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はじめに 
ニューヨーク市の保健局は、市と州の食品安全に関する法規の遵守状況を監視するため、毎年 

27,000件の飲食店舗を対象に衛生検査を実施しています (本ガイドでは「飲食店舗」を「レストラ

ン」と記します)。本ガイドは、飲食店舗自己点検チェックシート (12頁の後) と飲食店舗検査採点

基準:違反状態のガイド(8頁)を内容に含み、検査の流れやレストランの格付けプログラムに関する情

報を提供しています。 

 

接客スタッフを含む飲食店舗で働くすべての人は、食品の疾病を予防するために、食品の安全な

調理と取り扱いの方法を理解する必要があります。経営者とマネージャーは、このガイドをよく

読み、従業員と共有し、レストランの物理的・環境的な衛生管理状態を定期的に点検するため

に、自己点検チェックシート (12 頁の後) を活用しましょう。 

保健局の検査方法は、「Rules of the City of New York (ニューヨーク市規則)」のタイトル 24、23 章の

「Food Service Establishment Procedures (飲食店舗向けの手順)」と題された規定に定められています。 
 
食品安全には積極的な管理が必要 
 衛生管理に常に目を配り、違反を自主的に是正している飲食業者は、市の検査の際に良い結果を

出せる可能性が高くなります。当保健局は、全飲食業者に対し、インターネット上の情報や対面

クラスのコースを活用し、食品安全対策と自己点検を実施することにより安全衛生規則の遵守を

管理し、違反を防ぐことを奨励しています。 
 
食品安全管理コースと資格証明書 
積極的な管理を促進するために、安全衛生規則には、全営業時間を通し、食品の調理や処理を監視

する食品安全管理の資格証明書を有した飲食業務の監督責任者を置く必要が定められています。監

視の漏れを防ぐため、保健局は食品安全管理の資格証明書を有するスタッフを 2 名以上置くことを

飲食店舗に推奨しています。 

資格証明書を取得するには、食品安全と規制上の要件に関する飲食業者向けの食品安全管理コー

スを受講し、そのコースに合格する必要があります。授業は、保健局のヘルスアカデミー及びオ

ンラインにおいて、 英語、中国語、スペイン語の３ヶ国語で提供されています

(http://www1.nyc.gov/site/doh/business/health-academy/food-protection-online-free. page)。ヘルスアカデミ

ーのコースは、月～金曜日の 5 日間、半日ずつかけて開講され、最終日には試験が実施されま

す。当オンラインコースはいつでも受講可能ですが、最終試験はヘルスアカデミーで受ける必要

があります。 
 

保健局認定の受講施設の食品安全管理の授業は、ニュー

ヨーク市立大学とNew York State Restaurant Association (ニ

ューヨーク州レストラン協会) でも受講できます。 

当コースの内 1 つに合格した監督責任者は、ヘルスアカ

デミーでの短縮コースが受講可能となり、試験に合格し

た後、資格証明書の取得対象となります。 
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検査 
ニューヨーク市の全飲食店舗は、安全衛生規則における食品

安全管理の要件を満たしているかを確認するために、年に 1 

回以上、事前通知を伴わない実地検査を受けます。検査員

は、レストランが食品や飲み物の受け取りもしくは調理・準

備を行っている時間中、又は開店時間中にいつでも訪れる可

能性があります。 

保健局の検査員は、理系科目の多数受講を伴う学士号の保有

者です。全検査員は、実際に検査を行う前に、公衆衛生とコ

ミュニケーションに関する教育を数カ月に渡り集中的に受け

ています。検査員は、食中毒の原因となる危害要因を検査

し、飲食業スタッフに対して、原因説明し、各危険要因を検

査報告書に正確に記録することを義務付けられています。 

検査員に対しては、いかなる現金、贈答品、サービスも提供してはならず、また検査員がそれを要

求することも禁じられており、それが行われた場合には犯罪となります。贈賄または収賄を行った

者に対しては、法的な措置がとられます。賄賂または賄賂の試みを報告するには、Inspector General 

Office (首席検査官局) まで電話 (212) 825-2141 にてご連絡ください。 
 
採点対象の違反 
検査中、検査官は、携行しているコンピュータで確認した違反を記録します。各違反は、その種類

と程度、そして公衆に及ぼすリスクに応じる点数の加算対象となります。検査の終わりに、検査ス

コアとして合計点数を算出します。検査スコアが低いほど、安全衛生規則が遵守できていることを

示します。 
 
重大な違反と通常の違反 
安全衛生規則への違反は「重大」なものと「通常」のものに分類
されます（12 頁の後の飲食店舗用の自己点検チェックシート
を参照してください)。 
重大な違反は、公衆衛生への大きなリスクを伴う可能性が高い

ため、食中毒の原因となる確率が通常の違反より高くなりま

す。重大な違反は、通常の違反より高い点数がつけられます。

食品の加熱が指定温度に満たない場合には重大な違反となり、

冷蔵庫内に正確な温度計が備わっていない場合には通常の違反

となります。 
「公衆衛生の危害要因」は、安全衛生に緊急の危険を及ぼす重

大な違反を指します。深刻な違反であるため、最も高い点数の

加算対象となります。 

飲食店舗が検査修了時までに公衆衛生の危害要因を是正しない場合、保健局は即時に営業停止命

令を出す場合があります。 

「許可前の重大な違反」は、例えば、汚水処理が不適切であることや、調理エリア付近に手洗い

設備がないといった店舗の設計上の重大な違反を指します。これらいずれかの違反状態がある場

合、保健局は飲食店舗に対し免許を付与することができません。この違反は、飲食店舗の開業

前、またはすでに開店している場合には、ただちに是正する必要があります。この違反は、飲食

店舗の安全な設計と運営に重大な影響を及ぼすため、最も高い点数の加算対象となります。 
 

 

 重大な違反、通常の違反は、本書の「自己点検チェックシート」に記載されていま

す。公衆衛生の危害要因は、星印 (*)、許可前の重大な違反は、プラス記号 (+) で示

されています。 
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違反状態のレベル 
重大な違反または通常の違反に対して飲食店舗に課される点数は、違反状態のレベ

ルつまり、違反の程度と頻度によりきまります。 

    全ての違反状態レベルは、特定の基準に応じて決定されます。 

            (8頁の「飲食店舗検査採点基準 - 違反状態のガイド」を参照) 

違反によっては、違反状態のレベルと基準が他の違反に比べて、より細

かく規定されています。違反状態は、最も点数が少ないレベル 1 か

ら、最も点数が多いレベル 5 まであります。例えば、汚染食品が1つ

確認された場合、重大な違反点数の最も少ない違反状態レベル 

1 の違反と見なさます。それに対し、汚染食品が 4 つ以上確認

された場合には、違反状態レベル 4 の違反となり、飲食業者

に対して高い違反点数が課されます。違反状態レベル 5 は、

ほとんどの場合、検査時に是正されなかった公衆衛生の危害

要因の点数とみなされ、通常 28点が課されます。 

 
採点対象外の違反 
指摘された違反のうち違反通知、罰金、フォローアッ

プ検査につながっても、検査スコアへの加算対象には

ならないものもあります。(12 頁の後の「飲食店舗用

の自己点検チェックシート」を参照してください)。 

 
検査報告書と違反の通知 
検査の最後に、検査官は以下のことを行います。 
■ 衛生検査の結果を飲食業者と共に確認し、各違反を説明し、それらを是正して食品安全を改善

するための対策を推奨します。指摘された違反は出来る限り早く是正し、飲食店舗は再発を防

ぐための措置を取る必要があります。 
■ 検査官が観察した内容、違反の点数、検査のスコアを記載した検査報告書を交付します。 
■ 通常の違反のスコアが 14 点以上である場合には、違反通知を交付します。重大な違反または採

点対象外の違反が指摘された場合には、検査官が違反通知を交付する場合もあります。違反通

知に検査官と飲食業者が署名します。 
■ 違反通知には Office of Trials and Hearings (OATH: 審理公聴会局) の Health Hearings Division (衛生公

聴会部門) において、公聴会検査官により審理される日の日付が記載されます。違反通知の裏側

には、OATH の連絡先、公聴会についての説明、郵送での調停および審理に関する情報が含ま

れます。罰金額は OATH により決定されます。罰金は違反 1 件あたり $200～$2000 課され、違反

が繰り返された場合にはより高くなる場合もあります。 
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 本書内の「自己点検チェックシート」と「違反状態のガイド」を活用して、定期的に自

