
令和２年１０月１５日（木）

千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課

給食班 森山 佐知子

学校給食における食中毒発生防止及び食物アレルギー対応連絡会議

学校給食における衛生管理
の徹底について



食中毒



令和元年度の食中毒発生報告状況

番号 都道府県 設置者 原因菌等 発生日 有症者等 発生原因 備考

1 沖縄県 浦添市 ヒスタミン R1.8.30 ６４名
給食で提供された

シイラフライ

食中毒（疑）

原因施設不明

教職員３名

2 茨城県 石岡市 ノロウイルス R1.12.20 １５１名 バターロールパン 教職員２７名

3 埼玉県 志木市 ヒスタミン R2.1.30 8名
ぶりに含まれていた

ヒスタミン

学校給食における食中毒発生状況

（令和元年度）

出典：文部科学省調べ



令和２年度
学校給食における食中毒の発生について

▶６月２６日 埼玉県八潮市
児童生徒・教員 3,453 名が下痢・腹痛
原因菌 病原大腸菌O７

▶９月２９日 埼玉県内中学校
生徒・教員 １４６名が腹痛・下痢
原因菌 ウエルシュ菌



病原大腸菌
大腸菌は人や動物の腸管内に生息し、その多くは無害であ

るが、人に下痢や腹痛といった症状を引き起こす種類がある。
このような胃腸炎症状や合併症を引き起こす大腸菌を、病原
大腸菌と総称する。

▶潜伏期間 １２～７２時間
▶主な症状 下痢、腹痛
▶原因食品 人の便や食肉による二次汚染によりあらゆる食

品が原因となる可能性がある。
▶予 防 策 ・中心までしっかり加熱する。

・手や調理器具をよく洗う。



ウエルシュ菌
ウエルシュ菌は土壌などに広く分布し、人や動物の腸管にも

存在する。熱に強い「芽胞（がほう）」と呼ばれる形態をとり、
１００℃の加熱で死滅しない。調理後に適切に冷却せず放置す
ると、４０～５０℃で急速に増殖する。

▶潜伏期間 ６～１８時間

▶主な症状 下痢、腹痛

▶原因食品 食肉調理品、カレー、シチュー等

▶予 防 策 ウエルシュ菌が増えやすい「４０℃～５０℃」

にしない



病原大腸菌発生の原因（推定）

海藻サラダの材料の内、海藻ミックスと
わかめを前日⽔もどしし、加熱処理しな
かったこと。



学校給食衛生管理基準
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
（４）調理過程 ①共通事項

一 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てそ

の日に学校給食調理場で調理し、生で食用する野菜類、果実

類等を除き、加熱処理したものを給食すること。また、加熱

処理する食品については、中心部温度計を用いるなどにより、

中心部が７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上）又はこれと

同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度

と時間を記録すること。さらに、中心温度計については、定

期的に検査を行い、正確な機器を使用すること。



乾物の戻し方

「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル Ｐ２７」



細菌等の増殖を抑制するには
温度管理と喫食までの時間を短くすることが

大切です。

学校給食衛生管理基準の解説 P１０７



学校給食衛生管理基準の解説 P１１１



◆学校給食衛生管理基準

第３（４）調理過程 ④食品の適切な温度管理

・学校給食衛生管理基準の解説 P１０６～

◆学校給食における食中毒防止Q&A

P２９ Q８調理後２時間以内に喫食しなければならない理由は

◆大量調理施設衛生管理マニュアル

Ⅱ重要管理事項 ４．原材料及び調理済み食品の温度管理

食品の温度管理に関する項目



食中毒の防止



衛生管理の徹底

●学校給食衛生管理基準に基づいた取組を行う。

●マニュアル類を活用した研修を定期的に実施し、

作業の確認や見直し等を行う。

●作業工程表・作業動線図を作成し、活用する。



点検や記録の実施

●学校給食衛生管理基準に示されている点検・記録

を確実に行う。

・定期及び日常の衛生検査の点検票

（第１票～８票）

・検収表 ・加熱や冷却時の温度や時間

・検食簿 ・配送記録 等



「学校給食衛生管理基準の解説」Ｐ６８

検収で点検・記録する項目は学校給食衛生
管理基準に示されています。

全ての項目がそろっていますか？



衛生管理や作業面に配慮した献立作成

・冷蔵庫やオーブン、回転釜、食缶、ボール等、備品が足りているか。

・調理従事者の人数に適しているか。

・料理や食品数が多すぎないか。

・作業工程に無理はないか。（調理後２時間以内喫食できるか)

