
安全な食べ物は
どうやって作られるの？

～HACCP（ハサップ）ってなんだろう～

平成26年度食の安全・安心に関するリスクコミュニケーション

～HACCP（ハサップ）ってなんだろう～

安全な食品って何だろう？

食品の安全とは・・・

食べ物を食べることで

「体に悪いこと」がおきないこと

お腹が痛くなったり、熱がでたり、

病気になったりしないこと

食べ物を安全に食べるには

• 病気にかかっていないかな？

① 材料：野菜・お肉・卵・魚…

• どうやって育てられたのかな？

• 農薬や薬は正しく使われているかな？

食べ物を安全に食べるには

どうやって料理したのかな？

・ 手はきれいだったかな？

② お家・レストラン・お弁当屋さん

・ まな板や包丁などは、清潔だったかな？

・ ちゃんと火がとおっているかな？

保存していた食べ物

・ ばい菌はついていないかな？

・ 冷蔵庫に入れておいたかな？

せいけつ

食べ物を安全に食べるには

お家でごはんを作ってくれる

お母さんや、お父さんたちは、お母さんや、お父さんたちは、

たくさんのことに気を付けて、

ご飯を作ってくれています。

工場で作った食品の安全

１．リンゴ、さとう、水 などからジュースを作る

２．たくさんできたジュースから、何本か抜いて、

ちゃんとできているか調べる

今までは・・・たとえば 「リンゴジュース」 なら

ちゃんとできているか調べる

・ばい菌がいないか？

・味はおかしくないか？

・虫やごみは入っていないか？

検査したものは、ちゃんとできていたけど、

他のジュースは、大丈夫かな？？

でも・・・

HACCP（ハサップ）って何だろう？

アメリカのアポロ計画（1960～70年代）

宇宙飛行士が月に行く

宇宙には、病院がない

宇宙飛行士が食べるものは、

100%100%安全安全 でなくてはいけない
だから

HACCP（ハサップ）システムの開発

できあがった食べ物を検査するだけでは、

100％安全とは言えない

工場で作るとちゅうでも、

安全をチェックしよう！！

NASANASA航空宇宙局と食品メーカーが、航空宇宙局と食品メーカーが、

宇宙飛行士の食品のために開発したシステム宇宙飛行士の食品のために開発したシステム

HACCP（ハサップ）システム

H ：Hazard ハザード（危険なこと）

A ：Analysis アナリシス（分析する）

C ：Critical クリティカル（重要なもの）

C ：Control コントロール（管理する）C ：Control コントロール（管理する）

P ：Point ポイント（場所）

食べ物を作る時に、健康に悪い えいきょうが

ある物を見つけて、 それをしっかり調べて、

大事なポイントを管理していく方法

けんこう

HACCP（ハサップ）システム
（７原則１２手順）

手順１ HACCPチームの編成
手順２ 製品の特徴を確認
手順３ 製品の使用方法を確認
手順４ 製造工程一覧図、施設の図面、標準作業書の作成
手順５ 製造工程一覧図の現場での確認手順５ 製造工程一覧図の現場での確認
手順６ 危害要因を分析 【原則１】
手順７ 重要管理点（CCP）を設定 【原則２】
手順８ 管理基準を設定 【原則３】
手順９ 測定方法（モニタリング）を設定 【原則４】
手順１０ 改善措置を決める 【原則５】
手順１１ 検証方法を決める 【原則６】
手順１２ 記録の保管・管理 【原則７】