己点検を行いましょう。これらのワークシートには、検査官が目につけるであろう違反

例と各違反に課される点数が記載されています。店舗内の違反を定期的に特定し、ただ

ちに是正することにより、顧客の安全を守れるだけでなく、検査に合格する確率が高ま

ります。 



営業停止と再開店 
  保健局は、検査終了時までに公衆衛生の危害要因の是正がなされていない場合、または飲食店舗

が有効な許可を受けずに営業している場合、一時的に営業停止を命ずる場合があります。また、3 

回連続して検査スコアが 28 点以上であった場合にも営業停止となる場合があります。営業停止に

先立ち、検査官から連絡を受けた当局監督責任者が店舗の営業停止か否かを決定します。営業停止

された場合には、窓、ドア、またはその両方に閉店の告知をただちに掲示し、全営業を停止し、保

健局から再開店の許可を得るまでは飲食店舗の休業状態を継続する必要があります。保健局は休業

状態の持続を監視し、店舗が営業停止の命令に従わない場合には、さらなる違反を通告する場合が

あります。 

 再開店するためには、店舗は営業停止の原因となった違反を全て是正したことを示す文書を保健局

に提出する必要があります。飲食業者は、保健局の監督責任者との非公式の会議への参加を求めら

れるかもしれません。衛生状態の改善が見られた場合、店舗を閉店したままの状態で、検査官によ

り再開店のための検査が実施されます。再開店を許可するかは、保健局の監督責任者が決定しま

す。 

  再開店後、安全衛生規則の遵守を確認するために、再度店舗の検査が実施されます。遵守が十分

な場合には、営業の継続が許可され、約 ３ヶ月後に再度検査が実施されます。違反が繰り返された

場合には、OATH の公聴会において、保健局が飲食業者の免許の取り消し又は停止のために手続き

を開始する場合があります。その場合、より長期的または恒久的な営業停止処分につながる場合が

あります。 

 
飲食店検査のウェブサイト 
消費者は店舗の検査歴を確認できます。飲食店店舗の点数 、評価、検査結果の詳細は、保健

局の飲食店検査ウェブサイトnyc.gov/health/restaurantsで検索できます。 

 
評価 
 2010年 7月以降、レストラン、喫茶店、バー、ナイトクラブ、ほとんどのカフェテリア及び定

設フードスタンドを含む指定飲食店舗は、衛生検査スコアに基づくA,B,Cでの評価を掲示する

ことが義務付けられています。 点数が 0～13 点での評価は A、14～27 点は Ｂ、28点以上は C 

となります。 

A,B,C評価は、移動型の食品販売車両、一時的な飲食店舗、小学校又は中学校が運営する飲食店

舗、病院が運営するカフェテリア、刑務所、慈善団体 (無料スープキッチンなどの食事提供プロ

グラム)、メンバーのみに食事を提供するメンバー制の非営利団体により運営される飲食店舗に対

しては実施されません。 
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ヒント: 評価が A の飲食店舗は、B または C の飲食店舗と比べて少ない頻度で検査が行われます。 
点数が 0～13 点=A、点数が14～27点=B、点数が 28点以上=C 



  評価の対象となる検査は一部のみです。全飲食店舗は、年 1 

回以上検査の対象となります。初回の検査で違反点数が 0～

13 点のレストランに対しては、A の評価カードが付与られ、

レストランはそれをただちに掲示する必要があります。 

初回検査で A の点数を得られなかった店舗は、衛生検査を改

善する機会を得て、再検査を受けるまで、評価を掲示する必

要はありません。再検査の際に結果が A であった場合には、

A の評価カードをただちに掲示してください。再検査の際に 

B または C の評価となった店舗には、A,B,C評価を表示するカ

ードと「Grade Pending (評価未定)」と書かれたカードの 2 枚

が与えられます。それらの内 1 枚をただちに掲示する必要が

あります。 

  最終的な格付けは OATH により決定されます。 

検査の頻度は飲食店舗に与えられた点数により変わりま

す。評価が A のレストランは、B または C のレストランと

比べて少ない頻度で検査が行われます。検査結果が劣る店

舗に対し、より高い頻度で検査をすることにより、当保健

局は食品安全の実践状況をより頻繁に監視できると同時

に、評価を改善する機会を店舗により多く与えることがで

きます。 

A,B,C評価、又は「Grade Pending (評価未定)」のカードは、歩

行者の目につきやすい場所に掲示する必要があります。正面

の窓、ドア、又は屋外の壁に掲示してください。カードは正

面ドア又はその他の扉から 5 フィート（1.5ｍ）内、地面また

は床から 6 フィート（1.8m）内に掲示する必要があります。 

詳細については、http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators.page をご覧ください。 
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すべての飲食店で「Ａ」を達成しましょう 
よくある衛生上の違反を避けましょう 
以下の手順に従えば、食品安全の評価がAになり、顧客を食中毒から守る

こともできます。 よく見受けられる違反を避け「A」 を達成しましょう。 
 
従業員は、基本的な食品安全の研修を修

了することを必須とし、食品安全管理の

資格証明書を有するスタッフの監督のも
とに置きましょう。 
■ 飲食店舗が食品の受け取りもしくは調理・準備を行っ

ている際に、必ず食品安全管理の資格証明書を有する

監督責任者が現場にいるように、従業員の仕事のスケ

ジュールを調整しましょう。 
■ 飲食店舗の衛生状態と従業員の食品安全管理の実践を定

期的に評価し、改善するために、自己点検チェックシー

トの活用の研修を監督責任者に行いましょう。 
■ 食品を取り扱う全従業員に対して食品安全の研

修を提供しましょう。 
 
食品を適切な温度で保存しましょう。 
■ 保存温度に関する保健局の規則を確認しましょ

う。 
■ 高温及び低温の食品を保存する器具が正常に作

動していることを確認しましょう。 
■ 高温又は低温で保存されている食品の温度を監視す

るために温度計を使いましょう。 
■ 高温又は低温の保存環境から取り出した食品に留意

し、常温に置かれた時間を記録しましょう。 
 
ネズミや害虫の原因となる状態を抑制しまし

ょう。 
■ 壁、棚、ドアのひび、割れ目、穴をふさぎ、ネズミ、ゴ

キブリ、ハエ等の侵入を防ぎましょう。 
■ 屋外のドアにネズミの侵入を防ぐものを取り付けましょ

う。 
■ 食品とゴミは、ネズミや害虫の侵入を防ぐ容器に保存し

ましょう。 
■ 油脂、油、食品のカス等を床面を含む全ての表面

及び器具からきれいに取り除きましょう。 
■ レンジフードは汚れや油脂のない状態に保ちましょう。 
■ 飲食店舗向けに業務を行う免許を持つ害虫駆除専門の

業者と契約を結びましょう。 

保存、調理、配送、陳列の際に食品を汚染から

守りましょう。 
■ 料理はお客様に出すまでふた等をかぶせておきまし

ょう。 
■ 温度と種類により食品を分離しましょう。潜在的

な危険性のある食材 (生の鶏肉等) と加熱せずに食
べられる食品 (サラダミックス等) は別々にして、
二次汚染を防ぎましょう。 

 
全ての食品接触面を管理しましょう。 
■ 調理用表面は、使用後毎回洗い、消毒しましょ

う。こびりついた食材は取り除きましょう。 
■ 深い溝がついたまな板やひび・破損のある表

面は、十分な消毒が可能なように修理又は交

換しましょう。 
 
全ての食品非接触面を管理しましょう。 
■ 適合する素材については保健局の規則を再確認し

てください。表面が滑らかで汚れを落とせるもの

である必要があります。 
■ 全ての表面を清潔に保ちましょう。 

 
全ての配管の状態を管理し、頻繁に点検しま

しょう。 
■ 配管器具を監視し、必要な修理はただちに行

いましょう。 
■ 配管には、逆流を防ぐために、指定の器具 (バ
ルブ、サイホン防止部品、バキュームブレー

カー) を使いましょう。 
■ グリーストラップは定期的に掃除し、清潔な状態に

保ちましょう。 
 
 
 
 

 
 
 
 

飲食業者のためのガイド  



* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド  
重大違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

2A* 食品が必要最低温
度で加熱されてい

ない。 

   肉、挽肉など、潜在的危険

性のある食材 (PHF) を十分に

加熱していない。ただし、

顧客が最低温度未満に加熱

した料理を出すよう特別に

注文した場合を除く。 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合検査官は、保

健局に電話をし、営業

停止又はその他の措置

の施行を検討する必要

がある。 

2B* 高温料理が 140°F

（60℃） 以上に保たれ

ていない。 

高温料理 1 品の温度が 1 

箇所で逸脱している。 

例: 鶏手羽先焼きのトレイ 1 つ

が 115°F （46℃）で保存され
ている。 

高温料理 2 品の温度が逸脱し

ているか、同じ種類の料理の

温度が 2 箇所で逸脱してい

る。 
例: 鶏手羽先焼きのトレイ 1 

つと飯がはいった容器 1 つが 

115°F （46℃）で保存されて
いる。または、スチームテ

ーブル上の鶏手羽先焼きの

トレイ 1 つと調理エリアの鶏

手羽先焼きのトレイ 1 つが 

115°F（46℃） で保存されて

いる。 

高温料理 3 品の温度が逸脱し

ているか、同じ種類の料理の

温度が 3 箇所で逸脱してい

る。 
例: 鶏手羽先焼きのトレイ 1 

つ、飯が入った容器 1 つ、お

よびローストビーフの皿が 

115°F（46℃） で保存されて

いる。または、スチームテー

ブル上の鶏手羽先焼きのトレ

イ 1 つ、調理エリアの鶏手羽

先焼きのトレイ 1 つ、及びデ

ィープフライヤー付近のカゴ 

に盛られたチキンが 115°F

（46℃）で保存されている。 

高温料理4品の温度が逸脱し

ているか、同じ種類の料理

の温度が 4 箇所以上で逸脱し

ている。 
例: 鶏手羽先焼きのトレイ 1 

つ、飯が入った容器 1 つ、

ローストビーフの皿、及び

ビーフシチューの深皿が 

115°F（46℃） で保存されて

いる。または、スチームテ

ーブル上の鶏手羽先焼きの

トレイ 1 つ、調理エリアの

鶏手羽先焼きのトレイ 1 

つ、ディープフライヤー付

近のカゴ に盛られたチキ

ン、及びロティサリーマシ

ンに入ったチキン 11 個が 

115°F（46℃）で保存されて
いる。 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合検査官は、保