・作業動線は確保できているか。

・調理場の環境は考慮されているか。

（気温・湿度・調理場の運用方式・エアコンの有無・季節等）

・地域で感染症等が流行っていないか。 等



施設設備等



「学校給食調理従事者研修マニュアル」Ｐ２５



給食調理場の状況

調理場数

床式
乾式
導入率

乾式
湿式

ドライ運用 湿式

単独
調理場

全国 １０，２１８ ３，２６３ ６，１５４ ８０１ ３１．９％

千葉県 ５２４ １８１ ３２３ ２０ ３４．５％

共同
調理場

全国 ３，３３３ １，７５８ １，３４８ ２２７ ５２．７％

千葉県 ９４ ３９ ５０ ５ ４１．５％

公立学校施設の給食調理場状況の結果（文部科学省）より

令和２年９月１日現在



ドライシステム等に関係する項目
◆学校給食衛生管理基準

第2（１）①共通事項 三 （解説 P１５～）

◆学校給食調理従事者研修マニュアル

P３７～ 第６章 Step２ ドライ使用及びドライ運用

◆調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅡ

P１３～ 第2章 ３．床

◆学校給食における食中毒防止Q&A

P５ Q３「ドライ運用」をしなければならないのは

P９ Q５ウエットシステム調理場における調理作業中のドライ運用の留意点は

◆学校給食施設・設備の改善事例集

P２１～ ドライ使用及びドライ運用

作業前から濡れてい
る床の一般生菌数は、
乾いている床の30倍
以上になるという報告
もあります。



給食室の空調設置状況

調理室等
下処理室・
洗浄室等

休憩室等

単独
調理場

全国 ６６．５％ ４２．５％ ９４．１％

千葉県 ３０．０％ １８．３％ ９９．０％

共同
調理場

全国 ７７．３％ ６４．０％ ９０．１％

千葉県 ４６．８％ ３８．３％ ９４．７％

※ 冷房機能を有した設備（スポットクーラー含む）
※ 調理室等：非汚染作業区域（調理室・配膳室・洗浄室） 下処理室・洗浄室等：汚染作業区域
※ 休憩室等がない単独調理場を除いて設置率を算出



その他



異物混入について

●機械器具の一部、プラスチック片、金属片、

金属ネジ、スライサーの刃、ガラス類

●虫（ゴキブリ）

●カビ

令和元年度 文部科学省に報告があった事例



県内の異物混入事例

令和元年度の事例

●虫

●ボルト・金属片

●テープ

●製造ラインに残った古い食品

検収・調理中・食品の保
管・調理器具の点検・検食等、
さまざまなタイミングでどう
したら異物混入が防げるか考
えましょう。



食中毒の報告について

食中毒であることが確定する前（疑い）

の段階で報告してください。

保健所との連携も
大切です。

食中毒は休日に発覚す
る場合があります。関係
機関との連絡体制につい
て確認してください。



ノロウイスル検査について

学校給食衛生管理基準の取扱いについて（通知）

（平成29年8月25日付け29初健食第19号）

３ 学校給食衛生管理基準第４の1（３）二の学校給食従事者
の検便については，大量調理施設衛生管理マニュアルⅡの
５．（４）③も参考に，ノロウイルスの検便検査に努める
こと。



学校給食の委託契約について

学校給食については、調理等の委託を行う場合であっても、
学校設置者において、学校給食衛生管理基準に照らして適切な
衛生管理を行う必要があります。

令和２年８月４日付け教安第５２５号 学校給食の衛生管理の徹底等について

別添「令和２年７月３０日 文部科学省事務連絡」より抜粋

学校給食調理場の衛生管理等に関する実態把握や、衛生管理
上の問題がある場合に速やかに改善措置が図れるような契約を
する必要がある。



・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

・調理場における 洗浄・消毒マニュアルPartⅠ

・調理場における 洗浄・消毒マニュアルPartⅡ

・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

・学校給食調理場における手洗いマニュアル

・学校給食施設・設備の改善事例集

マニュアル類




