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飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドラインの解説 

 
 
第1 目的 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第5条に掲げられた基本理念である国民の健康

への悪影響の未然防止の観点から、飼料等については、飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律（昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。）第3条に基づき農林

水産省が基準及び規格を定めるなどの施策を講ずるとともに、飼料等の輸入業者、製造業者

等が食品安全基本法第 8 条に定める食品関連事業者の責務を果たすことにより安全性を確保

しているところである。このような中、飼料等の原料等の多くを輸入に依存している我が国

の状況に鑑みると、個別の飼料等の製造業者のみで飼料等への有害物質の混入を防止するこ

とは困難であり、輸入業者等の関係業者や農林水産省等を含めた関係者及び関係機関全体で

対応する必要がある。このため、飼料等の安全性確保に万全を期す観点から、原料等の段階

から有害物質の混入を防止するとともに、それが混入する事態とそのシナリオを想定して、

その事態に対応するための指針を示すものである。 

【解説】 
本ガイドラインは、飼料等への有害物質の混入の防止と、万一、混入した場合の被害の拡大を

防止するためのものである。そのためには、原料を含む輸入、製造及び販売に携わる飼料供給過

程の各関係業者や農林水産省等を含めた関係者や関係機関の情報共有化とコミュニケーション

がより重要となってくるものと思われる。 

また、ここで引用されている「飼料安全法」及び「食品安全基本法」の各条文は以下のとおり

である。なお、飼料への有害物質の混入に関する最近の事例としては、米国産輸入乾牧草（スー

ダングラス）からのブロモキシニル 1）及び高濃度の硝酸態窒素 2）の検出、魚粉からのマラカイト

グリーン及びロイコマラカイトグリーンの検出 3）、エンドファイト感染乾牧草による中毒事例の

発生 4）、ウクライナ産脱脂粉乳からのクロラムフェニコールの検出 5）、中国産飼料におけるメラ

ミンの混入 6）などがある。 
注1） 平成18年6月14日付け18消安第2886号、農林水産省消費･安全局長通知 

2） 平成19年5月7日付け19消安第1297号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長通知 
3） 平成18年11月30日付け18消安第9467号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長通知 
4） 平成19年3月19日付け18消安第14023号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長、生産

局畜産部畜産振興課長通知 
5） 平成20年9月9日付け20消安第6377号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長通知 
6） 平成20 年10 月6 日付け20 消安第7287 号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長・生産

局畜産部畜産振興課長通知 
 

○「飼料安全法 第3条」（基準及び規格･抜粋） 
 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物

（家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものをい

う。以下同じ。）が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物（家畜等に係る生
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産物をいう。以下同じ。）の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼

料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は

飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。 

○「食品安全基本法 第5条」（国民の健康への悪影響の未然防止） 
 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及

び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取す

ることによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

○「食品安全基本法 第8条」（食品関連事業者の責務） 
 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれ

がある農林漁業の生産資材、食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）

若しくは添加物（食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 4 条第 2 項に規定する添加物をい

う。）又は器具（同条第4項に規定する器具をいう。）若しくは容器包装（同条第5項に規定

する容器包装をいう。）の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者（以下「食品関

連事業者」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食品

の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保する

ために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。 
2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行う

に当たっては、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努め

なければならない。 
3 前 2 項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関

し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有す

る。 
 
第2 定義 

本ガイドラインで用いる用語の定義は、飼料安全法に定めるもののほか、次に定めるとこ

ろによる。 

 1 有害物質 

人又は家畜等の健康に悪影響を及ぼす可能性がある危害要因のうち残留農薬、かび毒、重

金属等の化学物質をいう。 

 2 原料等 

飼料及び飼料添加物を製造するための原料及び材料をいう。 

 3 飼料等 

飼料及び飼料添加物並びにそれらの原料等をいう。 

 4 製品 

製造された飼料及び飼料添加物をいい、中間製品を含む。 

 5 サーベイランス 

問題の程度又は実態を知るために行う調査をいう。 
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 6 モニタリング 

是正措置をとる必要があるかどうかを決定する観点から、問題の傾向を知るために行う調

査をいう。 

【解説】 
本ガイドラインでいう「有害物質」の例としては、本解説巻末資料で示す（1）飼料及び飼料

添加物の成分規格等省令（昭和 51 年 7 月 24 日農林省令第 35 号。以下「成分規格等省令」とい

う。）で基準値が設定されている化学物質、（2）通知で基準値が設定されている化学物質（農

薬、かび毒、重金属等）、（3）通知により指導が行われている化学物質がある。 

 
第3 農林水産省の対応 

農林水産省では、食品安全に関する緊急時対応を必要とする事態（以下「食品安全緊急事

態」という。）に対応するための共通事項として「農林水産省食品安全緊急時対応基本指針」

（以下「基本指針」という。）を定め、食品安全緊急事態が発生した場合の対応に関する基

本的考え方を示している。また、飼料等が原因となって食品安全緊急事態が生じた場合、「農

林漁業の生産資材に由来する食品安全に関する緊急時対応実施指針」（以下「実施指針」と

いう。）に基づき所要の措置を講じることになる。本ガイドラインでは、主として実施指針

に沿って農林水産省の対応を示す。 

【解説】 
農林水産省は、食品安全に係る緊急事態等に対する共通事項として「農林水産省食品安全緊急

時対応基本指針」を定めており、それを基に生産資材について実施指針を定めている。これらの

指針については、農林水産省のホームページで公開している。 
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/kiki/index.html） 

 

１ 平時における対応 

 （１）農林水産省は、飼料等に関する情報の収集・分析を行い、必要に応じて、飼料安全法に

基づき以下の規制等を行う。 

① 飼料等の安全性に係る規格・基準の設定（第3条） 

② 飼料等の検定及び表示（第5条） 

③ 有害な物質を含む飼料等の流通の防止（有害な飼料等の製造・輸入・販売の禁止、廃

棄等の命令）（第23条、第24条） 

④ 製造工場、販売所等における適正な飼料等の製造・流通等の確保（製造業者、販売業

者等の届出、報告の徴取、立入検査、飼料等の収去等）（第50条、第55条、第56条、

第57条） 
【解説】 
飼料安全法の関係条文を列記している。基準又は規格については、「常に適切な科学的判断が

加えられ、必要な改正がなされなければならない。」（第3条第3項）と規定されている。 
 

（2）農林水産省は、本ガイドラインに基づき輸入業者、製造業者等の関係業者が自主的に定
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める各種規格、手順書等について、ひな型や例を関係業者に提供する。 

【解説】 
平成 20 年度に実施した流通飼料対策事業において、以下の飼料等の規格、手順書等について

検討を行った。 
・輸入飼料：穀類、粗飼料、魚粉、植物性油かす類 
・国内製造飼料：魚粉、植物性油かす類、飼料用油脂・肉骨粉等、配合飼料 
手順書等には、本ガイドラインの目的に則して問題となる飼料等の① 国内侵入の未然防止、

② 侵入した場合の早期発見、③ 被害の拡大の防止、などの観点で関係業者が実施すべき事項が

示されている。本解説巻末資料として以下の規格、手順書等の例を収載したので参考にして、各

社で規格や手順書等を作成されたい。 
資料1）有害物質混入防止のための手順書（輸入飼料穀類）（例） 
資料2）有害物質混入防止のための手順書（輸入粗飼料）（例） 
資料3）有害物質混入防止のための手順書（輸入魚粉）（例） 
資料4）有害物質混入防止のための手順書（輸入植物油かす類）（例） 
資料5）有害物質混入防止のための工程管理基準書（魚粉）（例） 
資料6）有害物質混入防止のための品質管理基準書（魚粉）（例） 
資料7）有害物質混入防止のための手順書（魚粉）（例） 
資料8）有害物質混入防止のための工程管理基準書（植物性油かす類）（例） 
資料9）有害物質混入防止のための品質管理基準書（植物性油かす類）（例） 
資料10）有害物質混入防止のための手順書（植物性油かす）（例） 
資料11）有害物質混入防止のための工程管理基準書（飼料用油脂、肉骨粉等）（例） 
資料12）有害物質混入防止のための品質管理基準書（飼料用油脂、肉骨粉等）（例） 
資料13）有害物質混入防止のための手順書（飼料用油脂、肉骨粉等）（例） 
資料14）有害物質混入防止のための工程管理基準書（配合飼料）（例） 
資料15）有害物質混入防止のための品質管理基準書（配合飼料）（例） 
資料16）有害物質混入防止のための手順書（配合飼料）（例） 
 

