とは、・・・・・義務教育
諸学校において、その児童又は生徒に対し実
施される給食をいう。この法律で「義務教育諸
学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26
号）に規定する小学校、中学校、中等教育学
校の前期課程または特別支援学校の小学部
若しくは中学部をいう。

昭和29年6月3日法律第160号

最終改正：平成20年6月18日法律第73号



学校給食法 第9条
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文部科学大臣は、学校給食の実施に必

要な施設及び設備の整備及び管理、調理

の過程における衛生管理その他の学校

給食の適切な衛生管理を図る上で必要な

事項について維持されることが望ましい基

準を定めるものとする。

学校給食衛生管理基準
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第１. 総 則

第２. 学校給食施設及び設備の整備及び管理
に係る衛生管理基準

第３. 調理の過程等における衛生管理に係る
衛生管理基準

第４. 衛生管理体制に係る衛生管理基準

第５. 日常及び臨時の衛生検査

第６. 雑 則

平成21年文部科学省告示第64号

第1. 総 則

学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市
区町村教育委員会、附属学校を設置する国立大
学法人及び私立学校の設置者は、自らの責任にお
いて、必要に応じて保健所の協力、助言及び援助
を受けつつ、HACCPの考え方に基づき単独調理場、
共同調理場並びに、共同調理場の受配校の施設
及び設備、食品の取扱い、調理作業、衛生管理状
態について実態把握に努め、衛生管理上の問題が
ある場合には、学校医又は学校薬剤師の協力を得
て速やかに改善措置を図ること。
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Hazard Analysis Critical Control Point
危害 分析 重要 管理 点

原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに、微生
物による汚染や金属の混入などの危害を予測した上で
、危害防止につながる特に重要な工程を継続的に監視
記録する工程管理の手法。
HACCPシステムによる衛生管理手法は、あらゆる角度
から食品の安全性について危害等を予測し、それぞれ
の製造工程ごとに、危害原因物質とその発生要因、危
害の頻度や発生したときの影響力の大きさ等を考慮し
てリスト化し、それぞれの危害を適切に防止できるとこ
ろに管理点を設定して重点的に管理・記録しようとする
もの。 学校における薬品管理の手引 六訂版 83ﾍﾟｰｼﾞ参照
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学校給食における食中毒発生事例

発生日：平成19年4月 有症者数：27名

原因物質：ノロウィルス 原因食品：アスパラベーコン

献立：麦ご飯 牛乳 舞茸汁 ひじきコロッケ アスパラベーコン

推測される原因：加熱温度が不適切だった可能性

・加熱しすぎると縮んでしまい味が落ちるとの理由から、

ベーコンを調理工程の最後に加えていた。

・中心温度測定時間が記録されていなかった。

食中毒発生時における施設・設備の問題点

・調理室のシンクを下処理用と調理用で兼用していた。

・加熱後の食品を食器洗浄用シンクで水冷していた。

・手洗い設備が小さく、肘まで洗える広さがない。

・下処理室に設置されているシンクが1槽のみだった。
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学校給食衛生管理における
学校薬剤師の役割

•学校保健委員会などの活動に関し、専門家
の立場から指導・助言を行う。

•定期点検の実施。

事後措置等について指導・助言を行う。

（客観的な評価・判断）
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定期検査実施の際は

給食衛生管理者と事前に連絡をとり、

責任者立会いの下で行う。

単独調理場→栄養教諭・校⻑・給⾷主任

共同調理場→共同調理場⻑・栄養教諭・
教育委員会担当者

受 配 校→給⾷主任・校⻑
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調理場に入室する場合は

•清潔な⽩⾐・帽⼦・マスク等を着⽤し、確実
な⼿洗いを実施してから⼊室する。

•時計やアクセサリー(指輪など)は着⽤しない。
•管理責任者の指⽰に従う。
•調理器具などに不⽤意に触れない。
•調理員が作業している場合、邪魔にならぬよ
う注意する。

•下痢や発熱などの体調不良時、⼿指の傷や化
膿性⽪膚炎がある場合は調理場には⼊らない。
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学校給食検査の実施時期

•年１回実施： 検査票Ⅰ （５〜７⽉）
学校給⾷施設、献⽴作成、⾷品購⼊、

調理過程、配⾷、残⾷.残品

•年３回実施： 検査票Ⅱ・Ⅲ
（５〜７⽉、９〜11⽉、１〜２⽉）

学校給⾷設備、学校給⾷施設及び設備の衛⽣管理、
調理過程等における衛⽣管理
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事前の検査票の記入について

A-Ⅰ-1(年1回）及び A-Ⅱ-1(年3回）
学校(単独調理場)の給食衛生管理責任者が記入

B-Ⅰ-1(年1回）及び B-Ⅱ-1(年3回）
センター(共同調理場)の衛生管理責任者が記入

B-Ⅲの判定結果(年1回と年3回）
受配校の給食主任が記入
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給食の方式
と検査票

