
11月度は302件の
お申し出がありました。
2011年度11月の受付件数は、昨年の344
件から302件へと42件減少し、昨年対比
87.8％と大きく減少しています。

ピック
アップ

【乱切りかつおたくあん】で5件、
「腐敗臭」「傷んでいるようなにおい」のお申し出がありました。
 直ちに製造メーカーに原因の調査と対策を講じるように要請しました。
■商品名／乱切りかつおたくあん　■お申し出内容／「腐敗臭」「傷んでいるようなにおい」

11月度 ・ 申告内容 件 数 昨 年

主
な
内
容

異物混入調査 111 105

異味異臭調査 59 73

容器・包装調査 19 42

変　色 14 6

人体被害申告調査 2 12

総　数 302 344

（ 中 略 ）

調査報告  現物からは若干のにおいが確認されましたが、微生物検査（食品の腐敗の度合いがわかります）からは
問題ありませんでした。
　当該製品は複数種類の原料沢庵を調味液に漬け直して製造していますが、この保存期間中に一部酵母などの醗酵
が進んだものがあり、においの発生に至ったと考えます。醗酵がすすんだ原因としては、保存温度の変化や保存期
間が長かったことが考えられます。当該製品の製造最終工程では、ボイル殺菌を行っていますので酵母菌等は死滅
していますが、「におい」が残ったものと考えられます。

対　策  当該品の微生物検査には問題はなく、人体に影響を
及ぼすものではありませんでした。しかしながら、酵母菌の増
殖がにおいの原因と考えられましたので、調味液漬け直し後の
冷蔵庫保管期限（10日以内）等のルールを製造現場に徹底し再
発を防止します。

●　�酵母には多種多様な種類があり、349種ほどに分類されていま
す。自然界では樹液や花蜜、果実などにも生息しています。

●　�酵母は、アルコールを生成することができる微生物で、一般的
に様々な食品に利用されています。

●　�熱に対しては、60℃前後の比較的低温でも10数分で死滅するも
のがほとんどと言われています。

『酵母』について、ちょっと覚えておこう！ 
●　�ぬか床には、良い乳酸菌や酵母菌
が存在しています。温度環境に
よっては醗酵がすすんでしまい、
味やにおいに影響を及ぼすこと
があります。

　１１月18日（金）ぼくにかわいいおともだちができました。
それは岸和田市立山直南幼稚園のおともだちと先生の25名が
コープ・ラボの見学にきてくれたからです。
　最初にみんなでバイ菌のビデオを見たんだけど、「バイ菌は手についてる
からあらう。」とか「かぜひく～。」とか、バイ菌
のことをよく知ってたからビックリしちゃった。手
洗い実験ではマジックボックスで汚れをチェックし
て、汚れが残っていたところは大きな手型にバイ
菌シールをはってもう一度手洗いの歌に合わせて
しっかり洗ったよ。

　手洗いのあとは味当てゲームをしたり、ビデオや展示物を見てたらあっと
いう間にお別れの時間になったんだ。そしたら、見学のお礼にってみんなで
歌のプレゼントをしてくれて、ぼく感動～。もっともっと、おともだちつくり
たいなぁと思った１日でした。
　そしてまた・・・・・後日かわいいお礼状もいただきました。ラボラボ・ブラボー

コープ若江
今回はコープ若江の農産部門の加工場を点検し
ました。新鮮な農産品を扱っていますので、ど
のように商品が管理できているのか、鮮度管理
や衛生管理に不備がないか点検しました。

お店の衛生点検
このコーナーでは、
コープのお店の衛生管理の
改善向上にとりくんでいる
様子を紹介します。

●定期的に点検しています
衛生点検 ふきとり検査

お店の従業員や加工場などが清潔に保たれているか
をチェック項目に添って抜き打ちで点検します。

加工場の包丁やまな板などの調理器具にばい菌が付
着していないかをコープ・ラボで検査します。

●加工場は整理整頓ができていましたが、作業
者の作業着に着用不備がありました。着衣は衛
生管理の基本ですので全員がきめられた通りの

姿で作業するように是正を要請しました。

前　回
点検時

●前回指摘事項の着衣に問題はありませんでし
た。しかし冷蔵室の冷却ファンに埃が蓄積して
いたため、すぐに清掃するよう指導しました。

また清掃道具のほうき柄部分にフィルム剥がれがあり、
商品への異物混入の危険性が考えられましたので改善の
要請を行いました。

今　回
点検時

◉点検者総評
　加工場は整理整頓され、カット作業で使う器具類はきれいに洗浄殺菌さ
れていました。なお、その日にカットする果物や野菜は前日から冷蔵庫で
鮮度保持と汚染防止のため一つひとつフキンがかぶせられていました。こ
のような小さな気遣いが鮮度の良い商品作りのために大切です。

11月14日よりコープ・ラボでの放射能検
査をスタートさせました。東北から関東、

甲信越の17都県で栽培や漁獲された農・畜・水産品を中心に検査
をすすめていきます。新米の放射能検査や残留
農薬、カドミウム検査も基準を超えて検出される
ものはありません。年末に向けてクリスマス商品、
迎春商品の検査をすすめていきます。