2 食品安全緊急事態における対応 

 （1）飼料等に由来する食品安全緊急事態は、飼料等の利用・使用、事故等によって、食品安

全に関する次のような事案が発生した場合を想定する。 

① 食品の汚染とそれによる人畜への被害・影響が大規模又は広域である事案 

② 科学的知見が十分ではない原因による食品の汚染と、それによる人畜への被害・影響

が生じ、又は生じるおそれがある事案 

③ ①及び②のほか、社会的反響等を勘案し、緊急の対応が必要と考えられる事案 

 （2）食品安全緊急事態発生時の対応 

① 事件・事故発生初期の対応として、農林水産省は、国民の健康の保護が最も重要であ

るという認識の下に、食品安全委員会、厚生労働省等の食品安全関係府省と相互に十分

な連絡及び連携を図る。同時に、食品安全委員会、厚生労働省はもとより、独立行政法
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人農林水産消費安全技術センター（以下「センター」という。）、飼料等の関係業者、

食品の製造・流通業者等からも情報を収集し、その分析を行い、発生した事案が食品安

全緊急事態に該当するかどうかを検討する。 

② 農林水産省は、当該事案が食品安全緊急事態に該当すると判断した場合には、基本指

針に基づく農林水産省食品安全緊急対策本部（以下「本省対策本部」という。）を設置

する。 

③ 本省対策本部の設置後の対応として、連絡体制の整備を行い、農林水産省は、直ちに

次の対応を行う。 

    ア 直ちに講ずるべき対策の検討、実行及び指示 

    イ 当該飼料等の関係業者に対しての情報提供 

    ウ 食品安全緊急事態が発生した地域における情報等の収集、整理及び分析 

    エ 食品安全委員会、厚生労働省等の食品安全関係府省との緊急事案に関する情報交換

及び連絡調整 

    オ 報道室を通じた広報及び関連ホームページの開設 

④ 農林水産省は、必要に応じて、センターの職員又は本省若しくは地方農政局の職員を

現地に派遣し、立入検査、試験のための飼料等の収去等を行う。この際、必要に応じて

学識経験者に協力や助言を依頼する。 

⑤ 農林水産省は、実施指針に基づき、情報の公表を報道機関等へ行う。 

⑥ 農林水産省は、本省において消費者等からの意見、相談等への対応を行うとともに、

地方農政局に対応窓口を設置する。また、センターに対し対応窓口の設置を要請する。

 （3）飼料等に問題があった場合の対応 

    事件・事故発生初期の対応に続き、農林水産省は、収集した情報を総合的に判断して食

品の安全の確保の観点から必要と認める場合に、以下の対応を行う。 

① 飼料等の輸入業者、製造業者及び販売業者に対して出荷の停止及び回収の要請を行

う。さらに、必要に応じて、飼料安全法に基づいて問題のある飼料等の回収等を命令す

る。 

  また、必要に応じて飼料等の輸入業者等に、当該業者が適切に品質管理を行うための

有害物質の分析法を提示する。 

② 都道府県、農林漁業団体、飼料等製造団体等を通じて、畜産農家等が問題のある飼料

等を使用しないよう文書により指導する。これらの指導については、報道機関を通じて

広く情報提供に努める。 

③ 必要に応じて、地方農政局及び地方農政事務所を通じて、問題のある飼料等を使用し

ないよう畜産農家等に対して直接に周知及び指導を行う。 

【解説】 
食品安全緊急事態として想定される事案を示し、その対応の概要及び初期対応後の回収等につ

いての具体的な対応を記載している。 
 
第4 情報の収集及び共有 
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 1 輸入業者による生産地に関する情報の収集 

輸入業者は、飼料等の生産地における干ばつ等の天候不順、倉庫等への保管時における

かび毒発生又は害虫の異常発生に伴う農薬散布など、飼料等の安全性に影響を及ぼすと考

えられる情報を収集し、整理する。また、これらの情報のうち、飼料等の安全性確保上重

要と考えられるものについては、センターを通じて農林水産省消費・安全局畜水産安全管

理課（以下「畜水産安全管理課」という。）に報告する。 

【解説】 
輸入業者は、飼料等の生産地の天候や農薬の散布状況を可能な限り把握する必要がある。また、

加工品ではその加工方法等についても把握した上で、飼料等を輸入する。 
本項は、本ガイドライン第1に記載されているように「…個別の飼料等の製造業者のみで飼料

等への有害物質の混入を防止することは困難であり、輸入業者等の関係業者や農林水産省等を含

めた関係者及び関係機関全体で対応する必要がある。」との観点から設けたものである。 
輸入業者が入手した飼料の安全性確保上重要と考えられる情報について、センターへ電子メー

ルで連絡する（電子メールが不通の場合は、ファックスを使用。緊急の場合は電話を併用。連絡

様式については別途公表予定）。これを受けたセンターは速やかに農林水産省消費・安全局畜水

産安全管理課に電子メールで連絡する（電子メールが不通の場合は、ファックスを使用。）。な

お、一刻を争うような緊急時には、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課に直接連絡する。 
 「飼料等の安全性に影響を及ぼすと考えられる情報」とは、「生産地における干ばつ等の天候

不順や倉庫等の保管時におけるかび毒発生、害虫の異常発生に伴う農薬散布等」の他、生産地に

おける飼料作物生産のために新たに使用されるようになった化学物質の使用状況、生産国におけ

る飼料が原因となって発生したと見られる家畜等の事故や食品事故等を含む。 
「飼料等の安全性確保上重要と考えられるもの」とは、「飼料等の安全性に影響を及ぼすと考

えられる情報」のうち飼料等の原料として使用した場合に混入している有害物質による家畜等の

死亡事故や、食品への残留事故等が発生する可能性が高い情報をいう。 
 

2 センターによる検査及び情報の発信 

（1）飼料等に含まれる有害物質のサーベイランス及びモニタリング 

農林水産省が策定する「食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタ

リング年次計画」に基づき実施するものを含め、飼料等について有害物質のサーベイラン

ス及びモニタリング検査を計画的に実施する。 

【解説】 
農林水産省は「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手

順書（平成17年8月25日公表、平成18年10月5日改訂）」に基づき、国際的に合意された枠

組みに則ってリスク管理に不可欠なデータを得るために、5年間でサーベイランス･モニタリング

を優先的に実施すべき危害要因を明示した「サーベイランス･モニタリング計画」を作成してい

る。「サーベイランス･モニタリング計画」において調査対象となっている危害要因と分析点数

は農林水産省のホームページを参照のこと。 
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/index.html） 
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 （2）情報の発信 

1により提供された情報、（1）に基づくサーベイランス及びモニタリング検査の結果そ

の他飼料等の有害物質に関する情報を、3 に基づき登録された輸入業者及び製造業者に定

期的に発信する。 

【解説】 
センターは、サーベイランス及びモニタリング検査の結果や有害物質の汚染に関する情報に加

えて、混入する可能性のある有害物質と対象飼料等の概要及びその混入事例がある場合はその具

体的な内容と原因についての情報を提供する。 
 電子メールアドレスの登録は、電子メール又はファックスでセンターに届け出ることにより行

う（様式は別途公表予定）。センターは届出を受理した場合、届出をした者に対して電子メール

を送信することにより登録が適切に行われていることを確認する。 
 

（3）緊急時の対応 

飼料等が原因となって食品の安全性確保に問題が生じるおそれがある等の緊急時には、

畜水産安全管理課の指示のもと、電子メール又はファックス等により輸入業者等の関係業

者に情報を速やかに提供する。 

【解説】 
農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課は、第10に規定する「輸入又は製造数量の報告」を

