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Ⅰ 異物の定義・区分及び役割 

 

１．異物の定義 

『異物とは人に悪影響を及ぼしうるガラスおよび金属等である。＊1 

ここでは、一般に異物として扱われる生産、貯蔵、流通、販売に至る不適切な取り扱いに

伴って、食品中に侵入あるいは混入した有形外来物を対象とする。』 

 

出典：（公社）日本食品衛生協会「食品衛生検査指針理化学編 2015」より 

＊1：平成 16年 2月 27日付食安発第 0227012号（厚生労働省医療食品局安全部長通知）

平成 26年 5月 12日付食安発 0512第 6号（改正） 

 

２．異物の区分 

区分 具体的な物質 

分
類Ⅰ

 

喫食することにより、人体に深

刻な影響を与える異物 

 

 

 

 

危険異物 

金属片、針、針金、ガラス片、鋭利

なプラスチック片、薬品類等 

分
類Ⅱ

 

喫食することにより、健康への

影響が大きいと思われる異物 

 

衛生害虫（ゴキブリ、ハエ、クモ、

ネズミ等）、製造過程上、異常な変

色、異臭、カビ等 

分
類Ⅲ

 

異物自体は不快であり衛生的で

はないが、健康への影響が少な

いと思われる異物であり、かつ

混入した異物が「多量」または

「取り除くことが困難」である

場合 

 

 

 

 

 

 

非危険異物 

毛髪、ビニール片、上記以外のプ

ラスチック片、繊維、スポンジ片、

植物の皮や殻、小石（米粒大）、羽

虫等の衛生害虫以外の虫等 

分
類Ⅳ

 

異物自体は不快であり衛生的で

はないが、健康への影響が少な

いと思われる異物であり、かつ

混入した異物が「少量」または

「取り除くことが可能」である

場合 

 

※ただし、異物の大きさ、量、形状等に応じて個別に判断する。 

 原則として、原料そのものに由来する物質や変色部分は異物と考えない。 

（例）魚の鱗や骨、こげ、玉ねぎの皮、米ぬか など 
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３．用語の定義 

 本マニュアル内における用語については、以下のとおり定義づける。 

 ・異物混入の原因：なぜ、どのようにして異物が混入したのかという原因のこと。 

・異物混入の状況：なにが、いつ、どこで異物として混入したのかという状況のこと。 

・異物混入の事実：異物混入の原因及び異物混入の状況を包含させた事実のこと。（図１） 

・交換：異物が混入している食材（または献立）を、混入の恐れのない食材（または献立）

と交換すること。 

 ・使用中止：異物が混入している食材の使用を行わないこと。 

 ・提供中止：異物が混入している献立の提供を行わないこと。 

 ・取り除く：混入している異物を取り除くこと。 

 

図１ 異物混入の原因、状況、事実について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学校長、担当栄養士、教育委員会の主な役割 

 

(１) 学校長 

学校長は、給食実施にかかる意思決定を行う主体とし、異物混入発生後の給食対応（取り

除く、交換、中止等）にかかる判断を行う。また、各主体に対し指示を行うなど、学校給食

への異物混入発生時の全体の統括指揮を行うものとする。 

 

(２) 担当栄養士 

 担当栄養士は、異物混入の状況の調査及び異物混入の原因の究明の主体とし、調理員を指

示し、異物混入の事実について集約する。また、異物混入の原因が納入業者にあると考えら

れる場合については、納入業者に連絡し、速やかに原因究明を図るよう指示する。 

 

 

 

 

異物混入の事実 

（なぜ）混入したのか 

異物混入の原因 
 

（なにが、いつ、どこで） 

混入したのか 

 

異物混入の状況
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(３) 教育委員会 

教育委員会は、学校給食への異物混入発生時に適正な対応がとれるよう、学校と連携・協

力を行う。また、学校給食への異物混入防止を図るため、安全な給食が提供できる体制づく

りを行うものとする。 
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Ⅱ 調理場内における異物混入防止策及び異物を発見した場合の対応 