健局に電話をし、営業

停止又はその他の措置

の施行を検討する必要

がある。 

2C 加熱済みの高温料理

を冷蔵した後、2時間

以内に 165°F（74℃）
以上に再加熱するこ

となく、長時間置い

てから顧客に出して

いる。 
 

加熱済みの高温料理1品を冷

蔵した後、顧客に出す前に 

165°F （74℃）以上に再加熱
していない。 

例: チキンスープ。 

加熱済みの高温料理２品を

冷蔵した後、顧客に出す前

に 165°F（74℃）以上に再加
熱していない。 
例： チキンスープとロースト

ハム。 

加熱済みの高温料理３品を冷

蔵した後、顧客に出す前に 

165°F（74℃）以上に再加熱
していない。 
例： チキンスープ、ロース

トハム、ターキー薄切り。 

加熱済みの高温料理４品以

上を冷蔵した後、顧客に出

す前に 165°F（74℃）以上
に再加熱していない。 
例: チキンスープ、ロース

トハム、ターキー薄切り、

ミートローフ、ロブスター

ビスク。 

 

2D 加熱が必要な商業食品加

工施設からの潜在的危険

性のある調理済み食材を 

2 時間以内に140°F

（60℃）に加熱していな
い。 

市販加工食品 1 品 を140°F 

（60℃）に加熱していない。 

 
例: ビーフハンバーグ。 

市販加工食品 2 品 を140°F 

（60℃）に加熱していな
い。 
例: ビーフハンバーグとク

ラムチャウダー。 

市販加工食品 3 品 を140°F 

（60℃）に加熱していな
い。 
例l ビーフハンバーグ、クラ

ムチャウダー、スモークター

キー。 

市販加工食品 4 品 以上を

140°F（60℃）に加熱していな
い。 
例l ビーフハンバーグ、クラ

ムチャウダー、スモークタ

ーキー、コーンビーフ、ジ

ャイロ。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲
食
業
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

2E 丸焼用冷凍鳥肉または

鳥胸肉を冷凍状態のま

たは一部解凍した状態

で加熱している。ただ

し1皿分だけの場合は除

く。 

丸焼用冷凍鳥肉または鳥胸肉 

1 品を冷凍状態のまま加熱し

ている。 

例: 鶏胸肉。 

丸焼用冷凍鳥肉または鳥胸

肉 2 品以上を冷凍状態のま

ま加熱している。 

例: 鶏胸肉、ホールチキ
ン、ターキーブレスト、鴨

肉。 

 
 

注: 鳥肉を必要最低温度以上に十分加熱できていな
い場合には、*2A の違反となります。 

2F 肉、魚、軟体甲殻類を

生のまま顧客に出して

いるか 

事前に告げずに生焼け

状態で 

客に出している。 

   肉、挽肉、魚、軟体甲殻類

など、潜在的危険性のある

食材 (PHF) を十分に加熱し

ていない。ただし、顧客が

最低温度未満に加熱した料

理を出すよう特別に注文し

た場合を除く。 

 

2G* 低温の食品を 41℉
（5℃）を超える温度で
保存している (魚の燻製

と低酸素包装の食品の場

合には 38℉（3℃）超)。

ただし必要な調理手段で

ある場合は除く。 

低温の食品 1 品の温度が 1 

箇所で逸脱している。 
例: 厚切りのスモークサーモ

ン 1 切れ、薄切りのスモーク

サーモンのパッケージ 1 つ、

またはそれを盛ったトレイ 1 

つが 38℉（3℃）を超えてい
る。または、陳列ケースのポ

テトサラダのトレイ 1 つが 

41℉（5℃）を超えている。 

低温の食品 2 品の温度が逸脱

しているか、同じ食 

品の温度が 2 箇所で逸脱して

いる。 
例: 厚切りのスモークサーモ

ン 1 切れが 38℉（3℃）を超
え、スライストマトのトレイ 

1 つが 41℉（5℃）を超えて
いる。または、陳列ケースの

ポテトサラダのボウル 1 つと

調理エリアのポテトサラダの

ボウル 1 つが 41℉（5℃）を
超えている。 

低温の食品 3 品の温度が逸

脱している。 
例: 厚切りのスモークサーモ

ン 1 切れが 38℉（3℃）を超
え、スライストマトのトレイ 

1 つとツナサラダの皿 1 つが 

41℉（5℃）を超えている。
または、陳列ケースのポテト

サラダのボウル 1 つ、調理エ

リアのポテトサラダのボウル 

1 つ、ニンニク入りオイルが 

41℉（5℃）を超えている。 

低温の食品 4 品の温度が逸脱

している。 
例: 厚切りのスモークサーモ

ン 1 切れが 38℉（3℃）を超
え、スライストマトのトレ

イ 1 つ、ニンニク入りオイル

のボウル 1 つ、カラードグリ

ーンのボウル 1 つが 41℉
（5℃）を超えている。また
は、陳列ケースのポテトサ

ラダのボウル 1 つ、リーチイ

ン冷蔵庫のポテトサラダの

トレイ 1 つ、調理テーブルの

ポテトサラダのトレイ 1 つが 

41℉（5℃）を超えている。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

2H* 食品の内部温度を 2 時間以

内に 140℉（60℃）から 

70℉（21℃）以下に冷却

し、その後 4 時間以内に 

70℉（21℃）から 41℉
（5℃）以下に冷却する事

を指定の方法で行われてい

ない。 

食品1品が指定の方法で冷却

されていない。 

例: 七面鳥丸焼き1

羽。 

食品2品が指定の方法で冷却

されていない。 

例: 七面鳥丸焼き 2 羽。 

食品３品が指定の方法で冷

却されていない。 

例: 七面鳥丸焼き 2 羽と深皿

のチキンシチューの容器  1 

つ。 

食品4品以上が指定の方法で冷

却されていない。 

例: 七面鳥丸焼き 2 羽、深皿

のチキンシチューの容器 1 

つ、炊いたご飯 10 パウンド

（4.5kg）。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

2I 常温の食材を使って調

理した料理を 4 時間以

内に 41℉（５℃） 以下

に冷却していない。 

常温の食材を使って調理

した料理1品を 

41℉（５℃）以下に冷却して

いない。 
例: ツナ缶詰を使って調理し

たツナサラダの温度が41℉
（５℃）を超えている。 

常温の食材を使って調理

した料理 2 品を 

41℉（５℃）以下に冷却して

いない。 
例: ツナ缶詰とサーモン缶詰

を使って調理したツナサラダ

とサーモンサラダが 41℉
（５℃）を超えている。 

常温の食材を使って調理

し た 料 理  3 品 を 41℉
（５℃）以下に冷却して

いない。 

 
例: ツナ缶詰とサーモン缶

詰を使って調理したツナサ

ラダとサーモンサラダ、蓋

の開いたイワシ缶詰が 41℉
（５℃）を超えている。 

常温の食材を使って調理し

た料理 4 品以上を41℉
（５℃）以下に冷却してい

ない。 

例: ツナ缶詰とサーモン缶

詰を使って調理したツナサ

ラダとサーモンサラダ、蓋

の開いたイワシ缶詰とアン

チョビ缶詰が 41℉（５℃）
を超えている。 
 

 

2J* 低酸素包装 (ROP) 食品 

の内部温度を加熱後2 

時間以内に38℉（3℃）
以下に冷却し、更に必

要な場合 

は 38℉（3℃）に達してか

ら 6 時間以内に 34℉
（1℃）以下に冷却する事

を指定の方法で行われて

いない。 

ROP 食品 1 品が指定の方法で

冷却されていない。 
例: ROP ビーフシチュー 

(4 oz のパッケージ 12 

個)。 

ROP 食品 2 品が指定の方法で

冷却されていない。 
例: ROP ビーフシチュー (4 

oz のパッケージ 12 個) と 

ROP チキンフリカッセ (2 

lb のパッケージ 2 個)。 

ROP 食品 3 品が指定の方法で

冷却されていない。 
例: ROP ビーフシチュー 

(4 oz のパッケージ 12 

個) 、ROP チキンフリカ

ッセ (2 lb のパッケージ 2 

個)、ROP ポークヒレステ

ーキ (8 oz のパッケージ 

16 個)。 
 

ROP 食品 4 品が指定の方法で

冷却されていない。 
例: ROP ビーフシチュー (4 

oz のパッケージ 12 個) 、

ROP チキンフリカッセ (2 

lb のパッケージ 2 個)、

ROP ポークヒレステーキ 

(8 oz のパッケージ 16 個)、 

ミートソース (1 lb のパ

ッケージ 6 個)。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

3A* 仕入れ先が無許可もしく

は不明の食品または自家

製の缶詰。低酸素包装 

(ROP) の魚を加工前に冷

凍していない。または 

ROP 食品を施設内で調理

してから別の場所に輸送

している場合。 

   1 品以上の食品の仕入れ先

が許可された先でないまた

は自家製の缶詰。 
例: 野生マッシュルームも

しくはジェリーの自家製缶

詰、または加工前に冷凍さ

れていない ROP の魚。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

3B* 軟体甲殻類の仕入れ先が

許可された先でなく、タ

グやラベルが不適正であ

る。タグが90 日間保管さ

れていない。 

 

   軟体甲殻類の容器または種類

の1つ以上の仕入れ先が許可さ

れた先でなく、タグやラベル

が不適正である。タグが 90 日

間保管されていない。 

例: 二枚貝がタグ付け

されていない。カキ

のタグが90 日間保管

されていない。ムー

ル貝のラベルが不適

正で、タグ付けされ

ていない。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲
食
業
者
の
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の
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飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