基に、緊急時に問題となる飼料等の輸入業者、製造業者等を特定して、それらの業者等に対して

優先的に情報提供を行うようセンターに指示する。 
 「飼料等が原因となって食品の安全性確保に問題が生じるおそれがある等の緊急時に、…」と

は、例えば魚粉へのマラカイトグリーンの混入やスーダングラスでのブロモキシニルの残留な

ど、食品の安全確保に問題が生じるおそれがあり、緊急に対策を講じる必要がある場合をいう。 
 ここでいう「輸入業者等の関係業者」とは、当該ガイドライン第4の3で電子メールアドレス

を登録した者である。 
 

3  輸入業者及び製造業者による飼料等の安全性に関する情報の把握 

輸入業者及び製造業者は、センターから情報を受信するため、センターに電子メールアド

レスを登録する。 

輸入業者及び製造業者は、2 によりセンターから得た情報等を活用し、飼料等の安全性に

影響を及ぼすと考えられる最新情報を把握する。 

【解説】 
 輸入業者及び製造業者は、センターから送信される情報等を活用し、自らが取り扱う品目の安

全性に影響を及ぼすおそれのある情報の有無について把握しておく必要がある。 
このため、輸入業者及び製造業者は、センターから発信される情報を受信するための窓口を企

業内に設置し、電子メールアドレスを登録するとともに、受信した情報を迅速に企業内の関係者

（原則として飼料等の輸入に係る全ての職員）への周知を図るための手続きや、情報の配布先な

どを定めておく必要がある。この場合、センターに登録するための電子メールアドレスは、個人
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に割り当てられたものではなく、センターとの情報交換専用とすることが望ましい。 
なお、登録した輸入業者及び製造業者の一覧表をセンターで作成し、農林水産省消費･安全局

畜水産安全管理課に月1回報告する。 
 
第5 飼料等の輸入 

  輸入業者は、次に掲げる業務を行う。 

1 飼料等規格の策定 

第3の1（2）により農林水産省から提供されるひな型や例を参考に、第4の2によりセン

ターから提供される情報を踏まえ、輸入飼料等ごとに、安全性を確保するための明確な規格

を策定する。 

【解説】 
 「安全性を確保するための明確な規格」の対象となるのは、穀類や乾牧草では、現在、飼料安

全法等で基準値が定められている化学物質（巻末資料参照）である。なお、これらの化学物質の

基準値が設定されていない原料等については、生産国における栽培時あるいは製造時に想定され

るリスク、輸出時の基準、製造業者の自主基準等に応じて、センターが情報提供するモニタリン

グ検査結果や自主検査等を踏まえて安全性を確保するための規格の設定が必要か否かを検討す

る必要がある。 
 

2 飼料等規格の遵守状況の確認 

輸入飼料等の供給者と 1 の規格を満たすために契約を締結する等安全性に関する確認等を

行うこととし、必要に応じて、海外の製造事業場等に出向いたり、製造状況について聴取す

る等によりその遵守状況を確認し、その結果を記録する。 

【解説】 
「安全性に関する確認等」とは、農薬を例に取れば、栽培時及びサイロ等での保管時における

農薬の使用状況や、その農薬に関する規制等の情報の入手等が考えられる。 
安全性に関する確認等の「等」は、以下を含むものとする。 

①  供給業者・輸入業者の個別または団体間で、規格に適合した飼料等が供給されることに関し

て、契約、同意書ないし覚書を取り交わす。  

② 前述①の契約、同意書若しくは覚書を取り交わすことが困難な場合は、輸入業者や輸入業者

の団体による定期的な自主検査を行うとの内容も含むものとする。 

 
3 品質管理等の手順書の作成等 

4から7までに規定する業務を適切に行うため、第3の1（2）のひな型や例を参考に、品

質管理、苦情処理、回収処理及び教育訓練の手順書を作成し、あらかじめ指定した者に、手

順書に基づき業務を行わせる。 

【解説】 
これらの手順書の遵守を確実にするためには、責任と権限を明確にすることが重要なことから

「あらかじめ指定した者」にその業務を行なわせることとしている。 
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4 から 7 は輸入業者が整備すべき各手順書について網羅すべき事項を示している。ただし、こ

れらの手順書は、本ガイドラインの目的に見合った内容が網羅されていれば有害物質に限定した

手順書である必要はなく、巻末に収載した例においては、品質管理、苦情処理、回収処理及び教

育訓練を組み込んで1つの手順書としているが、複数の手順書等に分割で記載されていてもよい。

また、手順書の名称も特にこだわるものではない。 
 

4 品質管理 

3 により作成した品質管理に関する手順書に基づき、次に掲げる品質管理に係る業務を行

う。 

 （1）自ら定めた頻度で必要な検体を採取し、その記録を作成する。 

（2）採取した検体について、必要に応じて 1 により策定した規格への適合性を確認するため

試験検査を行い、その記録を作成する。 

（3）分析値が基準値を超えるなど問題が認められた場合には、センターに報告する。 

（4）（2）の試験検査に関する記録を作成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
 「品質管理」は飼料等を輸入するに当たって、その安全確認に関する業務が適切に行われてい

るかの検証を行う上で重要である。 
また、「検体の採取」及び「試験検査」は、取扱う飼料等の生産国の状況、取扱い頻度、取扱

量などを勘案して、採取頻度や試験検査項目を定める必要がある。 
 

5 苦情処理 

輸入業者は、畜産農家や製造業者等から輸入飼料等に含まれる有害物質に関する苦情があ

ったときは、3 により作成した苦情処理に関する手順書に基づき、次に掲げる苦情処理に係

る業務を行う。 

（1）苦情に係る事項の原因を究明し、所要の措置を講じる。 

（2）苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した苦情処理記録を作成し、その作

成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
苦情処理に関する手順書には、少なくとも次のことを盛り込む必要がある。 
（1）苦情処理体制 
（2）苦情に対する対応（苦情先への対応を含む）と対応責任者 
（3）苦情発生の原因究明及び改善措置 
（4）記録の作成と保存方法 

 
6 回収処理 

輸入業者は、輸入飼料等に含まれる有害物質が基準値を超える等の理由により回収を行う

ときは、3 により作成した回収処理に関する手順書に基づき、次に掲げる回収処理に係る業

務を行う。 
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（1）回収に至った原因を究明し、所要の措置を講じる。 

（2）回収した飼料等を適切に処理する。 

（3）回収及び処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した回収処理記録を作成し、

その作成の日から原則として2年間以上保存する。 

（4）回収を行った場合は、原則として回収の理由及びその内容について、センターを通じて

畜水産安全管理課にその理由とともに報告する。 

【解説】 
回収処理に関する手順書には、少なくとも次のことを盛り込む必要がある。 
（1）回収処理体制 
（2）回収の手順、回収品の処理 
（3）回収処理に至った原因究明と改善措置 
（4）記録の作成と保存方法 

 
7 教育訓練 

輸入業者は、3 により作成した教育訓練に関する手順書に基づき、次に掲げる教育訓練に

係る業務を行う。 

（1）輸入業務に従事する職員に対して、センターが行う研修等を利用すること等により飼料

等の安全性に関する必要な教育訓練を計画的に実施する。       

（2）教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
教育訓練に関する手順書には、① 教育訓練の責任者と役割、② 教育訓練の計画と実施手順、

