
第23章 

レストラン衛生管理グレード検査の手順 

 

 

§23-01単語と用語の定義と構成 

コンプライアンス検査とは、等級（グレード）付けの目的ではなく、周期的な検査を行うも

のです。 

 

衛生管理状態とは、衛生規約に対する違反行為の件数、違反行為の及んだ規模や頻度、あるい

は違反によってもたらされるリスクの重大性に基づいた値（I、II、III、IV、またはV）で表

される状態を意味します。 

 

 

重大な違反とは、本規則の付録23-Aに記載されている違反の分類に挙げられるもの他の適用法

への違反を意味するものとします。 

 

飲食店舗とは、フードトラックを除いた、衛生規約第§81.03章の定義と同じ意味を持つものと

します。 

 

一般的な違反とは、この章の付録Aおよび付録Bの「一般的な違反」の分類に挙げられる違反を意味す

るものとします。 

 

等級（グレード）カードとは、検査の点数に関連付けられる、文字で表された等級を含むカード

を意味するものとします。 

 

等級（グレード）保留カードとは、店舗の等級を検討中であることを示す、当局が店舗に発

行したカードを意味するものとします。 

 

衛生審判とは、ニューヨーク市憲章§558によって設立された審判機関であるOATHの衛生審判を意

味し、以前は当局の行政審判として知られており、2011年7月3日発効の大統領令第148号によって

OATHにその業務が移管されました。 

 

新規検査とは、検査サイクル内における最初の衛生検査を意味するものとします。 

 

検査サイクルとは、少なくとも初回検査から成る一連の関連検査を意味し、初回検査またはその

サイクル内の後続検査によって発生する場合は、再検査を含みます。 

 

違反通知とは、当局が被通報者に発行する文書で、金銭的罰則を求める文書を意味します。 

 

OATHとは、ニューヨーク市行政裁判審理事務局を意味するものとします。 

 

運営または運営中とは、飲食店舗が食品を受け取り、調理、保管、または提供していること、または

施設が公衆に開かれていることを意味します。 

 

許可前検査とは、飲食店舗が 衛生規約 およびその他の適用法に準拠しているかを判断するため

に許可の承認前に行われる衛生検査を意味するものとします。 

 

 

 

 

 



 

許可前重大項目は本章の付録23-Aで特定された違反であり、プラス（+）記号で識別されており、許可

証発行の前に是正されなければならない違反を意味します。 

 

公衆衛生危害要因とは、食中毒や病気に直接寄与することが知られている重大な違反または状態

であり、この章の付録23-Aにアスタリスク（*）で示されています。これは衛生規約第81条お

よび州衛生法第14条で定義されている緊急健康危害要因を含みます。 

 

再検査とは、新規検査で14点以上の点数を取得した後に実施される、閉鎖に至った状況が是正

されているかどうかを判断する事を目的とした衛生検査を意味するものとします。 

 

再開検査とは、当局が店舗を閉鎖した後に実施され、閉鎖の原因となった状態が正されたかどう

かを判断するために実施される再開前検査を意味するものとします。 

 

衛生検査とは、当局が店舗において、食品の取り扱い、設備、衛生状態、維持管理、および従事

者の衛生習慣について、現場の調査を行うことを意味します。この用語には、初期検査、再検

査、遵守検査、許可前検査が含まれます。 

 

§23-02 衛生検査の採点 

衛生検査が実施される場合、本章付録23-A（飲食店舗の衛生検査採点ワークシート）および付録

23-B（飲食店舗の衛生検査採点パラメーターの状態に関するガイド）に挙げられる違反状態、およ

び状態レベルを採点するものとします。これらの付録に使用されている用語は、衛生規約第81条の

定義と同じ意味を持つものとします。 

 
§23-03 アルファベット文字によるグレード（等級）付け 

(a) §23-04条項、衛生規約第§81.51条の制定により、飲食店舗で法律および規則に基づいて衛生

管理が行われているか確認するために、最低年1回の検査を行い、グレードの表示を用いて評価す

ることが義務付けられています。検査または再検査の結果に基づき、規則に従い、「A」、

「B」、「C」のいずれかの文字でグレードが掲示されます。ただし、店舗の閉鎖が命じられた場

合は、いかなるグレードも与えられません。 

 

(b) 新規検査または再検査のいずれかで14点未満の評価を受けた店舗には「A」のグレードが与え

られます。 

 

(c) 新規検査で14点以上だった店舗はグレードが与えられず、新規検査の7日後以降に再検査が実

施されます。再検査が14〜27点は「B」、28点以上の場合は「C」のグレードになります。 

 

 

(d) 検査の周期において新規・再検査が実施されるほか、28点以上の評価を受けた店舗は、コンプ

ライアンス検査も実施されることがあります。なお、コンプライアンス検査の点数でグレード

が変わることはありません。 

 

 



 

§23-04 検査サイクルの間隔 

(a) 飲食店は、新しいグレードカードを掲示するか、次の検査サイクルまで「グレード

保留」カードを掲示していなければなりません。新規検査で14点以上だった店舗が

次の検査まで一年かかるのは望ましくありませんが、そのサイクルの最終検査と次

の検査サイクルの新規検査との間の間隔は、新規検査または再検査いずれかで点数

が高かったほうの検査に基づいて決定されるものとします。 

 

(1) 新規検査または再検査の評価が14〜27点で、いずれの検査でも28点未満だっ

た店舗では、新しい周期における最初の検査は再検査から150〜210日後に実

施されます。 

(2) 新規検査または再検査の評価が28点以上だった店舗では、新しい周期における

最初の検査は前の周期の最終検査から90〜150日後に実施されます。 

(3) 新規または再検査に基づいて閉鎖された後、再開が許可された店舗では、新し

い検査周期の最初の検査は再開日から60〜120日以内に実施されます。 

 

(b) 本章規定外においても、公衆衛生へのリスクが高まると判断される状況があれば、

店舗を検査し、新しいサイクルの新規検査として扱われます。過去に当局が閉鎖し

た店舗、不衛生な苦情の出ている店舗、または環境上の緊急事態の後で危険な状態

にある店舗も含まれます。 

 

§23-05 違反通知と継続的な違反に対する罰則 

(a) 検査において、一点それ以上の点数違反、また違反点数が合計14点以上の場合は、

重大な違反に関係なく、違反通知が発行されます。 

 

(b) すべての違反は、検査報告書および違反通知に個別に記録または引用されます。 

 

(c) 継続的違反においては、衛生審判の審理官により付録Cに記載されている罰則が課

されます。 

 

§23-06 営業許可証の取消し・差止め 

(a) 衛生検査で継続して重大な違反が発覚した場合、また、公衆衛生危害要因が是正

されていない場合は、衛生規約第5条に従って営業許可証を取消、または差止め手

続が施行されます。 

 

(b) 閉鎖が命じられた店舗は、営業していないことを示す標識を掲示し、グレードカー

ドを取り外さなければなりません。 

 

(c) 閉鎖店舗の再開が許可されるには、再開検査が必要となります。適用法に準じて

いるか、また運営を再開できるまで何度でも検査が行われます。 

(d) 衛生規約第§81.51条に従い、グレード掲示がされた店舗が閉鎖し再開が許可され

た場合、再開時には閉鎖前に掲示されていたグレードが再度掲示できます。 ただ

し、施設の新規検査の結果閉鎖となった場合は、「グレード保留」カードが掲示

され、それ以前に掲示されていたグレードカードはすべて除去されます。再検査

で閉鎖となった場合は、「グレード保留」カードまたはグレードカードを掲示し

なければなりません。 

 

§23-07 グレードの掲示 



(a) 衛生規約第§81.51条では、検査時に新規または再検査が13点以下の場合は、「A」

のグレードカードが提供され、店舗は直ちに掲示ができます。 

 

(b)  衛生規約第§81.51条では、検査時に新規または再検査が14点以下の場合と閉鎖が

命じられていない場合は、検査前の周期で受けたグレードを再検査の時まで掲示で

きます。以前にグレードで評価されていない場合は、再検査時まで何も掲示されま

せん。 

 

(c) 衛生規約第§81.51条では、検査時に新規または再検査が14点以上の場合と閉鎖が

命じられていない場合は、「グレード保留」カードと再検査時の検査点数に応じ

たグレードを表示します。グレードカードまたは「グレード保留」カードのいず

れかを直ちに掲示しなければなりません。「グレード保留」カードを掲示する場

合は、本章（d）および衛生規約第§81.51条に従い衛生審判で審理が行われるま

での期間のみ掲示してください。 

 

(d) 衛生規約第§81.51条のグレーに関する衛生審判： 

 

(1)  事業主が直接、衛生審判に出廷し、審判の結果、再検査の点数が変わらなかっ

た場合、決定通知後、ただちに「グレード保留」カードを除去し、検査で発行

されたグレードカードを掲示するものとします。 

(2) 本小章の段落（3）の規定に従い、審理の予定日もしくはそれ以前に事業主が衛

生審判に出廷しない場合、事業主は審理日に、再検査で当局により提供された

グレードカードを掲示するものとします。 

(3)  事業主が予定日に衛生審判に出廷し、何らかの理由で審理を進めることができ

ない場合、または事業主が延期を要求し、そのような延期が認められた場合

は、「グレード保留」カードを掲示し続けることができ、延期された審理日ま

でグレードカードの掲示を先送りすることができます。事業主がその日に出廷

できない場合また、いかなる場合も、延期された審理日以降にグレードカード

の掲示を怠ってはなりません。 

(4)  事業主が衛生審判に出廷し、審判の結果、再検査の点数によってグレードが変

わる場合は、「グレード保留」カードの代わりに、新しいグレードカードが発

行され、それは直ちに掲示されなければなりません。 

(5)  事業主が郵便で審判通知を受け取る場合は、グレード保留のカードを除去し、

審判通知と併せて新グレードカードを掲示します。 

(6) 再検査時に発行された違反通知を郵送、オンライン、または直接得た場合は、

再検査で当局が発行したグレードカードをすぐに掲示します。 

(7) 衛生審判での違反通知の処分は、グレード（等級）の発行を除き、本章の規定

または他の適用法に影響はしません。 

 

(e) 衛生規約第§81.51条において、有効でないグレードカードおよび「グレード保留」

カードは、再利用ができないよう細断またはその他の方法で処してください。 

 

(f) 衛生規約第§81.51条では、「グレード保留」カードは、正面の窓、ドア、または外

壁などの通行人が見える目立つ場所に掲示してください。カードは、正面玄関また

は入り口から5フィート以内、地面または床から垂直高さ4フィート以上6フィート以

下である必要があります。通りから直接入れない店舗は、グレードカードまたは

「グレード保留」のカードが通行人にはっきりと見えるように、当局が指定した入

り口のすぐ近くの場所に掲示しなければなりません。 

 



(g) グレードカードは、当局によって承認されている場合を除き、取り外してはなりませ

ん。 

 

 

§23-08 他の法律の影響およびその解釈 

(a) 規則は、州の公衆衛生法、ニューヨーク市衛生規約、およびニューヨーク市の行政

規定17章の他、適用されるすべての法律の規定に従って解釈され、施行されるもの

とします。 

 

(b) 本章の規定は、法律規定を施行するために、検査を実施し必要となる措置を取る為

に当局の権限を制限するものではありません。 

 

(c) 本章のいずれかの規定が管轄裁判所によって無効であると判断された場合でも、

本章は有効であり、影響を与えるものではありません。 



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 
 

2010年12月 

改定 

食品安全・地域衛生局 
飲食店のための自己検査ワークシート 

様式D 

 

パート1 –  点数対象違反 

重大な違反 
状態 

点数  
I II  III  IV V 

食品温度  

2A* 食品が必要最低温度まで加熱されていない。 

鶏肉、肉詰め、詰め物をされた肉 

ひき肉およびひき肉を含む食品 

豚肉、豚肉を含む食品 

生焼けのローストビーフ、レアのビーフステーキ（個々の客の要求を除く） 

その他すべての食品（個々の客の要求による殻付きの卵を除く） 

 
> 165°Fで15秒 

> 158°Fで15秒 

> 155°Fで15秒 

> 必要とされる温度と時間                  

> 145°Fで15秒 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

10 

 

 

 

28 

 

2B* 温かい食品が140°F以上に保たれていない。  7 8 9 10 28  

2C 調理および冷蔵された温かい食品が最初に2時間以内に165°F以上に再加熱されることなく、提供用に保持されている。 5 6 7 8 –  

2D 食品加工施設から受け取った調理済みの加熱されるべき危害要因性食品が、2時間以内に140°Fに加熱されていない。 5 6 7 8 –  

2E 一人分を除く、冷凍された鶏肉丸ごとまたは鶏胸肉が凍ったまま、または部分的に解凍された状態で調理されている。 5 6 – – –  

2F 肉、魚、またはタコやイカ類、貝類等が、客への事前の通知なしに生または加熱不十分で提供されている。 – – – 8 –  

2G* 必要な調理中を除き、冷たい食品（38°F以上の魚の燻製および低酸素包装食品）が41°F以上で保たれている。 7 8 9 10 28  

2H* 承認された方法で冷却されていない食品（承認された方法により製品内部温度は2時間以内に140ºFから70ºF以下に、さらに4時間以内に70°F

から41°F以下に低下する）がある。 
7 8 9 10 28 

 

2I 環境温度の材料で調理された食品が4時間以内に41°F以下に冷却されていない。 5 6 7 8 –  

2J* 低酸素包装（ROP）食品が承認された方法で冷却されていない(承認された方法により、食品内部温度は調理後二時間以内に38°Fに低下し、

必要に応じて、38°Fに達してから六時間以内に34°Fの温度までさらに冷却される）。 
7 8 9 10 28 

 