3C* 卵に汚れまたは割れ目が認

められる。液状、冷凍、ま

たは粉末状の卵が低温殺菌

されていない。 

汚れや割れ目がある卵 1～

6 個または低温殺菌されて

いない液状、冷凍、粉末

状の卵。 
例: 汚れや割れ目がある卵 

4 個。または低温殺菌され

ていない液状の卵の容器 1 

つ。 

汚れや割れ目がある卵 7～

12 個または低温殺菌されて

いない液状、冷凍、粉末状

の卵の容器 2 つ。 
例: 汚れや割れ目がある卵 

9 個。または低温殺菌され

ていない液状の卵の容器 2 

つ。 

汚れや割れ目がある卵13～24 

個。または低温殺菌されてい

ない液状、冷凍、粉末状の卵

の容器 3 つ。 

例: 汚れや割れ目がある卵が16 

個ある。または、汚れや割れ

目がある卵 14 個と低温殺菌さ

れていない液状の卵の容器が 

2 つ。 

汚れや割れ目がある卵が25 

個以上。または低温殺菌さ

れていない液状、冷凍、粉

末状の卵の容器 4 つ。 
例: 汚れや割れ目がある卵が25 

個以上。または汚れや割れ目

がある卵 18 個と低温殺菌され

ていない液状の卵の容器 1 

つ。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

3D* 缶詰食品の缶に膨れ、漏

れ、サビがあり、消費可

能な食品と分別されてい

ない。 

缶詰食品の缶 1～6 個に

膨れ、漏れ、サビがあ

り、消費可能な食品と分

別されていない。 

例: トマトペーストの缶 1 個

が膨れ、サーモンの缶 1 個

にサビがあり、食材保管棚

に保管されている。 

缶詰食品の缶 7～12 個に膨

れ、漏れ、サビがあり、消費

可能な食品と分別されていな

い。 

例: トマトペーストの缶 3 個

が膨れ、サーモンの缶 2 個と

マッシュルームの缶 2 個にサ

ビがあり、食材保管棚に保管

されている。 

缶詰食品の缶 13～18 個に膨

れ、漏れ、サビがあり、消

費可能な食品と分別されて

いない。 

例: トマトペーストの缶 10 個

が膨れ、サーモンの缶 2 個と

マッシュルームの缶 2 個にサ

ビがあり、食材保管棚に保管

されている。 

缶詰食品の缶 19 個以上に

膨れ、漏れ、サビがあり、

消費可能な食品と分別され

ていない。 

例: トマトペーストの缶 10 

個が膨れ、サーモンの缶 2 

個とマッシュルームの缶 2 

個にサビがあり、ベークド

ビーンの缶 15 個が漏れ、食

材保管棚に保管されてい

る。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

3E* 飲料水供給が不適正で

ある。飲用不可または

入手先が不適切な水や

氷。 

飲料水供給が二次汚染さ

れている。 

   飲料水供給が不適正。飲用

不可または入手先が不適切

な水や氷。飲料水供給が二

次汚染されている。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
3F* 低温殺菌されていな

い牛乳または乳製

品。 

   低温殺菌されていない牛乳ま

たは乳製品。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
3G 生の食品を客に出す前

に十分洗っていない。 

生の食品 1 種類を客に出

す前に十分洗っていな

い。 

例: レタス 2 玉 

生の食品 2 種類を客に出す前

に十分洗っていない。 
例: レタス 2 玉とニンジ

ン 1 束 

生の食品 3 種類を客に出す前

に十分洗っていな 

い。 
例: レタス 2 玉、ニンジン 1 

束、ブロッコリー 1 株。 

生の食品 4 種類以上を客に出

す前に十分洗っていない。 
例: レタス 2 玉、ニンジン 1 

束、ブロッコリー 1 株、キ

ャベツ 1 玉。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

4A 飲食業務の監督責任者が

食品安全管理の資格証明

書 (FPC: Food Protection 

Certificate) を有さない。 

    飲食業務の監督責任者が FPC 

を有さない。 

4B* 飲食業務スタッフが食物

を媒介して人に移し得る

感染症にかかっている状

態、または化膿した切り

傷や火傷が手にありその

傷口が露出している状態

で、調理を行うか、調

理・飲食器具を取り扱っ

ている場合。 

   飲食業務スタッフが食物を

媒介して人に移し得る感染

症にかかっている状態、ま

たは化膿した切り傷や火傷

が手にありその傷口が露出

している状態で、調理を行

うか、調理・飲食器具を取

り扱っている場合。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

4C* 飲食業務スタッフが、

素手で食品に触れない

ようにするために適正

な器具を使用しかなっ

た上、その食品の加熱

処理も行わなかった。 

 

飲食業務スタッフ 1 人が即

席食品の調理を素手で行っ

ている。 

 
例: 飲食業務スタッフ 1 人が

正面の調理エリアでサンドイ

ッチを作っている。 

飲食業務スタッフ 2 人が即

席食品の調理を素手で行っ

ている。 
 
例: 飲食業務スタッフ 1 人が

正面の調理エリアでサンド

イッチを作り、飲食業務ス

タッフ 1 人が厨房でシーザ

ーサラダを調理している。 

飲食業務スタッフ３人が即席

食品の調理を素手で行ってい

る。 
例: 飲食業務スタッフ 1 人が

正面の調理エリアでサンド

イッチを作り、飲食業務ス

タッフ 1 人が厨房でシーザ

ーサラダを調理し、飲食業

務スタッフ 1 人が地下室で

シュリンプカクテルを調理

している。 

飲食業務スタッフ 4 人以上が

即席食品の調理を素手で行っ

ている。 
例: 飲食業務スタッフ2人が

正面の調理エリアでサンド

イッチを作り、飲食業務ス

タッフ 1 人が厨房でシーザ

ーサラダを調理し、飲食業

務スタッフ 1 人が地下室で

シュリンプカクテルを調理

している。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

4D* 飲食業務スタッフがトイ

レの使用、せき、くしゃ

み、喫煙、食事、生の食

品の調理など、手の汚染

後に手を念入りに洗って

いない。 

   飲食業務スタッフがト

イレの使用、せき、く

しゃみ、喫煙、生の食

品の調理など、手の汚

染後に手を洗っていな

い。 
 
 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
4E* 有毒な薬剤のラベル、保

管、または使用が不適正で

あるために、食品の汚染が

発生する可能性がある。 

１つの有毒な薬剤 の表示、

保管、又は使用が不適正であ

るため、食品の汚染が発生す

る可能性がある 

例: ゴキブリ駆除剤スプレー。 

２つの有毒な薬剤 の表示、

保管、又は使用が不適正であ

るため、食品の汚染が発生す

る可能性がある 
例: ゴキブリ駆除剤ス

プレーと漂白剤。 

３つの有毒な薬剤 の表示、

保管、又は使用が不適正であ

るため、食品の汚染が発生す

る可能性がある 
例: ゴキブリ駆除剤スプレ

ー、漂白剤、ブタンガス。 

４つの有毒な薬剤 の表示、

保管、又は使用が不適正であ

るため、食品の汚染が発生す

る可能性がある。 
 
例: ゴキブリ駆除剤スプレー、

漂白剤、ブタンガス、殺鼠

剤。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

4F* 食品、調理場、食材保管

場、または従業員や顧客

が使用する場所が汚水も

しくは液体廃棄物で汚染

されている。 

   食品、調理場、食材保管

場、または従業員や顧客が

使用する場所が汚水もしく

は液体廃棄物で汚染されて

いる。 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合検査官は保健

局に電話を営業停止又

はその他措置の施行を

検討する必要がある。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲
食
業
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

4G* 安全管理されていない、

危険性のあり得る食品を

再利用し客に出してい

る。 

   安全管理されていない危険性

のあり得る食品を再利用し客

に出している。 
 
例: お茶碗のご飯を再利用

して客に出した。 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
4H* 異物混入、汚染、二次汚

染された生ものや、加熱/

調理済の食品、もしくは

HACCP (危害要因分析重要

管理点/Hazard Analysis and 

Critical Control Point) の計

画に従わず破棄されてい

るもの。 

食品 1 品の汚染、異物混

入、汚染、二次汚染が確認

された。 
 
 
 