単独調理場
（自校式）

栄養教諭が記入
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給食の方式
と検査票

共同調理場
（給食センター）

調理場長が記入
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給食の方式
と検査票

受配校

給食主任が記入
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検査当日は

事前に記入された検査票をもとに

①状況を目視にて確認

②調理場責任者等からの聞き取り

③日常点検票の確認

④食器残留物検査結果

（単独調理場・共同調理場）

等により判断して、検査票を記入する。
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検査項目のチェックポイント（一部）

◆調理室に不必要な物品を置いていないか？

→お茶セットや筆記具、冷蔵庫内に私物のお茶などがないか。

◆床の破損や壁の剥がれは無いか？

→汚染が溜まりやすくなる。 速やかに修理する。

◆二次汚染防止の観点から、汚染作業区域と非汚染作業区
域、その他の区域が、明確に区別されているか？

→床の色分けやテープでの区分では不十分。部屋単位で区分。

◆給水栓は、直接に手指を触れずに操作できるか？

→レバー式や自動給水式など。 レバーの取付位置にも注意。

◆調理用の機器は食材ごとに区別されているか？

→食品の種類ごとに色分けした専用の器具・容器が必要。
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検査項目のチェックポイント（一部）

◆シンクの大きさや深さは適切で三槽式構造か？

→小さすぎると十分な洗浄ができず、大きすぎると作業効率を

下げてしまう。三槽式シンクを使用し3回の十分な流水洗浄で

野菜表面の菌数が減少することが分かっている。

◆温度計・湿度計の設置位置は適切か？

→直射日光・調理機器近く・空調の風を避け、1.5ｍの高さに。

◆廃棄物容器に蓋があるか？

→残菜を飛散させないため。 残菜を入れるときも注意する。

◆専用手洗い設備の位置や設備は適切か？

→指先から肘までを洗える十分な幅と深さ。

手指で操作しない給水栓。 温水の手洗い設備。 など
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学校薬剤師の検査票記入

あらかじめ記⼊された検査票に基づき、
「否の場合の具体的な内容」及び
「指導助⾔事項等」を記⼊する。

単独調理場： A-Ⅰ-2 及び A-Ⅱ-2

共同調理場： B-Ⅰ-2 及び B-Ⅱ-2

受 配 校： B-Ⅲ
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給食の方式
と検査票

単独調理場
（自校式）

学校薬剤師が
記入

22

給食の方式
と検査票

共同調理場
（給食センター）

学校薬剤師が
記入
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給食の方式
と検査票

受配校

学校薬剤師が記入
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幼保連携型認定こども園及び
幼稚園等における食事提供

1.学校及び児童福祉施設であることに鑑み、安全・衛⽣・栄
養・⾷育等以下の点に留意し、⾷事の提供を⾏うこと。

園児に対する⾷事の提供の責任
調理に係る施設設備の整備及び管理についての責務
全ての職員について⾷に関する研修を⾏う など

2.教育及び保育を提供する施設であることに鑑み、以下の通
知等の内容を参考にする等、適切に⾷事の提供を⾏うこと。

学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
学校給⾷実施基準・学校給⾷衛⽣管理基準 など

25

認定こども園
幼稚園の
検査票

園内調理場

施設が記入
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認定こども園
幼稚園の
検査票

園内調理場

薬剤師が記入
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認定こども園・
幼稚園の検査票

受配園
（外部搬入）

事前に受配園が
判定結果を記入

検査当日に
学校薬剤師が

指導助言を記入
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学校給食日常点検票
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学校給食日常点検票
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学校給食日常点検票
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学校給食日常点検票
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学校給食日常点検票 食品の残留物検査
試 薬 染⾊状態

澱 粉 0.05N ヨウ素溶液 ⻘紫⾊

脂 肪
0.1％クルクミン
エタノール溶液

ＵＶ照射(365nm)により
蛍光性の⻩緑⾊〜緑⾊

4％パプリカエタノール溶液 オレンジ⾊
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でんぷん － ヨウ素反応
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脂肪 － パプリカ反応
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脂肪 － クルクミン反応
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学校給食検査票 記入例

残留物が検出されたら

•⾷器の洗浄状況が不良であるため、次の
事項について検討し、指導助⾔する。

①下洗い ②洗浄ブラシの選択⼜は交換
③ブラッシングの徹底 ④洗剤の濃度
⑤⽔温及び浸漬時間 ⑥⾷器の交換

（⽂科省 調理場における洗浄・消毒マニュアル参照）
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食器の洗浄・消毒のアドバイス
薬品管理の手引六訂版 88ﾍﾟｰｼﾞ
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各種マニュアルを参考に！

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課発行

・学校給食調理場における手洗いマニュアル

・調理場における洗浄・消毒マニュアル

・調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル

・学校給食調理従事者研修マニュアル

・学校給食施設・設備の改善事例集

・学校給食における食物アレルギー対応指針

日本スポーツ振興センター発行

・学校給食衛生管理基準の解説

・学校給食における食中毒防止Q＆A など

検査時の確認ポイントをDVDで学びましょう
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安全な給食のため

ご協力を

お願いします。

ご清聴ありがとうございました。
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