食品供給源  

3A* 未承認、未知、または自家製の缶詰を材料にしている。低酸素包装（ROP）魚が加工前に凍結されていない。または、店内で調理されたROP食

品が別の場所に運ばれている。 
– – – 10 28 

 

3B* 貝類が承認された供給源のものではない、不適切なタグ付け/表示である、またはタグが90日間保管されていない。 – – – 10 28  

3C* 卵に汚れやひびが見られる。液状、冷凍、または粉末の卵が殺菌されていない。 7 8 9 10 28  

3D* 膨張、漏れ、錆びがあり、他の消費可能食品から分けられていない缶詰食品が見られる。 7 8 9 10 28  

3E* 飲料水の供給が不適切。水や氷が飲用に適していない、または承認されていない供給源からのものである。飲用水給水システムに交差接続が

見られる。 
– – – 10 28  

3F* 殺菌されていない乳または乳製品がある。  – – – 10 28  

3G 生の食品を提供する前に適切に洗浄していない。  5 6 7 8 –  

食品保護 

4A 食品事業の管理人が食品衛生責任者証を保有していない。  – – – – 10  

4B* 食品を通じて伝染する病気にかかっている、または手に切り傷や火傷がある食品従事者が調理したり、器具を扱ったりしている。 – – – 10 28  

4C* 適切な追加熱処理がされない食品を素手で触らないようにするための適切な器具を使用していない食品従事者がいる。 7 8 9 10 28  

4D* トイレの使用、咳、くしゃみ、喫煙、食事、生の食品の調理などにより汚染された手をよく洗っていない食品従事者がいる。 – – – 10 28  

4E* 食品汚染を起こし得る有毒化学物質が不適切に表示、保管、または使用されている。 7 8 9 10 28  

4F* 食品、食品調理区域、食品保管区域、従業員または客が使用する区域が下水または液体廃棄物で汚染されている。 – – – 10 28  

4G* 保護されていない危害要因性食品が再提供されている。  – – – 10 28  

4H* 生、加熱済み、または調理済みの食品が他に混入、汚染、二次汚染されている、またはHACCPプランに従って廃棄されていない。 7 8 9 10 28  



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 
 

4I 保護されていない食品が再提供されている。  5 6 7 8 –  

4J 調理、冷却、再加熱、および保持中に危害要因性食品の温度を評価するための、適切に調整された金属製の茎型温度計または熱電対が提供ま
たは使用されていない。 

– – – 8 – 
 

4K 店舗内の食品および/または非食品区域にネズミの痕跡または生きたネズミがいる。 5 6 7 8 28  

4L 店舗内の食品および/または非食品区域にハツカネズミの痕跡または生きたハツカネズミがいる。 5 6 7 8 28  

4M 店舗内食品および/または非食品区域に生きたゴキブリがいる。 5 6 7 8 28  

4N 店舗内の食品および/または非食品区域に汚染バエまたは食品/ごみ/下水関連（FRSA）のハエがいる。汚染バエには、イエバエ、小イエバ
エ、クロバエ、キンバエ、ニクバエが含まれる。食品/ごみ/下水関連のハエには、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエが含まれる。 

5 6 7 8 28 
 

4O 水槽内の魚または介助動物以外の生きた動物が店舗内の食品および/または非食品区域にいる。 5 6 7 8 –  

店舗内の設計 

5A* 下水処理システムが不適切または未承認。 – – – 10 28  

5B* 有害で毒のあるガスまたは蒸気が検出される。CO > 13 ppm。 – – – 10 28  

5C+ 食品接触面が適切に構築または配置されていない。許容できない素材が使用されている。 7 8 9 10 28  

5D+ 食品調理区域やトイレの中または近くに手洗い設備がない。従業員の清潔さのために適切な圧力で流れる温水および冷水設備が施設にない。
石鹸や好ましい手指乾燥装置が提供されていない。 

– – – 10 28 
 

5E+ 必要とされる場合に従業員や客のためのトイレ設備がない。 – – – 10 28  

5F+ 危害要因性食品を必要な温度に保つための冷蔵または保温装置がない、または十分でない。 – – – 10 28  

5G+ 適切に囲われたサービス/メンテナンス区域がない。（食品提供車） – – – 10 28  

5H+ 器具および/または機器を洗浄、すすぎ、消毒するために利用できる設備がない。 – – – 10 28  

5I+ HACCPプランを実施するための冷蔵設備が、時間と温度を継続的に監視する電子システムを装備していない。 – – – 10 28  

個人衛生およびその他の食品保護 

6A 個人の清潔さが不十分である。上着が汚染要因物質で汚れている。食品が調理される区域で効果的なヘアネットを着用していない。 5 6 7 8 –  

6B 食品調理、食品管理、または食器洗い区域における、たばこの使用、摂食、開いた容器からの飲食が見られる。 5 6 7 8 –  

6C 食品が保管、調理、輸送、陳列、または提供中に汚染要因源から保護されていない。 5 6 7 8 –  

6D 食品接触面が、その使用後およびそれに続く汚染可能性のある活動の後に適切に洗浄、すすぎ、または消毒されていない。 5 6 7 8 –  

6E 使用中の食品配分器具を含む、消毒された機器または器具の使用または保管が不適切である。 5 6 7 8 –  

6F 布巾が汚れている、または消毒液に浸されていない。 5 6 7  –  

6G* HACCPプランが承認されていない、または承認されたHACCPプランがその店舗内で維持されていない。 – – – 10 28  

6H HACCPプランが適切に実施されていることを実証する記録が残されていない。 – – – – 28  

6I 食品にHACCPプランに従った表示がなされていない。 – – – 10 28  

他の重要事項 

7A 当局の衛生検査官への干渉や妨害がみられる。 – – – – 28  

重大な違反合計 

一般的な違反 
状態 

点数  
I II  III  IV V 

害虫/ごみ 

8A 店舗内が害虫防除されていない。害虫が店舗内に発生していたり、害虫の生息を許す環境または状態である。 – – 4 5 –  

8B 蓋付きのごみ入れがないか、不十分である。ただし、頻繁に使用している間はごみ入れが覆われていなくてもよい。 
ごみ保管場所が適切に建設または維持されていない。粉砕機または圧縮機が汚れている。 

2 3 4 5 – 
 



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 
 

8C 殺虫剤が表示または適用法に従って使われていない。禁止されている薬品が使用/保管されている。開放式エサ箱が使用されている。 2 3 4 5 28  

食品供給源  

9A へこみがあり、他の消費可能食品から別にされていない缶詰食品が見られる。 2 3 4 5 –  

9B 解凍手順が適切でない。 2 3 4 5 –  

9C 食品接触面が適切に管理されていない。 2 3 4 5 –  
 



 

施設メンテナンス  

10A トイレ設備にトイレットペーパー、ごみ箱、自動閉鎖ドアが管理および提供されていない。 2 3 4 5 –  

10B 配管が適切に設置または維持されていない。 必要な所でサイフォン作用防止または逆流防止装置がない。機器または

床が適切に排水できていない。 下水処理システムが破損しているか、正しく機能していない。 
2 3 4 5 28 

 

10C 照明が不十分。 調理区域、食器洗い区域、保管室に常設照明がない。 2 3 4 5 –  

10D 機械的または自然換気システムがない、不適切に設置されている、破損している、および/または油分、熱、結露蒸気、臭気、煙、および煙

霧の過度の蓄積を防ぐことができていない。 
2 3 4 5 – 

 

10E 冷蔵または保温装置に正確な温度計がない。 2 3 4 5 –  

10F 食品非接触面が不適切に構築されている。許容できない素材が使用されている。食品非接触面または機器の維持が不適切である。またはユニ

ットの上下とすべての側面を洗浄できるように、適切に密閉、持ち上げ、間隔確保、または可動化されていない。 
2 3 4 5 – 

 

10G 居住区または寝室として使用される部屋で食品サービス業務が行われている。 2 3 4 5 –  

10H 器具の洗浄作業で適切に消毒されていない。 2 3 4 5 –  

10I 使い捨て品が再利用され、不適切に保管され、分配されている。必要な時に使用されていない。 2 3 4 5 –  

10J 店舗内に「手を洗ってください」の標識が掲示されていない。 2  

他の一般事項 

99B 他の一般事項 2 3 4 5 28  

一般的な違反合計： 

重大および一般事項の合計  

パート2 － 点数対象外違反 

状態確認 

はい いいえ  

自動販売機でのたばこ製品の販売 

15A    禁止されている場所にたばこの自動販売機がある。   

15B    店舗の入り口から25フィート未満の場所にたばこの自動販売機がある。   

15C    たばこの自動販売機が、担当者、従業員、または検査官から見えるところに置かれていない。   

15D    ライセンス番号、有効期限、住所、電話番号が記載された頑丈な標識が掲示されていない。   

たばこ製品規制法  

15E    たばこ製品が箱から出された状態で売られている。   

15F    18歳未満の従業員が成人の小売業者または販売業者の直接の監督なしにたばこ製品を販売している。   

15G    未成年者への販売が見られる。   

15H    未成年者へのたばこ製品の販売を禁止する標識が目立つように掲示されていない。   

受動喫煙防止法  

15I  「禁煙」および/または「喫煙可」の標識が目立つように掲示されていない。「喫煙可」の標識に健康警告が含まれていない。   

15J  灰皿が禁煙区域にある。   

15K    禁煙法が喫煙を禁止していることを喫煙者に知らせるための誠実な努力を怠っている。   

15L    禁煙の職場での喫煙方針が不十分、不掲載で、従業員に提供されていない。   

15M   学校施設内（12年生以下）でたばこ製品が使われている。   

15N   担当者の管理下にある禁煙区域で喫煙が許可および/または許されている。   

ハーブたばこの販売 

15O    ハーブたばこが未成年者に販売されている。   

たばこ健康警告および禁煙標識 

15P    たばこの健康に関する警告や禁煙標識が掲示されていない。   

15Q    たばこの健康に関する警告や禁煙標識が遮断されている、および/または目立つように表示されていない。   

15R    たばこ製品が陳列されている場所に、大版のたばこ健康警告および禁煙標識が掲示されていない。 小さな標識が各レジまたは精算場所に掲示されていない。   



 

 

状態確認 

はい いいえ  

特定のフレーバーたばこの販売に関する制限 

15S  たばこバー以外の施設でフレーバーたばこ製品が販売または販売のために提供されている。   

15T    販売または販売のために提供されたたばこ製品の元の表示が、現場で保管されていない。   

人工トランス脂肪 

16A   1食あたり0.5グラム以上のトランス脂肪を含む人工トランス脂肪含有食品が保管、販売、提供用に保管、メニュー品の調理で使用、または提供されている。   

16B    食用油、ショートニング、マーガリン、まとめ売りされる食品の元の栄養成分表示および/または成分表示、容認されるメーカーの文書が現場で保管されていない。   

メニューのカロリー表示 

16C    共通の所有権または管理下で全国的に同じ種の事業を運営している15以上の店舗のうちの1つであるか、フランチャイズとして、または同じ名前で事業を行っている飲

食事業主で、メニュー、メニューボード、または食品タグのサイズと内容が、標準化された一人分のメニュー品ごとにカロリー表示されていない。 

  

16E    メニューとメニューボードにあるさまざまな風味、種類、サイズで販売されている各メニュー品の各風味、種類、サイズのカロリー量の範囲（最小から最大）が掲示

されていない。 

  

16F  単品としてリストされている複数のオプションがあるセットメニューがメニュー、メニューボード、または食品タグに、特定のカロリー量またはその範囲を掲示してい

ない。 

  

管理と文書化 

18A    飲食事業を運営するための最新の有効な許可証、登録証、またはその他の認可証がない。   

18B    衛生局、長官または当局によって発行された文書が違法に複製または変更されている。   

18C    衛生局からの通知が破損されていたり、遮られていたり、または取り外されている。   

18D    衛生局、長官または当局の命令に従っていない。   

18E    食中毒発生の可能性を当局に報告していない。   

18F    許可証が目立つように表示されていない。   

18G    店舗内で許可されていない冷菓の製造をしている。   

18H    イベントスポンサーが最新の有効な許可証または登録証を持たないサプライヤーを除外しなかった。   

標識 

20A    食品従事者が食品を調理または加工している場所で、食物アレルギー情報ポスターが、目立つように掲示されていない。   

20B    すべての食品従事者が理解できる言語で食物アレルギー情報ポスターが掲示されていない。   

20C    食物アレルギーポスターに、当局が提供または承認した内容が含まれていない。   

20D    「窒息応急処置」ポスターが掲示されていない。「アルコールと妊娠」の警告標識が掲載されていない。蘇生装置：呼気蘇生マスク（成人および小児）、ラテック  

ス手袋の標識が掲示されていない。 検査報告書標識が掲示されていない。 

  

20E   グレードまたはグレード保留カードが目立つように、また通行人に見えるように掲示されていない。   

20F    有効なグレードカードが掲示されていない。   

迷惑行為およびその他の事項  

22A    迷惑行為が見られるまたは許容されている。不安全、危険、不快、または迷惑な状態が店舗から排除されていない。   

22B    女性用トイレ設備に蓋の付いたごみ入れが一つもない。   

22C    極端な熱や温度変化がある場所、または偶発的に接触するかもしれないところにある電球が覆われていない、または飛散防止されていない。   

22E    ROP加工装置がDOHMHによって承認されていない。   

*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  

重大な違反  

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

2A* 食品が必要最低
温度まで加熱さ
れていない。 

   最低温度未満で調理した
うえで注文品を提供する
よう消費者が特に要求す
る場合を除き、肉、粉砕
肉、およびその他の危害
要因性食品（PHF）を適
切に調理していない。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