 

１．食材料の検収時における混入防止策・対応 

(１) 混入防止策 

① 検収は検収室において行い、品名、数量、品質、鮮度、袋の汚れや破れその他包装

容器等の状況、混入の可能性及び異臭の有無等について確認や点検を行い、異常と認

められる場合は記録すること。 

② 生鮮食品（冷凍のものを除く食肉類や魚介類など）は、原則として当日納入すると

ともに、１回で使い切る量を購入する。 

③ 検収時に段ボール箱を開封する際は、留め金や段ボールの切れ端が飛ばないように

注意すること。 

 

(２) 検収時に異物を発見した場合の対応 

① 調理責任者より担当栄養士に報告を行う。 

② 担当栄養士または調理責任者は、食品納入業者に異物を示したうえで返品を行い、

速やかに異物の混入していないものを再度納品させる。食品納入業者が、調理開始時

間までに再度食材を納品することが困難であり、混入した異物が少量かつ混入理由

が判明し、他の混入がないと判断できる場合については、異物を取り除いて使用する。

混入した異物が多量または混入原因が確認できない場合は、使用を中止する。 

③ 担当栄養士（栄養士が常駐していない小中学校の場合は調理責任者）は、その場で

食品納入業者に対して、再度発生しないよう注意を促す。 

④ 学校長は「様式１ 異物混入状況報告書」により、業者名・食品名・内容・写真等

を教育委員会に報告する。 

 

(３) 検収時に異物を発見した場合の給食対応 

 分類Ⅰ 交換、使用中止 

 分類Ⅱ 交換、使用中止 

 分類Ⅲ 交換、使用中止 

 分類Ⅳ 取り除いて使用する 

 

２．調理前における混入防止策・対応 

(１) 混入防止策 

① 検収、下処理、調理前の全ての段階で、複数の調理員で目視を徹底することにより、

異物の発見や、異物混入の防止を図るよう努める。 

② 調理機器に対して、使用前に、破損等の恐れはないかを確認し、また調理機器使用

後に、破損等異物混入の可能性がないかを目視・触診等の方法により確認する。 
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(２) 調理前に異物を発見した場合の対応 

① 目視等により異物を発見した場合、調理責任者より担当栄養士に報告を行う。 

② 栄養士は混入した異物について、学校長に報告し、その後の給食対応について指示

を受ける。また、調理員に対しその後の給食対応について指示する。 

③ 学校長は、発見した異物について「様式１ 異物混入状況報告書」により、教育委

員会に報告する。 

④ 調理機器等の異常を確認した場合は、調理責任者より担当栄養士に報告を行う。 

⑤ 担当栄養士は調理機器の異常について、教育委員会に電話またはメール等で報告し、

当面の間の調理機器の使用について教育委員会と協議する。 

 

(３) 調理前に異物を発見した場合の給食対応 

分類Ⅰ 交換、使用中止 

分類Ⅱ 交換、使用中止 

分類Ⅲ 交換、使用中止 

分類Ⅳ 取り除いて使用する 

 

３．調理中における混入防止策・対応 

(１) 混入防止策 

① 調理員は、調理食材等を取り扱う際は、常に異物の混入がないか確認する。 

② 調理員は、ビニール等により包装されている食材を開封するときは、切れ端等が異

物として混入しないよう注意する。 

 

(２) 調理中に異物を発見した場合の対応 

① 調理中に異物を発見した場合は、異物の原因が確認できる状態で、調理責任者より

担当栄養士に報告を行い、その後の調理過程について指示を受ける。 

② 栄養士は混入した異物について、学校長に報告し、その後の給食対応について指示

を受ける。また、調理員に対しその後の給食対応について指示する。 

③ 学校長は、「様式１ 異物混入状況報告書」により、教育委員会に報告する。 

 