③ 記録の作成と保存方法等を規定する。また、教育訓練の計画には、センターが主催する飼料

安全法等の研修等を定期的に受けさせることを盛り込む必要がある。 
 

8 サーベイランス及びモニタリングへの協力 

第4の2によりセンターが実施する有害物質のサーベイランス及びモニタリングの対象と

なる試料の採取に協力する。 

【解説】 
 センターの実施するサーベイランス及びモニタリングは、本ガイドラインの有効な運用にとっ

て重要であり、最大限協力する。 協力の内容は、センターの要請に基づく、入船時期、産地、

製造事業場等に関する情報の速やかな提供をいう。 
 

第6 製造事業場における原料等の受入れ 

製造業者は、原料等の受入れに当たっては、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容

に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。 

【解説】 
 本ガイドラインにおいては、飼料等の製造業者が行うべき業務に関して、本項と第7に区分し

て記載されている。これらのうち、本項で示す業務は製造業者において必須の項目であり、第 7
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で示す業務は後述するように、リスクの程度によってある程度省略できる項目であることから、

区分した書き分けがされている。 
 製造事業場が受入れる原料等の品質（安全性等）が製造される製品の品質に大きく影響するた

め、原料等の受入業務を担当する者（あらかじめ指定した者）の責任と権限を明確にする必要が

ある。 
 また、製造管理責任者や品質管理責任者との関係及び責任と権限の範囲についても明確に 
しておく必要がある。 
 

1 原料等の規格の策定 

第3の1（2）により農林水産省から提供されるひな型や例を参考に、第4の2によりセン

ターから提供される情報等を踏まえ、使用する原料等ごとに、安全性を確保するための明確

な規格を策定する。 

【解説】 
 「ひな型や例」は本解説書巻末に示した。「センターから提供される情報」とは、センターが

ホームページで公表している安全性データや第4の2（3）で規定する緊急時の対応の発端となっ

た有害物質に関する情報を意味している。 
 製造事業場は、使用する原料等について試験検査データやセンターの安全性データ等に基づき

リスクの程度を分析し、「ひな型や例」を参考に原料等の受入時の規格を策定する。 
規格は原料等供給者が厳守できるものでなければならない。第4の2の情報に基づき、飼料の

安全性を確保できる範囲であって、原料供給者が通常の努力で遵守できるレベルの規格設定が望

ましい。ただし、省令や通知等で公的に基準値が定められているものは、その基準値以下とする

こと。規格は、普遍的なものではなく、第4の2の情報に基づき、適宜適切なものに改変するこ

と。また、規格は出来る限り数値化し文面で残すこと。 
 原料等における「リスクの程度の分析」とは、 
・使用する原料等あるいは製造された製品が有害物質の各基準値に対しどの程度（基準値の  

何割程度等）であるのかを把握する。 
・使用する原料等あるいは製造された製品に基準値が設定されていない場合には、配合飼料  

における配合割合（「飼料月報」（農林水産省生産局畜産部畜産振興課編、（社）配合飼料

供給安定機構発行）等）を参考に配合飼料製品への影響度を把握する。 
ことをいう。 
 自らの製造品が供給先で飼料原料となる飼料等製造業者においては、最終的な飼料製造業者の

製品が基準値等に違反しないことを十分考慮しながら原料の規格を設定することが重要である。 
なお、「原料受入れ基準書」など原料等の受入れに係る品質条件を規定する書類がある場合は、

新たに規格書を策定する必要はなく、本ガイドラインに基づく規格をその書類に追加することで

よい。 
 過去の事例をみると、残留農薬、かび毒、重金属が飼料安全法違反となった事例は非常に少な

い状況にある。しかし、新規の海外産地や海外メーカーから購入する際、穀類あるいは穀類を原

料とした副産物の場合では、当該原料等の生産国での規制状況・監視状況や穀類の栽培状況、産

地（メーカー）から積出し施設までのリスクを事前に輸入業者等から情報を得る必要がある。ま
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た、必要に応じて原料等について有害物質の試験検査を行う。さらに、魚粉や副産物を加工する

などの加工度の高い飼料等においては、当該飼料等の原料等の受入れに係る品質条件、製造工程、

製品の物流過程等について輸入業者等の情報に基づき、購入の判断をすることが重要である。 
 

2 原料等規格の遵守状況の確認 

1の規格を満たすために原料等の供給者との契約の締結等を行うこととし、必要に応じて、

原料等の製造事業場等に出向いたり、製造状況について聴取する等によりその遵守状況を確

認し、その結果を記録する。また、輸入原料等については、輸入業者等を通じて、原料等の

製造事業場における製造状況を確認し、その結果を記録する。なお、受委託製造において、

委託者が原料等を供給する場合には、その原料等については委託者が飼料等規格の遵守状況

の確認を行う。 

【解説】 
 製造事業場の原料等の受入れ規格（品質条件等）について、供給者（輸入業者、原料メーカー、

販売業者）との間で覚書等を取り交わすことを要求している。ただし、受入規格の内容は、購入

側の一方的な品質条件とならないように供給者と購入者の双方が納得できる現実的・常識的なも

のでなくてはならない。また、確認の方法は、製造事業場に出向くことや、状況を聴取すること

等の実態が把握できる方法ならば、いずれの方法でもよい。なお、製造状況を確認した結果の記

録は期間を定めて保存する。 
 さらに、購入する原料等のリスクの程度を推定し、リスクの程度が高いと判断される原料等に

ついては、購入者（輸入原料等の場合は、製造業者から委託を受けた輸入業者等）が製造事業場、

輸出エレベーター等に出向き、当該飼料等の原料等の受入れ規格、製造工程（製品の保管施設含

む）、物流工程、原料等受入れ・製造工程・物流工程の管理の状況等を点検し、問題がないか、

契約条件と異なることはないか等を確認する。なお、輸入原料等については、輸入業者等を通じ

て確認した結果の記録は期間を定めて保存する。 
 また、受委託製造の場合は、原料等を供給する者が飼料等の安全確認をすることを規定してい

る。 
 

3 サーベイランス及びモニタリングへの協力 

第4の2によりセンターが実施する有害物質のサーベイランス及びモニタリングの対象と

なる試料の採取に協力する。 

【解説】 
 センターの実施するサーベイランス及びモニタリングは、本ガイドラインの有効な運用にとっ

て重要であり、最大限協力する。 
 協力の内容は、センターの要請に基づく、産地、製造事業場等の情報の速やかな提供をいう。 

 
第7 飼料等の製造に関する指針 

製造業者は、飼料等の製造に当たっては、次に掲げる業務を行う。ただし、製造工程にお

いて有害物質が混入する可能性が低いと考えられる場合には、これらの一部を省略できる。
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【解説】 
 本ガイドラインにおいては、飼料等の製造業者において行うべき業務に関して、第6と第7に
区分して記載されている。これらのうち、本項には、「有害物質が混入する可能性」の程度によ

ってある程度省略できる項目が示されている。 
「有害物質が混入する可能性」を判断する基準としては、① 製造工程内やその近くに有害物

質が存在しており、機械の故障や人為的ミスで混入する危険性が高いかどうか、② 製造工程や

保管方法が開放状態でかつ近くに有害物質が保管されており、不可抗力で混入する危険性が高い

かどうか、③ 事業場関係者以外の出入りが多く、侵入者による有害物質の意図的混入が容易か

どうか、等が上げられる。 
 

1 工程管理基準書及び品質管理基準書 

（1）製造業者は、事業場ごとに、製造工程の管理その他必要な事項について記載した工程管

理基準書を作成する。 

【解説】 
工程管理基準書には、適正な製造を行うために遵守すべき事項を網羅すること。なお、「工程

管理基準書」が既に策定されている場合は、新たに基準書を策定する必要はなく、本ガイドライ

ンに基づく事項を追加することでよい。 
 

（2）製造業者は、事業場ごとに、検体の採取方法、試験実施方法、試験検査結果の判定方法

その他必要な事項を記載した品質管理基準書を作成する。 

【解説】 
 品質管理基準書は、本ガイドラインの運用により適正な製品であることを自ら定期的に確認す

るために、少なくとも以下のことを網羅する必要がある。検体には製品だけでなく、必要に応じ

て原料も含むこと。 
① 対象とする有害物質の特性に応じた検体の採取及び試験検査の実施頻度等を定めること。 
② 検体の採取場所や採取方法がロットを代表すると判断できる内容であること。本ガイドライ

