
別表第３（第３条関係）

（平16条例19・平24条例24・一部改正）

施設の業種別の基準

区分 基準

1 飲食店営業 (1) (2)及び(3)に規定する施設以外の施設

ア 食品の保存のため，十分な大きさの冷蔵設備を備えること。

イ 旅館及び多数の料理を調理する業態にあっては配ぜん場所

を，弁当等を調製する業態にあっては区画された放冷及び詰合

の場所を設けること。

ウ 客室内の適正な箇所に客用の流水式手洗い設備を備えるこ

と。

(2) 食肉販売業の許可を受けた者が自家製ソーセージを調理する

施設

ア 原料肉の細切，ひき肉処理，塩漬け等を行う前処理室を設け

ること。ただし，衛生上支障がない場合は，前処理室と食肉販

売業の許可に係る調理室とを兼ねることができる。

イ ソーセージを調理するための肉練り，充てん，くん煙，湯煮

等を行うための次に掲げる構造及び設備を有する調理室を設け

ること。

（ア） 肉ひき機，肉練り機，充てん機，くん煙機，湯煮槽，

冷却槽その他の機械器具類が適正に配置されていること。

（イ） 機械器具類を洗浄するための給湯ができる洗浄設備が

備えてあること。

ウ 製品用の冷蔵設備を備えること。なお，大型冷蔵庫等を原料

肉用及び製品用の双方に用いる場合は，双方が完全に区分され

たものとすること。

エ 製品の中心温度を正確に測定できる温度計（以下「中心部用

温度計」という。）を備えること。

オ 肉の水素イオン濃度を測定するための装置を備えること。

(3) 生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。）であって，生食用とし

て販売するものに限る。以下同じ。）の加工又は調理を行う施設（生

食用食肉の調理のみを行う施設にあっては，オ及びカに掲げる基

準を除く。）

ア 作業場は，他の場所とは区画した専用のものとすること。

イ 作業場には，専用の器具の洗浄設備及び消毒設備を備えるこ

と。

ウ 作業場には，専用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を

備えること。

エ 食肉が接触する設備及び器具は，専用のものとすること。

オ 作業場には，加熱殺菌を行うのに十分な能力を有する専用の

設備のほか，温度を正確に測定できる温度計を備えること。

カ 作業場には，加熱殺菌後の冷却を行うのに十分な能力を有す

る専用の設備を備えること。なお，大型冷蔵庫等を原料肉用及

び加熱殺菌後の肉用の双方に用いる場合は，双方が完全に区分

されたものとすること。

2 喫茶店営業 (1) 食品の保存のため，十分な大きさの冷蔵設備を備えること。

(2) 客室内の適当な箇所に客用の流水式手洗い設備を備えること。

3 菓子製造業 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び製品置場のほか，業態に



応じて発酵室又は包装室を設けること。

(2) 冷蔵が必要な食品を扱う場合は，冷蔵設備を備えること。

4 あん類製造業 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び製品置場を設けること。

(2) 製造室には，浸豆槽，煮沸がま，沈でん槽，圧搾機及び冷蔵設

備を備えること。

(3) あんの沈でん槽は，耐水性材料で作られ，換水の容易な構造と

すること。

(4) 干しあんを製造する場合は，製品の小分け包装室を設けるとと

もに，あんの加熱乾燥設備及びふるい分け装置を備えること。

5 アイスクリー (1) 作業場には，原材料置場，調合室及び製造室を設けること。た

ム類製造業 だし，衛生上支障がない場合は，調合室と製造室とを兼ねること

ができる。

(2) 作業場には，調合機，ろ過機，分注機，氷結管，凍結機及び殺

菌設備を備えること。ただし，衛生上支障がない場合は，殺菌設

備で調合，殺菌及び冷却を行うこととし，調合機及び凍結機を備

えないことができる。

(3) 殺菌設備は，業態に応じて自記温度計付きのものとすること。

6 乳処理業 (1) 作業場には，受乳室，検査室（受乳室と兼ねることができる。）

及び乳処理室を設けること。