2B* 温かい食品が140°F
以上に保たれていな
い。 

一つの区域で一つの温
かい食品の温度が範囲
外である。 

例：鶏手羽先のトレイ一
つが115°Fで保たれてい
る。 

二つの温かい食品の温度
が範囲外である、または
二つの異なる区域で同じ
種類の食品の温度が範囲
外である。 

例：鶏手羽先のトレイ一
つとご飯の鍋一つが
115°Fで保たれている。
または蒸し物テーブルの
鶏手羽先のトレイ一つと
食品調理区域の鶏手羽先
のトレイ一つが115°Fで
保たれている。 

三つの温かい食品の温度
が範囲外である、または
三つの異なる区域におい
て同じ種類の食品の温度
が範囲外である。 

例：鶏手羽先のトレイ一
つ、ご飯の鍋一つ、およ
びローストビーフの大皿
一つが115°Fで保たれて
いる。または蒸し物テー
ブルの鶏手羽先のトレイ
一つ、食品調理区域の鶏
手羽先のトレイ一つ、お
よび揚げ物装置近くの鶏
肉のかごが115°Fで保た
れている。 

四つ以上の温かい食品の
温度が範囲外である、ま
たは四つ以上の異なる区
域で同じ種類の食品の温
度が範囲外である。 

例：鶏手羽先のトレイ一
つ、ご飯の鍋一つ、ロー
ストビーフの大皿一つ、
およびビーフシチューの
深皿一つが115°Fで保た
れている。または蒸し物
テーブルの鶏手羽先のト
レイ一つ、食品調理区域
の鶏手羽先のトレイ一
つ、揚げ物装置近くの鶏
肉のかご、および11の鶏
肉でいっぱいの回転式串
焼き器が115°Fで保たれ
ている。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

2C 
調理および冷蔵された
温かい食品が最初に2
時間以内に165°F以上
に再加熱されることな
く、提供用に保持され
ている。 

一つの調理および冷蔵さ
れた温かい食品が、提供
前に165°Fに再加熱され
ていない。 

例：チキンスープ 

二つの調理および冷蔵さ
れた温かい食品が、提供
前に165°Fに再加熱され
ていない。 

例：チキンスープと焼
いたハム 

三つの調理および冷蔵さ
れた温かい食品が、提供
前に165°Fに再加熱され
ていない。 

例：チキンスープ、焼い
たハム、およびスライス
ターキー 

四つ以上の調理および
冷蔵された温かい食品
が、提供前に165°Fに
再加熱されていない。 

例：チキンスープ、焼
いたハム、スライスタ
ーキー、ミートロー
フ、およびロブスター
ビスク 

 

2D 加熱されるべき商業
食品加工施設から仕
入れた調理済みの危
害要因性食品が、2時
間以内に140°Fに加
熱されていない。 

一つの加熱済みの市販の
調理済み食品が140°Fに
加熱されていない。 

例：ビーフパティ 

二つの加熱済みの市販
の調理済み食品が
140°Fに加熱されてい
ない。 

例：ビーフパティとクラ
ムチャウダー 

三つの加熱済みの市販
の調理済み食品が
140°Fに加熱されてい
ない。 

例： ビーフパティ、ク
ラムチャウダー、および
スモークターキー 

四つ以上の加熱済みの市
販の調理済み食品が
140°Fに加熱されていな
い。 

例：ビーフパティ、ク
ラムチャウダー、スモ
ークターキー、コンビ
ーフ、およびジャイロ 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

2E 一人分を除く、冷凍
された鶏肉丸ごとま
たは鶏胸肉が凍った
まま、または部分的
に解凍された状態で
調理されている。 

一つの鶏肉丸ごとまたは
鶏胸肉が冷凍状態から調
理されている。 

例：鶏胸肉 

二つ以上の鶏肉丸ごと
または鶏胸肉が冷凍状
態から調理されてい
る。 

例：鶏胸肉、鶏丸焼き、
ターキー胸肉、およびア
ヒル 

 

 
注：鶏肉が必要最低温度まで適切に調理されてい

ない場合は、* 2Aが課される。 

2F 肉、魚、またはタコ
やイカ類、貝類が、
客への事前の通知な
しに生または加熱不
十分で提供されてい
る。 

   
注文品を最低温度未満で
調理するよう消費者が特
に要求する場合を除き、
肉、粉砕肉、魚、貝類、
およびその他のPHFを適
切に調理していない。 

 

2G* 必要な調理中を除
き、冷たい食品
（38°F以上の魚の燻
製および低酸素包装
食品）が41°F以上に
保たれている。 

一つの区域で一つの冷
たい食品の温度が範囲
外である。 

例：スライスされていな
いスモークサーモン一
つ、またはスモークサー
モンスライスのパックま
たはトレイ一つが38°F以
上である、またはショー
ケース内のポテトサラダ
のトレイ一つが41°F以上
である。 

二つの冷たい食品の温度
が範囲外である、または2
つの異なる区域において
同じ種類の食品の温度が
範囲外である。 

例：スモークサーモン一
つが38°F以上であり、ス
ライストマトのトレイ一
つが41°F以上、またはシ
ョーケース内のポテトサ
ラダの器一つ、および食
品調理区域のポテトサラ
ダの器一つが41°F以上で
ある。 

三つの冷たい食品の温
度が範囲外である。 

例：スモークサーモン一
つが38°F以上であり、ス
ライストマトのトレイ一
つとツナサラダの大皿一
つが41°F以上である。ま
たはショーケース内のポ
テトサラダの器一つ、食
品調理区域のポテトサラ
ダの器一つ、およびにん
にくのオイルミックス漬
けが41°F以上である。 

四つの冷たい食品の温
度が範囲外である。 

例：スモークサーモン一
つが38°F以上であり、ス
ライストマトのトレイ一
つ、ツナサラダの大皿一
つ、にんにくのオイルミ
ックス漬けの器一つ、お
よび調理したコラードの
器一つが41°F以上であ
る。またはショーケース
内のポテトサラダのトレ
イ一つ、リーチイン冷蔵
庫内のポテトサラダのト
レイ一つ、および食品調
理区域のポテトサラダの
トレイ一つが41°F以上で
ある。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

2H* 食品が承認された方法
で冷却されていない
（製品内部温度は2時
間以内に140ºFから
70ºF以下に、さらに4
時間以内に70°Fから
41°F以下に低下す
る）。 

一つの食品が承認された
方法で冷却されていな
い。 

例：調理済みター
キー丸焼き一つ 

二つの食品が承認された
方法で冷却されていな
い。 

例：調理済みター
キー丸焼き二つ 

三つの食品が承認され
た方法で冷却されてい
ない。 

例：調理済みターキー丸
焼き二つとチキンシチュ
ーの容器一つ 

四つ以上の食品が承認さ
れた方法で冷却されてい
ない。 

例：調理済みターキー丸
焼き二つ、チキンシチュ
ーの容器一つ、および炊
いたご飯10ポンド 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

 

N
Y
C
 
D
O
H
M
H
 
–

食
品

サ
ー

ビ
ス

運
営

者
の

た
め

の
ガ

イ
ド

 
 
 
 
9
  



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

2I 環境温度の材料から
調理された食品が四
時間以内に41°F以
下に冷却されていな
い。 

環境温度の材料から調
理された一つの食品が
41°Fに冷却されてい
ない。 

例：41°F以上のツナ缶を
使ったツナサラダ 

環境温度の材料から調
理された二つの食品が
41°Fに冷却されてい
ない。 

例：41°F以上のツナ缶
とサケ缶を使ったツナサ
ラダとサーモンサラダ 

環境温度の材料から調
理された三つの食品が
41°Fに冷却されてい
ない。 

例：41°F以上のツナ缶
とサケ缶、および使い
かけのイワシの缶詰を
使ったツナサラダとサ
ーモンサラダ 

環境温度の材料から調
理された四つの食品が
41°Fに冷却されていな
い。 

例：41°F以上のツナ缶
とサケ缶、 
および使いかけのイ
ワシの缶詰とアンチ
ョビの缶詰を使った
ツナサラダとサーモ
ンサラダ 

 

2J* 低酸素包装（ROP）食品
が承認された方法で冷
却されていない(製品内
部温度は調理後二時間
以内に38°Fに低下し、
必要に応じて、38°Fに
達してから六時間以内
に34°Fの温度までさら
に冷却される）。 

一つのROP食品が承認さ
れた方法で冷却されてい
ない。 

例：ROPビーフシチュ
ー（4オンスのパッケ
ージ12個） 

二つのROP食品が承認され
た方法で冷却されていな
い。 

例：ROPビーフシチュ
ー（4オンスのパッケ
ージ12個）とROPチキ
ンフリカッセ（2ポン
ドのパッケージ2個） 

三つのROP食品が承認され
た方法で冷却されていな
い。 

例：ROPビーフシチュ
ー（4オンスのパッケ
ージ12個）とROPチキ
ンフリカッセ（2ポン
ドのパッケージ2個）
とROP豚ヒレ肉（8オ
ンスのパッケージ16
個） 

四つのROP食品が承認され
た方法で冷却されていな
い。 

例：ROPビーフシチュー
（4オンスのパッケージ12
個入り）とROPチキンフリ
カッセ（2ポンドのパッケ
ージ2個）とROP豚ヒレ肉
（8オンスのパッケージ16
個）とミートソース（1ポ
ンドのパッケージ6個） 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

3A* 未承認,未知,または自
家製の缶詰を材料にし
ている。低酸素包装
（ROP）魚が加工前に
凍結されていない、ま
たは、施設内で調理さ
れたROP食品が別の場
所に運ばれている。 

   
一つ以上の食品が承認さ
れた供給源からのもので
ない、または自家製缶詰
である。 

例：野生のきのこ、自
家製の缶詰ゼリー、ま
たは加工前に冷凍され
ていないROP魚 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

3B* 貝類が承認された供給
源のものではない、不
適切なタグ付け/表示
である、またはタグが
90日間保管されていな
い。 

   
一つまたはそれ以上の容
器またはその類の貝類が
承認された供給源のもの
ではない、不適切なタグ
付け/表示である、また
はタグが90日間保管され
ていない。 

例：タグ付けされ
ていないアサリ、 
カキのタグが90日間保管
されていない、不適切な
表示のムール貝、および
タグ付けされていないム
ール貝 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

3C* 卵に汚れやひびが見ら
れる。液状、冷凍、ま
たは粉末の卵が殺菌さ
れていない。 

1～6個の卵に汚れやひ
びが見られる、または
液状、冷凍、または粉
末の卵が殺菌されてい
ない。 

例：汚れおよび/また
はひびがある卵四個、
または殺菌されていな
い液状の卵1パック 

7～12個の卵に汚れやひ
びが見られる、または液
状、冷凍、または粉末の
卵の2パックが殺菌され
ていない 

例：汚れおよび/または
ひびがある卵九個、ま
たは殺菌されていない
液状の卵2パック 

13～24個の卵に汚れやひ
びが見られる、または液
状、冷凍、または粉末の
卵の3パックが殺菌され
ていない。 

例：汚れおよび/ 
またはひびがある卵16
個、または汚れおよび/
またはひびがある卵14個
と殺菌されていない液状
の卵2パック 

25個以上の卵に汚れや
ひびが見られる、また
は液状、冷凍、または
粉末の卵の4パックが
殺菌されていない。 

例：汚れおよび/または
ひびがある卵25個以
上、または汚れおよび/
またはひびがある卵18
個と殺菌されていない
液状の卵1パック 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

3D* 膨張、漏れ、錆びが
あり、消費可能食品
と別にされていない
缶詰食品がある。 

1～6個の缶詰食品に膨
張、漏れ、錆びがあ
り、消費可能食品と別
にされていない。 

例：膨張したトマトペー
スト缶一個と食品保管棚
に保管された錆びたサケ
缶一個 

7～12個の缶詰食品に膨
張、漏れ、錆びがあり、
消費可能食品と別にされ
ていない。 

例：膨張したトマトペー
スト缶三個と食品保管棚
に保管された錆びたサケ
缶二個とマッシュルーム
缶二個 

13～18個の缶詰食品に膨
張、漏れ、錆びがあり、
消費可能食品と別にされ
ていない。 

例：膨張したトマトペー
スト缶10個と食品保管棚
に保管された錆びたサケ
缶二個とマッシュルーム
缶二個 

19個以上の缶詰食品に
膨張、漏れ、錆びがあ
り、消費可能食品と別
にされていない。 
例：膨張したトマトペー
スト缶10個と食品保管棚
に保管された錆びたサケ
缶二個とマッシュルーム
缶二個、および漏れのあ
るベークドビーンズ缶15
個 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

3E* 飲料水の供給が不適
切である。水や氷が
飲用に適していな
い、または承認され
ていない供給源から
のものである。飲用
水給水システムに交
差接続がある。 

   飲料水の供給が不適切で
ある。水や氷が飲用に適
していない、または承認
されていない供給源から
のものである。飲用水給
水システムに交差接続が
ある。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。検査
官は、事務所に電話
し、閉鎖またはその他
措置の執行について話
し合わなければならな
い。 

3F* 殺菌されていない
牛乳または乳製品
がある。 

   
殺菌されていない牛乳
または乳製品がある。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

3G 生の食品を提供する
前に適切に洗浄して
いない。 

一種の生の食品が提供
前に適切に洗浄されて
いない。 

例：レタス二玉 

二種の生の食品が提供前
に適切に洗浄されていな
い。 

例：レタス二玉と人
参一束 

三種の生の食品が提供前
に適切に洗浄されていな
い。 

例：レタス二玉、人参一
束とブロッコリー一束 

四種以上の生の食品が
提供前に適切に洗浄さ
れていない。 

例：レタス二玉、人参一
束、ブロッコリー一束、
およびキャベツ一玉 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

4A 食品事業の管理人が食
品保護証明書（FPC)を
保有していない。 

    
食品事業の監督がFPCを保
有していない。 

4B* 食品従事者が食品によ
って伝染する病気にか
かっていながら、また
は手に感染にさらされ
る切り傷や火傷がある
のに食品を調理したり
器具を扱ったりしてい
る。 