ンで規定する有害物質のなかには、かび毒のように原料等中での偏在性が極めて高いものがあ

る。このため、ロットを代表する検体を採取することが困難であったり、試験結果の解釈が難

しい場合があることを踏まえて、原料等の評価を慎重に行う必要がある。 
③ 試験実施方法及び結果の判定基準並びに判定者が明確であること。 
④ 検体の保管、試験検査結果の記録に関する定めがあること。 
⑤ 試験検査結果に異常が認められた場合の措置が明確であること。 
⑥ 試験実施方法の定期的な精度確認に関する定めがあること。 
 なお、「品質管理基準書」が既に策定されている場合は、新たに基準書を策定する必要はなく、

本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

2 製造管理責任者及び品質管理責任者の設置 

（1）製造業者は、事業場ごとに、製造管理責任者及び品質管理責任者を設置する。 
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（2）製造管理責任者は、製造管理に関する知識を有した者とする。 

（3）品質管理責任者は、原則として品質管理に関する知識を有した者とする。 

（4）製造管理責任者と品質管理責任者は、原則として兼務しない。また、飼料安全法第25条

に規定する飼料製造管理者が設置されている場合には、飼料製造管理者は製造管理責任者

を兼務することができる。 

【解説】 
 製造管理責任者と品質管理責任者は兼務しないことが原則であるが、飼料安全法第 25 条に定

める飼料製造管理者の設置義務の対象となっていない製造事業場においては、配員上の問題等の

やむを得ない事情のある場合は、両責任者を兼務することができる。 
 既に「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理

に関するガイドライン」に適合している配合飼料製造業者等では、ガイドラインに基づいて飼料

製造管理者及び品質管理責任者が設置されており、これらの者が、製造管理責任者あるいは品質

管理責任者を兼務することになる。 
 

3 製造管理責任者の業務 

製造業者は、工程管理基準書に基づき、その事業場の製造管理責任者に、次に掲げる製品

の製造管理に係る業務を適切に行わせる。 

（1）有害物質の混入を防止するため、製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事

項を記載した製造に係る手順書を作成する。 

【解説】 
 適正な製造を行うために遵守すべき事項で、工程管理基準書に記載しないレベルのものを対象

としており、原料投入順位や加熱処理工程での運転条件の基準などがこれに該当し、各事業場の

工程や機械及び作業の特性に応じて具体的に定める。またこれらの手順は作業従事者に周知する

ことが重要であり、現場への掲示などによる方法でもよい。 
 

（2）次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。

① 製造に係る手順書に基づき製品を製造する。 

② 製品の製造に関する記録をロットごとに作成する。 

③ 製造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成する。 

④ その他製造管理に関わる必要な業務 

【解説】 
製造管理責任者が行うべき業務をあらかじめ指定した者に行わせる場合は、その権限を誰に 

委任しているかを第三者に判るように組織図等により明確にし、結果の点検は製造管理責任者 
が自ら行うことが基本である。また、業務を自ら行う場合も含めて製造管理責任者が結果の承認

をしていることが確認できる記録が必要となる。 
 具体的には以下のとおりである。 
 ①「製品の製造に関する記録」とは、製造した製品名、数量、製造年月日、ロット番号、 
  原料または材料の名称・数量、配合割合、製造実績、計量記録などの製造に係わる記録 
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  である。 
 ②「製造設備の点検整備と記録」とは、製造設備の点検整備、計量器の定期点検について、 
  点検した設備、年月日、点検実施者、点検の結果等を記録することをいう。 

 
（3）工程管理基準書に基づく製造管理が適切に行われていることを確認する。 

【解説】 
工程管理基準書あるいは製造管理に係る手順書に基づく記録を、定期的に確認することをい

う。また、必要に応じて、自ら作業状況の確認や聞き取り調査を行うこと。 
 
（4）飼料安全法第52条に基づく製造に関する記録を作成の日から8年間保存する。また、製

造管理に関する記録を作成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
ここでいう「飼料安全法第 52 条に基づく製造に関する記録」とは、基準又は規格が定められ

た飼料及び飼料添加物に関して、① 製造年月日、② 製造に用いた原料又は材料の名称と数量、

③ 原料又は材料を譲り受けた場合は譲り受けた年月日と相手方の氏名又は名称、荷姿を記録す

ることであり、事業場で製造する全ての製品とその原料が対象である。 
なお、「保管及び出納並びに製造管理に関する記録」は、原則として作成した又はコンピュー

タから出力された文書を保存することであるが、コンピュータにより管理されているものについ

ては、コンピュータに保存したものを記録とすることができる。 
記録の保存については、関係する手順書あるいは基準書に期限、保存方法（媒体も含む） 

などを記載する。 
 

4 品質管理責任者の業務 

製造業者は、品質管理基準書に基づき、その事業場の品質管理責任者に、次に掲げる原料

等及び製品の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる。 

【解説】 
 品質管理責任者は、本ガイドラインの第7の2（3）で、「原則として品質管理に関する知識を

有した者」と規定している。ここでいう「品質管理に関する知識を有した者」とは、少なくとも、

「品質管理基準書」に定められた内容について十分な知識を有するとともに、試験実施方法の妥

当性並びに試験検査結果の数値を正しく判断でき、かつ指導できるレベルにあると製造業者が認

めた者をいう。 
 

（1）次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる。

【解説】 
 品質管理責任者が行うべき業務を、あらかじめ指定した者に行わせる場合は、その権限を誰に

委任しているかが第三者に判るように組織図等で明確にし、結果の点検は品質管理責任者が自ら

行うことが基本で、各業務の具体的な基準は次のとおりである。また、業務を自ら行う場合も含

めて品質管理責任者が管理若しくは結果の承認をしていることが確認できる記録が必要である。 
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① 自ら定めた頻度により、原料等及び製品のロットから検体を採取し、その記録を作成

する。 

【解説】 
 検体の採取頻度は、対象とする有害物質の特性及び必要に応じ試験検査を行うことを考慮して

定める。また、第4の2のセンターによる情報も活用するとよい。 
 その記録とは、検体の品名、産地や製造事業場、入庫若しくは製造月日等の検体のトレーサビ

リティが確保される内容を示す。 
 
② 採取した検体について、必要に応じて第6の1により策定した規格への適合性を確認

するため試験検査を行い、その記録を作成する。なお、試験検査は対象の有害物質の安

定性を考慮して、適切な時期に実施する。 

【解説】 
 採取した検体全てについて試験検査を義務付けるものではなく、リスクの程度等、自ら定めた

必要性に応じて試験検査を行うことを求めている。 
 「有害物質の安定性を考慮して」とは、経時的な変化を伴う有害物質や含有量に時期的な変化

（例えば残留農薬等）が考えられる有害物質があることから、試験検査の時期に注意を払う必要

性を指摘したものである。 
 

③ 採取した検体については、試験検査後も、適切な保管条件下で、自らが定めた期間保

存する。 

【解説】 
 原料等の検体はその消費期間を、製品の検体はその流通期間を勘案して保存期間の基準を定

め、劣化の少ない状態で保存する。 
 また、検体は記録の一種であるので、これらの基準は品質管理基準書に明記する。 

 
④ 試験検査に関する設備及び機器を定期的に点検整備し、その記録を作成する。 

⑤ その他品質管理に係る必要な業務 

【解説】 
 試験検査に関する設備及び点検整備の頻度は、試験検査対象・試験検査方法並びにその設備及

び機器の特性に応じて品質管理基準書で定める必要がある。また、その実施に関する記録の作

成・保存についても品質管理基準書で定める。 
 

（2）試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理責任者に対して文書により通知する。

なお、分析値が基準値を超えるなど問題が認められた場合には、センターに報告する。 

（3）（1）②の試験検査に関する記録を作成した日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
ここでいう基準値とは、飼料安全法に基づき（省令、通知等）公的に定められたものをいい、
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原料等の製造業者や輸入業者との間で取り決めた原料等の独自の受入規格は含まない。ただし、