(2) 洗瓶を行う場合は，洗瓶室を設けること。

(3) 生乳以外の原材料を使用する場合は，原材料調合室を設けるこ

と。ただし，衛生上支障がない場合は，原材料調合室と乳処理室

とを兼ねることができる。

(4) 作業場には，ろ過機，自記温度計付きの殺菌設備，冷却機，自

動充てん機，打栓機及び冷蔵設備を備えること。

7 特別牛乳搾取 (1) 特別牛乳搾取場

処理業 ア 搾取場には，牛舎，飼料置場及び飼料調理室（以下「牛舎等」

という。）並びに搾乳室，牛乳取扱室，冷却室，器具取扱室，牛

体洗浄室及び隔離室（以下「搾乳室等」という。）を設けること。

ただし，同一敷地内に特別牛乳処理場を設けるときは，牛乳取

扱室，冷却室及び器具取扱室を設けないことができる。

イ 牛舎等と搾乳室等とは，隔壁により完全に区画し，又は別棟

とすること。

ウ 牛舎，飼料調理室，搾乳室，牛乳取扱室及び隔離室には，適

当な箇所に使用に便利な洗浄設備を備えること。

エ 器具取扱室には，機械器具類，容器等の洗浄設備及び消毒設

備を備えること。

(2) 特別牛乳処理場

ア 処理場は，搾取場の施設と別棟とすること。

イ 処理場には，受乳室，検査室（受乳室と兼ねることができる。）

及び乳処理室を設けること。

ウ 洗瓶を行う場合は，洗瓶室を設けること。

エ 処理場には，ろ過機，冷却機，自動充てん機，打栓機及び冷

蔵設備を備えること。

オ 殺菌を行う場合は，自記温度計付きの殺菌設備を備えること。

8 乳製品製造業 (1) 作業場には，業態に応じて受乳室，原材料調合室，検査室（受

乳室と兼ねることができる。），製造室又は包装室を設けること。

(2) 作業場には，業態に応じて冷却機，自動充てん機，打栓機，自



記温度計付きの殺菌設備又は冷蔵設備を備えること。

9 集乳業 (1) 作業場には，受乳室，乳取扱室（受乳室と兼ねることができる。）

及び検査室を設けること。

(2) 作業場には，冷蔵設備を備えること。

10 乳類販売業 (1) 作業場には，冷蔵設備を備えること。ただし，常温保存可能品

のみを販売する場合は，この限りでない。

(2) 運搬用具には，適当な覆いを備えること。

(3) 運搬用具は，必要に応じて乳類を保冷できる設備を備えたもの

とすること。

11 食肉処理業 (1) (2)及び(3)に規定する施設以外の施設

ア 作業場には，業態に応じて荷受室，とさつ放血室，処理室，

内臓取扱室又は包装室を設けるとともに，処理前の生体又はと

体と処理後の食肉等の搬入場所と搬出場所とを別にすること。

イ 作業場には，業態に応じて放血機，湯漬け機，脱羽機，はく

皮機，処理台，細断機，冷却機又は冷蔵設備を備えること。

ウ 作業場には，温湯又は蒸気を豊富に供給することのできる設

備を備えること。

エ 汚水だめ及び汚物だめは，コンクリートその他の不浸透性材

料で作られ，密閉できる覆いがあり，かつ，血液及び汚水の処

理設備を備えたものとすること。ただし，浄化施設のある公共

下水道に接続している場合は，この限りでない。

(2) 血液の加工を行う施設

ア 作業場は，他の施設と遮断するとともに，当該作業場には，

運搬器具の洗浄殺菌室，原料血液貯蔵室及び処理室のほか，業

態に応じて包装室を設けること。ただし，採血から加工まで一

貫して行われる施設で，他の施設から原料血液を運搬してくる

ことがないものにあっては，運搬器具の洗浄殺菌室及び原料血

液貯蔵室を設けないことができる。

イ 作業場には，原料貯留槽及び冷蔵設備又は冷凍設備を備える

こと。ただし，処理室がと畜場の血液貯留室と接し，原料血液

を当該血液貯留室の検査後の貯留槽（と畜検査員の検査に合格

した血液を貯留する設備をいう。）から直接パイプで処理室の分

離機等に流入させることができる場合は，原料貯留槽を設けな

いことができる。

ウ 原料血液受入れから充てんまでの各工程における各設備はサ

ニタリーパイプで連結し，かつ，設備ごとに洗浄設備を備える

こと。

エ 冷却，冷蔵又は加熱するための設備には，温度を正確に調節

する装置を備えること。なお，加熱殺菌する設備にあっては，

自記温度計付きのものとすること。

