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安全で安心な
おいしいお肉を食べて
家族みんなが健康に！

平成30年度　生活衛生関係営業対策事業
全国食肉生活衛生同業組合連合会／都道府県食肉生活衛生同業組合

http://www.zenniku-seiren.or.jp/

子ど
もからシニアまで
家族みんなの

健康・おいしさ・安全性の
ヒントが満載！

家族みんなが大満足！3世代お肉レシピ

家族の健康を守るお肉パワーとは？

お肉をもっとおいしく食べるには？

お肉をおいしく、安全に食べるために

僕がナビゲート

ミートボーイ
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牛 肉
料 理

ハンバーグ
カレーライス

とんかつ

肉豆腐
豚しゃぶ

ローストビーフ

子どもに大人気の定番メニュー
野菜もとれて、栄養満点！

ボリュームたっぷりのスタミナメニュー

柔らか食感でシニアも食べやすい
たっぷりネギだれで疲労回復効果も！

特別な日のご馳走メニュー

家族みんなが大満足！3世代  お肉レシピ

シニア
向け

シニア
向け

親世代
向け

子ども
向け

親世代
向け

豚 肉
料 理

おすすめ部位

もも・
ランプなど

おすすめ部位

かた・
かたロースなど

子ども
向け

おすすめ部位

かたロース・
リブロースなど

おすすめ部位

おすすめ部位

ロース・
ヒレなど

ばら・
ロースなど

豚肉を加えて肉の色が変わ
るまで炒め合わせ、じゃが
いも、にんじんを加えて
さっと炒める。
❸水適量を加えて煮立て、
アクを取りながら野菜が柔
らかくなるまで煮たらカ
レールウ適量を加えてとろ
みがつくまで煮る。器にご
飯適量を盛り、カレーをか
ける。

【材料（2人分）と作り方】
❶豚薄切り肉（かた、かた
ロースなど）75g は食べや
すい大きさに切る。玉ねぎ
1/2個は薄切りにする。じゃ
がいも 1 個は一口大、にん
じん1/2本は乱切りにする。
❷鍋にサラダ油適量を中火
で熱し、玉ねぎを入れてき
つね色になるまで炒める。

まぶし、溶き卵適量にくぐ
らせ、パン粉適量をまぶす。
❷揚げ油適量を中温（170
～ 180℃）に熱し、色よく
カリッと揚げる。同様にも
う 1 枚揚げる。

【材料（2人分）と作り方】
❶豚かたまり肉（ロース、
ヒ レ な ど ）200g は 厚 さ
1cm ほどに切って筋を切
り、両面に塩、こしょう各
少々をふる。小麦粉適量を

布 20cm 四方を入れて火に
かけ、煮立ったら酒大さじ
4 を加えて煮立てる。
❸つけだれを等分に器に入
れ、②の湯で好みの濃さに
割る。豚しゃぶしゃぶ肉（ば
ら、 ロ ー ス な ど ）200g、
好みの野菜を②に加えて加
熱し、つけだれにつけてい
ただく。

【材料（2人分）と作り方】
❶つけだれを作る。ボール
にねぎのみじん切り 5cm
分、しょうがのすりおろし
1/2かけ分、しょうゆ、酢、
めんつゆ（3 倍濃縮タイプ）
各大さじ 1、ごま油小さじ
1 を入れてよく混ぜ合わせ
る。
❷大きめの鍋に水 2ℓと昆

❷鍋につゆを入れて強火で
煮 立 て、 牛 切 り 落 と し 肉
150g（かたロース、リブ
ロースなど）をほぐしなが
ら加えてひと煮立ちさせる。
焼き豆腐、しらたきを加え、
落としぶたをして煮立て、
弱火にして 10 分ほど煮る。
ねぎを加えてさらに 3 ～ 4
分煮る。器に盛り、好みで
貝割れ菜適量をのせる。

【材料（2人分）と作り方】
❶焼き豆腐1/2丁は水けをき
り、4 等分に切る。しらた
き1/2袋は熱湯でひとゆでし、
食べやすい大きさに切る。
ねぎ 1 本は長さ 1cm ほど
の斜め切りにする。しょう
ゆ、酒各大さじ 2 1/2、砂糖、
みりん各大さじ 1、だし汁
1 カップを混ぜ合わせてつ
ゆを作る。