例: 生鶏肉によるレタスの
汚染、ネズミの糞による

カスタードクリームの汚

染、又は ROP チキンのパ

ッケージ 1 個の HACCP 

計画に準拠しない廃棄。 

食品 2 品または 2 箇所のエリ

アに置かれた同じ食品 2 点に

腐敗、異物混入、汚染、二次

汚染が確認された。 
 
 
例: 生の鶏肉によるレタスと

チキン料理の汚染がある。

または、異物が混入したソ

ーセージ又は魚がある。ま

たは、ROP ビーフシチュー

と ROP チキンが廃棄されて

いない。 

フリカッセの廃棄

が HACCP 計画に

準拠していない。 

食品 3 品または 3 箇所の場

所に置かれた同種の食品 3 

点に腐敗、異物混入、汚

染、または二次汚染が確認

された。 
 
例: レタス、チキン料理、生

卵が生鶏肉により汚染されて

いる。または、レタス、トマ

ト、イチジクが飲用不可の水

により汚染されている。また

は、ROP ビーフシチュー、

ROP チキンフリカッセ、

ROP ポークひれステーキが 

HACCP 計画に従わずに廃棄

されている。または、ウォー

クイン冷蔵庫のチキンのトレ

イ 1 つがネズミの糞により汚

染され、ディープファットフ

ライヤーの下のカゴ 1 つに盛

られたチキンがホコリとゴミ

により汚染され、業務カウン

ター上にあるチキン一皿が生

牛肉の汁により汚染されてい

る。 
 

食品 4 品以上または異な

る場所に置かれた同種の

食品 4 点以上に腐敗、異

物混入、汚染、又は二次

汚染が確認された。 
 
例: レタス、チキン料理、生
卵、炊いたご飯が生鶏肉によ

り汚染されている。または、

ROP ビーフシチュー、ROP 

チキンフリカッセ、ROP ポ

ークひれステーキ、ミートソ

ースが HACCP 計画に従わず

に廃棄されている。または、

上階にあるウォークイン冷蔵

庫のチキンのトレイ 1 つがネ

ズミの糞により汚染され、デ

ィープファットフライヤーの

下のカゴ 1 つに盛られたチキ

ンがホコリとゴミにより汚染

され、業務カウンター上にあ

るチキン一皿が生牛肉の汁に

より汚染され、地下室のウォ

ークイン冷蔵庫のチキンがネ

ズミの糞により汚染されてい

る。 
 

公衆衛生の危険要因 

(PHH) がある違反状態を

検査時に是正できなか

った場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

4I 安全管理されてい

ない食品を客に出

している。 

安全管理されていない食

品（1品）を客に出して

いる。 

例: 包装から出されたクラ

ッカー。 

安全管理されていない食

品（2品）を客に出して

いる。 

例: 包装から出されたクラ

ッカーとパン。 

安全管理されていない食

品（3品）を客に出して

いる。 

例: 包装から出されたクラ

ッカー、パン、ピクルス。 

安全管理されていない食

品（4品）を客に出して

いる。 

例: 包装から出されたクラ

ッカー、パン、ピクルス、

パンスティック。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

4J 危険性があるかもしれな

い食品を調理している

時、冷ましている時、再

加熱している時、または

保管している時の温度を

測定するために、適切な

目盛りが付いた金属ステ

ム温度計または熱電対を

備え付けていない、もし

くは使用していない。 
 

 

   危険性があるかもしれない食

品の温度を測定するために、

適切な温度計又は熱電対を備

え付けていない、もしくは使

用していない。 

 

4K 施設内の食べ物がある場

所、またはない場所にネズ

ミ又は生きたネズミが存在

する。 

施設内の食べ物がある場所、

またはない場所にネズミがい

る。 

例: 1 箇所にネズミの新しい糞

が 1～10 個。 

1 箇所にネズミの新しい糞

が 11～30 個または 2 箇所に 

1～10 個あることから、施

設内の食べ物がある場所、

またはない場所にネズミが

いることがわかる。 
例: 調理場にネズミの新し

い糞が 25 個ある。また

は、常温食材保管場に 10 

個、並びに地下室、調理

場、洗面所、ゴミ廃棄場に 

10 個ある。 

1 箇所にネズミの新しい糞が 

31～70 個、2 箇所に 11～30 

個、又は 3 箇所に 1～10 個あ

ることから、施設内の食べ

物がある場所、またはない

場所にネズミがいることが

わかる。 

例: 調理場にネズミの新しい

糞が 55 個ある。または常温

食材保管場および地下室に

それぞれ 14個～16個ある。

または、地下室、調理場、

洗面所に10個未満ある。 

1 箇所に生きたネズミが 1～2 

匹および/またはネズミの糞

が 71～100 個。2 箇所にネズ

ミの新しい糞が 31～70 個、3 

箇所に11～30 個、4 箇所に 1

～10 個あることから、施設

の食べ物がある場所、または

ない場所にネズミがいること

がわかる。 
例: 調理場にネズミの新しい

糞が 80 個ある。または、常

温食材保管場および地下室

にそれぞれ 30 個および 16個 

あるか、地下室および調理

エリアに10個未満ある。 

生きたネズミが 3匹以上い

る、および/またはネズミの

糞が 100 個以上ある、および

/または、穴・侵入口、水、

食べ物、未使用の器具・器材

等、多数のネズミが侵入する

条件が揃っている。 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止またはそ

の他の措置の施行を検討

する必要がある。 

4L 施設内の食べ物が

ある場所、または

ない場所にネズミ

または生きたネズ

ミが存在する。 

施設内の食べ物がある場

所、またはない場所にネズ

ミがいる。 

1 箇所にネズミの新しい糞が 1

～10 個。 

例：ネズミの新しい糞が

配膳室に8個ある。 

施設内の食べ物がある場

所、またはない場所にネズ

ミがいる。1箇所にネズミの

新しい糞が 11～30 個か2箇

所に1～10個ある。 

例: 調理場にネズミの新し

い糞が25個ある。または、

常温食材保管場と地下室に

それぞれ10個ある。 

施設内の食べ物がある場

所、またはない場所にネズ

ミがいる。1 箇所にネズミ

の新しい糞が 31～70 個あ

る。2箇所に1～30個また

は、3箇所に1～10個ある。 

例: 調理場にネズミの

新しい糞が 55個ある。

常温食材保管場と地下

室にそれぞれ14～16個

ある。または、地下

室、常温食材保管場、

洗面所にネズミの新し

い糞が10個未満ある。 

施設内の食べ物がある場

所、またはない場所にネズ

ミがいる。生きたネズミが1-

2匹および/または、糞が71～

100個ある、2箇所に31～70

個、3箇所に11～30個、また

は4箇所に１～10個ある。 

例: 調理場にネズミの新しい

糞が 80 個ある。または、常

温食材保管場にネズミの新し

い糞が 30 個、および地下室

に16個ある。または、地下

室、調理場、洗面所、ゴミ廃

棄場にネズミの新しい糞が 10 

個未満ある。 

生きたネズミが 2 匹以上い

る、および/またはネズミの

糞が 100 個以上ある、および/

または、穴・侵入口、水、食

物、未使用の器具・器材等、

多数のネズミが侵入する条件

が揃っている。 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

  14   
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
 重大違反  (次頁へ続く)      

 違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

 4M 施設内の食べ物がある

場所、もしくはそうで

ない場所に生きたゴキ

ブリがいる。 

施設内の食べ物があ

る場所、もしくはそ

うでない場所にゴキ

ブリがいる。 
例：常温食材場に生きたゴキ

ブリが２匹いる。 

施設内の食べ物がある場所、

もしくはそうでない場所にゴ

キブリがいる。１箇所に６〜

１０匹のゴキブリがいる、２

箇所に１〜５匹いる。 

例：調理場に生きたゴキブ

リが７匹。または、常温食

材保管場にゴキブリが２匹

および地下室に１匹いる。 

 

施設内の食べ物がある場

所、もしくはそうでない場

所にゴキブリがいる。１箇

所に11〜15匹のゴキブリが

いる、２箇所に6〜１０

匹、または、３箇所に１〜

５匹いる。 
例: 調理場に生きたゴキブリ
が１２匹。常温食材保管場

にゴキブリが４匹および地

下室にゴキブリが５匹い

る。または、ウォークイ

ン、調理場、常温保管場に

生きたゴキブリが１匹観察

される。 

施設内の食べ物がある場所、

もしくはそうでない場所にゴ

キブリがいる。１箇所に1６

〜２０匹のゴキブリ、２箇所

に１１〜１５匹、３箇所に６

〜１０匹、または４箇所に１

〜５匹いる。 
 
例: 調理場に生きたゴキブ
リが１７匹、常温食材保管

場にゴキブリが１０匹およ

び地下室にゴキブリが５匹

いる、ばたはウォークイ

ン、調理場、ゴミ置き場に

生きたゴキブリが１匹い

る。 

生きたゴキブリが20匹以上い

る、および/または、ゴキブリ

が発生するような他の条件が

そろっている。 
例: 生きたゴキブリが45匹

と、穴・侵入口、水、食べ

物、未使用の器具・器材

等、発生を助長する条件が

そろっている。 
 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

 4N 施設内の食べ物がある場

所、もしくはそうでない

場所における「フィルス

フライ」または食品/ご

み/下水関連（FRSA）の

ハエ。「フィルスフラ

イ」には、イエバエ、ヒ

メイエバエ、クロバエ、

ヒロズキンバエ、ニクバ

エなどが含まれます。食

品/ごみ/下水関連

（FRSA）フライには、ミ

バエ、チョウバエ、ノミ

バエなどが含まれます。 

11月1日から3月1日の間

に、調理場 

または食材保管場に２～５匹

のフィルスフライまたはFRSA

フライがいる。 

 
例： 1月に常温非食品場

にハエが2匹いる。 

１箇所に６～１０匹のフィ

ルスフライまたはFRSAフ

ライがいる。または２箇所

に２～５匹のフィルスフラ

イがいる。 
例：調理場に生きたハエが７

匹、または常温食材保管場に

ハエが２匹および地下室に１

匹いる。 

１箇所に１１～１５匹のフ

ィルスフライまたはFRSAフ

ライ、２箇所に６～１０

匹、または、３箇所に２〜

５匹いる。 
例: 調理場に生きたハエが12匹

いる。常温食材保管場にハエ

が４匹、地下室にハエが5匹い

る。または、ウォークイン冷

蔵庫、調理場、常温食材保管

場にハエが1匹観察された。 
 

１箇所に１６～２０匹のフィル

スフライまたはFRSAフライがい
る。２箇所に１１～１５匹。３

箇所に６〜１０匹のフィルスフ

ライがいる。または、４箇所に

１〜５匹いる。 
例: 調理場に生きたハエが1７匹
いる。常温食材保管場にフィル

スフライが１０匹、地下室にフ

ィルスフライが５匹いる。また

は、ウォークイン冷蔵庫、調理

場、ゴミ置き場および常温食材

保管場にフィルスフライが２匹

観察された。 

フィルスフライとFRSAフラ

イが３０匹以上いる、およ

び/または、フィルスフライ

が発生するような他の条件

がそろっている。 
例: 地下のゴミ置き場に４０

匹のハエがおり、外気、

水、食物、腐敗物および/ま

たは下水への開口部など、

フィルスフライが発生しや

すい条件がそろっている。 

検査官は、保健局に電話を

し、営業停止又はその他の

措置の施行を検討する必要

がある。 
 4O 水槽に入った魚以外の生

きた動物、または介助動

物（サービスアニマル）

が施設内の食べ物がある

場所、またはそうでない

場所にいる。 

施設内に生きた動物が１匹い

る。 

施設内に生きた

動物が２匹い

る。 

施設内に生きた動

物が３匹いる。 

施設内に生きた動物が４

匹以上いる。 

 