後者であっても重要と思われる分析値についてはセンターに情報提供を行う。 
 試験検査結果の判定は、第4の2及び第7の1（2）により分析値の妥当性を慎重に検討して行

う。必要に応じてセンターに相談し判定の適正化に努める。 
また、規格外の値が認められた場合の再サンプリングの方法や製品についての確認の方法につ

いて、手順書に記載することが望ましい。 
 

5 異常時対応等に関する手順書 

製造業者は、6から10までに規定する業務を適切に行うため、第3の1（2）のひな型や例

を参考に、事業場ごとに、異常時対応、苦情処理、回収処理、自己点検及び教育訓練に関す

る手順書を作成する。 

【解説】 
 これらの手順書は、それぞれに係わる行為が、あらかじめ定められた責任と権限のもとで確実

に行わせることを目的として定めるものである。 
  

 
6 異常時対応 

製造業者は、製造工程における機器の故障等により製品に有害物質の混入又はそのおそれ

のある異常があったときは、その事業場の製造管理責任者に、5 により作成した異常時対応

に関する手順書に基づき、次に掲げる異常時対応に係る業務を行わせる。 

（1）異常発生の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の

措置を講じる。 

（2）異常が認められた製品を適切に処理する。 

（3）異常の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した異常時対応記録を必要に応じて作

成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
 異常時の対応に関する手順書は、原材料の受入れ～取り扱い～製造～保管～製品の出荷までの

各工程において、機器の故障や人為的ミス等により、製品に有害物質が基準値を超えて混入した、

あるいはそのおそれが生じた際の対応を適切かつ円滑にとるための手順を定めるものであり、そ

れぞれに係わる行為が、予め定められた責任と権限のもとで確実に行わせることを目的として定

める。 
 また、本手順書には、① 受付対応の手順、② 調査・原因究明の手順、③ 改善措置の手順等

を規定するが、少なくとも、次のことを盛り込む必要がある。 
（1）異常の定義が明確であり、本ガイドラインの主旨に見合っていること。 
（2）異常時を重要性に応じて分類し、分類ごとに異常確認時の連絡・報告手順及び対応    

責任者が明確にされていること。 
（3）異常がある製品を出荷した場合、家畜等に対する給与の防止に関する手順が定められて    

いること。 
（4）異常の原因究明と再発防止策の実施が盛り込まれていること。 
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（5）異常時の対応を記録として残すこと。 
（6）異常が認められた製品を適切に識別して処理する。 
出荷不可能な製品及び回収した製品等、基準・規格を外れた若しくはそのおそれのあるものの

処理に当たっては、これらの拡散（被害の拡大）に繋がらないような対応をすること。 
なお、「異常時対応手順書」が既に策定されている場合は、新たに手順書を策定する必要はな

く、本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

7 苦情処理 

製造業者は、畜産農家等から製造した製品に含まれる有害物質に関する苦情があったとき

は、当該事業場の製造管理責任者又は品質管理責任者に、5 により作成した苦情処理に関す

る手順書に基づき、次に掲げる苦情処理に係る業務を行わせる。 

（1）苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、

所要の措置を講じる。 

（2）苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した苦情処理記録を作成し、その作

成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
苦情処理に関する手順書は、出荷した製品に関して、本ガイドラインで対象としている有害物

質が基準値を超えた、あるいは、そのことにより家畜等に異常が発生した等の苦情を畜産農家等

から受けたときの対応を適切かつ円滑に行うための手順を定めるものであり、①受付及び連絡・

報告の手順、②調査・原因究明の手順、③改善措置の手順等を規定するが、少なくとも次のこと

を盛り込む必要がある。また、本手順書は、苦情の対象が自社製品か購買品かを問わず、出荷し

た全てを対象とする。 
（1）苦情の定義が明確であり、本ガイドラインの主旨に見合っていること。 
（2）苦情に対する対応手順と対応責任者が明確であること。 
（3）苦情発生の原因究明と再発防止策の実施が盛り込まれていること。 
（4）苦情に関する対応を記録として残すこと。 

 なお、「苦情処理手順書」が既に策定されている場合は、新たに手順書を策定する必要はなく、

本ガイドラインに基づく事項を追加することで良い。ただし、その際には、記録として保存する

場合は、本ガイドラインに対応するものは識別できるようにしておく。 
 

8 回収処理 

製造業者は、製造した製品に含まれる有害物質が基準値を超える等の理由により回収を行

うときは、当該事業場の製造管理責任者に、5 により作成した回収処理に関する手順書に基

づき、次に掲げる回収処理に係る業務を行わせる。 

（1）回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要

の措置を講じる。 

（2）回収した製品を適切に処理する。 

（3）回収及び処理の内容、原因究明の結果及び改善措置等を記載した回収処理記録を作成し、
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その作成の日から原則として2年間以上保存する。 

（4）回収を行った場合は、原則としてセンターを通じて畜水産安全管理課にその理由ととも

に報告する。 

【解説】 
回収処理に関する手順書には、① 回収の手順、② 回収品の取り扱い・回収品の保管・処理の

方法等、③ 原因の究明・改善措置等、を規定するが、少なくとも次のことを盛り込む必要があ

る。 
（1）回収処理及び回収品の処理方法に関する指示責任者が明確であること。 
（2）回収に至った原因の究明と再発防止策が盛り込まれていること。 
（3）回収品処理方法も含めた処理の経過を記録として残すこと。 

 なお、「回収処理手順書」が既に策定されている場合は、新たに手順書を策定する必要はなく、

本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

9 自己点検 

（1）製造業者は、原則としてその事業場の製造管理責任者及び品質管理責任者に、5により作

成した自己点検に関する手順書に基づき、次に掲げる自己点検に係る業務を行わせる。 

① 自己点検に関する手順書に基づき当該事業場における製品の製造管理及び品質管理

の実施状況について定期的に自己点検を行う。 

② 自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。

【解説】 
自己点検に関する手順書には、① 実施の時期、② 点検の手順（点検項目、手順、記録の方法

等）、③ 点検後の改善措置の手順等を規定するが、少なくとも次のことを盛り込む必要がある。

また、ISO9001の内部監査の一環で実施することも可能である。 
（1）自己点検の実施頻度と実施者が明確であること。 
（2）自己点検の点検項目と評価の方法が明確であること。 
（3）自己点検で改善すべき事項が確認されたときの手順が明確であること。 
（4）自己点検の結果の記録を残すこと。 

  （5）自己点検結果報告書を製造業者に提出すること。 
 なお、「自己点検手順書」等の手順書が既に策定されている場合は、新たに手順書を策定する

必要はなく、本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

（2）製造業者は、（1）①の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必

要な場合には、所要の措置を講じるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日か

ら原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
自己点検結果に基づく改善を行った場合は、① 要改善事項の発生の原因究明、② 再発防止策

の策定、③ 再発防止策の実施に関する記録を残すことが必要となる。 
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10 教育訓練 

製造業者は、あらかじめ指定した者に、5 により作成した教育訓練に関する手順書に基づ

き、次に掲げる教育訓練に係る業務を行わせる。 

（1）製造・品質管理業務に従事する職員に対して、センター等が行う研修等を利用するなど

して製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施する。 

（2）教育訓練の実施状況を製造業者に対して文書により報告する。 

（3）教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から原則として2年間以上保存する。 

【解説】 
教育訓練に関する手順書には、① 教育訓練の責任者と役割、② 教育訓練の計画と実施手順、

③ 記録の作成と保存方法等を規定するが、少なくとも次のことを盛り込む必要がある。なお、

飼料製造管理者又はその指名した者及び品質管理責任者又はその指名した者に対しては、教育訓

練の計画にセンターが主催する飼料安全法等の研修を毎年受けさせることを盛り込む必要があ

る。また、ISO9001の教育訓練の一環で実施することも可能である。 
（1）製造・品質管理業務に従事する職員に対して、その業務内容に応じて求める力量が明確

であること。 
（2）力量の評価者が明確であること。 
（3）職員の力量評価に基づく教育訓練を計画的に行うこと。 
（4）計画に基づく教育訓練実施の対象者、実施時期、結果評価を記録に残し報告すること。 
ここでいう「求める力量」とは、製造業者が配属部署の作業内容に必要とされる事項を決める