   
食品従事者が食品によっ
て伝染する病気にかかっ
ていながら、または手に
感染にさらされる切り傷
や火傷があるのに食品を
調理したり器具を扱った
りしている。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4C* 十分な追加熱処理を
受けない食品と素手
の接触を避けるため
に適切な器具を使用
しない食品従事者が
いる。 

一人の食品従事者が素
手で出来合い品を調理
している。 

例：フロント食品調理区
域でサンドイッチを調理
している食品従事者が一
人 

二人の食品従事者が素
手で出来合い品を調理
している。 

例：フロント食品調理区
域でサンドイッチを調理
している食品従事者が一
人とキッチンでシーザー
サラダを調理している食
品従事者が一人 

三人の食品従事者が素手
で出来合い品を調理して
いる。 

例：フロント食品調理区
域でサンドイッチを調理
している食品従事者が一
人、キッチンでシーザー
サラダを調理している食
品従事者が一人、および
地下でシュリンプカクテ
ルを調理している食品従
事者が一人 

四人以上の食品従事者が
素手で出来合い品を調理
している。 

例：フロント食品調理区
域でサンドイッチを調理
している食品従事者が二
人、キッチンでシーザー
サラダを調理している食
品従事者が一人、および
地下でシュリンプカクテ
ルを調理している食品従
事者が一人 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4D* 食品従事者がトイレの
使用、咳、くしゃみ、
喫煙、食事、生の食品
の準備、その他の方法
で手を汚染した後、手
をよく洗っていない。 

   
食品従事者がトイレ
の利用、咳、くしゃ
み、喫煙、生の食品
の準備、その他の方
法で手を汚染した
後、手を洗っていな
い。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4E* 有毒化学物質が不適切
に表示、保管、または
使用されているため、
食品汚染を起こす可能
性がある。 

一つの有毒化学物質が
不適切に表示、保管、
または使用されている
ため食品汚染を起こす
可能性がある。 

例：ゴキブリスプレー 

二つの有毒化学物質が
不適切に表示、保管、
または使用されている
ため、食品汚染を起こ
す可能性がある。 

例：ゴキブリスプ
レーと漂白剤 

三つの有毒化学物質が
不適切に表示、保管、
または使用されている
ため、食品汚染を起こ
す可能性がある。 

例：ゴキブリスプレー、
漂白剤およびブタンガス 

四つ以上の有毒化学物質が不
適切に表示、保管、または使
用されているため、食品汚染
を起こす可能性がある。 

例：ゴキブリスプレー、漂白
剤、ブタンガス、および殺鼠
剤 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4F* 食品、食品調理区域、
食品保管区域、または
従業員または客が使用
する区域が下水または
液体廃棄物で汚染され
ている。 

   
食品、食品調理区域、食
品保管区域、または従業
員または客が 
使用する区域が下水また
は液体廃棄物で汚染され
ている。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

4G* 保護されていない危
害要因性食品が再提
供されている。 

   
保護されていない危
害要因性食品が再提
供されている。 

例：ご飯の再提供 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4H* 生、加熱済み、また
は調理済みの食品が
他に混入、汚染、二
次汚染されている、
またはHACCPプランに
従って廃棄されてい
ない。 

一つの食品が腐敗し、劣
化し、汚染され、または
二次汚染されている。 

例：生の鶏肉で汚染さ
れたレタスまたはハツ
カネズミの糞で汚染さ
れたカスタードクリー
ム。 またはHACCPプラ
ンに従って廃棄されて
いないROP鶏肉のパッ
ケージ一個 

二つの区域にある二つの
食品または同じ食品2ロ
ットが腐敗し、劣化し、
汚染され、または二次汚
染されていることが観察
されている。 

例：生の鶏肉で汚染され
たレタスと調理済み鶏
肉、または劣化したソー
セージと魚、または
HACCPプランに従って廃
棄されていないROPビー
フシチューとROPチキン
フリカッセ 

三つの区域にある三つ
の食品または同じ種の
食品3ロットが腐敗
し、劣化し、汚染さ
れ、または二次汚染さ
れていることが観察さ
れている。 

例：生の鶏肉で汚染され
たレタス、調理済み鶏
肉、および生卵、または
非飲料水で汚染されたレ
タス、トマト、およびイ
チヂク、 またはHACCPプ
ランに従って廃棄されて
いないROPビーフシチュ
ー、ROPチキンフリカッ
セ、およびROP豚ヒレ肉、
または冷蔵室のハツカネ
ズミの糞で汚染された鶏
肉のトレイ一つ、ホコリ
と塵で汚染された揚げ物
装置の下の鶏肉のかご一
個、および生の牛肉の汁
で二次汚染されたサービ
スカウンターの上の鶏肉
の入れ物一つ 

異なる区域にある四
つ以上の食品または
同じ種の食品4ロット
以上が腐敗し、劣化
し、汚染され、また
は二次汚染されてい
ることが観察されて
いる。 

例：生の鶏肉で汚染され
たレタス、調理済み鶏
肉、生卵、およびご飯、
またはHACCPプランに従っ
て廃棄されていないビー
フシチュー、ROPチキンフ
リカッセ、ROP豚ヒレ肉、
およびミートソース、ま
たは上階の冷蔵室のハツ
カネズミの糞で汚染され
た鶏肉のトレイ一つ、 ホ
コリと塵で汚染された揚
げ物装置の下の鶏肉のか
ご一個、生の牛肉の汁で
二次汚染されたサービス
カウンターの上の鶏肉の
入れ物一つ、および地下
冷蔵室のハツカネズミの
糞で汚染された鶏肉 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4I 保護されてい
ない食品が再
提供されてい
る。 

一つの保護されて
いない食品が再提
供されている。 

例：包装されてい
ないクラッカー 

二つの保護されて
いない食品が再提
供されている。 

例：包装されてい
ないクラッカーと
パン 

三つの保護されてい
ない食品が再提供さ
れている。 

例：包装されていないク
ラッカー、パン、および
ピクルス 

四つ以上の保護されて
いない食品が再提供さ
れている。 

例：包装されていない
クラッカー、パン、ピ
クルス、およびスティ
ックパン 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状態I 状態II 状態III 状態IV 状態V 

4J 調理、冷却、再加熱、
および保存中に危害要
因性食品の温度を測定
するための、適切に調
整された金属製の茎型
温度計または熱電対が
提供または使用されて
いない。 

   
危害要因性食品の温度を
測定するために適切な温
度計または熱電対が提供
または使用されていな
い。 

 

4K 施設の食品および/また
は非食品区域にネズミ
の痕跡または生きたネ
ズミがいる。 

施設の食品または非食
品区域にネズミがい
る。 

例：一つの区域に新
しいネズミの糞が1
〜10個 

施設の食品または非食品
区域にネズミがいること
が、一つの区域に新しい
ネズミの糞が11～30個、
もしくは二つの区域に新
しいネズミの糞が1～10
個あることで実証されて
いる。 

例：食品調理区域に新
しいネズミの糞が25
個、または乾燥食品保
管区域に新しいネズミ
の糞が10個、地下、食
品調理区域、トイレ、
およびごみ捨て場に新
しいネズミの糞が10個 

施設の食品または非食品
区域にネズミがいること
が、一つの区域に新しい
ネズミの糞が31～70個、
もしくは二つの区域に新
しいネズミの糞が11～30
個、または三つの区域に
新しいネズミの糞が1～
10個あることで実証され
ている。 

例：食品調理区域に新し
いネズミの糞が55個、ま
たは乾燥食品保管区域に
新しいネズミの糞が14個
および地下に16個、また
は地下、食品調理区域、
およびトイレに新しいネ
ズミの糞が10個以下 

施設の食品または非食品区域
にネズミがいることが、一つ
の区域に1～2匹の生きたネズ
ミ、および/またはネズミの
糞が71～100個、または二つ
の区域に新しいネズミの糞が
31～70個、もしくは三つの区
域に新しいネズミの糞が11～
30個、または四つの区域に新
しいネズミの糞が1～10個あ
ることで実証されている。 

例：食品調理エリアに新しい
ネズミの糞が80個、または乾
燥食品保管エリアに新しいネ
ズミの糞が30個および地下に
16個、または地下、食品調理
場に新しいネズミの糞が10個
以下ある。 

三匹以上のネズミがい
る、および/または100個
以上のネズミの糞および/
またはその他ネズミの蔓
延を助長する条件、例え
ば穴・隙間、水、食物、
未使用の器具や材料があ
る。 

検査官は、事務所に電話
し、閉鎖またはその他措
置の執行について話し合
わなければならない。 

4L 施設の食品およ
び/または非食品
エリアにハツカ
ネズミの痕跡ま
たは生きたハツ
カ ネ ズ ミ が い
る。 

施設の食品または非食品
エリアにネズミがいる。
一つのエリアに新しいネ
ズミの糞が1個～10個あ
る。 

例：食料貯蔵室で新し
いネズミの糞が8個見つ
かった。 

施設の食品または非食品
エリアにネズミがいる。
一つのエリアに新しいネ
ズミの糞が11個～30個、
または二つのエリアに1個
～10個ある。 

例：食料調理エリアに新
しいネズミの糞が25個、
または乾燥食品保管エリ
アに新しいネズミの糞が
10個および地下に10個あ
る。 

施設の食品または非食
品エリアにネズミがい
る。 
一つのエリアにネズミの
糞が31個～70個、または
二つのエリアに11個～30
個、または三つのエリア
に1個～10個ある。 

例：食品調理エリア
に新しいネズミの糞
が 
55個、または乾燥食品
保管エリアに新しいネ
ズミの糞が14個および
地下に16個、または 
地下、食品調理エリ
ア、およびトイレに新
しいネズミの糞が10個
以下ある。 

施設の食品または非食品
エリアにネズミがいる、
または1～2匹の生きたネ
ズミおよび/または一つの
エリアにネズミの糞が71
個～100個ある、または二
つのエリアに31個～70
個、三つのエリアに11個
～30個、または四つのエ
リアに1個～10個ある。 

例：食品調理エリアに新
しいネズミの糞が80個、
または乾燥食品保管エリ
アに新しいネズミの糞が
30個および地下に16個、
または地下、食品調理エ
リア、トイレ、およびご
み捨て場に新しいネズミ
の糞が10個以下ある。 

二匹以上のネズミがい
る、および/または100個
以上の新しいネズミの糞
および/またその他ネズ
ミの蔓延を助長する条
件、例えば穴・隙間、
水、食物、未使用の器具
や材料がある。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：条件のガイド  
重大な違反   

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

4M 施設の食品および/
または非食品エリ
アに生きたゴキブ
リがいる。 

施設の食品および
非食品エリアにゴ
キブリがいる。 

例：乾燥した食品エリア
に二匹の生きたゴキブリ
がいる。 

施設の食品および非食
品エリアにゴキブリが
いる。一つのエリアに
ゴキブリが6匹～10匹、
または二つのエリアに1
匹～5匹いる。 

例：食品調理エリアに七
匹の生きたゴキブリがい
る、または乾燥食品保管
エリアに二匹と、地下に 
一匹いる。 

施設の食品および非食品
エリアにゴキブリがい
る、または一つのエリア
にゴキブリが11匹～15
匹、二つのエリアに6匹
～10匹、または三つのエ
リアに1匹～5匹いる。 

例：食品調理エリアに12
匹の生きたゴキブリがい
る、乾燥食品保管エリア
に四匹と地下に五匹、ま
たは、保冷室、食品調理
区域および乾燥食品保管
場に生きたゴキブリが一
匹いる。 

施設の食品および非食品区域
にゴキブリがいる、または一
つの区域にゴキブリが16匹～
20匹、二つの区域11匹～15
匹、三つの区域に6匹～10
匹、または四つの区域に1匹
～5匹いる。 

例：食品調理区域に17匹の生
きたゴキブリがいる、乾燥食
品保管区域に10匹と地下に五
匹、または、保冷室、 
食品調理区域、ゴミ捨て場お
よび乾燥食品保管区域に生き
たゴキブリが一匹いる。 

20匹以上の生きたゴキブ
リがいるおよび/または
その他ゴキブリの蔓延を
助長する条件がある。 

例：45匹の生きたゴキ
ブリと、穴・隙間、 
水、食物、未使用の器具
や材料などの、ゴキブリ
の蔓延を助長する条件が
ある。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

4N 施設の食品および/また
は非食品区域に汚染バ
エまたは食品/ごみ/下
水関連（FRSA）のハエ
が飛んでいる。汚染バ
エには、イエバエ、小
イエバエ、クロバエ、
キンバエ、ニクバエが
含まれる。食品/ごみ/
下水関連のハエには、
ショウジョウバエ、チ
ョウバエ、ノミバエが
含まれる。 

11月1日から3月1日の時
期に2匹～5匹の汚染バエ
が、または食品調理また
は食品保管区域にFRSAの
ハエがいる。 

例：1月に乾燥非食品区
域に二匹のハエがいる。 

一つの区域に6匹～10匹
の汚染バエまたはFRSA
のハエがいる、または
二つの区域に2匹～5匹
の汚染バエがいる。 

例：食品調理区域に七匹
の生きたハエがいる、ま
たは乾燥食品保管区域に
二匹と、地下に 
 一匹いる。 

一つの区域に11匹～15匹の 

汚染バエまたはFRSAのハエが

いる、二つの区域に6匹～10

匹、または三つの区域に2匹

～5匹のハエがいる。 

例：食品調理区域に12匹の
生きたハエがいる、乾燥食
品保管区域に四匹と地下に
五匹、または、 
保冷室、食品調理区域およ
び乾燥食品保管区域にハエ
が一匹見られる。 

一つの区域に16匹～20匹の
汚染バエまたはFRSAのハエ
がいる、二つの区域に11匹
～15匹、三つの区域に6匹～
10匹の汚染バエ、または四
つの区域に1匹～5匹いる。 

例：食品調理区域に17匹の
生きたハエがいる、乾燥食
品保管区域に10匹と地下に
五匹、または、保冷室、 
 食品調理区域、ゴミ捨て場
および乾燥食品保管区域に
汚バエが二匹見られる。 

30匹以上の汚染バエ、FRSA
のハエおよび/またはその他
汚染バエの蔓延を助長する
条件がある。 

例：地下ゴミ捨て場に40匹の
ハエがいる、およびその他汚
染バエの蔓延を助長する条件
が、例えば外気への隙間、
水、食物、腐敗物および/ま
たは排水がある。 

検査官は、事務所に電話し、
閉鎖またはその他措置の執行
について話し合わなければな
らない。 

4O 水槽内の魚または介助
動物以外の生きた動物
が施設の食品および/ま
たは非食品区域にい
る。 

生きた動物が施設内にい

る。 

二匹の生きた動物が施設
内にいる。 

三匹の生きた動物が施設
内にいる。 

四匹以上の生きた動物
が施設内にいる。 

 

5A* 下水処理システムが
不適切または未承
認。 

   排水や廃液が許可された
または衛生的な方法で廃
棄されていない、または
排水や廃液が、食品、食
品保管区域、食品調理区
域、 
または消費者や従業
員が頻繁に通る区
域、保管庫として使
用されている区域、
調理や公共区域を汚
染している。 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：条件のガイド  
重大な違反   

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

5B* 有害で毒のあるガ
スまたは蒸気が検
出される。 
CO ≥13 ppm. 

