
           

米国・ミシガン州農務省 

フードサービス業の衛生担当者研修用 トレーニングプログラム について 

このトレーニングプログラムは、米国(FDA)により作成されたものです。 

州政府、業界、学界及び消費者からの情報を基にして、リテールレベルの食品施設事業者、従業

員を支援する目的から作成されました。 

このプロクラムは、HACCP の原則を自主的に実施する事を支援する目的で作成されました。 

 

食中毒の 90%が発生するリテール分野は、ハザート分析が出来ないものと考えられていました。 

米国 FDA で開発された「プロセスアプローチ」を導入することにより、リテール分野のハザート分

析が簡単に出来るようになりました。 

(FDA2006、The Process Approach is 

 probably less complicated  

than Traditional HACCP. )   

 

➀ はじめに 

米国疾病管理予防センター(CDC)は、多くのデーターから、毎年食品の不適切な取り扱いによる

食中毒は、リテー分野で発生していると発表しています。 

食品加工業や乳業工場などのプラントとは異なり、「リテール」業界は製品や製造条件によって簡

単に定義出来ません。 

リテール分野では、すべてのタイプの食品が、同時に処理されて、レシピ又はメニューに沿って盛り

付けられます。 

この為、この分野でのハザード分析には、従来とは異なるアプローチの仕方が求められます。 

このプログラムは、リテール分野へのHACCP原則の適用に必要な充分な情報を提供しています。 

② プロセスアプローチ 

受入れから提供までの、食品の流れのどこにハザードが 

潜在するかを推定し、決定する事は重要です。 



米国 FDA は、提供する食品の流れによって、メニューを大きく 3 つに分類しました。 

そして、其々のカテゴリー毎に 

ハザードとそのコントロール方法を考えることにより効率的・効果的な HACCP 導入する方法を

考えました。 

これを「プロセス アプローチ」と言います。 

プロセス アプローチは、施設内の多くの食品の流れを、いくつかの幅を持ったカテゴリに分類し、

そのカテゴリー毎にリスクを分析し、管理、コントロールする方法と表現することができるでしょう。 

3 種類のプロセスすべてを持つ事業者もあるだろうし、3 種類の変化した形態を採用している事

業者もあります。自社に特有な食品プロセスの流れをまず明確にすることが、食品安全マネジメ

ント システムを開発する枠組み作りに重要です。 

③  このプログラム使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプログラムでは、各オペレーションステップに食品安全の重要な関心事項を取り上げています。 

各オペレーションステップ(Operational Step)には、作業の要約(Summary Ｓｈｅｅｔ)とワークシー

ト(Work Sheet)が準備されており、読者が食品安全ハザード管理のために使用できる様に配慮

されています。 

作業の要約とワークシートを使用して、ハザード分析を実施することによって、人、機械・器具、調

理方法、原材料が互いに、どの様に影響し合っているかを理解することが出来ます。 

さらにワークシートを使うことにより、簡単に CCP と許容限界を決定する事ができ、HACCP プラ

ンを完成する事ができます。 

 

④ メニューをグループ化する 

まず、全体の作業を通して、メニューの流れを確認し、それが 

    工程 9: 提供 

ここは、食品が消費者に届く 

最終の工程です。従業員が食

品及び食品に近いところで 

働いているとき、細菌、寄生

虫、ウイルスを簡単に拡散す

ることができ、食品などを汚

染させる。 

Operational Step 

Summary 

sheet 
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「当日サービス向けで、加熱のステップがあるか?」、 

「加熱ステップ後に冷却、再加熱が加えられているか?」、 

あるいは、 

「加熱工程をともなわないか?」を確認します。 

第 2 章を参照して、プロセス 1、2、3 にメニューを整理してください。 

さらに、全メニューを見て、類似のメニュー (「熱いスープ」または「冷製サラダ」等) 

を適切なグループに分けてください。これらの作業の中で、複数のプロセスに分類されるメニュー

が見出されるでしょう。 

 

⑤ ハザード分析を実施する 

食品安全システムの開発では、 

受入れから提供までの食品の流れの中に存在する 

ハザードを同定する必要があります。 

ハザードを同定することによって、CCP と許容限界 を決定し、ワークシートに記入できます。 

各オペレーションステップ毎に、作業の要約とワークシートを参考にして下さい。 

各自の施設に適用できるものを選び、それらをコピーし、メニューアイテムをメニュー品目欄に記

入し順次完成させてください。 

リテール分野のハザード分析は、原料の受入れから提供までの食品の流れの中で、どのようなハ

ザードが発生するかを決定する事です。それは食品の流れを、三つのプロセスに分類し、それぞれ

のプロセス毎にハザード分析を実施する 「プロセスアプローチ」を採用することにより簡単に実施

できます。 

さらに、施設内の人、機械・器具、調理法、食品が互いにどの様に影響し合うかを、理解すること

が大切です。 

 