❸フライパンにサラダ油適
量を中火で熱し、②を並べ
入れて焼き色がつくまで焼
く。裏返してふたをし、弱
火で 5 分ほど蒸し焼きにす
る。竹串で刺して澄んだ肉
汁が出たら器に盛る。
❹③のフライパンにトマト
ケチャップ、ウスターソー
ス各大さじ 2 を加えて残っ
た肉汁と合わせながら煮立
て、ハンバーグにかける。

【材料（2人分）と作り方】
❶玉ねぎ1/4個はみじん切り
にする。パン粉、牛乳各1/3
カップは合わせておく。
❷ボールに牛ひき肉 250g
と①を入れ、 溶き卵1/2個分、
ナツメッグ、塩、こしょう
各少々を加える。粘りけが
出るまでよく混ぜ合わせ、
2 等分にして小判型に形を
整える。

面全体に焼き色がつくまで
4 ～ 5 分焼いて取り出す。
アルミホイルを二重にして
牛肉をしっかり包み、常温
で 1 時間置く。
❸アルミホイルを取り、好
みの厚さに切る。

【材料（2人分）と作り方】
❶牛かたまり肉（もも、ラ
ンプなど）300g は 1 時間
ほど常温に置き、塩小さじ
1、こしょう少々を表面全体
にすり込む。
❷フライパンにサラダ油適
量を強めの中火で熱し、表
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家族の健康を守る　お肉パワーとは？

お肉に含まれる良質なたんぱく質は、筋肉や内臓
など、私たちの体をつくるために欠かせない栄養
素。不足すると体の免疫力が下がり、病気にかか
りやすくなってしまいます。
また、お肉に含まれるたんぱく質には、体内で合
成することができず、食事から摂取することが不
可欠な9種類の「必須アミノ酸」がバランスよく
含まれています。

お肉は炭水化物などの糖類のエネルギー代謝に
必要なビタミンB群が豊富。豚肉に多く含まれる
ビタミンB1は肌荒れ・便秘の解消に役立ち、玉ね
ぎなどの野菜と一緒に食べると吸収率がアップし
ます。牛肉には吸収性のよいヘム鉄が多く含ま
れ、貧血予防に効果的。

脂質は体を動かすエネルギーの源。細胞の膜を
つくったり、脳や心の健康維持に大切な神経伝
達にも重要な役割を担っています。
お肉に含まれる脂肪は女性ホルモンの分泌や体
調維持にも大きく関わり、血圧・血糖値の抑制、
免疫機能・脳機能の向上などの働きがあるオレイ
ン酸やリノール酸も豊富。

お肉を食べると分泌される「セロトニン」は、脳内
の快感中枢を刺激し、幸福感やリラックス効果を
もたらします。現代病ともいわれるうつ病は、脳内
のセロトニン不足が一因といわれています。

必須アミノ酸がバランスよく含まれる良質なお肉のたんぱ
く質は、成長期の子どもにとっても重要な栄養素。良質
なたんぱく質は、筋肉や内臓、骨の成長に役立ちます。
また、動物性食品摂取量の増加に伴って子どもの平均
身長が伸びているというデータも。お肉を上手にとり入れ
た食事を心がけましょう。

必須アミノ酸は9種類のうちどれか
１つが不足してしまうと、たんぱく
質としての効果が下がってしまいま
す。お肉は必須アミノ酸をバランス
よく含み、消化吸収にも優れた理想
的な食材です。

他にも、肌や粘膜の働きを健康に保つ
ビタミンA、抗酸化作用があるビタミン
E、血圧を下げる働きを持つカリウムな
ど、豊富なビタミン・ミネラルを摂取でき
ます。

セロトニンの原料である「トリプトファン」は、
必須アミノ酸の一種。体内で合成するこ

とができないため、食品から摂
取する必要があります。お肉
を積極的に食べて脳内のセロ
トニンを増やしましょう。

体脂肪やコレステロールを気にして、脂肪分を
控えすぎてしまうと健康を損なうだけでなく、脳
の機能の低下につながることも。体の大切なエ
ネルギー源をしっかりと摂取しましょう。