   
有害で毒のあるガス
または蒸気の検出。
CO ≥ 13ppm. 

検査時にPHHの状態を
修正していない。 

検査官は、事務所に電
話し、閉鎖またはその
他措置の執行について
話し合わなければなら
ない。 

5C+ 食品接触面が適切に構
築または配置されてい
ない。または許容でき
ない素材が使用されて
いる。 

一つの食品接触面ま
たは器具の一部が適
切に構築または配置
されていない、 
および/または許容でき
ない材料が使用されて
いる。 

例：保冷室内に塗装され
た棚がある。 

二つの食品接触面また
は器具の一部が適切に
構築または配置されて
いない、および/または
許容できない材料が使
用されている。 

例：保冷室内に塗装さ
れた棚および未処理の
木材でできたまな板が
ある。 

三つの食品接触面また
は器具の一部が適切に
構築成または配置され
ていない、および/また
は許容できない材料が
使用されている。 

例：保冷室内に塗装され
た棚、未処理の木材でで
きたまな板があり、酸性
食品がピューター製のボ
ウルに入っている。 

四つ以上の食品接触面ま
たは器具の一部が適切に
構築または配置されてい
ない、および/または許容
できない材料が使用され
ている。 

例：保冷室内に塗装され
た棚、まな板が未処理の
木材でできている、酸性
食品がピューター製のボ
ウルに入っている、およ
び食品接触器具を修理す
るのに半田やUXが使用さ
れている。 

初回検査、再検査、また
は事後検査および/また
は終了における法令遵守
検査結果で、重大な許可
前（PPS）通りの修正を
していない。検査官は、
事務所に電話し、閉鎖ま
たはその他措置の執行に
ついて話し合わなければ
ならない。 

 

5D+ 食品調理区域やトイ
レの中または近くに
手洗い設備がない。
従業員の清潔さのた
めに適切な圧力で流
れる温水および冷水
設備が施設にない。
石鹸や許容される手
指乾燥装置が提供さ
れていない。 

   石鹸やペーパータオルの
ある完備された手洗い場
が設備されていない、ま
たは全ての食品調理区域
に配置されておらず不
便。 

初回検査、再検査、また
は事後検査および/また
は終了における法令遵守
検査結果で、重大な許可
前（PPS）通りの修正を
していない。検査官は、
事務所に電話し、閉鎖ま
たはその他措置の執行に
ついて話し合わなければ
ならない。 

 

5E+ 必要とされる場合に従
業員や客のためのトイ
レ設備がない。 

   
必要とされる場合に従業
員や客のためのトイレ設
備がない。 

初回検査、再検査、また

は事後検査および/または

終了における法令遵守検

査結果で、重大な許可前

（PPS）通りの修正をして

いない。検査官は、事務

所に電話し、閉鎖または

その他措置の執行につい

て話し合わなければなら

ない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：条件のガイド  
重大な違反   

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

5F+ 危害要因性食品を必要
な温度に保つための冷
蔵または高温保温装置
がない、または十分で
ない。 

   
危害要因性食品用の冷蔵
または高温保温装置がな
い。 

初回検査、再検査、また

は事後検査および/または

終了における法令遵守検

査結果で、重大な許可前

（PPS）通りの修正をして

いない。 

検査官は、事務所に電話
し、閉鎖またはその他措
置の執行について話し合
わなければならない。 

5G+ 適切に囲われたサービ
ス/メンテナンス区域
がない。（食品提供
車） 

   
適切に囲われたサービス/
メンテナンス区域がな
い。 

初回検査、再検査、また

は事後検査および/または

終了における法令遵守検

査結果で、重大な許可前

（PPS）通りの修正をして

いない。 

検査官は、事務所に電話
し、閉鎖またはその他措
置の執行について話し合
わなければならない。 

5H+ 器具および/または機
器を洗浄、すすぎ、消
毒するための設備がな
い。 

   
器具および機器を洗浄、
すすぎ、消毒するための
設備がない。 

修正していない。検査官
は、事務所に電話し、措
置の執行について話し合
わなければならない。 

5I+ HACCPプランを実施するた
めの冷蔵設備が、時間と
温度を継続的に監視する
電子システムを装備して
いない。 

   
HACCPプランを実施するた
めの冷蔵設備が、時間と
温度を継続的に監視する
電子システムを装備して
いない。 

検査官は、事務所に電話
し、閉鎖またはその他措
置の執行について話し合
わなければならない。 

6A 個人の清潔さが不十分で
ある。外側の衣服が汚染
要因物質で汚れている。
食品が調理される区域で
効果的なヘアキャップを
着用していない。 

外側が清潔な衣服やヘア
キャップを装着していな
い食品従事者が一人見ら
れる。 

外側が清潔な衣服やヘア
キャップを装着していな
い食品従事者が二人見ら
れる。 

外側が清潔な衣服やヘア
キャップを装着していな
い食品従事者が三人見ら
れる。 

外側が清潔な衣服やヘア
キャップを装着していな
い食品従事者が四人以上
見られる。 
 

 

6B 食品調理、食品管理、 

または食器洗い区域
での、タバコの使
用、摂食、開いた容
器からの飲食。 

食材や食器洗浄区域で
開いた容器から飲食お
よび/または喫煙してい
る食品従事者が一人い
る、または食品調理、 
食品保管、および食器洗
浄区域で喫煙や飲食の形
跡がある。 

食材や食器洗浄区域で開
いた容器から飲食および
/または喫煙している食
品従事者が二人いる。 

食材や食器洗浄区域で開
いた容器から飲食および
/または喫煙している食
品従事者が三人いる。 

食材や食器洗浄区域で
開いた容器から飲食お
よび/または喫煙してい
る食品従事者が四人以
上いる。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：条件のガイド  
重大な違反   

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

6C 食品が保管、調理、
輸送、陳列、または
提供中に汚染要因源
から保護されていな
い。 

一つの食品が保管や調
理、移動、展示 
または提供中に保護され
ていない。 

二つの食品が保管や調
理、移動、展示 
または提供中に保護され
ていない。 

三つの食品が保管や調
理、移動、展示または
提供中に保護されてい
ない。 

四つ以上の食品が保管や
調理、移動、展示または
提供中に保護されていな
い。 

 

6D 食品接触面が、そ
の使用後およびそ
れに続く汚染可能
性のある 
作業の後に洗浄、すす
ぎ、または消毒されて
いない。 

一つの食品接触面が、汚
染可能性のある作業の後
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
ーが古い食物のカス
で覆われている。 

二つの食品接触面が、汚
染可能性のある活動の後
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
よびまな板が古い食物の
カスで覆われている。 

三つの食品接触面が、汚
染可能性のある作業の後
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、木製のまな板およ
び缶切りが古い食物の
カスで覆われている。 

四つ以上の食品接触面
が、汚染可能性のある活
動の後に適切に洗浄、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
よび食品調理台が古い食
物のカスで覆われ、製氷
機の内部にカビが見られ
る。 

 

6E 使用中の食品配分器具
を含む、消毒された機
器または器具が不適切
に使用または保管され
ている。 

一つの消毒された機器
または器具の使用また
は保管が不適切であ
る。 

二つの消毒された機器
または器具の使用また
は保管が不適切であ
る。 

三つの消毒された機器
または器具の使用また
は保管が不適切であ
る。 

四つ以上の消毒された機
器または器具の使用また
は保管が不適切である。 

 

6F 布巾が汚れてい
る、または消毒液
に浸されていな
い。 

二つ以上の食品接触面に使
用された布巾が消毒液に浸
されていない、または布巾
の十分な消毒を確保するた
めの消毒液を計測する検査
キットが提供されていな
い、または、消毒液が布巾
の汚れを効果的に取り除く
のに適切なレベルでない。 

二つ以上の食品接触面に
使用された布巾が消毒液
に浸されておらず、布巾
の十分な消毒を確保する
ための消毒液を計測する
検査キットが提供されて
いない、または食品接触
面に使用された布巾が消
毒液に保管されておら
ず、布巾の十分な消毒を
確保するための消毒液を
計測する検査キットが提
供されていない。 

二つ以上の食品接触面
に使用された布巾が消
毒液に浸されておら
ず、布巾の十分な消毒
を確保するための消毒
液を計測する 
検査キットも提供されて
おらず、消毒液が 
布巾の汚れを効果的に取
り除くのに適切なレベル
でもない。 

  

6G* HACCPプランが承認さ
れていない、または
承認されたHACCPプラ
ンがその施設で維持
されていない。 

   
承認されたHACCPプラン
がその施設で維持され
ていない。 

HACCPプランが承認されて

いない。 
検査官は、事務所に電話
し、措置の執行について 
話し合わなければならな
い。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド  
重大な違反   

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

6H HACCPプランが適切
に導入されている
ことを実証する記
録が残されていな
い。 

    
HACCPプランが適切に導
入されていることを実証
する記録が残されていな
い。検査官は、事務所に
電話し、改善措置または
その他措置の執行につい
て話し合わなければなら
ない。 

6I 食品にHACCPプラ
ンに従った表示が
なされていない。 

   
食品にHACCPプラ
ンに従った表示が
なされていない。 

検査官は、事務所に電話
し、改善措置またはその
他措置の執行について話
し合わなければならな
い。 

7A 当局の担当者に干渉や
妨害している。 

    
当局の担当者に干渉や
妨害している。 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド(続) 一般的な違反  

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

8A 施設が害虫防除されて
いない。害虫が施設内
に発生している。また
は、害虫の生息を許す
ような環境または状態
である。 

  ドアとドアの閾値が十
分に害虫防除されてい
ない、および/または施
設の外装（壁、 
 床、天井）に一つや二
つの隙間がある、および
/またはその他害虫が侵
入または繁殖できるよう
な状態である。 

ドアとドアの閾値が、高
品質な資材で十分に害虫
防除されていない、およ
び/または施設の外装
（壁、 
 床、天井）に三つ
以上の隙間がある、
またはその他害虫が
侵入または繁殖でき
るような状態であ
る。 

 

8B 蓋付きのごみ入れがな
いか、不十分である。
ただし、頻繁に使用し
ている間はごみ入れに
蓋をしていなくてもよ
い。ごみ保管場所が適
切に建設または維持さ
れていない。粉砕機ま
たは圧縮機が汚れてい
る。 

ごみ用の機器や施設
が維持されていな
い、または提供され
ていない。 

例：前夜にごみに出さ
れた32ガロンのごみ箱
にぴったり蓋がされて
いない。 

ごみ用の機器や施設
が維持されていな
い、または提供され
ていない。 

例：前夜にごみに出さ
れた32ガロン用ごみ箱
にぴったり蓋がされて
いなく、ごみ破砕機が
古い食物で覆われてい
る。 

ごみ用の機器や施設
が維持されていな
い、または提供され
ていない。 

例：前夜にごみに出
された二つの32ガロ
ン用ごみ箱にぴった
り蓋がされていな 
く、ごみ破砕機が古い食
物で覆われている。 

ごみ用の機器や施設
が維持されていな
い、または提供され
ていない。 

例：前夜にごみに出
された二つの32ガロ
ン用ごみ箱でぴった
り蓋がされていな 
く、ごみ破砕機が古い食
物で覆われていて、庭に
段ボールや食品包装材、
15個の空の牛乳パックが
散らばっている。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド(続) 一般的な違反  
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 違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

8C 殺虫剤が表示または適用
法に従って使われていな
い。禁止されている薬品
が使用/保管されている。 

開放式エサ箱が使用

されている。 

禁止されている殺虫剤や薬
品、ベイトステーションが
一つ、表示または適用法に
従って使われていない。 

二種類の禁止されている殺
虫剤や薬品、ベイトステー
ションが、表示または適用
法に従って使われていな
い。 

三種類の禁止されている殺虫
剤や薬品、ベイトステーショ
ンが、表示または適用法に従
って使われていない。 

四種類以上の禁止されてい
る殺虫剤や薬品、ベイトス
テーションが、表示または
適用法に従って使われてい
ない。 

修正していない。検査官
は、事務所に電話し、措
置の執行について話し合
わなければならない。 

9A 缶詰食品にへこみがあり、
消費可能食品から分けられ
ていない。 

1～6缶にへこみがある。 

例：トマトペースト缶一缶
にへこみがあり、食品保管
棚に保管され、分けられて
いない。 

7～12缶にへこみがある。 

例：トマトペースト缶
七缶にへこみがあり、
食品保管棚に保管さ
れ、分けられていな
い。 

13～24缶にへこみがある。 

例：トマトペースト缶七
缶と、醤油缶六缶にへこ
みがあり、食品保管棚に
保管され、分けられてい
ない。 

25缶以上にへこみがある。 

例：トマトペースト缶七
缶、醤油缶十缶とツナ缶五
缶にへこみがあり、食品保
管棚に保管され、分けられ
ていない。 

 