ことであり、例えば、以下のように区分できる。 
① 未経験及び業務実施不適 
② 指導者のもとで業務ができる（資格／免許がない） 
③ 標準どおり業務ができる 
④ 他の人を指導できる 

 なお、「教育訓練手順書」等の手順書が既に策定されている場合は、新たに手順書を策定する

必要はなく、本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

第8 飼料等の輸送及び保管に関する指針 

1 輸送及び保管に関する手順書の作成 

輸入業者、製造業者及び販売業者は、有害物質の混入及び増加を防止するため、飼料等の

輸送及び保管に関する手順書を作成する。 

【解説】 
 本手順書は、それぞれに係わる行為が、あらかじめ定められた責任と権限のもとで確実に行わ

せることを目的として定めるものである。 
手順書は、輸送及び保管中に有害物質の混入及び増加のおそれのある場所・行為をリストアッ

プし、リスクを評価して、リスクを回避する手段を織込んだものとする。 
 適切な管理を行う限り、有害物質が混入あるいは増加することはまず考えられない。飼料以外

の有害物質混入のリスクが高い物品を同一倉庫で保管する場合あるいは前荷で有害物質混入の

リスクが高い物品を車両・船舶等により輸送する場合は、有害物質が混入しないための未然防止
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措置を規定する手順書の策定と手順書に基づいた確実な業務の遂行が必要となる。 
 なお、「輸送手順書」や「保管手順書」等の手順書が既に策定されている場合は、新たに手順

書を策定する必要はなく、本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

2 手順書に基づく業務の実施 

輸入業者、製造業者及び販売業者は、定めた手順書に基づき飼料等の輸送及び保管を行う。

【解説】 
 手順書を逸脱する事態や行為及び手順書で想定したリスクが発生するおそれが生じた場合は、

速やかに、手順書に定めた責任者に連絡をして適切な処置を講じること。 
 

3 輸送業者及び倉庫業者による業務管理 

輸入業者、製造業者及び販売業者は、委託により自ら輸送及び保管の業務を行わない場合

には、必要に応じて有害物質の混入及び増加を防止するため、輸送業者及び倉庫業者が手順

書に基づき業務管理を行う旨の確認を文書により行う。 

【解説】 
 輸送及び保管業務を委託する場合は、第8の1で定めた手順書に基づき、委託先に輸送及び保

管業務を行わせることが必要であり、その手順書に基づき業務管理を行う旨の確認を文書で行っ

ておくことが必要である。 
また、手順書に基づいた業務管理が行われていることを適時確認することも必要である。 

 受託業者が飼料以外の有害物質混入のリスクが高い物品を同一倉庫で保管する場合あるいは

前荷で有害物質混入のリスクが高い物品を車両・船舶等により輸送する場合は、有害物質が混入

しないための未然防止措置を規定する手順書の策定と手順書に基づいた確実な業務の遂行が必

要となる。 
 なお、受託業者が「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入に関するガイドライン」に

基づくマニュアル等の文書を策定している場合は、新たに輸送あるいは保管に関する文書の策定

を受託業者に依頼する必要はなく、本ガイドラインに基づく事項を追加することでよい。 
 

第9 有害畜産物の生産等のおそれがある場合における対応 

農林水産省が、有害畜産物の生産又は家畜等への被害のおそれがあると判断した場合に、

輸入業者、製造業者及び販売業者は、以下の対応を行う。 

1 有害物質を含む飼料等の製造ロットが特定されている場合 

当該製造ロットに該当する飼料等の取扱いの有無を点検し、取扱いが確認された場合には

出荷先に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請するとともに、回収を行う。また、このこ

とを可能な限り速やかに畜水産安全管理課及び供給元に通報し、回収した飼料等の処理の概

要をセンターを通じて畜水産安全管理課に報告する。 

通報を受けた供給元は、該当する飼料等の全ての販売先に直ちに通報し、販売や使用の停

止を要請するとともに、回収を行う。また、回収した飼料等の処理の概要をセンターを通じ

て畜水産安全管理課に報告する。 
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さらに、該当する飼料等が畜産農家等に出荷されている場合には、直ちに相談窓口を設置

し、畜水産物の安全性確保に努める。 

2 有害物質を含む飼料等について製造国、飼料等の種類等の情報がある場合 

この場合に該当する飼料等の取扱いの有無を点検し、取扱いが確認された場合には出荷先

に直ちに通報し、販売や使用の停止を要請するとともに、当該飼料等について有害物質の分

析を実施する。また、このことを可能な限り速やかに畜水産安全管理課及び供給元に通報す

る。 

通報を受けた供給元は、該当する飼料等の全ての販売先に直ちに通報し、販売や使用の停

止を要請する。 

分析の結果、有害物質が検出された場合には、畜水産安全管理課及び供給元に当該飼料等

について速やかに報告するとともに、供給元を含む関係業者は出荷先から当該飼料等と同一

の製造ロットに該当する飼料等を回収する。また、回収した飼料等の処理の概要をセンター

を通じて畜水産安全管理課に報告する。 

さらに、該当する飼料等が畜産農家等に出荷されている場合には、直ちに相談窓口を設置

し、畜水産物の安全性確保に努める。 

【解説】 
農林水産省が飼料等の使用が原因となって有害畜産物の生産等のおそれがあると判断した場

合の輸入業者、製造業者及び販売業者の原則的な対応を記載している。実際の場面では、個別の

状況を勘案した具体的対応を併せて指示されることになる。 
 

第10 輸入又は製造数量の報告 

飼料等の輸入業者及び製造業者は、毎年7月31日までに別記様式１又は２により前年度の

輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課に電子メール、ファックス等により報告する。 

なお、農林水産省に対して既に同様の報告を行っている場合には、上記の報告は不要とす

る。 

【解説】 
畜水産安全管理課は、飼料等が原因となって食品の安全性確保に問題が生じるおそれがある等

の緊急時に、この報告をもとに該当する輸入業者等を絞り込み、センターに対してこれら業者に

電子メール、ファックス等により優先的に情報を提供するよう指示する。 
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資料 基準値が定められている飼料等 

（農薬関係‐1）「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」（昭和51年7月24 日農林省令第35
号、平成20年11月14日最終改正） 

有害物質名 対象 基準値 

牧草、牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 0.4ppm 
γ－BHC  

豚、鶏及びうずら用飼料 0.05ppm 

えん麦、大麦、小麦、マイロ及びライ麦 0.5ppm 
とうもろこし 0.05ppm 2,4－D  
牧草（稲わらを除く） 260ppm 

牧草 0.02ppm BHC（α－BHC 、β－BHC、
γ－BHC及びδ－BHCの総和
をいう。） 

牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料及び鶏及びうずら
用飼料 0.005ppm

DDT （DDD及びDDEを含
む）。 

牧草、牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料及び鶏及び
うずら用飼料 0.1ppm 

とうもろこし 0.5ppm 
アセフェート 

牧草 3ppm 

えん麦、大麦、マイロ及びライ麦 0.02ppm 
小麦 0.3ppm 
とうもろこし 0.2ppm 

アトラジン 

牧草 15ppm 

えん麦及びマイロ 0.1ppm 
大麦及びライ麦 0.05ppm 
とうもろこし 0.2ppm アラクロール 

牧草 3ppm 

えん麦及びマイロ 0.2ppm 
大麦、小麦及びライ麦 0.02ppm 
とうもろこし 0.05ppm 

アルジカルブ 

牧草 1ppm 

アルドリン及びディルドリン
（総和をいう。） 

牧草、牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料及び鶏及び
うずら用飼料 0.02ppm 

イソフェンホス とうもろこし 0.02ppm 

えん麦、大麦、小麦、マイロ及びライ麦 0.05ppm 
とうもろこし 0.1ppm イミダクロプリド 
牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 6ppm 