⑥  ワークシートと作業の要約 

ハザード分析 

CCP 

許

容

限

界 



作業の要約とワークシート を使うことにより、次のことが確認できるように構成されています： 

 施設内の食品の流れの中でオペレーショナルステップを特定できます。 

 全ての工程と全製品について標準作業手順(ＳＯＰ)を決定出来ます。 

 各工程に存在する CCP と許容限界を決定できます。 

 モニタリング、及び是正措置を確立できます。 

 食品ハザードの管理についての記録が保持できます。 

ワークシートを使用する事により、下記に挙げる事項の 

手順書作成に役立つようにできています。 

 CCP のモニタリング 

 許容限界を逸脱した場合の是正措置 

 検証手順を確立 

 記録維持管理の確立 

 

⑦   前提条件プログラム      

リテール分野において、前提条件プログラムは、食品安全の出発点とはなりますが、それのみでは

リスク管理に必要なハザードが不明確であり、効率的にリスクを防止する事が出来ません。 

SOPs には、一般的な衛生管理と環境よりの食品の汚染を防止するための方法を具体的に規定

されています。 

SOP が適切に設定されている場合には、HACCP がより効果的になります、それは、食品や調理

作業に伴うハザードに対応できるからです。 

SOP の 3 つの目的は、微生物、化学、および物理的な危害からの食品への汚染を防ぐこと、温度

管理の不徹底に起因する微生物の増殖をコントロールすること、機械、器具の維持するためのメ

ンテナンスを確実にすることです。 

 

 

 

 

 

 

管理手段 (ＳＯＰ) 例 

効果的な手洗いの実施 

作業場での喫食、喫煙の禁止 

清潔な作業着の着用 

ジュエリーの着用の制限 

毛髪カバーの使用 



 



リテールHACCP
トレーニングマニュアル

フードサービス衛生担当者の

トレーニングプログラム

ミシガン州農務省

HACCPの考えを取り入れた

食品衛生の手引き 厚労省

(有)バンテージ 中野秀晃



参考とした考え方
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フードサービス衛生担当者の
トレーニングプログラム

ミシガン州農務省

HACCPの考えを取り入れた
食品衛生の手引き

厚労省

この手引きで示した手法は、米国
FDA(米国食品医薬品局)が発表し
た「小売業者向けHACCPの原理を
利用したマニュアル」の考え方を参
考にしています。

このガイドは、米国(FDA)により作成さ
れたもので、州政府、業界、学界及び
消費者からの情報を基にして、リテー
ルレベルの食品レベル事業者、従業員
を支援する目的から作成されました。



米国 のリテール・フードサービス産業
リテール産業は、 特定の 商品や条件 によって 簡単に定義できません

・ベーカリー ・市場 ・旅館・ホテル

・ブライダル ・競馬場 ・カフェテリア

・カジノ ・バー ・居酒屋

・児童や高齢者のデイケア ・売店

・縁日 ・コンビニ

・ヘルスケア施設 ・在宅者への食事サービス

・スナックバー ・チェーン店

・移動式食事カート ・自動販売機
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トレーニングマニュアル (1)
Introduction はじめに



すべてのメニューを「3 分類」で管理しよう

（厚労省）

食品が 危険温度帯にとどまるか、通過するかで、

管理のしかたも変わります。

「加熱しない」「加熱してすぐ食べる」「加熱と冷却をくりかえす」

メニューを 3 つに分類（分解）するだけで、

簡単に管理 することができます。

トレーニングマニュアル (2)

The Process Approach
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This Guide
addresses for each Operational Step
in the Flow of Food.

For each step,
a Summary sheet and Worksheet
are provided to
Manage food safety hazards.