オ 温湯又は蒸気を豊富に供給することのできる設備を備えるこ

と。

カ 汚水だめ及び汚物だめは，コンクリートその他の不浸透性材

料で作られ，密閉できる覆いがあり，かつ，廃棄された血液及

び汚水の処理設備を備えたものとすること。ただし，浄化施設

のある公共下水道に接続している場合は，この限りでない。

(3) 生食用食肉の加工又は調理を行う施設（生食用食肉の調理のみ

を行う施設にあっては，オ及びカに掲げる基準を除く。）



ア 作業場は，他の場所とは区画した専用のものとすること。

イ 作業場には，専用の器具の洗浄設備及び消毒設備を備えるこ

と。

ウ 作業場には，専用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を

備えること。

エ 食肉が接触する設備及び器具は，専用のものとすること。

オ 作業場には，加熱殺菌を行うのに十分な能力を有する専用の

設備のほか，温度を正確に測定できる温度計を備えること。

カ 作業場には，加熱殺菌後の冷却を行うのに十分な能力を有す

る専用の設備を備えること。なお，大型冷蔵庫等を原料肉用及

び加熱殺菌後の肉用の双方に用いる場合は，双方が完全に区分

されたものとすること。

12 食肉販売業 (1) (2)に規定する施設以外の施設

ア 作業場には，精肉の取扱室のほか，業態に応じて専用の枝肉

の取扱室を設けること。

イ 作業場には，冷蔵庫及び冷蔵陳列ケースを備えること。

ウ 運搬容器は，洗浄に便利で，かつ，汚液の漏出しない構造の

ものとし，適当な覆いを備えたものとすること。

エ 鳥類等を処理する場合は，専用の取扱室を設けるとともに，

業態に応じて処理に必要な設備を備えること。

(2) 生食用食肉の加工又は調理を行う施設（生食用食肉の調理のみ

を行う施設にあっては，オ及びカに掲げる基準を除く。）

ア 作業場は，他の場所とは区画した専用のものとすること。

イ 作業場には，専用の器具の洗浄設備及び消毒設備を備えるこ

と。

ウ 作業場には，専用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を

備えること。

エ 食肉が接触する設備及び器具は，専用のものとすること。

オ 作業場には，加熱殺菌を行うのに十分な能力を有する専用の

設備のほか，温度を正確に測定できる温度計を備えること。

カ 作業場には，加熱殺菌後の冷却を行うのに十分な能力を有す

る専用の設備を備えること。なお，大型冷蔵庫等を原料肉用及

び加熱殺菌後の肉用の双方に用いる場合は，双方が完全に区分

されたものとすること。

13 食肉製品製造 (1) 作業場には，原材料置場，加工室，製造室及び包装室のほか，

業 業態に応じてくん煙室又は蒸煮室を設けること。

(2) 作業場には，冷蔵設備のほか，業態に応じて漬込槽，殺菌設備，

殺菌後の冷却設備又は中心部用温度計を備えること。

(3) 鳥類等を処理する場合は，専用の取扱室を設けるとともに，業

態に応じて処理に必要な設備を備えること。

14 魚介類販売業 (1) 魚介類の陳列保管設備は，専用の設備とすること。

(2) 生食用魚介類を陳列し，又は処理する場合は，専用の陳列場を

設けるとともに，専用の処理器具を備えること。

(3) 作業場には，冷蔵庫及び冷蔵陳列ケースを備えること。

(4) 魚介類を陳列又は保存するときに使用する容器は，金属製，合

成樹脂製等のもので，容易に洗浄消毒できるものとすること。

(5) 運搬容器は，洗浄に便利で，かつ，汚液の漏出しない構造のも

のとし，適当な覆いを備えたものとすること。



15 魚介類せり売 (1) 作業場には，荷下ろし場，せり場及び容器置場を設けること。

営業 (2) 作業場には，冷蔵設備を備えること。

(3) 魚介類を取り扱う場所には，魚介類を直接床上に置くことのな

いようにすのこ等を備えること。

(4) 駐車場は，せり売場外に設け，車類を作業場内に入れないよう

にすること。

(5) 汚水及び汚物を下水に直接流すことができない場合は，施設外

にふた付きの沈でん式の汚物だめを備えること。

(6) 作業場内の適当な箇所に取扱器具類及び床面を洗浄するため

の給水設備を備えること。