 5A* 下水処理システムが不適

正または承認されていな

い。 

   下水または液体廃棄物が承認

されていない方法で処理され

ている、または衛生的な方法

で処理されていない。あるい

は下水または液体廃棄物が、

食材、食材保管場、調理場、

客や従業員が頻繁に訪れる場

所、保管場、調理場や洗濯場

を汚染している。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に是

正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

飲
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

5B* 危険な有害ガス・気

体が検出された。 

CO（一酸化炭素） ≥13 

ppmである。 

   危険な有害ガス・気体

が検出された。CO（一

酸化炭素） ≥13 ppmで

ある。 

公衆衛生の危険要因 (PHH) 

がある違反状態を検査時に

是正できなかった場合 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
5C+ 食品が接触する表面の作

りや場所が不適切であ

る。または許可されてい

ない素材が使用されてい

る。 

１つの食品が接触する表

面または器材の構造、位

置が不適切、および/ま

たは許可されていない素

材が使用されている。 
 
例：ウォークイン設備に塗装

された棚がある。 

２つの食品が接触する表面ま

たは器材の構造、位置が不適

切、および/または許可され

ていない素材が使用されてい

る。 
例：ウォークイン設備に塗

装された棚があり、まな板

が処理されていない木材で

作られている。 

３つの食品が接触する表面

または器材の構造、位置が

不適切、および/または許可

されていない素材が使用さ

れている。 
例：ウォークイン設備に塗

装された棚があり、まな板

が処理されていない木材で

作られていて、酸性の食品

が白目製のボウルに入れて

いる。 

４つ以上の食品が接触する表

面または器材の構造、位置が

不適切、および/または許可

されていない素材が使用され

ている。 
例： ウォークイン設備に塗

装された棚があり、まな板

が処理されていない木材で

作られていて、酸性の食品

が白目製のボウルに入れて

いて、食品が接触する用

具・器材の修理にはんだと

フラックスが使用されてい

る。 

初回検査、再検査、コン

プライアンス検査におい

て、許可前の深刻な状態

（PPS）を是正しなかっ

た場合、次はフォローア

ップ検査の実行および/

または営業停止となりま

す。 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

5D+ 手洗い設備が調理場内

またはその付近、およ

びトイレ内またはその

付近に用意されていな

い。施設で、従業員が

清潔さを保てるよう

に、十分な水圧の温

水・冷水の水道水が用

意されていない。石け

んや手を乾燥させる適

切な器材が用意されて

いない。 

   石けんとペーパータオルを

含む完全装備の手洗いシン

クが調理にない、場または

調理場のどこからでもアク

セス便利な場所に設置され

ていない。 

初回検査、再検査、コン

プライアンス検査におい

て、許可前の深刻な状態

（PPS）を是正しなかっ

た場合、次はフォローア

ップ検査の実行および/

または営業停止となりま

す。 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 
5E+ 従業員向けまたは客が必

要としたときのトイレ施

設が用意されていない。 

   従業員向けまたは客が必要

としたときのトイレ施設が

用意されていない。 

初回検査、再検査、コンプラ

イアンス検査において、許可

前の深刻な状態（PPS）を是

正しなかった場合、次はフォ

ローアップ検査の実行および

/または営業停止となりま
す。 
 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

  16   
飲
食
業
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

 



* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
 重大違反  (次頁へ続く)      

 違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

 5F+ 危険性があるかもしれな

い食材を指定温度に保つ

ための冷蔵または高温保

持装置が不十分である、

またはない。 

   危険性があるかもしれな

い食材 (PHF)用の冷蔵ま

たは高温保持装置がな

い。 

初回検査、再検査、コンプライア

ンス検査において、許可前の深刻

な状態（PPS）を是正しなかった
場合、次はフォローアップ検査の

実行および/または営業停止とな
ります。 
 
検査官は、保健局に電話をし、

営業停止又はその他の措置の施

行を検討する必要がある。 

 5G+ 壁に囲まれた独立した
空間がなく、適切な清

掃道具がなく、業また

作業場がない。（移動

販売店） 

   壁に囲まれた独立した空間が

なく、適切な清楚道具がな

く、また作業場がない。 

初回検査、再検査、コンプライア

ンス検査において、許可前の深刻

な状態（PPS）を是正しなかった
場合、次はフォローアップ検査の

実行および/または営業停止とな
ります。 
 
検査官は、保健局に電話をし、

営業停止又はその他の措置の施

行を検討する必要がある。 

 5H+ 食器および/または器材を

洗い、すすぎ、消毒する施

設がない。 

   食器や器材を洗い、すすぎ、

消毒する施設がない。 

是正が行われない。検査官

は、保健局に電話をし、措置

の施行を検討する必要があ

る。 
 5I+ HACCP計画を実施するた

めに使用する冷蔵機器

に、時間と温度を連続的

に監視する電子システム

が装備されていない。 

   HACCP計画を実施する

ために使用する冷蔵機器

に、時間と温度を連続的

に監視する電子システム

が装備されていない。 

検査官は、保健局に電話

をし、営業停止又はその

他の措置の施行を検討す

る必要がある。 

 6A 個人の清潔度が不十分であ

る。外衣が食品を汚染する可

能性のあるもので汚れてい

る。調理が行われている場で

実用的なヘアーキャップが着

用されていない。 

清潔な外衣やヘアーキャップ

を着用していない飲食業務ス

タッフが1名観察された。 

清潔な外衣やヘアーキャップ

を着用していない飲食業務ス

タッフが２名観察された。 

清潔な外衣やヘアーキャッ

プを着用していない飲食業

務スタッフが３名観察され

た。 

清潔な外衣やヘアーキャッ

プを着用していない飲食業

務スタッフが４名以上観察

された。 

 

 

 6B 調理場、食材保管場、または

食器洗浄場でのタバコの使

用、調理用に開けた容器から

の飲食。食品または食器洗浄

場で食事、喫煙、および/また
は開けた容器から何かを飲ん

でいる飲食業務スタッフが1名
いる、または調理場、食材保

管場、および食器洗浄場での

タバコの使用、食事、または

何かを飲んでいる証拠があ

る。 

 
 

食品または食器洗浄場で食

事、喫煙、および/または開

けた容器から何かを飲んでい

る飲食業務スタッフが２名い

る。 

食品または食器洗浄場で食

事、喫煙、および/または開

けた容器から何かを飲んでい

る飲食業務スタッフが３名い

る。 

食品または食器洗浄場で食

事、喫煙、および/または

開けた容器から何かを飲ん

でいる飲食業務スタッフが

４名以上いる。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準: 違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

6C 食材が、保管、調理、輸

送、陳列または業務中

に、汚染源となり得るも

のから保護されていな

い。 

１つの食材が、保管、調

理、輸送、陳列または業務

中に、汚染源となり得るも

のから保護されていない。 

 

２つの食材が、保管、調理、

輸送、陳列または業務中に、

汚染源となり得るものから保

護されていない。 

 

３つの食材が、保管、調

理、輸送、陳列または業務

中に、汚染源となり得るも

のから保護されていない。 

４つ以上の食材が、保管、調

理、輸送、陳列または業務中

に、汚染源となり得るものか

ら保護されていない。 

 

6D 食品が接触する表面を使

った後、毎度洗浄、すす

ぎ、消毒をしていない。

および汚染が発生するか

もしれない調理の後に洗

浄、すすぎ、または消毒

をしていない。 
 

１つの食品が接触する表面

が、汚染が発生するかもしれ

ない調理後に、洗浄、すす

ぎ、または消毒をしていな

い。 
例：ミートスライサー

に古い食品のカスが付

着している。 

２つの食品が接触する表面

が、汚染が発生するかもしれ

ない調理の後に、洗浄、すす

ぎ、または消毒されていな

い。 

 
例：ミートスライサーおよび

まな板に古い食品のカスが付

着している。 

３つの食品が接触する表面

が、汚染が発生するかもしれ

ない調理の後に、適切に洗

浄、すすぎ、または消毒され

ていない。 

 
例：ミートスライサー、木

のまな板、および缶切りに

古い食品のカスが付着して

いる。 

４つ以上の食品が接触する表

面が、汚染が発生するかもし

れない調理の後に、適切に洗

浄、すすぎ、または消毒され

ていない。 
例： ミートスライサー、木
製のまな板、缶切り、およ

び調理台に、古い食品のカ

スが付着し、製氷機の内部

にはカビが観察される。 

 

6E 消毒済みの器具、や用

具、使用中のフードディ

スペンサーが不適切に使

用または保管されてい

る。 

消毒済みの器具、または

用具が１点、不適切に使

用または保管されてい

る。 

消毒済みの器具、または用具

が２点、不適切に使用または

保管されている。 

消毒済みの器具、または用具

が３点、不適切に使用または

保管されている。 

消毒済みの器具、または用具

が４点以上、不適切に使用ま

たは保管されている。 

 