(３) 調理中に異物を発見した場合の給食対応 

分類Ⅰ 当該料理の提供中止 

分類Ⅱ その釜・機器の料理は提供中止 

原因が特定できた場合は、他の釜の料理を調整して提供 

分類Ⅲ その釜・機器の料理は提供中止 

原因が特定できた場合は、他の釜の料理を調整して提供 

分類Ⅳ 取り除いて使用する 
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４．配缶中における混入防止策・対応 

(１) 混入防止策 

① 調理員は、配缶中、常に異物の混入がないか確認する。 

② 配缶前に、調理器具（杓子等）や食缶内に異物が付着していないことを確認する。 

③ 食缶の蓋を閉じる前に、異物が蓋に付着していないことを確認する。 

 

(２) 配缶中に異物を発見した場合の対応 

① 配缶中に異物を発見した場合は、異物の原因が確認できる状態で、調理責任者より

担当栄養士に報告を行い、その後の調理過程について指示を受ける。 

② 栄養士は混入した異物について、学校長に報告し、その後の給食対応について指示

を受ける。また、調理員に対しその後の給食対応について指示する。 

③ 学校長は、「様式１ 異物混入状況報告書」により、教育委員会に報告する。 

 

 (３) 配缶中に異物を発見した場合の給食対応 

 分類Ⅰ 当該料理の提供中止 

 分類Ⅱ 当該料理の提供中止 

 分類Ⅲ 当該料理の提供中止 

 分類Ⅳ 取り除いて使用する 

 

５．配膳中及び配膳後における混入防止策・対応 

(１) 混入防止策 

 ① 各教室での配膳の際には、学級担任等の管理・監督のもと異物が混入しないよう十

分注意する。 

  ② 児童・生徒に、給食当番等の白衣・帽子等を着用するなど、配膳の過程において異

物が混入しないよう十分注意することを指導する。 

  ③ 児童・生徒に、各教室において、コンパスの針・画鋲・ホッチキスの針・磁石など

整理整頓に努め、異物として給食に混入しないよう指導する。 

 

(２) 配膳中及び配膳後に異物を発見した場合の対応 

P.7「Ⅲ．教室内で異物を発見した場合の対応【配膳中・配膳後】」に別途記載する。 

 

  (３) 配膳中及び配膳後に異物を発見した場合の給食対応について 

P.7「Ⅲ．教室内で異物を発見した場合の対応【配膳中・配膳後】」に別途記載する。 
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Ⅲ 教室内で異物を発見した場合の対応（配膳中・配膳後） 

 

１．【分類Ⅰ】 喫食することにより、人体に深刻な影響を与える異物が混入していた場合の

対応 

 

 配膳中  当該料理の提供中止 

 配膳後  喫食の中止 

 

※他の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混入のあった料理の喫

食を中止し、回収する。 

実施主体 対処内容 

混入のあった学校 

（学級担任等） 

①異物の混入を確認した学級担任等は、ただちに混入のあった料

理の喫食を一時中止し、児童・生徒の安全確認を行う。 

②異物の種類や数量、形状、混入状況及び喫食状況等を調査し、学

校長及び担当栄養士等に報告する。 

③学校長等の指示により、混入のあった料理の喫食を中止し、回収

する。 

 

混入のあった学校 

（学校長等） 

①学級担任等からの報告を受けた場合、校内一斉放送等で全学級

の学級担任等に混入のあった料理の喫食を中止し、回収するよう

指示するとともに、児童・生徒の安全確認及び喫食状況等を調査す

るよう指示する。 

②児童・生徒が異物を口にした場合は、学校医と連絡を取り、処置

について指示を受け、必要に応じて病院等に搬送する。この場合、

当該児童・生徒の保護者に対して電話し、状況報告を行う。 

③学級担任等から聴取した異物混入の事実について、教育委員会

に電話で報告する。 

④「様式１異物混入状況報告書」を教育委員会に提出する。 

⑤教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。また、喫食を

行った児童・生徒の保護者に対し、異物混入の事実について連絡を

行うよう、学級担任等に指示する。 

 

