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（１）施設の立地及び周辺 

施設の立地によって、有害鳥獣・害虫等の侵入、その他の周辺環境に起因する汚染

等の危険性は大きく変わります。敷地の周辺環境を把握し、敷地周辺環境からの悪影

響を極力避けなければなりません。 

施設周辺を常に管理し、衛生的に維持する必要があります。管理がずさんになると、

有害鳥獣・害虫等の発生原因になるため、定期的に点検整備を行い、記録をつけると

確実に管理することができます。 

敷地の周辺環境 

敷地の周辺環境からの悪影響は極力避ける必要があります。周辺環境を把握し、そ

の環境によってどのような悪影響があるかを一覧表にしておくと、管理を容易にする助

けになります。飼料工場が立ち並んでいるような場所では、特に有害鳥獣や害虫に注

意が必要です。 

植栽や周辺の維持管理 

・ 手入れされていない植栽 

原材料受入口、出荷口周辺に、野鳥の休息場所となりうるような樹木の剪定が適切

に行われているか、営巣がないかを確認します。また、雑草が生い茂り、有害鳥獣、

害虫の生息場所にならないような管理が必要です。 

・ 敷地内の水溜りになり易い箇所 

水溜りは衛生害虫の発生原因になります。側溝につまりはないか、駐車場、構内で

の舗装の剥がれがないかを確認します。必要に応じて、清掃・補修を実施します。 

・ ゴミや不要物の敷地内での放置 

ゴミや不要物を長期間放置すると、有害鳥獣・害虫の生息場所や発生原因になりま

す。廃棄物の保管場所は予め定め、廃棄物が長期間放置されないように管理する

ことが必要です。 

上記のような施設周辺の維持管理は管理者を指定し定期的に実施、実施記録を取る

ことで確実に点検整備を実行できるようにします。  

２ 施設等の設置及び管理（衛生管理を含む） 

事業場は、飼料等を衛生的に取り扱うとともに、適正な製造を行うため、GMP ガイドラ

インに定める基準に適合した敷地、施設及び設備を備えるとともに、適切な状態が維持

されているか、定期的に点検整備を行うことが重要です。 
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緑地帯舗装工事 
（立木を伐採しアスファルト舗
装を実施。害虫及び鳥獣の糞害
対策。） 

植栽の管理 ゴミや不要物の集積・保管場所 

周辺施設等の巡回記録 

■施設の周辺環境

ゴミや不要物の集積・保管場所植栽の管理

周辺施設等の巡回記録

緑地帯舗装工事
・立木を伐採しアスファルト舗
・装を実施。
・害虫及び鳥獣の糞害対策。

重油タンク

貯水タンク

排水設備

廃棄物置き場

管理棟 側溝駐車場
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・ 野鳥の休息場所となりう

る樹木の剪定
・ 営巣チェック
・ 生い茂った雑草（有害鳥

獣・害虫の生息場所）

敷地内の水溜りになり
やすい箇所

・ 側溝の詰まり
・ 駐車場・構内の塗装

の剥がれ

敷地内でのゴミや不要物の放置
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（２）人や車両の管理、ゾーニング 

人や車両の敷地内への入場は、外部からの汚染を持ち込ませない管理が必要です。 

敷地内、施設内は適切な区画分け（ゾーニング）を行います。ゾーニングを行うことで、

管理領域を明確にすることができ、管理手段を実行する際の手助けになります。 

敷地内への人及び車両の入場管理 

敷地の境界線をフェンス等で明確にしておくこと、平面図で注意すべき区域を明確に

すること、車両進入制限区域や動線を明示すること、人の立入禁止区域を設定し表示

すること等で施設内への人や車両の立入に関する管理が容易になります。その他、守

衛室の設置、モニターカメラの設置、認証システムによるオートロック等も有効な管理手

法です。 

入出場の記録は、人の入出場記録や車両の車番管理を行うことで管理します。入場

者の作業に従業員が立ち会うほか、作業終了報告書を提出してもらうことも管理手法の

ひとつです。 

工場内への入場の際には、持ち込み可能なものを明確にすることにより、不要物の持

ち込みを禁止し、持ち込む工具類等は、退出時に業者へ紛失がないことを確認させる

等の管理を行うと異物混入防止に役立ちます。 

従業員の健康管理は、定期健診結果の把握や毎日の朝礼等で体調確認を行います。 

従業員用の更衣室を設置し、作業着の更衣や保管、汚れた作業服等の洗濯、個人

の持ち物の管理等が確実に行われるようにします。飲食・喫煙等も事務所内の定められ

た場所に限定し、敷地内や工場内での飲食・喫煙等は禁止します。 
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入場退場管理票 

車両通行規制 
A 飼料運搬車に進入禁止箇所を設け、
B 飼料運搬車と通行箇所を区分け。 
その他、工場内の設備に関しても搬送
ライン・保管場所等、区分け実施。 

監視カメラによる入場者、車両の管理 

全体平面図 
（Ａ、Ｂ飼料エリアの明確化及び動線、 

入場管理及び洗浄区域の設定） 

来訪者記録と手指消毒 

ドライバーの履き替え用長靴 

守衛室
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人及び車両の消毒 

有害微生物による敷地内、施設内汚染防止の観点から、車両の入退出口に消毒槽

や消毒棟を設置し、消毒を実施します。特に鳥インフルエンザ等法定・届出家畜伝染病

発生時には、別途消毒基準を設定する事が望ましく、車両のタイヤハウス、運転席の消

毒等を入念に実施し、運転手には、靴の履き替えと消毒を励行してもらう等の強化対策

も必要です。 

従業員・来場者からの汚染を防止する観点から、事務所や工場の出入口に、踏込消

毒槽や消毒マット、動力噴霧器、消毒用アルコールを設置し、手、靴底、衣服等の消毒

を実施します。 

消毒薬は適切な種類を、適切な濃度で使用します。消毒液等の薬剤は、保管場所を

決め、在庫管理とその記録を行うと共に、原則施錠管理を行います。 

消毒薬は泥などの有機物の混入や雨水による希釈などにより効果が大きく低下してし

まいます。適切な濃度や状態が保たれるよう、担当者を定めて消毒槽の確認や消毒液

の交換を行うことが大切です。 

ゾーンの設定 

原材料、製品、包装資材、廃棄物等の保管場所、フォークリフト、車両や人の通路等、

それぞれのゾーンを決め、識別が明確にできるようにしておくと良いでしょう。 

その他、原材料の切込み口等、粉塵が発生しやすい区域を粉塵発生区域、その他

の区域を清潔区域と定義し、粉塵発生区域を５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）の

重点管理区域とし、清掃頻度を増やす等の考え方もあります。 

魚粉工場等、生原料を扱う工場では、生原料を受入・保管する施設（原料受入室、ホ

ッパー、原料タンク、原料搬入車の通路等）は非清浄区域として、清浄区域（製造室、製

品保管室、出荷口）への交差汚染を防止することが必要な場合もあります。 
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TB の色分けによるゾーンの明確化 

衣服消毒用自動噴霧器の設置 

車両消毒槽による自動噴霧消毒 

入場者用消毒マットの設置 

来場者への手指洗浄方法の明示 

動力噴霧器によるタイヤ回りの消毒 
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