(7) 内臓骨置場及びじんかい置場を設ける場合は，衛生上支障のな

い箇所に設けること。

16 魚肉ねり製品 (1) 作業場には，原材料置場，製造室，放冷場所，製品置場，容器

製造業 置場及び包装場所を設けること。

(2) 作業場には，冷蔵設備のほか，業態に応じて殺菌設備を備える

こと。

(3) 運搬容器は，洗浄に便利で，かつ，汚液の漏出しない構造のも

のとし，適当な覆いを備えたものとすること。

17 食品の冷凍又 (1) 作業場には，荷扱場，冷凍室又は冷蔵室及び機械室を設けるこ

は冷蔵業 と。

(2) 冷凍食品を製造する場合は，原材料置場，原材料処理室，製造

室及び包装室を設けること。

(3) 作業場には，食品を直接床上に置くことのないようにすのこ等

を備えること。

18 食品の放射線 (1) 作業場には，原材料置場，照射室，包装室及び製品置場を設け

照射業 ること。

(2) 照射装置は，照射する食品に所定の放射線量を確実に照射する

ことができる性能を有し，かつ，清掃しやすく，機械油等によっ

て食品を汚染することのない構造のものとすること。

19 清涼飲料水製 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び製品置場を設けること。

造業 (2) 作業場には，調合タンク，充てん機，打栓機，殺菌設備，洗瓶

機並びに製品及び空き瓶を透視検査する設備を備えること。

(3) 殺菌設備は，業態に応じて自記温度計付きのものとすること。

20 乳酸菌飲料製 (1) 作業場には，原材料置場，製造室，発酵場所及び製品置場を設

造業 けること。ただし，希釈のみを行う場合は，発酵場所を設けない

ことができる。

(2) 作業場には，かくはん機，洗浄機，殺菌設備，分注機，打栓機

及び冷蔵設備を備えること。

(3) 殺菌設備は，業態に応じて自記温度計付きのものとすること。

21 氷雪製造業 (1) 作業場には，製氷室，貯氷室，機械室及び販売所を設けること。

(2) 製氷室には，予冷槽，上ぶた及び中ぶたを備えた氷結管，換水

用吸取装置，エアパイプ並びにブライン受容器を備えること。

(3) 貯氷室及び販売所には，製品が直接床面に接触しないようにす

のこ等を置くとともに，食用氷と白氷とを区分して貯蔵する設備

を備えること。

22 氷雪販売業 (1) 作業場には，貯氷室又は貯氷庫及び取扱室を設けること。

(2) 作業場には，氷ばさみ，のこぎり及び専用の運搬器具を備える

こと。



(3) 貯氷室又は貯氷庫には，製品が直接床面に接触しないようにす

のこ等を置くとともに，食用氷と白氷とを区分して貯蔵する設備

を備えること。

23 食用油脂製造 (1) 作業場には，原材料置場，製造室，充てん場所，包装場所及び

業 製品置場を設けること。

(2) 作業場には，業態に応じて前処理設備（原材料の精選，破砕，

圧ぺん，乾燥，ばいせん，蒸煮等ができる設備をいう。），搾油設

備（圧搾機，抽出機等をいう。），精製設備（ろ過，湯洗い，脱ガ

ム，脱酸，脱色，脱臭及び脱ろう等ができる装置又は設備をいう。），

充てん機，打栓機又は巻締機を備えること。

24 マーガリン又 (1) 作業場には，原材料置場，製造室，包装室及び製品置場を設け

はショートニン ること。

グ製造業 (2) 作業場には，業態に応じて溶解槽，殺菌設備，発酵槽，冷却機

（冷蔵設備を含む。）又は包装機を備えること。

25 みそ製造業 (1) 作業場には，原材料置場，こうじ室，製造室，包装場所及び製

品置場を設けること。

(2) 製造室には，仕込み，熟成及びたる詰を行う設備を備えること。

(3) こうじ室及び製造室には，温度計を備えること。

26 しょう油製造 (1) 作業場には，原材料置場，こうじ室，製造室，製品置場，容器

業 洗浄室及び包装荷造場を設けること。

(2) アミノ酸しょう油を製造する場合は，原材料分解室並びに酸類

及び中和剤の格納庫を設けるとともに，他の設備とは区画したア

ミノ酸分解設備を備えること。

(3) 製造室には，仕込み，火入れ，圧搾及び自動式の瓶詰又はたる

詰を行う設備を備えること。

(4) こうじ室及び製造室には，温度計を備えること。