このガイド では、
各工程の流れの 作業手順 ごとに
食品安全での重要な関心事項を取り扱っています。

各ステップに
サマリーシート、ワークシート があり、
読者が食品安全ハザード管理のためのコントロー
ルに焦点が合わせられるように配慮されています。

Operational Step 9: Serving

トレーニングマニュアル (3)
Developing your Food Safety System

How to Use This Guide



手順 8 （長期的検証 を実施する)

トレーニングマニュアル (4)
手順1-5 ミシガン州 マニュアル

HACCPチームを組み立て
手順 １ （メニューをグループ化する

）

手順 ２ （ハザード分析を実施する） 原則 1
手順 3 （CCPとCL(許容限界)を確立する)    原則 2、3
手順 4 （モニタリング手順を確立） 原則 4
手順 5 （是正措置を確立する） 原則 5
手順 6 (継続的な検証の実施 ) 原則 6
手順 7 （記録維持管理の確立する） 原則 7



トレーニングマニュアル (5)
Developing your Food Safety System

Step 2: Conduct Hazard Analysis

厚労省 衛生管理の手引き

衛生管理の見える化 とは、これまでの

手洗い、清掃、従業員の健康管理など

一般衛生管理 に関する取り組み と、

メニューに応じた管理方法 を定めた

衛生管理計画 を作成し、実行、記録・確認することです。

pp
sop

ハザード分析、ＨＡＣＣＰブラン作成



HACCP原則のリテールへの適応変更点

HACCP原則 リテール分野への適応時の改正点

ハザード分析
メニュー、製品毎 にハザード分析をするのではなく、 カテゴリー毎 に

クループ化 して、ハザード分析 をするようにした。

ＣＣＰの決定 変更なし

ＣＬの確立 変更なし (大量調理マニュアル、FDAの規定を使用)

モリタリング
現状のＳＯＰを参考にして、安全が確保できる範囲で

簡素化する。

是正措置 変更なし

検証 変更なし

文書記録
すでにある記録の使用により

簡素化する。（請求書、作業スケジュール、レシピなど）

トレーニングマニュアル (6)
原則1-7



施設のためのSOP の3つの目的は、

① 微生物、化学、および物理的 な
危害から、食品への汚染を防ぐ

② 温度管理の不徹底 に
起因する微生物の増殖をコントロールすること

③ 機械、器具のメンテナンス を確実にすることです。

ハザード分析 により、
汚染を防止する方法が具体的になります。

トレーニングマニュアル (7)

PP SOP



リテールHACCP 簡単 導入方法について

1、ハザート分析 作成キット ・・ ある程度作成して下さい。

・・ 作成出来たら

2、一般衛生管理、SOP 打ち込み用 キット

・・ 送ります。

若干の作業で、一般衛生管理、SOP が完成します。

完成すれば、一度 検証が必要です。 バリデートできれば ・・ 3、を送ります。

3、HACCPプラン作成キット

作成モデルを参考にして、プラン完成して下さい。 ・・ これで終了

頑張れば、2-3か月でokです。

認証取得の場合

4、認証取得用 HACCPプラン 作成モデル
5、審査申し込みキッド



リテールHACCPを導入したい！

有限会社バンテージでは、

少人数制の「リテールHACCP」

セミナーを行っております。

指導者向け 講習会 内容
13-14時 (リテールHACCP説明)
14-15時 (導入の方法)
15-16時 (質問)

集合研修 @ 15.000円 (資料代含む、消費税別)3名まで
(大阪市 南森町研修所)

Web 研修 （システム構築中) 完成後HPにて、発表します。

・リテールHACCPのシステムを導入したい
・まずはリテールHACCPを理解したい

などなど ご要望に応じたセミナーを行っております。



講習会名 リテールHACCP 指導者剥け 講習会

集合 or Web

会社名

住所

(資料等送付先)

会社 ご自宅

(〇印で囲む)

ご連絡先番号 Tel :

FAX :

部署名

参加者氏名 1

参加者氏名 2

参加者氏名 3

E-mail (必須)

その他

ご要望事項

お申込み要領

・お申込みの際は、

上記お申込書をコピーし、

FAXまたは郵送にてお申込み下さい。

・受付後、セミナー開催日 打ち合わせの上

事前資料とご請求書 送付致します。

・受講料は

ご請求書に記載されている

振り込み期日までに

お振込みをお願いします。

お 申 込 み 書
(本ページをコピーして御利用ください。)

お申込みは下記事項ご記入のうえ、
FAXまたは郵送により受け付けます。

FAX : 06-6367-5287



必要事項

1、御社名、ご担当者

2、Tel or  Mail アドレス

3、お問合せ内容

上記記載の上、お送り下さい。

まずは 無料の お問合せから !!

FAX 06-6367-5287

Mail  niko2-naka@diary.ocn.ne.jp (中西)

住所 〒530-0047  大阪市北区西天満3丁目6番22号
北大坂屋ビル406 (有)バンテージ宛

Web http://www.vantage-japan.com/
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