6F 台ふきんが汚れている、

または消毒液に浸かって

いない。 

食品接触面の清掃に使用

される2枚以上の台ふきん

が消毒液に浸かっていな

い。または、台ふきんの

適正な消毒を保証する、

消毒液を測るテストキッ

トがない。または、台ふ

きんから汚染物を効果的

に取り除くために適量の

消毒液がない。 
 

食品接触面の清掃に使用され

る2枚以上の台ふきんが、消

毒液に浸かっておらず、台ふ

きんの適正な消毒を保証する

消毒液を測るテストキットが

ない。または、食品が接触す

る表面の清掃に使用される台

ふきんが消毒液に浸かってお

らず、台ふきんの適正な消毒

を保証する消毒液を測るテス

トキットがない。 

食品が接触する表面を清掃す

るために使用される2枚以上の

台ふきんが消毒液に浸かって

おらず、台ふきんの適正な消

毒を保証する、消毒液を測る

テストキットがなく、および

台ふきんから汚染物を効果的

に取り除くために適量の消毒

液がない。 
 
 

  

6G* HACCP計画が承認され

ていないか、承認され

たHACCP計画が施設で

実行されていない。 

   承認を受けたHACCP計画が

施設で実行されていない。 

HACCP計画が承認されていな

い。 
検査官は、保健局に電

話をし、措置の施行を

検討する必要がある。 
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* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 

 

飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド  
重大違反  

飲食店舗の検査採点基準 :  違反状態のガイド (次頁へ続く) 
重大違反  (次頁へ続く)      

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

6H HACCP計画が適切に実施

されたことを示す記録や

ログが管理されていな

い。 

    HACCP計画が適切に実施さ

れたことを示す記録とログ

が管理されていない。検査

官は、保健局に電話をし、

是正措置またはその他の措

置の施行を検討する必要が

ある。 

6I 食品のラベルが HACCP 

計画に準拠していない。 

   食品のラベルが HACCP 計

画に準拠していない。 

検査官は、保健局に電話を

し、是正措置またはその他の

措置の施行を検討する必要が

ある。 
7A 保健局の検査官の職務が

干渉または妨害される。 

    保健局の検査官の職務が干

渉または妨害される。 

 
 

飲食店舗の検査採点基準 :違反状態のガイド  (次頁へ続く) 
一般違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

8A 施設が害虫・害獣対策を

行っていない。害虫・害

獣の避難先である、また

は好む条件がそろってい

る、および/または、生

息環境が整っている。 

  ドアと敷居部分に十分な害

虫・害獣の侵入対策が施さ

れていない、および/また

は、施設の外部（壁、床、

天井）に1つまたは2つの開口

部がある、および/またはネ

ズミや害虫の侵入や繁殖を

助長する他の条件がそろっ

ている。 

ドアと敷居部分に良質の材

質による十分な害虫・害獣

の侵入対策が施されていな

い、および/または、施設の

外部（壁、床、天井）に３

つ以上の開口部がある、ま

たはネズミや害虫の侵入や

繁殖を助長する他の条件が

そろっている。 

 

 

8B 蓋付きのゴミ入れが用意

されていないか不十分で

ある。ただし、ゴミ入れ

が頻繁に使用されている

ときは、蓋は外されてい

ても良い。ゴミ置き場が

適正な構造でない、また

は管理されていない。グ

ラインダー（粉砕機）や

コンパクターが汚れてい

る。 

ゴミ器材および施設が

管理されていないか用

意されていない。 

例： ゴミを一晩出してお
くための32ガロン

（121L）のゴミ箱バケツ

にぴったりはまる蓋がな

い。 

ゴミ器材および施設が

管理されていないか用

意されていない。 

例： ゴミを一晩出してお
くための32ガロン

（121L）のゴミ箱バケツ

にぴったりはまる蓋がな

く、ディスポーザー（ゴ

ミ粉砕機）に古い食品が

付着している。 

ゴミ器材および施設が

管理されていないか用

意されていない。 

例： ゴミを一晩出して
おくための32ガロン

（121L）のゴミ箱バケツ

２つにぴったりはまる蓋

がなく、ディスポーザー

（ゴミ粉砕機）に古い食

品が付着している。 
 

ゴミ器材および施設が

管理されていないか用

意されていない。 

例： ゴミを一晩出しておく
ための32ガロン（121L）の

ゴミ箱バケツ２つにぴった

りはまる蓋がない。ディス

ポーザー（ゴミ粉砕機）に

古い食品が付着している。

さらに、裏庭にはダンボー

ル箱、食品の包装紙、牛乳

の空パック15本が散乱して

いる。 

 

 

飲
食
業
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飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 

* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 * *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 
 

 

 

 

 

一般違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

8C 殺虫剤の使用法が、ラベ

ルまたは適用される法律

に従っていない。禁止さ

れた薬剤が使用、または

保管されている。 

オープンベイトステーショ
ンが使用されている。 

１点の禁止された殺虫剤、

化学物質、またはベイトス

テーションを、ラベルもし

くは適用される法律に従っ

て使用していない。 

２種類の禁止された殺

虫剤、化学物質、また

はベイトステーション

を、ラベルもしくは適

用される法律に従って

使用していない。 

３種類の禁止された殺虫

剤、化学物質、またはベ

イトステーションを、ラ

ベルもしくは適用される

法律に従って使用してい

ない。 

４種類以上の禁止された殺

虫剤、化学物質、またはベ

イトステーションを、ラベ

ルもしくは適用される法律

に従って使用していない。 

是正が行われない。検査官

は、保健局に電話をし、措置

の施行を検討する必要があ

る。 

9A 缶詰がへこんでいて、消

費可能な食べ物から分別

されていない。 

へこんだ缶詰が１〜６缶。 

例： へこんだトマトペース

ト缶が１缶、分別されずに

食品保管棚に保管されてい

る。 

へこんだ缶詰が７〜１２缶。 

例： へこんだトマトペー

スト缶が７缶、分別され

ずに食品保管棚に保管さ

れている。 

へこんだ缶詰が１３〜２４

缶。 

例： へこんだトマトペー

スト缶が７缶とへこんだ醤

油缶が６缶、分別されずに

食品保管棚に保管されてい

る。 

25個以上の缶がへこんでい

る。 

例： へこんだトマトペース

ト缶詰が７缶とへこんだ醤

油缶詰が１０缶とへこんだ

ツナ缶詰が５缶、分別され

ずに食品保管棚に保管され

ている。 

 

9B 解凍方法が不適切であ

る。 

冷凍食品１品が不適切に解凍

された。 

例： ホールチキンやビフテ

キが不適切に解凍された。 

冷凍食品２品が不適切に解凍

された、または同じ種類の食

品が2箇所で不適切に解凍さ

れた。 

例： 鶏2羽とビフテキが不

適切に解凍された、また

は鶏胸肉が流し台で不適

切に解凍され、鶏足が厨

房のカウンター上で不適

切に解凍された。 
 

冷凍食品３品が不適切に解凍

された、または同じ種類の食

品が３箇所で不適切に解凍さ

れた。 

例： 鶏３羽、ビフテキおよ
び豚肩ロースが不適切に解

凍された。または、鶏胸肉

が流し台で不適切に解凍さ

れ、鶏足が厨房のカウンタ

ー上で不適切に解凍され、

鶏胸肉が調理エリアのボウ

ルで不適切に解凍された。 
 

冷凍食品４品以上が不適切

に解凍された、または同じ

種類の食品が４箇所で不適

切に解凍された。 

例： 鶏４羽、鶏胸肉、ビフ
テキおよびエビが不適切に

解凍された。または、鶏胸

肉が流し台で不適切に解凍

され、鶏足が厨房のカウン

ター上で不適切に解凍さ

れ、鶏胸肉が調理エリアの

ボウルで不適切に解凍さ

れ、鶏手羽がディープファ

ットフライヤー付近で不適

切に解凍された。 

 

9C 食品が接触する表面が適

切に管理されていない。 

１つの食品が接触する表面が

適切に管理されていない。 

例： 1枚のまな板が変色
している。 

２つの食品が接触する表面が

適切に管理されていない。 

例： 1枚のまな板は変色し、
1枚のプラスチック製まな板

にはくぼみや傷がある。 

３つの食品が接触する表面

が適切に管理されていな

い。 

例： 3枚のまな板にくぼみ
や傷がある。 

４つ以上の食品が接触する表

面が適切に管理されていな

い。 

例： 3枚のまな板にはくぼ
みや傷があり、バーエリア

にある4枚のまな板は変色

している。 

 

10A トイレ設備が整備されてお

らず、トイレットペーパ

ー、ゴミ受け、自動開閉式

のドアが用意されていな

い。 

１つのトイレ設備が整備

されておらず、トイレッ

トペーパー、ゴミ受け、

自動開閉式のドアが用意

されていない。 

２つのトイレ設備が整備

されておらず、トイレッ

トペーパー、ゴミ受け、

自動開閉式のドアが用意

されていない。 

３つのトイレ設備が整備

されておらず、トイレッ

トペーパー、ゴミ受け、

自動開閉式のドアが用意

されていない。 

４つ以上のトイレ設備が整

備されておらず、トイレッ

トペーパー、ゴミ受け、自

動開閉式のドアが用意され

ていない。 
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飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 

* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 * *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 
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一般違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