混入のあった学校 

（栄養士等） 

①学級担任等からの報告を受け、調理員に異物混入の状況及び原

因究明を図るよう指示する。 

②異物混入の原因が納入業者等にある場合については、当該業者
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に連絡をし、速やかに原因究明を行うよう指示する。 

③異物の混入経路やその事実について整理し、学校長等に報告す

る。 

 

その他の学校 

（混入のあった学校

以外の小中学校の学

校長等） 

①教育委員会からの指示により、全校一斉放送等で学級担任等に

混入のあった料理の喫食を中止し、回収するよう指示するととも

に、児童・生徒の安全確認及び喫食状況等を調査する。 

②調査結果について、教育委員会に電話で報告する。 

③教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。 

 

教育委員会 ①学校長等からの報告を受け、現地に職員を派遣し、異物混入の状

況及び原因究明を図る。 

②学校長等から報告のあった異物混入の状況を、「嘉穂・鞍手保健

福祉環境事務所」及び「筑豊教育事務所」に電話で報告するととも

に、対処について相談し、被害の拡大防止措置を講じる。また、他

の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混

入のあった料理の喫食を中止するよう、電話連絡を行う。 

③回収した料理に代わる食料の対応について検討する。 

④異物混入の事実について文書をまとめ、異物混入のあった全小

中学校及び喫食を中止した他の全小中学校へメール及びＦＡＸを

送信する。 

⑤対応状況及び対応結果等について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事

務所」及び「筑豊教育事務所」に報告する。混入原因が納入業者等

にあると考えられる場合には、当該業者に報告する。 

 

異物混入の原因と考

えられる納入業者 

①担当栄養士からの連絡を受け、現地に従業員を派遣し、異物混入

の状況を確認及び原因究明を図る。 

②全小中学校から混入のあった原材料の回収を行い、一時保管す

る。 

③混入の事実について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所」に報告

する。 

④混入の原因、経過、改善策を記載した「事故報告書」を教育委員

会に提出する。 
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２．【分類Ⅱ】  喫食することにより、健康への影響が大きいと思われる異物が混入してい

た場合の対応 

 

 配膳中  当該料理の提供中止 

 配膳後  喫食の中止 

 

※他の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混入のあった料理の喫

食を中止し、回収する。 

実施主体 対処内容 

混入のあった学校 

（学級担任等） 

①異物の混入を確認した学級担任等は、ただちに混入のあった料

理の喫食を一時中止し、児童・生徒の安全確認を行う。 

②異物の種類や数量、形状、混入状況及び喫食状況等を調査し、学

校長及び担当栄養士等に報告する。 

③学校長等の指示により、混入のあった料理の喫食を中止し、回収

する。 

混入のあった学校 

（学校長等） 

①学級担任等からの報告を受けた場合、校内一斉放送等で全学級

の学級担任等に混入のあった料理の喫食を中止し、回収するよう

指示するとともに、児童・生徒の安全確認及び喫食状況等を調査す

るよう指示する。 

②児童・生徒が異物を口にした場合は、学校医と連絡を取り、処置

について指示を受け、必要に応じて病院等に搬送する。この場合、

当該児童の保護者に対して電話し、状況報告を行う。 

③学級担任等から聴取した異物混入の事実について、教育委員会

に電話で報告する。 

④「様式１異物混入状況報告書」を教育委員会に提出する。 

⑤教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。また、喫食を

行った児童・生徒の保護者に対し、異物混入の事実について連絡を

行うよう、学級担任等に指示する。 

 