健康な体づくりに欠かせない

活力をもたらすエネルギー源

肌荒れや貧血予防に効果的！

子どもの成長にも
欠かせないお肉のパワー

お肉を食べると
9 種の必須アミノ酸が

バランスよくとれる！

お肉の栄養って
美容にもいいのね！

セロトニン不足が
うつ病の一因

というデータも！

野菜と一緒に食べると
吸収率アップ＆抜群の

栄養バランスに！

たんぱく質 ビタミン・ミネラル

脂質

セロトニン

トリプト
ファン

フェニル
アラニン

スレオ
ニン

リジン

ロイシンバリン

ヒス
チジン

イソロ
イシン

メチオ
ニン

お肉を食べると分泌される「幸せホルモン」

お肉は僕たちの
成長にも必要な栄養が
いっぱいなんだね！

お肉パワーお肉パワー

お肉パワー

お肉パワー
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食肉摂取と「長寿」の関係性高齢者こそお肉を食べよう！

高齢になると、ものをうまく食べられなくなったり、消
化機能が低下するなど、栄養を十分にとれなくなるこ
とがあるため、健康な体を維持するために必要な栄
養素が足りない状態「低栄養」に注意が必要です。

お肉に含まれるアミノ酸は
加熱調理をしても壊れにく
く、体内に効率的にとり入れ
ることができるため、足腰の
筋肉維持につながります。

脂肪に含まれるコレステロ
ールを適量摂取すること
で、血管が丈夫になり、脳
卒中防止につながります。

お肉に含まれる「メチオニ
ン」という必須アミノ酸は、
血圧の上昇を抑える作用
があります。

必須アミノ酸の「トリプトフ
ァン」が幸せホルモン「セロ
トニン」をつくり、うつ病予
防につながります。

特に牛肉に多く含まれる鉄
分は、吸収効果が20～
30％。植物性の鉄分に比
べて2～5倍もの吸収効
果があり、貧血予防に効
果的です。

動物性たんぱく質は免疫力
を高める効果があり、特に
がん細胞などに対抗する
細胞の働きがよくなるとい
われています。

高齢者の低栄養問題の中でも、お肉などの動物性
たんぱく質の不足が深刻。高齢者の栄養不足は筋
力・免疫力の低下につながるほか、血管や骨がもろ
くなるなど、老化を促進する原因となります。
適量の動物性食品を毎日摂取し、健康長寿を目指
しましょう。

日本人の「平均寿命」と、健康的な生活をおくることができる「健康寿命」が年々上昇すると同時
に、お肉などの動物性食品の摂取量も増加しています。健康・寿命には、動物性食品の摂取が
大きく関係し、お肉は長寿のために欠かせない食品であることがわかります。

ストレスは体のたんぱく質を大量に消耗します。免
疫の働きを強化し、ストレスによって消耗されたた
んぱく質を素早く補うために、質の良い動物性た
んぱく質を意識してとりましょう。

お肉を食べて
ストレスに負けない体づくり！

高齢者の低栄養に注意（ ）

動物性たんぱく質を
意識した食生活を（ ）

覚えておきたい！

筋力の低下を防ぐ

脳卒中を防止

血圧上昇の抑制

うつ病を予防

貧血を予防

免疫力向上

お肉の   つの働き

牛肉・豚肉を食べて健康に！

たんぱく質と鉄分がたっぷり！
牛肉には、良質なたんぱく質と鉄分のほか、
必須アミノ酸など、スタミナアップ・体力増進
に必要な栄養が豊富に含まれています。

ビタミンB 群の宝庫

出典：厚生労働省「平成 28 年 国民健康・栄養調査」

豚肉は、ビタミンB1、B2が特に多く含まれ、
疲労回復やストレス緩和、風邪予防の効果
が期待できます。

コレステロールを下げる働きがあ
る、オレイン酸やステアリン酸のほ
か、皮膚や神経を健康に保つナイ
アシンも豊富です。

赤身肉には、吸収されやすいヘム
鉄やビタミンB12、亜鉛が多く含ま
れ、貧血や風邪予防、味覚障害
の改善、成長促進に効果的。

総数総数 65-69歳65-69歳 70-74歳70-74歳 75-79歳75-79歳 80-84歳80-84歳 85歳以上85歳以上
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低栄養傾向の高齢者の割合 特に女性の
割合が
高い傾向に！

男性 女性



80g の目安
●牛かたロース…1～2 枚
●牛ひき肉…ピンポン玉約 2 個分
●豚かた薄切り肉…2～3 枚
●豚ばら薄切り肉…約 3 枚

健康長寿を目指すためには、バラエティ豊
かなお肉を 1 日 80g 摂取するとよいとい
われています。併せて魚介類、卵、牛乳な
どもまんべんなくとり入れることを心がけ
ましょう。