商品検査実績

11月度 微生物 食品添加物 残留農薬 動物用医薬品 重金属 特定原材料 合　計

宅 配 1,761 183 96 6 21 20 2,087

店 舗 115 8 10 1 0 8 142

合 計 1,876 191 106 7 21 28 2,229

※特定原材料：食品のアレルゲン（卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに）の検査

流通品検査 　1,387件
宅配・店舗の商品から抜き取りした商品の検査

新規検査 　839件
新規取扱い予定商品の事前検査

調査依頼検査 　3件
品質不良などお申し出のあった商品の検査

検査時期 取扱区分 商品名 不適合内容 対応

新規
事前検査 入荷時検査 宅　配

北海道産帆立貝柱 一般生菌数 再検査予定

極みまぐろ切り落とし 大腸菌群 再検査予定

広島産蒸しかき 大腸菌群 再検査予定

流通品
（抜き取り）
検査

入荷時検査 宅　配
函館いかそーめん 大腸菌群 改善指導

小鯛かに寿司 一般生菌数 改善指導

期限日検査
宅　配 栗笱 ブドウ球菌 改善指導

店　舗 山菜なめこそば 一般生菌数/大腸菌群 改善指導

※上記の自主基準不適合、関連法規不適合については、商品の安全性に直結する問題はありません。

自主基準不適合 関連法規不適合

微 生 物 検 査 3 4

食品添加物検査 0 0

残 留 農 薬 検 査 0 0

動物用医薬品検査 0 0

P C R 検 査 0 0

合 計 3 4

　前月より1件減少しましたが、前月から新規事前
検査で不適合が出ていますので検査結果を取引先
へ伝え、衛生管理、品質管理の向上に努めます。

不適合検査報告

11月度の検査において
不適合は7件でした。

11月度放射性物質検査報告
11月度の放射性物質検査数は85件でした。規制値内での検出が1品ありました
が、規制値を超えて検出されたものはありませんでした。
（個別結果はホームページでご覧いただけます。）
（いずみ市民生協の検査では、放射性ヨウ素131、セシウム134、セシウム137それぞれに対して検出限界値
20ベクレル/ｋｇでおこなっています。)

“ノロウイルス注意報！！”

ノロウイルスが原因の患者数13,904人

ノロウイルスが流行していると思われるときは、特に手洗いと
うがいをしっかりするよう心がけましょう。また調理する方は、
トイレの後はもちろんのこと、調理前は普段以上に手や使用

する器具、食器類の洗浄や消毒を行いましょう。洗浄の注意
としては指の間やシワの中まで念入りによく洗い、タオルは共
用せず清潔なタオルをその都度使う、使い捨てできるペーパー
タオルを用いるなど、タオルの衛生面にも気をつけることが大
切です。

2次感染にも注意 が必要！！

ラボくん調査室 ちょっと
学習

（厚生労働省資料）

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

届出件数 268 278 277 274 499 344 303 288

患者数（人） 7,961 10,603 12,537 8,727 27,616 18,520 11,618 10,874

ノロウイルスとは、100個以下の少量でも体内に入ると小腸の粘膜で増殖する感染力の強いウ
イルスです。ノロウイルスにかかると、突発的に激しい嘔吐や下痢になりとても苦しく、微熱が
出たり悪寒の症状が出る場合もあります。冬になると猛威を奮い、感染力が強いため吐物など
の始末が不十分な場合は感染拡大する場合があります。特に体力の弱いお年寄りや乳幼児は、
症状がきつくあらわれることがあり、誤って吐物を詰まらせ
たりすることによって死にいたるケースもあります。

調査依頼
検査 3件

新規検査
839件

流通品検査
1,387件

◀ほうきが摩
擦して柄に剥
がれがある。

◀▲フキンがかぶせら
れている。

冷蔵庫内

カット器具

「手洗い」 と「うがい」予防方法は

ノロウイルスにかかった人の便や吐
とぶつ
物の中には、たくさんのノ

ロウイルスがいます。掃除が不十分な状態で放置した場合、
汚物で汚れた部分が乾燥してノロウイルスが空気中に広がり、
それによって感染するケースが増えています。

�嘔吐や下痢の後に手で触れた場所（トイレなどのドアノブ、水道
の蛇口など）にもノロウイルスが付着していることがありますの
で、使った後の蛇口などはよく洗い、清潔に保つようにしましょう。

�掃除や後始末をする際には部屋などを十分換気し、それらに携わ
る方はビニール手袋、マスクをして汚物はすみやかにビニール袋
に入れ、「塩素系の漂白剤」「塩素系の消毒剤」などをふりかけ、
口をくくるなどの密封状態にし、もれないように処理しましょう。

件数に対して
患者数がずいぶん

多いんだね。

プチ情報

加工場の中では、汚れが蓄積しやす
いシンク周りやカットフルーツ作業
台周辺は特に清潔にするよう心がけ
ています。また手の届きにくい場所
は毎週曜日を決めて清掃を行ってい
ますが、作業者によっての清掃ムラ
をなくすため普段清掃がきちんとで
きている人からできていない人に指
導するようにしています。加工場内
でカットしている野菜やフルーツは
品質・衛生面で自信をもって供給し
ていますが、すべての農産品につい
ても日付管理をしっかり行い、少し
でも新しいものをご利用いただける
よう全員でとりくんでいます。

コープ若江
農産部門
兼山チーフ

11月度
お申し出についての

調査と改善

ラボちゃんねる

《1年間の食中毒申告数／平成22年》

全体で
25,972人

光るマジック
ボックスで汚れを

チェック

汚れが残ってる
場所はどこかな？ 歌に合わせて

手を洗おう！

みんなで
ニッコリ！

かわいい
お礼状！

11月度
商品検査報告
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 【 品質管理だより 】