混入のあった学校 

（栄養士等） 

①学級担任等からの報告を受け、調理員に異物混入の状況及び原

因究明を図るよう指示する。 

②異物混入の原因が納入業者等にある場合については、当該業者

に連絡をし、速やかに原因究明を行うよう指示する。 

③異物の混入経路やその事実について整理し、学校長等に報告す

る。 
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その他の学校 

（混入のあった学校

以外の小中学校の学

校長等） 

①教育委員会からの指示により、全校一斉放送等で学級担任等に

混入のあった料理の喫食を中止し、回収するよう指示するととも

に、児童・生徒の安全確認及び喫食状況等を調査する。 

②調査結果について、教育委員会に電話で報告する。 

③教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。 

 

教育委員会 ①学校長等からの報告を受け、現地に職員を派遣し、異物混入の状

況及び原因究明を図る。 

②学校長等から報告のあった異物混入の状況を、「嘉穂・鞍手保健

福祉環境事務所」及び「筑豊教育事務所」に電話で報告するととも

に、対処について相談し、被害の拡大防止措置を講じる。また、他

の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混

入のあった料理の喫食を中止するよう、電話連絡を行う。 

③回収した料理に代わる食料の対応について検討する。 

④異物混入の事実について文書をまとめ、異物混入のあった全小

中学校及び喫食を中止した他の全小中学校へメール及びＦＡＸを

送信する。 

⑤対応状況及び対応結果等について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事

務所」及び「筑豊教育事務所」に報告する。混入原因が納入業者等

にあると考えられる場合には、当該業者に報告する。 

 

異物混入の原因と考

えられる納入業者 

①担当栄養士からの連絡を受け、現地に従業員を派遣し、異物混入

の状況を確認及び原因究明を図る。 

②全小中学校から混入のあった原材料の回収を行い、一時保管す

る。 

③混入の事実について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所」に報告

する。 

④混入の原因、経過、改善策を記載した「事故報告書」を教育委員

会に提出する。 
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３．【分類Ⅲ】  異物自体は不快であり衛生的ではないが、健康への影響が少ないと思われ

る異物であり、かつ混入した異物が「多量」または「取り除くことが困難」

である場合の対応 

 

 配膳中  当該料理の提供中止 

 配膳後  喫食の中止 

 

※他の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混入のあった料理の喫

食を中止し、回収する。 

実施主体 対処内容 

混入のあった学校 

（学級担任等） 

多量の異物混入があったクラス 

①異物の混入を確認した学級担任等は、児童・生徒に注意を呼びか

けるとともに、安全確認を行う。発見された異物の数が多量の場合

は、ただちに混入のあった料理の喫食を一時中止する。 

②異物の種類や数量、形状、混入状況及び喫食状況等を調査し、学

校長及び担当栄養士等に報告する。 

③学校長等の指示により、混入のあった料理の喫食を中止し、回収

する。 

④学校長等の指示により、不足する料理を学校内で手配し、喫食す

る。 

 

混入がなかったクラス 

①校内一斉放送等で、学校長等からの指示に従い、児童・生徒への

注意喚起、または、喫食を中止させ、児童・生徒の安全確認を行う。 

②喫食を中止した場合は、学校長等の指示により、混入のあった料

理の喫食状況等を調査し、学校長等に報告する。 

混入のあった学校 

（学校長等） 

多量の異物混入の報告があった学級が１クラスのみであった場合 

①多量の異物が発見された場合は、喫食を中止し、回収するよう学

級担任等に指示する。 

②校内一斉放送等で全学級の学級担任等に異物混入の状況を連絡

し、注意を呼びかける。 

③学級担任等から聴取した異物混入の事実について、教育委員会

に電話で報告する。 

④「様式１異物混入状況報告書」を教育委員会に提出する。 

⑤教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。また、喫食を
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行った児童・生徒の保護者に対し、異物混入の事実について連絡を

行うよう、学級担任等に指示する。 

 