1日80gのお肉を食べて健康に！
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牛 肉

部位と特徴

ばら
赤身と脂肪が層になり、
骨付きのものは
スペアリブと呼ばれる。

●カレー　●豚しゃぶ
●トンポーロー

5

かたロース
きめはやや粗く硬めで
コクのある濃厚な味わい。
筋を切ってから料理を。

●カレー　●焼き豚
●しょうが焼き

2

もも
脂肪が少なく、きめが
細かい。ヒレに次いで
ビタミン B1 が多い。

●ソテー
●焼き豚

6

ロース
きめが細かく、適度な脂肪
でヒレと並ぶ最上部位。外側
の脂肪にうま味がある。

●とんかつ
●豚しゃぶ

3

そともも
牛肉の「ランプ」
「そともも」にあたる部位。
きめが粗い。

●煮込み料理

7

ヒレ
柔らかな部位。
脂肪分が少なく、
ビタミンB1が豊富。

●とんかつ
●ソテー

4ネック
脂肪分が少なく、
赤身の多い硬めの肉質。
ひき肉、こま切れに。

［おすすめ料理］

［おすすめ料理］

［おすすめ料理］

［おすすめ料理］

［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］

［おすすめ料理］

［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］

［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］ ［おすすめ料理］

［おすすめ料理］

●煮込み料理

1 かたロース
やや筋が多いが、
脂肪分が適度にある
風味のよい部位。

●焼き肉
●肉豆腐

3 リブロース
きめ細かく、肉そのものの
味わいが楽しめる。

●ローストビーフ
●ステーキ
●すき焼き（霜降りのもの）

4

1
1 2 3

5

6 7
44 5 10

11
11

9

8a
7a 7b 8b

6

2

3

かた
脂肪分が少ない赤身肉。
エキス分や
コラーゲンが多い。

●煮込み料理
●スープ

2

シニア向け
レシピに
おすすめ

シニア向け
レシピに
おすすめ

子ども向け
レシピに
おすすめ

豚 肉

部位と特徴

おいしい

豚肉の
選び方

少し灰色がかった淡いピンク色で、
みずみずしい光沢があるもの。

脂肪は白または乳白色で、
赤身との境界がはっきりしているもの。

脂肪は白色できめが細かく、
ツヤと粘りがあるもの。

赤みが濃すぎたり、脂肪にしまりが
ないものは避けましょう。

サーロイン
きめ細かく柔らかい、
最高の肉質。

●ステーキ
●ローストビーフ
●しゃぶしゃぶ

5

もも（うちもも）
牛肉の中で、
最も脂肪が少ない部位。

●ローストビーフ
●焼き肉
●煮込み料理

8a

すね
筋が多く硬いが、長時間
煮るとコラーゲンが
溶け出し柔らかくなる。

●シチュー
●煮込み料理

11

ヒレ
脂肪分が少なく、
きめ細かくて柔らかい。

●ステーキ
  （脂肪の気になる方向け）
●ビーフカツ

6

もも（しんたま）
きめが細かく柔らかで、
脂肪が少ない。

●ローストビーフ
●シチュー
●ビーフカツ

8b

かたばら
赤身と脂肪が層になり、
きめは粗いが
濃厚な風味と味わい。

●肉じゃが
●煮込み料理

7a

そともも
きめがやや粗く、脂肪
の少ない硬めの部位。

●炒めもの

9

赤身と脂肪が層になり、
きめは粗いが
霜降りになりやすい。

●シチュー
●カルビ焼き

ともばら7b

ランプ
味に深みがあり、
柔らかい赤身肉。

●ステーキ
●ローストビーフ

10

ツヤがあり、きめ細かく
しっとりとしていて弾力のあるもの。

赤身の部分は美しい鮮紅色で、
濃淡にバラつきのないもの。

かた
きめが粗く硬め。脂肪分が
多少あり、角切りにして
煮込むと良い味に。

1

●シチュー　●カレー
●ポークビーンズ

お肉をもっとおいしく　食べるには？

おいしい

牛肉の
選び方
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上手な保存でおい　　しさをキープしよう！