9B 解凍手順が適切でない。 一つの冷凍食品が不適切に
解凍されている。 

例：鶏肉丸ごとまたはビフテ
キが不適切に解凍されてい
る。 

二つの冷凍食品が不適切に
解凍されている、または同
種類の食品が二つの異なる
場所で不適切に解凍されて
いる。 

例：二つの鶏肉とビフテキ
が不適切に解凍されてい
る、または鶏胸肉が流しで
不適切に解凍されており、
鶏もも肉がキッチンのカウ
ンターで解凍されている。 

三つの冷凍食品が不適切に
解凍されている、または同
種類の食品が三つの異なる
場所で不適切に解凍されて
いる。 

例：三つの鶏肉、ビフテ
キ、および豚の肩肉が不適
切に解凍されている、また
は鶏胸肉が流しで不適切に
解凍されており、鶏もも肉 
がキッチンのカウンター
で解凍されており、鶏胸
肉が食品調理区域内のボ
ウルの中で不適切に解凍
されている。 

四つ以上の冷凍食品が不適
切に解凍されている、また
は同種類の食品が四つの異
なる場所で不適切に解凍さ
れている。 

例：四つの鶏肉、鶏胸肉、
ビフテキ、およびエビが不
適切に解凍されている、ま
たは鶏胸肉が流しで不適切
に解凍されており、鶏もも
肉がキッチンのカウンター
で解凍されており、鶏胸肉
が食品調理区域内のボウル
の中で不適切に解凍されて
おり、手羽先がディープフ
ライヤーの近くで不適切に
解凍されている。 

 

9C 食品接触面が適切に維
持されていない。 

一つの食品接触面が適切に
維持されていない。 

例：まな板一枚が変色
している。 

二つの食品接触面が適切に
維持されていない。 

例：まな板一枚が変色し、
プラスチック製まな板一枚
にくぼみや傷がある。 

三つの食品接触面が適切
に維持されていない。 

例：まな板三枚にくぼみや
傷がある。 

四つ以上の食品接触面が適
切に維持されていない。 

例：まな板三枚にくぼみや
傷があり、バーエリアのま
な板四枚が変色している。 

 

10A トイレ設備が維持されて
おらず、トイレットペー
パー、ごみ箱、自動閉鎖
ドアが提供されていな
い。 

一つのトイレ設備が維持さ
れておらず、トイレットペ
ーパー、ごみ箱、自動閉鎖
ドアが提供されていない。 

二つのトイレ設備が維持さ
れておらず、トイレットペ
ーパー、ごみ箱、自動閉鎖
ドアが提供されていない。 

三つのトイレ設備が維持さ
れておらず、トイレットペ
ーパー、ごみ箱、自動閉鎖
ドアが提供されていない。 

四つ以上のトイレ設備が維
持されておらず、トイレッ
トペーパー、ごみ箱、自動
閉鎖ドアが提供されていな
い。 

 

 



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド(続) 一般的な違反  

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

10B 配管が適切に設置ま
たは維持されていな
い。 必要な所でサ
イフォン作用防止ま
たは逆流防止装置が
ない。機器または床
が適切に排水できて
いない。 下水処理
システムが破損して
いるか、正しく機能
していない。 

一か所で逆流防止装
置が設置されていな
い、または機器また
は床が適切に排水で
きていない。 

例：冷蔵庫の結露がバ
ケツに排水している。 

二か所で逆流防止装
置が設置されていな
い、または機器また
は床が適切に排水で
きていない。 

例：冷蔵庫の結露がバ
ケツに排水している、
および空調機が歩道に
排水している。 

三か所で逆流防止装置が
設置されていない、また
は機器または床が適切に
排水できていない。 

例：冷蔵庫の結露がバケ
ツに排水しており、空調
機が歩道に排水してお
り、および蛇口につなが
れているホースに真空破
壊弁がない。 

四か所以上で逆流防止装
置が設置されていない、
または機器または 床が適
切に排水できていない。 

例：冷蔵庫の結露がバケ
ツに排水しており、二機
の空調機が歩道に排水し
ており、および蛇口また
は製氷機につながれてい
るホースに真空破壊弁が
ない。 

下水処理システムが破
損しているか、正しく
機能していない。5Aを
引用する。 

10C 照明が不十分。 
調理区域、食器洗
い区域、保管室に
常設照明がない。 

照明が不十分な事例
が一件ある。 

照明が不十分な事例
が二件ある。 

照明が不十分な事例
が三件ある。 

照明が不十分な事例が
四件以上ある。 

 

10D 機械による、または自
然換気システムがな
い、不適切に設置され
ている、破損してい
る、および/または油
分、熱、結露蒸気、臭
気、煙、および煙霧の
過度の蓄積を防ぐこと
ができていない。 
 

一か所で機械または自
然の換気システムが設
置されていない、また
は不十分である。 

例：トイレの中に換
気システムがない。 

二か所で機械または自
然の換気システムが設
置されていない、また
は不十分である。 

例：トイレの中に換気
システムがなく、台所
の排気ボンネットが台
所の過剰量の煙を十分
に取り除いていない。 

三か所で機械的または
自然の換気システムが
設置されていない、ま
たは不十分である。 

例：トイレの中に換気シ
ステムがなく、台所の排
気ボンネットが過剰量の
煙を十分に取り除かず、
壁に油がこびりついてい
る。 

四か所で機械または自
然の換気システムが設
置されていない、また
は不十分である。 

例：トイレの中に換気
システムがなく、台所
の排気ボンネットが過
剰量の煙を十分に取り
除かず、壁に油がこび
りついていて、くん煙
室から食事区域へ煙が
移動する。 

 

10E 冷蔵または高温保管装
置に正確な温度計がな
い。 

一つの冷蔵または高温保
管装置に、冷蔵装置内の
最も暖かい部分または高
温保管装置内の最も冷た
い部分の温度を計る正確
な温度計がない。 

二つの冷蔵または高温保
管装置に、冷蔵装置内の
最も暖かい部分または高
温保管装置内の最も冷た
い部分の温度を計る正確
な温度計がない。 

三つの冷蔵または高温保
温装置に、冷蔵装置内の
最も暖かい部分または高
温保温装置内の最も冷た
い部分の温度を計る正確
な温度計がない。 

四つの冷蔵または高温保
温装置に、冷蔵装置内の
最も暖かい部分または高
温保温装置内の最も冷た
い部分の温度を計る正確
な温度計がない。 
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*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド(続) 一般的な違反  

 
 
2
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 違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

10F 食品非接触面が適切に
構築されていない。許
容できない素材が使用
されている。食品非接
触面または機器の維持
が不適切である、およ
び/またはユニットの上
下とすべての側面を清
掃できるように、適切
に密閉、持ち上げ、間
隔確保、または可動化
されていない。 

一つの食品非接触面が不
適切に建設されている。 
許容できない素材が使用
されている。食品非接触
面または機器の維持が不
適切である、および/また
はユニットの上下とすべ
ての側面を清掃できるよ
うに、適切に密閉、持ち
上げ、間隔確保、または
可動化されていない。 

例：食品調理エリア内
の壁が清掃しにくい材
料で作られている。 

二つの食品非接触面が不
適切に構成されている。
許容できない素材が使用
されている。食品非接触
面または機器の維持が不
適切である、および/また
はユニットの上下とすべ
ての側面を清掃できるよ
うに、適切に密閉、持ち
上げ、間隔確保、または
可動化されていな。 

例：食品調理区域内の壁
が清掃しにくい材料で作
られており、容易に移動
不可能な常設されたオー
ブンに隣接した壁に油が
蓄積している、または清
掃できる適度な間隔がな
い。 

三つの食品非接触面が不
適切に建設されている。
許容できない素材が使用
されている。食品非接触
面または機器の維持が不
適切である、および/また
はユニットの上下とすべ
ての側面を清掃できるよ
うに、適切に密閉、持ち
上げ、間隔確保、または
可動化されていない。 

例：食品調理区域内の壁
が清掃しにくい材料で作
られている、容易に移動
不可能な常設されたオー
ブンに隣接した壁に油が
蓄積している、清掃でき
る適度な間隔がない、適
切に床に密閉されていな
い冷蔵室の下に乾燥した
油と古い食物のカスがあ
る。 

四つの食品非接触面が不
適切に建設されている。
許容できない素材が使用
されている。食品非接触
面または機器の維持が不
適切である、および/また
はユニットの上下とすべ
ての側面を清掃できるよ
うに、適切に密閉、持ち
上げ、間隔確保、または
可動化されていない。 

例：食品調理区域区域内
の壁が清掃しにくいレン
ガ材で作られている、 
容易に移動不可能な常設
されたオーブンに隣接し
た壁に油が蓄積してい
る、清掃できる適度な間
隔がない、適切に床に密
閉されていない冷蔵室の
下に乾燥した油と古い食
物のカスがある、および
食品保管区域に絨毯が使
われている。 

 

10G 居住区または寝室とし
て使用される部屋で食
品サービス業務が行わ
れている。 

居住区または寝室として
使用される一部屋で食品
サービス業務が行われて
いる。 

居住区または寝室として
使用される二部屋で食品
サービス業務が行われて
いる。 

居住区または寝室として
使用される三部屋で食品
サービス業務が行われて
いる。 

居住区または寝室とし
て使用される四部屋以
上の部屋で食品サービ
ス業務が行われてい
る。 

 

10H 器具の洗浄作業で適
切に消毒されていな
い。 

液浸容器が提供されてい
ない。または、大きさが
不適切なため、機器が十
分に手洗いされていな
い。 

液浸容器が提供されて
いない。または、大き
さが不適切なため、機
器が十分に手洗いされ
ていない、および洗浄
手順が誤っている。 

液浸容器が提供されてい
ない。または、大きさが
不適切なため、機器が十
分に手洗いされていな
い、および洗浄手順が誤
っている。消毒検査キッ
トや温度計が提供されて
いない。 

最低170°Fの最終すす
ぎ温度が維持されてい
ない、または食器洗浄
機がメーカーの仕様書
（時間や温度、薬品類
濃度）通りに操作され
ていない。 

 

 



*公衆衛生危害要因（PHH）は直ちに修正する必要あり +許可証が発行される前に修正する必要がある重大な（PPS）許可前違反 

 

食品サービス施設検査採点パラメータ：状態に関するガイド(続) 一般的な違反  

違反 状況I 状況II 状況III 状況IV 状況V 

10I 使い捨て品が再利用さ
れていたり、不適切に
保管されていたり、分
配されている。または
必要時に使用されてい
ない。 
 

使い捨て品が再利用され
ていたり、不適切に保管
されていたり、分配され
ている。または必要時に
使用されていない。 

例：ストローが汚染か
ら保護されていない。 

使い捨て品が再利用され
ていたり、不適切に保管
されていたり、分配され
ている。または必要時に
使用されていない。 

例：ストローが適切に分
配されておらず、紙皿が
汚染から保護されていな
い。 

使い捨て品が再利用され
ていたり、不適切に保管
されていたり、分配され
ている。または必要時に
使用されていない。 

例：ストローが適切に
分配されておらず、紙
皿が汚染から保護され
ておらず、フォークも
汚染から保護されてい
ない。 

使い捨て品が再利用され
ていたり、不適切に保管
されていたり、分配され
ている。または必要時に
使用されていない。 

例：ストローが適切に
分配されておらず、紙
皿が汚染から保護され
ておらず、フォークが
汚染から保護されてお
らず、さらにプラスチ
ック製のフォークが再
利用されている。 

 

10J 手洗い施設に「手を洗
ってください」の標識
が掲示されていない。 

手洗い施設に「手を洗っ
てください」の標識が掲
示されていない。 

    

99B その他 検査官は、事務所に電話し、措置の執行または適当なコードの引用について話し合わなければな

らない。 
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第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 
 

点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金 

条件III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

02A NYCHC 81.09(c)(1) 公衆衛生危害要因 
鶏肉や鶏肉の具が15 
秒間165°Fに加熱されていない 

 

 

$400 
 

$600 

02A NYCHC 81.09(c)(2) 公衆衛生危害要因 
豚肉・豚肉を含む食品が15 
秒間150°F に加熱されていない 

 
$400 

 
$600 

02A NYCHC 81.09(c)(3) 公衆衛生危害要因 
半生のローストビーフ・ステーキが最低限の 
時間・温度に加熱されていない 

 
$400 

 
$600 

02A NYCHC 81.09 (c)(4) 公衆衛生危害要因 ひき肉が158°Fに加熱されていない 
 
$400 

 
$600 

02A NYCHC 81.09(c)(5) 公衆衛生危害要因 
詰め肉や魚、平胸類および叩いてほぐれた肉が 
15秒間165°F に加熱されていない 

 
$400 

 
$600 

02A NYCHC 81.09 (c)(6) 公衆衛生危害要因 
殻付き鶏卵・殻付き鶏卵を含む食品が 
15秒間145°F に加熱されていない 

 
$400 

 
$600 

02A NYCHC 81.09(c) 公衆衛生危害要因 
その他危害要因性高温食品が 

15秒間140°F に加熱されていない 
 

$400 
 

$600 

02B NYCHC 81.09(a) 公衆衛生危害要因 
暖かい危害要因性食品が140°F 以上で 
保温されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