10B 配管が適切に設置または

整備されていない。必要

な場所にサイホン防止装

置または逆流防止装置が

設置されていない。機器

または床が適切に排水さ

れていない。下水処理シ

ステムが故障しているか

適切に機能していない。 

１台の逆流防止装置が設置さ

れていない、または機器や床

が適切に排水されていない。 

例：冷蔵庫の結露水がバ

ケツに排水されている。 

２台の逆流防止装置が設置さ

れていない、または機器や床

が適切に排水されていない。 

例：冷蔵庫の結露水がバケ

ツに排水され、エアコンの

水が歩道に排水されてい

る。 

３台の逆流防止装置が設置さ

れていない、または機器や床

が適切に排水されていない。 

例：冷蔵庫の結露水がバケ

ツに排水され、エアコンの

水が歩道に排水され、蛇口

または製氷機につながって

いるホースに真空遮断弁が

付いていない。 

４台以上の逆流防止装置

が設置されていない、ま

たは機器や床が適切に排

水されていない。 
例：冷蔵庫の結露水がバケ

ツに排水され、２台のエア

コンの水が歩道に排水さ

れ、蛇口または製氷機につ

ながっているホースに真空

遮断弁が付いていない。 

下水処理システムが故障して

いるか、正しく機能していな

く、5Aにも違反している。 

10C 照明が不十分。調理

場、食器洗浄場、お

よび保管室に照明が

常設されていない。 

照明が不十分な例が1

件。 

照明が不十分な例が２

件。 

照明が不十分な例が３

件。 

照明が不十分な例が４件以

上。 

 

10D 機械式または自然の換気

システムがない、もしく

は不適切に設置されてい

るか故障している。およ

び/または、油脂、熱、水

蒸気凝縮蒸気、臭い、

煙、噴煙の過度な蓄積を

防ぐことができない。 

 

１つの機械式または自然な換

気システムが不十分か用意さ

れていない。 

例：洗面所に換気システムが

用意されていない。 

２つの機械式または自然

な換気システムが不十分

か用意されていない。 

例：洗面所に換気システム

が用意されてなく、排気フ

ードは厨房の余分な煙を取

り除くのに十分でない。 

３つの機械式または自然な

換気システムが不十分か用

意されていない。 

例： 洗面所に換気システム

が用意されておらず、排気

フードは厨房の余分な煙を

取り除くのに十分でなく、

壁に油汚れがたまり始めて

いる。 

４つの機械式または自然

な換気システムが不十分

か用意されていない。 

例： 洗面所に換気システ

ムが用意されておらず、

排気フードは厨房の余分

な煙を取り除くのに十分

でなく、壁に油汚れがた

まり始めていて、喫煙所

の煙がダイニングエリア

に流入している。 

 

10E 冷蔵または高温保持装置

内に正確な温度計が用意

されていない。 

１台の冷蔵または高温保持

装置に、冷蔵庫の最も暖か

い部分または高温保管施設

の最も涼しい部分の温度を

測定するための正確な温度

計が備えられていない。 

２台の冷蔵または高温保持

装置に、冷蔵庫の最も暖か

い部分または高温保管施設

の最も涼しい部分の温度を

測定するための正確な温度

計が備えられていない。 

３台の冷蔵または高温保持

装置に、冷蔵庫の最も暖か

い部分または高温保管施設

の最も涼しい部分の温度を

測定するための正確な温度

計が備えられていない。 

４台の冷蔵または高温保持

装置に、冷蔵庫の最も暖か

い部分または高温保管施設

の最も涼しい部分の温度を

測定するための正確な温度

計が備えられていない。 
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飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 

* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 * *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 
 

 

 

 

 

一般違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

10F 食品が接触しない表面の

作りが不適切である。許

可されていない素材が使

用されている。食品が接

触しない表面・機材が不

適切に管理されている、

および/または、装置の全

ての側面・上部・下部の

清掃を可能にするために

装置が適切に密閉され、

床から離され、間隔が開

けられ、または移動可能

な状態でない。 

１つの食品が接触しない表面

の作りが不適切である。 

許可されていない素材が使用

されている。食品が 

接触しない表面・機材が不適

切に管理されている、および

/または、装置の全ての側

面・上部・下部の清掃を可能

にするために装置が適切に密

閉され、床から離され、間隔

が開けられ、または移動可能

な状態でない。 
 
 

例：調理場の壁が、容易に

清掃できない材質でできて

いる。 

２つの食品が接触しない表面

の作りが不適切である。許可

されていない素材が使用され

ている。食品が接触しない表

面・機材が不適切に管理され

ている、および/または、装

置の全ての側面・上部・下部

の清掃を可能にするために装

置が適切に密閉され、床から

離され、間隔が開けられ、ま

たは移動可能な状態でない。 

 
 

例：調理場の壁が、容易に

清掃できない材質でできて

いて、設置されたコンべク

ションオーブンに隣接した

壁に油汚れがたまってい

る。コンべクションオーブ

ンは、移動させることが困

難であり、清掃できるよう

適切な間隔が空いていない

状態で設置されている。 
 
 

３つの食品が接触しない表面

の作りが不適切である。許可

されていない素材が使用され

ている。食品が接触しない表

面・機材が不適切に管理され

ている、および/または、装

置の全ての側面・上部・下部

の清掃を可能にするために装

置が適切に密閉され、床から

離され、間隔が開けられ、ま

たは移動可能な状態でない。 

 
 

例：調理場の壁が、容易に

清掃できない材質でできて

いて、設置されたコンベク

ションオーブンに隣接した

壁に油汚れがたまってい

る。コンベクションオーブ

ンは、移動させることが困

難であり、清掃できるよう

適切な間隔が空いていない

状態で設置されている。床

に適切に取り付けられてい

ないウォークイン冷蔵庫の

下に乾いた油脂および古い

食品のカスが付着してい

る。 

４つの食品が接触しない表面

の作りが不適切である。許可

されていない素材が使用され

ている。食品が接触しない表

面・機材が不適切に管理され

ている、および/または、装

置の全ての側面・上部・下部

の清掃を可能にするために装

置が適切に密閉され、床から

離され、間隔が開けられ、ま

たは移動可能な状態でない。 

 
 

例：調理場の壁が、容易に

清掃できないレンガででき

ていて、設置されたコンベ

クションオーブンに隣接し

た壁に油汚れがたまってい

る。コンベクションオーブ

ンは、移動させることが困

難であり、清掃できるよう

適切な間隔が空いていない

状態で設置されている。床

に適切に取り付けられてい

ないウォークイン冷蔵庫の

下に乾いた油脂および古い

食品のカスが付着してい

て、食材保管エリアに絨毯

がある。 

 

10G 飲食業務が、居室または

寝室として使用されてい

る部屋で行われている。 

飲食業務が、居室または寝

室として使用されている１

室の部屋で行われている。 

飲食業務が、居室または寝

室として使用されている２

室の部屋で行われている。 

飲食業務が、居室または寝室

として使用されている３室の

部屋で行われている。 

飲食業務が、居室または

寝室として使用されてい

る４室以上の部屋で行わ

れている。 

 

10H 用具・食器の洗浄作業に

適切な消毒法が用意され

ていない。 

1つの洗浄バケツが用意され

ていない、またはそのサイズ

が不適切であるため、手によ

る食器洗浄は不十分である。 

洗浄バケツが1つ用意されて

いない、またはそのサイズ

が不適切であり、さらに食

器洗浄の手順が間違ってい

るため、手による食器洗浄

は不十分である。 

洗浄バケツが1つ用意され

ていない、またはそのサイ

ズが不適切であり、さらに

食器洗浄の手順が間違って

いて、消毒テストキットま

たは温度計が用意されてい

ないため、手による食器洗

浄は不十分である。 

最終すすぎの最低温度

170℉（77℃）が維持されて
いない。または、食器洗浄

機がメーカーの仕様（時

間、温度、または化学物質

の濃度）に従って運用され

ていない。 

 

 

  22   
飲
食
業
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

 



飲食店舗の検査採点基準:違反状態のガイド (次頁へ続く) 

* 公衆衛生の危害要因 (PHH) はただちに是正する必要があります。 * *Pre-permit Serious(PPS)Violationsは許可証が発行される前に是正されなければならない。 
 

 

 

飲
食
業
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

 

一般違反       

違反 違反状態 1 違反状態 2 違反状態 3 違反状態 4 違反状態 5 

10I 使い捨てのアイテムが再利
用されている、不適切に保

管・配布されている、また

は必要時に利用されていな
い。 

使い捨てのアイテムが再利

用されている、不適切に保

管・配布されている、また

は必要時に利用されていな

い。 

例：飲料用ストローが汚

染から保護されていな

い。 

使い捨てのアイテムが再利

用されている、不適切に保

管・配布されている、また

は必要時に利用されていな

い。 

例：飲料用ストローが適切に

取り出せず、紙皿が汚染から

保護されていない。 

使い捨てのアイテムが再利

用されている、不適切に保

管・配布されている、また

は必要時に利用されていな

い。 

例：飲料用ストローが適切

に取り出せず、紙皿やフォ

ークが汚染から保護されて

いない。 

使い捨てのアイテムが再利

用されている、不適切に保

管・配布されている、また

は必要時に利用されていな

い。 

例：飲料用ストローが適

切に取り出せず、紙皿や

フォークが汚染から保護

されておらず、プラスチ

ックフォークが再利用さ

れている。 

 

10J 手洗い場に「Wash hands

（手を洗いましょう）」

の標識が掲示されていな

い。 

手洗い場に「Wash hands（手

を洗いましょう）」の標識が

掲示されていない。 

    

99B その他一般。 検査官は、保健局に電話をし、是正措置、強制措置、または適切な違反通知の施行を検討する必要がある。 
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