複数のクラスから多量の異物混入の報告があった場合 

①校内一斉放送等で全学級の学級担任等に混入のあった料理の喫

食を中止し、回収するよう指示するとともに、児童・生徒の安全確

認及び喫食状況等を調査するよう指示する。 

②学級担任等から聴取した異物混入の状況について、教育委員会

に電話で報告する。 

③「様式１異物混入状況報告書」を教育委員会に提出する。 

④教育委員会から送信されてきた異物混入の事実について説明し

た保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に配布する。また、喫食を

行った児童・生徒の保護者に対し、異物混入の事実について連絡を

行うよう、学級担任等に指示する。 

 

混入のあった学校 

（栄養士等） 

①学級担任等からの報告を受け、調理員に異物混入の状況及び原

因究明を図るよう指示する。 

②異物混入の原因が納入業者等にある場合については、当該業者

に連絡をし、速やかに原因究明を行うよう指示する。 

③異物の混入経路やその事実について整理し、学校長等に報告す

る。 

 

その他の学校 

（混入のあった学校

以外の小中学校の学

校長等） 

①教育委員会からの喫食中止の連絡を受けた場合、校内一斉放送

等により学級担任等に異物混入の情報を通知し、喫食を中止する。 

②異物混入の状況により、教育委員会から送信されてきた異物混

入の事実について説明した保護者宛の文書を印刷し、児童・生徒に

配布する。 

 

教育委員会 ①学校長等からの報告を受け、現地に職員を派遣し、異物混入の状

況及び原因究明を図る。 

②学校長等から報告のあった異物混入の状況を、「嘉穂・鞍手保健

福祉環境事務所」及び「筑豊教育事務所」に電話で報告するととも

に、対処について相談し、被害の拡大防止措置を講じる。また、他

の学校への混入も考えられる場合については、当該小中学校で混

入のあった料理の喫食を中止するよう、電話連絡を行う。 

③回収した料理に代わる食料の対応について検討する。 
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④異物混入の事実について文書をまとめ、異物混入のあった全小

中学校及び喫食を中止した他の全小中学校へメール及びＦＡＸを

送信する。 

⑤対応状況及び対応結果等について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事

務所」及び「筑豊教育事務所」に報告する。混入原因が納入業者等

にあると考えられる場合には、当該業者に報告する。 

 

異物混入の原因と考

えられる納入業者 

①担当栄養士からの連絡を受け、現地に従業員を派遣し、異物混入

の状況を確認及び原因究明を図る。 

②全小中学校から混入のあった原材料の回収を行い、一時保管す

る。 

③混入の事実について、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所」に報告

する。 

④混入の原因、経過、改善策を記載した「事故報告書」を教育委員

会に提出する。 
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４．【分類Ⅳ】異物自体は不快であり衛生的ではないが、健康への影響が少ないと思われる

異物であり、かつ混入した異物が「少量」または「取り除くことが可能」で

ある場合の対応 

 

 配膳中  交換 

 配膳後  交換 

 

実施主体 対処内容 

混入のあった学校 

（学級担任等） 

①異物混入を確認した学級担任等は注意を呼びかけるとともに、

児童・生徒の安全確認を行う。 

②配膳後の料理から異物が発見された場合、担当栄養士等及び学

校長等に報告し、学校長等の指示により、新しい料理に取り替えて

喫食する。 

③食缶内から異物が発見された場合、担当栄養士等及び学校長等

に報告し、学校長等の指示により、異物を取り除いて喫食する。 

 

混入のあった学校 

（学校長等） 

①異物混入の報告があった学級担任等に対し、新しい料理に取り

替えて喫食するよう指示する。また、食缶内で異物が発見された場

合は、異物を取り除いて喫食するよう学級担任等に指示する。 

②児童・生徒が喫食中に料理に混入した異物を発見した場合、当該

児童・生徒の保護者に連絡する。 

 

混入のあった学校 

（栄養士等） 

①学級担任等からの報告を受け、調理員に異物混入の状況及び原

因究明を図るよう指示する。 

②異物混入の原因が納入業者等にある場合については、当該業者

に連絡をし、速やかに原因究明を行うよう指示する。 

③異物の混入経路やその事実について整理し、学校長等に報告す

る。 

 