冷蔵 保存のコツ 冷凍保存のコツ

下味をつけて保存すると、
朝の調理が簡単に！

加熱調理してから冷凍すると
おいしさがキープ！

ドリップ（肉汁）は
拭き取る 1 回で使いきる量に

小分けする

空気に
ふれないようにする ブロック肉は

切り分けて冷凍

庫内は5℃以下に。
できれば
チルドルームへ！

冷凍した肉は
半解凍で調理開始！

購入後、数日以内に食べるなら冷蔵が
おすすめ。お肉を買ってきたら

すぐに、3つのステップを行って冷蔵庫へ。

冷凍庫なら長期保存が可能。
上手に冷凍すれば、

調理の時短にもつながります。

お肉から出たドリップと呼ばれる水気が残っていると、
臭みがついたり、味のなじみが悪くなったりしておいし
さが低下する原因に。冷蔵庫に入れる前に、ペーパ
ータオルなどで拭き取ってから保存しましょう。

解凍したお肉を再冷凍する
と風味が著しく低下し、食
中毒菌が増殖する原因に
もつながります。使う分だ
け解凍できるように小分け
して冷凍しておきましょう。

お肉は空気にふれると酸化
が進んで風味が落ちたり、
雑菌やカビが繁殖しやすく
なります。ラップで包み、さ
らに密閉できる保存袋など
に入れましょう。

大きなかたまり肉は中心部まで凍結するのに時間
がかかり、その間に変質が進みやすくなります。調
理しやすい大きさに切り分けて冷凍すると保存性
がアップします。

お肉は下味をつけて冷蔵しておくと、味がしっか
り浸み込んで驚くほどおいしくなります。翌日の
調理もしやすくなります。

お肉は加熱するなどの下ごしらえをしてから冷凍
するとフレッシュなおいしさを保つことができま
す。特に鮮度の落ちやすい薄切り肉やひき肉
は加熱してから冷凍しましょう。

お肉や食肉加工品の保存上限温度は5℃。冷蔵
室の中でも温度の低い場所で保存することが大切
です。食品が凍る寸前の温度設定になっているチル
ドルームなら、鮮度がより長持ち。お肉が熟成し、う
ま味が増すというメリットもあります。

完全に解凍してしまうと、おいしい肉汁が流出して
しまいます。冷蔵庫で半解凍（指で押してみてま
だ内部が少し凍っている状態）させた状態で調理
をはじめましょう。
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お肉をおいしく、安全　 に食べるために

法律で定められた飼料管理基準に基づいて、畜舎の衛生
管理や飼料の安全管理が行われ、健康な家畜が出荷され
ています。

出荷された家畜を解体する食肉センター（と畜場）では、家
畜の健康状態の確認や解体後の検査など、あらゆる検査
が行われます。検査に合格したお肉だけが次の食肉加工・
販売業者へと流通されます。

お肉の処理加工や販売を行うには、都道府県知事の営業
許可が必須。許可を受けた事業者は保健所などの指導の
もとで、お肉を清潔で衛生的に取り扱っています。

冷蔵庫の開閉によって庫内の温度が上昇しないよう気
をつけましょう。また、食材を詰めすぎると庫内に冷気
が循環しにくくなり、温度の上昇につながります。食材
を入れる目安はスペースの７割程度にしましょう。

冷蔵庫の使い方を見直して、
安全温度をキープ！

生産～出荷（生産・肥育農家）

解体（食肉センター）

加工・販売（食肉処理業者・食肉販売店）

おいしさ・安全のための

お肉の冷蔵保存期間の目安
お肉は生産～販売までの過程でも
きちんと衛生管理が行われています

購入後のお肉は、適切な温度で保存をしない
と食中毒病原菌などの発生につながります。
冷蔵は5℃以下、冷凍はマイナス15℃で保存
し、おいしいお肉を安全に食べられるようきちん
と管理しましょう。また、冷蔵庫内の他の食品
に肉汁がかからないようにビニール袋や容器に
入れてから保存するようにしましょう。

お肉や生鮮食品は
温度管理が重要です

安全な温度で保存しよう

（ ）

その日に
使いきる

保存期間は

ボツリヌス菌死滅（高圧 4 分）
安全温度

安全温度

やや危険

危険温度

やや安全

ブドウ球菌・腸炎ビブリオ死滅

大腸菌（O-157など）死滅

一般の細菌が増殖しやすい
（動物の体温程度）

生菓子、生めん類、その他
一般の惣菜の保存上限温度
魚介類・食肉類・乳製品の
保存上限温度

アイスクリームの保存上限温度

冷凍食品の保存上限温度

と覚えましょう。
豚➡︎牛の順に長くなる

●合いびき肉
●豚ひき肉

●牛ひき肉
●豚肉スライス ●豚肉ブロック

●牛肉スライス ●牛肉ブロック

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

短 長豚肉
牛肉

牛の耳に装着されている札（耳標）は、牛の個体を管理
するためのもの。10桁の個体識別番号が記載され、一
頭一頭が生産から流通、販売に至るまで管理されてい
ます。この仕組みのことを「トレーサビリティ」といい、固
体識別番号はお肉のパッケージラベルなどにも記載され
ています。「独立行政法人 家畜改良センター」のホー
ムページで固体識別番号を入力すると、品種や性別、
飼育された場所などの情報を確認することができます。