 

02C 

 

NYCHC 81.09(d) 

 

危険 

既に加熱及び冷却された暖かい 

危害要因性食品が2時間以内に15秒間165°F に再

加熱されていない 

 

 
$200 

 

 
$200 

 

 
$250 

 

 
$300 

 

02D NYCHC 81.09(d) 危険 
商業的に加工された危害要因性食品が 
2時間以内に140°F に加熱されていない 

 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 

 

02E 

 

NYCHC 81.09(f)(5) 

 

危険 
一人前を除く、冷凍された鶏肉全部または鶏胸肉

が凍ったまま、または部分的に解凍された状態で

調理されている 

 

 

$200 

 

 

$200 

 

02F NYCHC 81.11 危険 肉、魚、貝類が生又は部分的に生で提供されてい

る 

  

$300 
 

02G NYCHC 81.09(a) 公衆衛生危害要因 
冷たい危害要因性食品が41°F 以下で 
保冷されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

02G NYCHC 81.09(a)(3) 公衆衛生危害要因 加工されたまたは燻製の魚が38°F 以下で保冷さ

れていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

02G NYCHC 81.09(a)(2) 公衆衛生危害要因 
卵が45°F 以下の温度で保存されて 
いない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

02G NYCHC 81.12(d)(2) 公衆衛生危害要因 
脱気包装された生の食材が適切な 
温度で保存されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

02G NYCHC 81.12(d)(4) 公衆衛生危害要因 
脱気包装された冷たい食材が適切な 
温度で保存されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 
 



 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 
 

点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金 

条件III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

02G NYCHC 81.12(d)(4) 公衆衛生危害要因 
脱気包装された食材が適切な 
温度で保存されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

02H NYCHC 81.09(e) 公衆衛生危害要因 
危害要因性食品が承認された 
方法で冷却されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

 

02I 

 

NYCHC 81.09(e)(2) 

 

危険 

室内温度の材料で調理された時 

危害要因性食品が4時間以内に41°F に冷却され

ていない 

 

 

$200 

 

 

$200 

 

 

$250 

 

 

$300  

02J NYCHC 81.12(d)(4) 公衆衛生危害要因 低酸素包装された食品が適切に冷却されていない 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

03A NYCHC 81.04 公衆衛生危害要因 承認された供給源からの食品でない 

 

 
$400 

 
$600 

03A NYCHC 81.12(c) 公衆衛生危害要因 
低酸素包装された食品が 
承認された供給源からのものでない 

 
$400 

 
$600 

03A NYCHC 81.12(e) 公衆衛生危害要因 
低酸素包装された魚が加工前に冷凍されていない  

$400 
 

$600 

03A NYCHC 81.04(b) 公衆衛生危害要因 承認された供給源からの肉でない 
 

$400 
 

$600 

03B NYCHC 81.04(c) 公衆衛生危害要因 承認された供給源からの貝でない 
 
$400 

 
$600 

03B NYCHC 81.04(c) 公衆衛生危害要因 貝のタグ付けや表示が適切でない 
 

$400 
 

$600 

03B NYCHC 81.04(c) 公衆衛生危害要因 タグ付けの必要な貝のタグが最低90日保管されて

いない 

 
$400 

 
$600 

03B NYCHC 81.04(c) 公衆衛生危害要因 貝の卸売り記録が施設内にない 
 

$400 
 

$600 

03C NYCHC 81.07(c) 公衆衛生危害要因 
卵にひびがある、汚れているまたは低温殺菌され
ていない【卵の供給源が容器に示されていない】 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

03D NYCHC 81.07(b) 公衆衛生危害要因 
食品包装に損傷がある。食缶に膨張、 

液漏れ、および/または錆びがある 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

03E NYCHC 81.20(a) 公衆衛生危害要因 飲料水の供給がない、または不十分である 

 

 
$400 

 
$600 

03E NYCHC 141.13 公衆衛生危害要因 ボトル入り飲料水が承認された供給源からでない 
 
$250 

 
$250 

03E NYCHC 81.20(a) 公衆衛生危害要因 
飲料水と非飲料水との間で誤接が 
見られる 

 
$400 

 
$600 

03E NYCHC 81.20 (c) 公衆衛生危害要因 
二酸化炭素ガス管に許容できない、不適切な 

材料が使われている 

 

$400 
 

$600 



 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 
 

点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 
違約金条件 

III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

03F NYCHC 81.07(k) 公衆衛生危害要因 牛乳または乳製品が殺菌されていない   

$400 
 

$600 

03G NYCHC 81.07(a)(4) 危険 果物や野菜が提供前に洗浄されていない 
 

$200 

 

$200 

 

$250 

 

$300 
 

04A NYCHC 81.15(a) 危険 
食品事業の監督者や管理人が食品保護証明書を 
保有していない 

  

$600 

04B NYCHC 81.13(a) 公衆衛生危害要因 
病気や伝染病および/または負傷した 

食品従事者が食品を調理している 
  

$400 
 

$600 

04C NYCHC 81.07(j) 公衆衛生危害要因 出来合い品に素手で接触している 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

04D NYCHC 81.13(d) 公衆衛生危害要因 
食品従事者が汚染後に手を洗わない 

 

 

$400 
 

$600 

 

04E 

 

NYCHC 81.23(d)(3) 

 

公衆衛生危害要因 

殺虫剤が適切に使われていない 
食品、機器、器具などが殺虫剤の汚染から保護さ
れていない 

 

 

$250 

 

 

$300 

 

 

$350 

 

 

$400 

 

 

$600 

04F NYCHC 81.20(b) 公衆衛生危害要因 排水や廃液が適切に廃棄されていない 

 

 

$400 
 

$600 

04G NYCHC 81.07(l) 公衆衛生危害要因 保護されていない危害要因性食品が再提供されて

いる 

 

$400 
 

$600 

04H NYCHC 81.07(a)(2) 公衆衛生危害要因 食品が二次汚染から保護されていない 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

04H NYCHC 81.07(a) 公衆衛生危害要因 食品が有害物質に接触している 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

04H NYCHC 81.07(a) 公衆衛生危害要因 
食品が不純物混入や汚染から 
保護されていない 

 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 

04H NYCHC 81.07(b) 公衆衛生危害要因 食品にHACCPプランに従って廃棄されていない 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 

$400 
 

$600 
04I NYCHC 81.07(l) 危険 密閉包装されていない食品が再提供されている $200 $200 $250 $300 

 

04J NYCHC 81.09(g) 危険 
温度計がない、適切に調整されていない、 
利用可能でない、および/または不十分である利
用可能でない、および/または不十分である 

 

 
$300 

04J NYCHC 81.12(g)(1) 危険 温度計が提供されていない $300 

04K NYCHC 81.23(a) 危険 ドブネズミの形跡 $200 $200 $250 $300 $350 
04L NYCHC 81.23(a) 危険 ネズミの形跡 $200 $200 $250 $300 $350 
04M NYCHC 81.23(a) 危険 ゴキブリの形跡 $200 $200 $250 $300 $350 
04N NYCHC 81.23(a) 危険 汚染バエの存在 $200 $200 $250 $300 $350 

04O NYCHC 81.25 危険 水槽の魚または介助動物以外の生きた動物がいる 
 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
 

$350 
 



 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 
 

点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金条件

III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

05A NYCHC 81.20(b) 公衆衛生危害要因 下水処理システムが不適切または未承認   

$400 
 

$600 

05B NYCHC 81.19(c) 公衆衛生危害要因 
有害で毒のあるガスまたは蒸気の検出 

COレベルが9 ppmまたはそれ以上 
 

 

$400 
 

$600 

05C NYCHC 81.17(d) 危険 
食品接触面が不適切に建設、配置されている、 
および/または許容できない材料が使用されている 

 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
 

$350 

05C NYCHC 81.07(a)(1) 危険 
食材を洗うために調理用シンクまたは代替手段が 

提供されていない 
 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
 

$350 

05D NYCHC 81.21(a) 危険 
手洗い場が提供されていない、または必要な場所
に設置されていない 
 

 

 
$300 

 
$350 

 

05D 

 

NYCHC 81.21(a)(1) 

 

危険 
手洗い場が食品調理区域や食器洗い場から25フィ

ート以内に提供されていない 

 

 
$300 

 

 
$350 

05D NYCHC 81.21(a) 危険 
手洗い場の水が出ない、または適切に設備 
されていない 

 
$300 

 
$350 

05D NYCHC 81.21(b) 危険 手洗い場が不十分 $300 $350 
05E NYCHC 81.22(a) 危険 従業員用のトイレが提供されていない $300 $350 
05E NYCHC 81.22(b) 危険 顧客用のトイレが提供されていない $300 $350 

05E NYCHC 81.22(d) 危険 
顧客と従業員共有トイレが調理場や食品調理また
は保管区域からアクセスされている 

 
$300 

 
$350 

05F NYCHC 81.18 危険 
高温または冷却保管機器が提供されていない、ま
たは不十分 
 

 
$300 

 
$350 

05G NYCHC 89.27(c) 危険 
ドアで閉まる、サービス区域が提供されておら
ず、移動式食品店舗に設置されていない 
 

 
$300 

 
$350 

05H NYCHC 81.29 危険 
手でまたは機械で食器、器具および/または 
食器を洗浄する施設が提供されていない 

 
$300 

 
$350 

05I NYCHC 81.12 (d)(5) 危険 
冷蔵設備に電子システムが備わっていない 
 

 

$300 
 

$350 

06A NYCHC 81.13 危険 食品従事者が個人の清潔さを維持していない 
 

$300 
 

$350 

06A NYCHC 81.13(e) 危険 爪が清潔でなく、切られていない、またはマニキ
ュアがしてある 

$200 $200 $250 $300 

 

06A NYCHC 81.13(c) 危険 外側が清潔な衣服が着用されていない $200 $200 $250 $300 
06A NYCHC 81.13(b) 危険 ヘアキャップを着用していない $200 $200 $250 $300 
06B NYCHC 81.13(h) 危険 食品調理またはサービス区域での飲食 $200 $200 $250 $300 

06B NYCHC 81.13(g) 危険 
施設内でのタバコの喫煙、電子タバコまたはその

他薬物の使用 
 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
06C NYCHC 81.07(a) 危険 食品が汚染から保護されていない $200 $200 $250 $300 



 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 
 

点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金 

条件III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

06C NYCHC 81.07(q) 危険 不必要に食品調理区域を通っている $200 $200 $250 $300  
06C NYCHC 81.07(d) 危険 食品が保管時に適切に保護されていない $200 $200 $250 $300 
06C NYCHC 81.07(e) 危険 食品が展示時に適切に保護されていない $200 $200 $250 $300 

06C NYCHC 81.07(f) 危険 セルフサービス用の調味料が適切に分配されてい

ない 

 
$200 

 
$200 

 
$250 

 
$300 

06C NYCHC 81.07(i) 危険 
備品や機器が天井の下水管の下に配置されている  

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 

 

06C 
 

NYCHC 81.31 
 

危険 

88条、89条で認められているFSE以外の 

FSEが路上や歩道で調理している 
 

$350 

06D NYCHC 81.27(b) 危険 
食品接触面が消毒されていない、および/または 
見た目および/または触感で清潔でない 

 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
 

06D NYCHC 81.27(b) 危険 
食品接触面の機器が清潔でなく、 
消毒もされていない 

 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 

06E NYCHC 81.07(h) 危険 使用中の食品配分器具が適切に保管されていない 
 

$200 
 

$200 
 

$250 
 

$300 
06E NYCHC 81.07(g) 危険 氷が適切に分配されていない $200 $200 $250 $300 
06E NYCHC 81.07(h) 危険 食品配分器具が提供されていない $200 $200 $250 $300 

06F NYCHC 81.27(c) 危険 布巾が適切に保管および/または消毒されていない $200 $200 $200  

06G 
NYCHC 81.06(b) and 
(c) 

公衆衛生危害要因 
承認されたHACCPプランがその施設で維持されて

いない、または承認されていない 
  

$400 
 

$600 
06H NYCHC 81.06(b)(4) 危険 記録やログが現場で保管されていない  $350 

06I NYCHC 81.12(d)(6) 危険 
食品が承認されたHACCPプランに従って表示され 

ていない 
  

$300 
 

$350 
07A NYCHC 3.15(a) 危険 当局担当者を妨害している  $1,000 

08A NYCHC 81.23(a) 危険 害虫を助長する状態  $200 $200  

08A NYCHC 81.23(b) 一般 
害虫管理のための予防や対策が行われていない 
 

 
$200 

 
$200 

08A NYCHC 81.23(b)(3) 一般 
外から施設へ入るドア口が適切に設置されて 
いない 

 

$200 
 

$200 
08A NYCHC 81.23(b)(4) 一般 害虫監視装置が誤って使われている $200 $200 

08A NYCHC 81.23(b)(2) 一般 
害虫駆除業者との契約書または害虫駆除 

作業の記録が敷地内に保管されていない 
 

$200 
 

$200 
08B NYCHC 81.24(a) 一般 ごみが適切に除去または保管されていない $200 $200 $200 $200 

08B NYCHC 81.24(c) 一般 
ごみ入れとフタが、空にして次に使う前に洗浄さ

れていない 
 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

08C NYCHC81.23(d) 一般 
殺虫剤が適切に表示されていない、使用が承認さ
れていない、 
または不適切に使用されている 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
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点数対象違反 

 

違反コード 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金 

条件III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

08C NYCHC 81.23(d)(4) 一般 開封された餌箱が観察される $200 $200 $200 $200 $200 
08C NYCHC 81.17(g) 一般 有害物質が適切に保管されていない $200 $200 $200 $200 $200 