27 ソース類製造 (1) 作業場には，原材料置場，製造室，製品置場，容器洗浄室及び

業 包装荷造場を設けること。

(2) 製造室には，殺菌設備及び自動式の瓶詰を行う設備を備えるこ

と。

28 酒類製造業 (1) 作業場には，原材料置場，こうじ室，製造室，製品置場，容器

洗浄室及び包装荷造場を設けること。

(2) 製造室には，業態に応じて仕込み，火入れ，圧搾又は自動式の

瓶詰若しくはたる詰を行う設備を備えること。

(3) こうじ室及び製造室には，温度計を備えること。

29 豆腐製造業 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び製品置場を設けること。

(2) 揚げ場を設ける場合は，間仕切り等の措置を講じ，製造室を汚

染することのないようにすること。

(3) 豆腐の貯蔵槽は，金属材料で作られ，常に十分な換水ができる

構造のものとすること。

(4) 豆腐を製造するために使用する型箱及び絞り流しは，金属等の

耐水性材料で作られ，かつ，容易に洗浄することができる構造の

ものとすること。

(5) 凝固成形の際水切りを行わない場合を除き，水切機を備えるこ

と。

(6) 豆腐の運搬容器及びおから入れ容器は，ふた付きの衛生的な構

造のものとすること。

30 納豆製造業 (1) 作業場には，原材料置場，原材料処理室，発酵室及び包装製品



置場を設けること。

(2) 作業場には，浸豆槽及び煮がまを備えること。

(3) 発酵室には，温度計を備えること。

31 めん類製造業 (1) 作業場には，原材料倉庫，製造室及び包装製品置場を設けるこ

と。

(2) 粉ふるいその他異物を除去する設備を備えること。

(3) 乾めんを製造する場合は，乾燥場を設けるとともに，ごみ等に

より汚染されないような設備を備えること。

(4) ゆでめんを製造する場合は，専用の冷却槽及び水切台を設ける

こと。

(5) 運搬容器は，防じん設備を備えたものとすること。

32 そうざい製造 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び包装製品置場を設けるこ

業 と。

(2) 作業場には，業態に応じて解凍槽，原材料洗浄槽，加工台，調

味注入設備，蒸煮がま，巻締機，打栓機，冷却槽，冷蔵設備，浸

瓶槽又は洗瓶機を備えること。

(3) 飲食物運搬具は，防じん設備を備えたものとすること。

33 缶詰又は瓶詰 (1) 作業場には，原材料置場，製造室及び製品置場を設けること。

食品製造業 (2) 作業場には，充てん設備，殺菌設備及び冷却槽を備えること。

(3) 作業場には，業態に応じて巻締機，打栓機又は自動洗瓶機を備

えること。

34 添加物製造業 (1) 製品を製造又は加工するために使用する機械器具類，容器等

は，損耗が少なく，かつ，製品の品質に影響を与えないような材

料で作られたものとすること。

(2) 添加物の製剤を製造する場合は，含有成分が均一に分散するよ

うにかくはんを行う設備を備えること。

(3) 製品を製造又は加工するために使用する機械器具類，容器等

は，専用のものとすること。ただし，製品又は医薬品，工業製品

等を同一工程で製造又は加工する場合で，同一の機械器具類，容

器等を使用しても製品の成分に悪影響を及ぼさないと認められる

ときは，この限りでない。

(4) 製品を衛生的かつ安全に貯蔵するために，製品を添加物以外の

物と区分して貯蔵できる構造の設備を備えること。

(5) 法第11条第1項の規定により保存の方法についての基準が定め

られている添加物を扱う施設にあっては，当該基準に従い保存で

きる貯蔵設備を備えること。

(6) 原材料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具を備えるこ

と。ただし，小分け又は製剤のみを行う場合で，他の試験設備を

有する機関を利用して自己の責任において当該添加物の試験検査

を行い，かつ，衛生上支障がないと認められるときは，この限り

でない。

(7) 製造又は加工の過程において生ずる廃水，廃棄物，ガス等を完

全に処理することができる設備を備えること。