さらに、各都道府県に設置されてい
る食肉衛生検査所や保健所の獣医
師である「と畜検査員」が48か月齢
超の牛を対象にBSE検査を実施。
すべての検査に合格した牛肉だけが
市場に出荷されています。

180℃

65℃

45℃

10℃

5℃

-30℃

60℃

120℃

60℃

55℃

37℃

10℃

5℃

-15℃

-20℃

牛の耳についている札ってどんな意味？
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代表的な食中毒病原菌とその対策を覚えておこう怖い食中毒から家族を守ろう!

家庭でのチェックポイント

食中毒予防の３原則

流水で手の汚れを
きれいに洗い流し、
洗浄剤を手に取る。

手のひら・甲、指の腹・
背、指の間・付け根ま
で、全体をよく洗う。

指先を洗った後、
手首を洗う。

洗浄剤を十分な流水
でよく洗い流し、清潔
なタオルで手を拭く。

食の安全のために家庭でのこまめな手洗いは不可欠。
正しい方法を覚えましょう。

ノロウイルス

食後1～2日で嘔吐や激しい下
痢、腹痛などの症状。
▶対策
手洗い、消毒を行い、器具は
85℃以上で1分以上加熱消毒
する。

病原性大腸菌 O-157

発熱、頭痛なども起こし、死に
至ることも。
▶対策
手指の消毒や、器具等の洗浄。
食品は十分な加熱処理を行う。

サルモネラ菌

食肉加工品に多く見られ、頭
痛、嘔吐などさまざまな症状を引
き起こす。
▶対策
食品は生食を避け、低温で管理。
器具、手指は十分に洗浄する。

腸炎ビブリオ

魚介類に多く見られ、潜伏期間
は平均12時間。
▶対策
魚介類は新鮮なものでも真水で
よく洗い、短時間でも冷蔵庫で
保存する。

ボツリヌス菌

発生は少ないが発生すると重篤に
なる。
▶対策
容器が膨張している缶詰や真空
パックの食品・食材は食べないこ
と。1歳未満は要注意。

黄色ブドウ球菌

おでき、切り傷、にきびなどの化膿
創にいる。潜伏期間は30分～6
時間。
▶対策
手指、器具を洗浄殺菌し、化膿創
がある人は食品に触れないこと。

食肉に触れるときは、必ず手を洗
い、他の食品と分けて包んで保存
すること。さらに、チルドルームなど
で低温保存し、しっかり加熱処理を
してから食べましょう。

つけない

今すぐ実行！

まずはしっかり手を洗う
清潔な器具と容器で保存
冷蔵しやすいように小分けにする
温めなおしは十分に加熱
（目安は75℃以上）
長時間経ったり怪しいと感じたら捨てる

残った食品

▶ ▶

食事の前に手を洗う
長時間食器に食事を放置しない
肉や魚は、生食するものと離す
取り分けは清潔な食器を使う

食事

手をしっかり洗う
台所は清潔にしておく
十分に加熱をする（目安は
中心温度が75℃で1分以上）
レンジは均一に加熱されるように
調理を中断したら、食材は
すぐに冷蔵庫へ

調理

手はこまめに洗う
タオル・ふきんはいつも清潔に
肉や魚は、生食するものと離す
肉や魚を切った包丁は洗って熱湯消毒
野菜はよく洗う
包丁やふきんは洗って消毒する

下準備

冷蔵庫内は満タンにしない
肉は汁漏れしないように包む
冷蔵庫の設定温度は5℃以下
冷凍庫の設定温度は-15℃以下
扉の開閉はなるべく少なめに

家庭での保存

消費期限など表示をチェック
肉は分けて包む
保冷剤（氷）を使用する
できるだけ早く帰る

食品の購入

増やさない やっつける

子どもに教えたい正しい手洗い方法

すすぎ・洗浄剤 洗  浄 水洗い・乾燥