09A NYCHC 81.07(b) 一般 
缶詰食品にへこみがあり、他の消費可能食品から
分けられていない 

 
$200 

 
$200 

 
$200 

 
$200 

 

09B NYCHC 81.09(f) 一般 解凍手順が適切でない $200 $200 $200 $200 

09C NYCHC 81.17(d)(1) 一般 
食品非接触面の建設と 
維持が不適切である；容易に洗浄できない 

 
$200 

 
$200 

 
$200 

 
$200 

10A NYCHC 81.22(c) 一般 トイレ設備が適切に維持されていない $200 $200 $200 $200 
10A NYCHC 81.22(c) 一般 トイレ設備の備品が適切に補給されていない $200 $200 $200 $200 

10A SSC 14-1.142(a) 一般 
トイレが自動閉鎖ドアで完全に閉まらない  

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10B NYCHC 81.20(a) 一般 
飲料水が逆流、サイフォン作用または 
誤接から保護されていない 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
10B NYCHC 81.20(b) 一般 下水および廃液が不適切に処分されている $200 $200 $200 $200 $200 

10B NYCHC 81.20(b) 一般 
凝結パイプが適切に導入または維持されていない 

 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
10C NYCHC 81.19(a) 一般 照明が不十分、不適当 $200 $200 $200 $200 

 

10D NYCHC 81.19(c) 一般 
換気（機械による、または自然）が行われていな

い、または不十分 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10E NYCHC 81.18(a)(3) 一般 
冷蔵保管場所および/または冷蔵庫内に温度計が 
ない 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10E NYCHC 81.18(b)(1) 一般 
高温保管や保温装置に温度計がない  

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10F NYCHC 81.17(e)(1) 一般 床が不適切に建設されている、および/または維持

されている 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10F NYCHC 81.17(e)(2) 一般 
非食品接触面（壁、天井、床）の建設/維持が 
不適切である 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

 
10F 

 
NYCHC 81.17 (e) 

(3) 

 
一般 

非食品接触面（備品、装飾材、扇風機など）が適
切に維持されていない、または機器が適切に維持
されていない 

 

 
$200 

 

 
$200 

 

 
$200 

 

 
$200 

10G NYCHC 81.17(a)(2) 一般 
食品が個人宅やアパートで加工、調理、包装、ま
たは保管されている 
 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10H NYCHC 
81.29(a)[(1)] 

一般 お湯を使用した食器の手洗いが不適当 $200 $200 $200 $200 

10H NYCHC 81.29(a) 一般 薬品消毒手順が不適当 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10H NYCHC 81.29(b)(1) 一般 
高温での機械食器洗浄が不適当  

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
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点数対象違反 

 

違反コー

ド 

 

引用 

 

カテゴリー 

 

違反内容 

違反 

違約金条件 
I* 

違反 

違約金条件 
II* 

違反 

違約金状況

III* 

違反 

違約金条件 
IV* 

違反 

違約金条件 
V* 

10H NYCHC 81.29 (b)(2) 一般 機械を使用した薬品消毒手順が不適当 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

10H NYCHC 81.29(a) 一般 検査キットが不正確または食器の手洗いに使用さ

れている 

 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 

10H NYCHC 81.29(b)(2) 一般 
検査キットが不正確または機械食器洗浄に使用さ

れている 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
 

$200 
10I NYCHC 81.07(o) 一般 使い捨て品が不適当に保管または再利用されてい

る 
$200 $200 $200 $200 

10I NYCHC 81.07(o) 一般 ストローの分配が不適切である $200 $200 $200 $200 

10J NYCHC 81.21(c) 一般 手指洗浄の表示がない $200  

99B その他 一般  $200 $200 $200 $200 $200 
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第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 

無得点対象違反 

違反 
コード 引用 違反内容 違約金* 

15A 行政規約17-177(b) 
居酒屋以外の施設内にタバコ自動販売機がある；初回(1回目) と再違反 (2、3回目
以降)** $300 (1回目); $500 (2回目) $1,000 

(3回目以降) 

15B 行政規約 17-177(c)(1) 
ドアから25フィート以内にタバコ自動販売機が置かれている；初回(1回目) と再違
反 (2、3回目 
以降)** 

$300 (1回目); $500 (2回目)； 

$1,000 (3回目以降) 

15C 行政規約 17-177(c)(1) 
タバコ自動販売が経営者から見えないところに置かれている；初回(1回目) と再違
反 (2、3回目以降)** 
 

$300 (1回目); $500 (2回目)； 

$1,000 (3回目以降) 

15D 行政規約 17-177(d) 
標識が丈夫でなく、必要な内容に欠けている；初回(１回目) と再違反 (2、3回目
以降)** 
 

$300 (１回目); $1,000 (2回目以降) 

15D 行政規約 17-177(d) 
表示が機械に書かれておらず、公衆に見えない；初回(１回目) と再違反 
(2回目以上)** $300 (１回目); $1,000 (2回目以降) 

15E 行政規約 17-704 
タバコ商品がパッケージから出して売られている；初回（初日に1件以上）と再違
反（初日から36カ月以内に2件以上） 

$1,000 (1回目)、$2,000 (36カ月以内
に 
2回以上） 

 

15F 

 

行政規約 17-705 

大人の小売業者が直接監督していないところで18歳未満の従業員がタバコ商品を 

販売している；初回（初日に1件以上）と再違反（初日から36カ月以内に2件以上）

** 

$1,000 (1回目)、$2,000 (36カ月

以内に2回以上） 

15G 行政規約 17-706 
21歳未満の人への販売が観察される；初回（初日に1件以上）と再違反（初日から
36カ月以内に2件以上）** 

$1,000 (1回目); $2,000 (36カ月以内
に2回 
 以上） 

 

15H 

 

行政規約 17-706 

未成年者へのたばこ製品の販売を禁止する標識が目立つように掲示されていない；
初回（初日に1件以上）と再違反（初日から36カ月以内に2件以上）** $1,000 (1回目); $2,000 (36カ月

以内に2回以上） 

15I 行政規約 17-506(a) 
禁煙や電子タバコの禁止表示が目立つように掲示されていない；初回(1回目) 
と再違反（1回目から12カ月以内に2回目、3回目またはそれ以上）** 

$400 (1回目); $500 (12カ月以内に 2
回); $1,000 
(12カ月以内に3回以上) 

15I 行政規約 17-506(a) 
喫煙や電子タバコの利用を許可する表示が目立つように掲示されていない；初回(1
回目)と再違反（１回目の12カ月以内に2、3回以上）** 
 

$400 (1回目); $500 (12カ月以内に 2
回); 
$1,000 (12カ月以内に3回以上) 

15I 24 RCNY 10-11(b) 
「喫煙または電子タバコの利用禁止」表示がホテルで灰皿と共に、または 
ホテル入口に掲示されていない* 

$500 

15I 24 RCNY 10-12(c) 表示のレタリングおよび色が仕様書と合わない* $500 

15J 行政規約 17-506(d) 
禁煙区域に灰皿がある；初回 (1回目)と再違反(1回目の12カ月以内に2、3回以上)*  $400 (1回目); $500 (12カ月以内に 2

回); 
$1,000 (12カ月以内に3回以上) 

 

15K 

 

行政規約 17-508(b) 

作業員が喫煙者や電子タバコの利用者に全面禁煙条例について知らせようとしてい
ない；初回 (1回目)と再違反(1回目から12カ月以内に2、3回以上）* $400 (1回目); $800 (12カ月以内に2

回目); 

$1,600 (12カ月以内に3回目) 
15K NYSPHL 1399-0 喫煙禁止* $1,000 
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15L 行政規約 17-504(f) 
職場で、職場SFAA方針がはっきりと掲示されていない；初回 (1回目)と再違反(1回
目から12カ月以内に2、3回以上）* 

$400 (1回目); $500 (12カ月以内に2
回); 
$1,000 (12カ月以内に3回目以上) 

15M 行政規約 17-708 学校敷地内でのタバコ使用* $50 

15N 行政規約 17-176.1 
タバコ、タバコ商品、小さな葉巻を提示価格以下または最低価格で販売；初回 (1
回目)と再違反（1回目から60カ月以内に2、3回目 

$1,000 (1回目); $2,000 (60カ月以内
に2回目); 
$5, 000 (60カ月以内に3回目) 

15N 行政規約 17-176(b) 
基準原価以下でのタバコ商品の配布；初回 (1回目)と再違反（2回目以降）* 

$500 (1回目); $1,000 (2回目以降) 

15O 行政規約 17-714 ハーブたばこを未成年者に販売している* $2,000 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 

無得点対象違反 

15S 24 RCNY 28-02(a) 味付きタバコ商品が売られている、または販売がオファーされている* $500 
15T 24 RCNY 28-06 たばこ製品の元の表示の販売または販売のオファーがされている* $500 
16A NYCHC 81.08(a) 調理油、ショートニング、およびマーガリンに0.5グラム以上の人工トランス脂肪

酸が含まれている 
$200 

16B NYCHC 81.08(c) 食品成分の表示および/または材料の表示が施設内で保管されていない $200 
16C NYCHC 81.50(c) カロリー情報がメニューやメニューボードに掲示されていない $200 

16E NYCHC 81.50(c) 異なる味と種類がある食品のカロリーの幅が記載されていない $200 

16F NYCHC 81.50(c) 異なる組み合わせのある食品のカロリー幅が記載されていない $200 

18A NYCHC 81.05(c) 
食品サービス施設を運営するための現在有効な許可証、登録証、またはその他の 
認可証がない 

$1,000 

18A NYCHC 88.05(c) 
一時的に食品サービス施設を運営するための現在有効な許可証、登録証、またはそ
の他の 
認可証がない 

$1,000 

18B NYCHC 3.19 
虚偽で、不正の表明、文書を提出している；文書が違法に複製または 
修正されている $1,000 

18C NYCHC 3.17 当局の通知が破損、遮断、または撤去されている $1,000 

18D NYCHC 3.05(a) 衛生局、長官または当局の命令に従っていない $1,000 

18E NYCHC 81.43(a) 食中毒発生の可能性を当局に報告していない $200 
18F NYCHC 81.15(b) 食品保護証明書を当局の検査で提示できない $200 
18F NYCHC 5.15 許可証が目立つように表示または掲示されていない $200 
18G SSC 14-1.190(a) 無許可の小売店で冷凍デザートを製造および販売する $200 
18H NYCHC 81.05(g) 共有キッチンの運営者が現在有効な許可証をもたない者の利用を許している $500 

18H NYCHC 88.05(a) 一時イベントのスポンサーが現在有効な許可証を持っていないサプライヤーを除外

していない 

$500 

20A 24 RCNY 27.03(c) アレルギーのポスターが掲示されていない、または適当な場所にない；違約金は不

履行で2倍にならない 

$100 

20B 24 RCNY 27.03(b) アレルギーのポスターが複数言語でない；違約金は不履行で2倍にならない $100 

20C 24 RCNY 27.03(b) 
アレルギーのポスターが当局に承認されておらず、必要な文章を含んでいない；違
約金は不履行で2倍にならない 

$100 

20D 行政規約 17-172(a) 窒息の応急処置ポスターが掲示されていない $200 
20D 行政規約 17-173(2)(b) アルコール/妊娠表示が掲示されていない $100 
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20D 24 RCNY 18-02 蘇生機器がない $200 
20D 24 RCNY 18-04 蘇生機器を必要とする全顧客への通知が掲示されていない $200 

20E NYCHC 81.51 
現在の等級文字または「等級保留」カードが目立つように、および/または通行人
に見えるように掲示されていない 
 

$500 

20F NYCHC 81.51 現在の等級文字または「等級保留」カードが掲示されていない $1,000 

22A NYCHC 3.07 
安全衛生を保護するために合理的な予防措置がとられていない、例えばCO2シリン
ダーを確保していない 
 

$1,000 

22A NYCHC 3.09 公害の排除または修正をしていない $1,000 
22A NYCHC 131.07(c)(2) 商業施設内の暖房が不十分 $300 
22B SSC 14-1.142(b) 女性用トイレに蓋の付いたごみ入れがない $200 

22C NYCHC 81.19(b) 
照明器具が遮光、飛散防止、またはその他 
事故による破損から保護されていない $200 

22E NYCHC 81.12(g) ROP用機器が当局から承認されていない $200 

第23章 付録23-C 食品サービス施設および非小売食品サービス施設の違約金一覧表 

無得点違反 

22F NYCHC 71.05(a) and 

71.05(d) 

誤表記；食品包装の表示が誤っている $200 

22G 行政規約 16-329(c) 発泡スチロールの使い捨て品を所持、販売している 
$250 (1回目); $500 (2回目) $1,000 
(12カ月以内に 

3回目以上) 
99A NYCHC その他 その他、衛生規約の無得点違反 $200 

 

*不履行の罰則違反者が不履行と確認された場合、衛生規約または州の公衆衛生法の違約金は違反ごとに倍増されなければならないが、いかなる場合でも課された違約金が$2000を超えること

はない。 

本付録に書かれている場合を除き、違反者が24 RCNYに記載される当局規則のいかなる違反の不履行が確認された場合でも、違約金は倍増されなければならないが、課された違約金が$1,000を

超えることはない。 

違反者が、ニューヨーク市行政規定またはニューヨーク州衛生規定のいずれかの違反の不履行と確認された場合は、違約金は本規定に定める内容と変わらない。 

**ニューヨーク市行政規定の適用条項に基づき、この表に記載された期間内に、法律の同じセクションの過去の違反が同じ場所で起こり、衛生審判所で同じ者に対して違反が続いた場合には、本

違約金一覧表に示されている再違反の違反金が適用される。 

本付録に示されている NYCHCセクション3.05(a), 3.07, 3.09, 3.15, 3.17 及び 3.19の違約金は、違反者が食品サービス施設を経営しているかに関わらず、これらの条項を引用する

いかなる違反通知にも適用される。 