異物混入の原因と考

えられる納入業者 

①担当栄養士からの連絡を受け、現地に従業員を派遣し、異物混入

の状況を確認及び原因究明を図る。 

②混入の原因、経過、改善策を記載した「事故報告書」を教育委員

会に提出する。 
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Ⅳ 調理員の各種点検及び遵守事項 

 

１．下処理室・調理場の点検 

(１) 調理室への、関係者以外の立ち入りを禁止する。 

(２) 床、扉、窓等設備に汚染や破損がないか確認する。 

(３) 調理場における調理機器・器具・用具の点検を行う。 

① 調理開始前に調理機器等の点検や異物の有無の確認を行い、破損等による給食への

混入の未然防止に努める。 

② 調理機器等の異常を確認した場合は、調理責任者より速やかに担当栄養士に報告し、

その後の機器等の使用について指示を受ける。 

(４) 調理機器・器具・用具については、正しい取扱方法により使用する。 

① 調理機器等を取り扱う際は、破損等が起こらないよう丁寧な扱いを心がける。 

(５) 調理場内の整理整頓、清掃を実施し、窓の開放は原則行わない。 

(６) 各種点検簿の各項目の確認及びチェックを行う。 

(７) 最終退勤者による施錠の確認を行う。 

 

２．調理員の遵守事項の点検 

(１) 調理場への入場の際の安全点検を徹底する。 

(２) 調理場への入場の際は、異物となりうるものの持ち込みは禁止する。 

(３) 調理場に入場する前の日常の被服等の点検を徹底する。 

① 白衣・ズボン・帽子・靴を正しく着用していることを確認する。 

② マスクは鼻と口を覆うこと。 

③ 帽子は毛髪を覆うこと。 

④ 指輪等は外すこと。 

⑤ 眼鏡を必要とする調理員は着用可とする。 

⑥ 調理場への入場前には身なりの確認を行い、粘着シート等により埃や糸くずなどを

除去すること。 

 

３．作業における遵守事項 

(１) 各出入り口の開閉は速やかに行い、開放は禁止する。 

(２) 全ての調理段階で、細心の注意を払い、異物の発見及び混入の防止に努めること。 
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Ⅴ 学校における異物混入時の対応方法の共有及び児童・生徒への指導 

 

１．教職員間における異物混入時の対応方法の共有 

(１) 「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」を参考に、各学校での異物混入時の対応

方法について定め、全職員間で共有すること。 

(２) 異物混入発生後に、職員間の対応に支障がなかったか振り返りを行うこと。 

  

２．各調理場内における異物混入時の対応方法の共有 

(１) 「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」を参考に作成された各学校における異

物混入時の対応方法を確認し、全調理員間で共有すること。 

 (２) 異物混入発生後に、調理員間の対応に支障がなかったか振り返りを行うこと。 

 

３．児童・生徒への指導 

(１) 各教室での配膳の際には、学級担任等の管理・監督のもと異物が混入しないよう十

分注意すること。 

(２) 給食当番等の白衣・帽子等を着用するなど、配膳の過程において異物が混入しない

よう十分注意することを指導する。 

(３) 各教室において、コンパスの針・画鋲・ホッチキスの針・磁石など整理整頓に努め、

異物として給食に混入しないよう指導する。 

(４) 危険異物が給食に混入した場合の危険性や、その防止に努めるよう指導する。 

 

 

Ⅵ 保護者への対応 

 

１．保護者への連絡 

(１) 給食の中止または一部中止の場合は、早急に保護者全員へ連絡する。 

(２) 異物を発見するなどの被害にあった児童・生徒の保護者へは、経過を含め電話等で

すみやかに謝罪する。 

 

２．保護者への報告 

保護者全員に対し、異物混入の事実経過を文書で報告する。（必要があれば保護者会を開

き説明する。） 

 

 

 