ちょっとむずかしいかな･･･？

それでは、まず

お家で 「ハンバーグ」 を作る時

のことを考えてみよう

お家でハンバーグを作るとき
気をつけていること

１．お肉・玉ねぎ・卵などの材料を準備する

★ 買い物するときに、お肉・野菜は新鮮かチェック

★ 持って帰ってきたら、すぐ冷ぞう庫に
ばい菌を

２．料理をする

★ エプロンをつける。かみの毛を結ぶ。手を洗う。

★ 清潔な ほうちょう、まな板、ボールを使う

★ フライパンでしっかり焼く

★ 残しておくときは、ラップをして、冷蔵庫に入れる

ばい菌を
つけない

ばい菌を殺す

では、

お家でお料理する人は、
いろいろな事に

気を付けています

では、

工場で食品を作るとき

のことを考えてみよう

ハンバーグの作り方

１．お肉・玉ねぎ・卵などの材料を仕入れる

２．材料の必要な量をはかる

３．お肉や玉ねぎを切る

４．材料をまぜて、ハンバーグの形にする

５．ハンバーグを焼く

６．ソースを作っておく

７．ハンバーグとソースを、ふくろにつめて、閉じる

８．できあがり

→スーパーなどお店へ出荷

ハンバーグを作るとき

１．お肉・玉ねぎ・卵などの材料を仕入れる

もしかして…

① 材料に細菌がついているかも？

② ゴミ・砂・金属などが入っているかも？
きんぞく

② ゴミ・砂・金属などが入っているかも？

どうしたらいい…？

① 材料が新鮮なことをかくにん

② 野菜はきれいに洗う

③ 材料がくさらないように

冷やしておく

いつどこでとれたか
きろくを見る

冷ぞう庫がこわれてないか
定期的に点検する

しんせん

目で見て点検

ハンバーグを作るとき

２．材料をはかる

３．お肉や玉ねぎを切る

４．材料をまぜて、ハンバーグの形にする

もしかして…
① まぜる途中で、ばい菌が入るかも① まぜる途中で、ばい菌が入るかも

② お肉や野菜を切るときに、ゴミなどが入ってしまうかも

どうしたらいい…？
① まぜるきかいや入れ物がこわれていないか、

清潔かかくにん

② 金属探知機でしらべる

定期的に点検
検査する

きかいを点検

せいけつ

きんぞくたんちき



ハンバーグを作るとき

５．ハンバーグを焼く

もしかして…

ばい菌がついているかも？

どうしたらいい…？どうしたらいい…？

★ばい菌は、加熱すれば死にます

⇒ 決まった温度と時間で焼く 何度で、何分焼けば、
中まで火が通るか、
調べて、決めてある

きちんと加熱されているか、
温度計をかくにん

ハンバーグを作るとき

ソースを作るときや、ふくろを作るときも、

いろいろ点検したり、検査したりしています

・機械は、ちゃんと動いているか？

・ふくろはきちんと閉じているか？

きかい

・賞味期限は正しく印刷できたか？

できあがったハンバーグに、 ばい菌 や ゴミ など、

健康に悪いものが、入っていないように、

いろんな所をチェック しています。

ハンバーグを作るとき

検査したり、機械の点検をしたときは、

「だれが」「いつ」かくにんしたか、

「おかしくはなかったか」を 記録 しておきます。

そして

きろく

もし、あとから変なものが見つかった時に、

「どこでおかしくなったのか」 とか

いっぱいできた品物のうち、

「いつ作ったものが安全で、
どれが安全ではないのか」

あとからでも、分かるようにしています。

HACCP（ハサップ）のやり方

食べ物を作る中で、

みんなの健康に「悪いえいきょうをあたえる原因」

と、「それが起こりそうな所はどこか？」

を調べます。を調べます。

（ばい菌、ゴミ、ガラス…どこで入る？）

そして、

「食べ物安全のために、一番大切なところ」を、

重点的にチェックします。

HACCP（ハサップ）とは

ハンバーグにばい菌が入っていたら大変！！

ハンバーグを焼く時に、きちんとハンバーグを焼く時に、きちんと『『ばいばい菌を殺す菌を殺す』』

たとえば

ハンバーグを焼く時に、きちんとハンバーグを焼く時に、きちんと『『ばいばい菌を殺す菌を殺す』』

焼くときに、温度がきちんと上がっているか 点検 して、

機械の部品を 定期的に交かん して、それを 記録 しています。

もし、「きかいがこわれていたらどうするか」ということも

ちゃんと決めてあります。

（作る機械をすぐに止めて、安全と言えない物は出荷しない）

食べ物の安全・安心のために

千葉県では、食品を作っている多くの工場に、

より安全に食べ物を作ってもらうため、

食品工場や県民のみなさまに、

HACCP（ハサップ）のことについて、HACCP（ハサップ）のことについて、

お知らせしています。

海外ではHACCPの義務化が進んでいます。
（米国、EU、カナダ、オーストラリア、韓国、台湾）

日本での導入状況
大規模事業者（販売金額50億円以上） 約７割
中小規模事業者（ 50億円未満） 約３割

お家で
お料理するときも同じです。

・キッチンや使う道具が清潔

・お料理する人が元気で健康

せいけつ

・エプロンをする

・お料理する前にしっかり手洗い

・ゴミをためておかない

・お肉はしっかり焼く

～食中毒予防の３つのポイント～
ばい菌を「つけない」「増やさない」「やっつける！」