エチオン 牧草 20ppm 

エンドリン 牧草、牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料及び鶏及び
うずら用飼料 0.01ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.2ppm カルタップ、チオシクラム及びベ
ンスルタップ（総和をいう。） 牧草 0.7ppm 

えん麦及びマイロ 10ppm 
大麦及びライ麦 5ppm 
小麦 2ppm 
とうもろこし 0.1ppm 

カルバリル 

牧草 250ppm 
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えん麦、大麦、小麦、マイロ及びライ麦 0.6ppm 
とうもろこし 0.7ppm 

カルベンダジム、チオファネ
ート、チオファネートメチル
及びベノミル（総和をいう。） 牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 10ppm 

えん麦、マイロ及びライ麦 0.1ppm 
大麦及び小麦 0.2ppm 
とうもろこし 0.05ppm 

カルボフラン 

牧草 13ppm 

キャプタン とうもろこし 10ppm 

えん麦、大麦及びマイロ 20ppm 
小麦 5ppm 
とうもろこし 1ppm 
ライ麦 0.2ppm 

グリホサート 

牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 120ppm 

大麦 5ppm 
小麦 0.2ppm 
とうもろこし 0.1ppm 

グルホシネート 

牧草（稲わらを除く） 15ppm 

えん麦及びマイロ 0.75ppm 
大麦 0.2ppm 
小麦 0.5ppm 
とうもろこし 0.1ppm 
ライ麦 0.01ppm 

クロルピリホス 

牧草 13ppm 

えん麦、小麦及びマイロ 10ppm 
大麦 6ppm クロルピリホスメチル 
とうもろこし及びライ麦 7ppm 

クロルフェンビンホス 小麦及びとうもろこし 0.05ppm 

クロルプロファム 大麦、小麦、とうもろこし及びライ麦 0.05ppm 

クロルベンジレート とうもろこし 0.02ppm 

えん麦、マイロ及びライ麦、牧草 0.01ppm 
大麦 0.05ppm シアナジン 
小麦及びとうもろこし 0.1ppm 

えん麦及びマイロ 3ppm 
大麦、小麦及びとうもろこし 0.5ppm 
ライ麦 0.1ppm 

ジカンバ 

牧草 200ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.2ppm ジクロルボス及びナレド（総
和をいう。） 牧草 10ppm 

えん麦、小麦及びマイロ 2ppm 
大麦 5ppm 
とうもろこし 0.05ppm 
ライ麦 0.03ppm 

ジクワット 

牧草（稲わらを除く） 100ppm 

えん麦、大麦及びマイロ 0.2ppm 
小麦 0.05ppm 

シハロトリン 

とうもろこし 0.04ppm 
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ライ麦 0.02ppm 
牧草 0.6ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 2ppm 
シフルトリン 

牧草 3ppm 

とうもろこし 0.3ppm 
シマジン 

牧草 9ppm 

えん麦、マイロ及びライ麦 0.2ppm 
大麦 0.04ppm 
小麦 0.05ppm 
とうもろこし 1ppm  

ジメトエート 

牧草 2ppm 

えん麦、大麦、小麦、マイロ及びライ麦 0.1ppm 
とうもろこし 0.02ppm ダイアジノン 
牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 10ppm 

えん麦、大麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.05ppm 
小麦 0.5ppm チアベンダゾール 
牧草 10ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 1ppm デルタメトリン及びトラロメ
トリン（総和をいう。） 牧草 5ppm 

えん麦及びマイロ 0.05ppm 
大麦、小麦及びとうもろこし 0.01ppm 
ライ麦 0.005ppm 

テルブホス 

牧草 1ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.02ppm 
トリシクラゾール 

牧草 5ppm 

えん麦、大麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.01ppm 
二臭化エチレン 

小麦 0.1ppm 

えん麦及びマイロ 0.5ppm 
大麦、小麦及びライ麦 0.05ppm 
とうもろこし 0.1ppm 

パラコート 

牧草（稲わらを除く） 5ppm 

えん麦及びマイロ 0.08ppm 
大麦 0.5ppm 
小麦及びとうもろこし 0.3ppm 
ライ麦 0.05ppm 

パラチオン 

牧草 5ppm 

ピペロニルブトキシド えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 24ppm 

ピリミホスメチル えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 1ppm 

牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 0.2ppm 
牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料 0.02ppm フィプロニル 
鶏及びうずら用飼料 0.01ppm 

えん麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 1ppm 
大麦 5ppm 
小麦 10ppm 

フェニトロチオン 

牧草 10ppm 
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フェノブカルブ えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.3ppm 

フェンチオン とうもろこし 5ppm 

フェントエート えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.4ppm 

牧草 13ppm 
牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 8ppm 
豚用飼料 4ppm 

フェンバレレート 

鶏及びうずら用飼料 0.5ppm 

フェンプロパトリン 牧草 20ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.2ppm 
ブロモキシニル 

牧草 0.1ppm 

牧草 0.02ppm 
ヘプタクロル 牛、めん羊、山羊及びしか用飼料、豚用飼料及び鶏及びうずら

用飼料 0.02ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 2ppm 
ペルメトリン 

牧草 55ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.2ppm 
ベンタゾン 

牧草（稲わら、稲発酵粗飼料を除く） 3ppm 

えん麦、マイロ及び牧草 0.1ppm 
ペンディメタリン 

大麦、小麦、とうもろこし、及びライ麦 0.2ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.05ppm 
ホスメット 

牧草 40ppm 

えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 0.05ppm 
ホレート 

牧草 1.5ppm 

えん麦、大麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 2ppm 
小麦 8ppm マラチオン 
牧草（稲わらを除く） 135ppm 

えん麦及びマイロ 0.2ppm 
大麦、小麦及びライ麦 0.02ppm 
とうもろこし 0.1ppm 

メチダチオン 

牧草 12ppm 

メトプレン えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ及びライ麦 5ppm 

注1）飼料の原料は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める部位をいう。（1）えん麦、大麦及びマイロ：脱穀した

種子、（2）小麦及びライ麦：玄麦、（3）とうもろこし：外皮、ひげ及びしんを除いた種子、（4）牧草：茎葉及び脱

穀前の種子 

注2）「牧草」には、乾燥して水分含量を低下させたもの及びサイレージ（牧草（乾燥して水分含量を低下させたものを

含む。）をサイロ又は適当な容器に詰め、乳酸発酵させて調整する飼料をいう。）を含む。 

注3）飼料の原料が牧草である場合において、農薬の当該飼料への原料中の含有量を算出する場合にあっては、当該飼料

の原料中の水分含量が10%を超えるときは、その超える量を当該飼料の原料の量から除外するものとする。 
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（農薬関係‐2）「飼料の有害物質の指導基準の制定について」（昭和63年10月14日付、63畜B第2050
号、農林水産省畜産局長通知、平成21年1月29日最終改正） 

なお、以下の残留農薬の基準値については、平成21年８月１日から施行される。 

有害物質名 対象 基準値 

稲わら 10ppm 
イミダクロプリド 

稲発酵粗飼料 3ppm 

稲わら 0.7ppm 
カルボスルファン 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 2ppm 
クロチアジニン 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 0.5ppm 
スピノサド 

稲発酵粗飼料 0.2ppm 

稲わら 2ppm 
ダイアジノン 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 0.5ppm 
チアクロプリド 

稲発酵粗飼料 0.2ppm 

稲わら 0.2ppm 
チアメトキサム 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 20ppm 
テブフェンジド 

稲発酵粗飼料 10ppm 

稲わら 0.2ppm 
フィプロニル 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 2ppm 
フェンチオン 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 2ppm 
フェントエート 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 25ppm 
ブプロフェジン 

稲発酵粗飼料 15ppm 

マラチオン 稲わら 0.2ppm 

稲わら 5ppm 
メトキシフェノジド 

稲発酵粗飼料 2ppm 

稲わら 5ppm 
アゾキシストロビン 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 10ppm 
エディフェンホス 

稲発酵粗飼料 1ppm 

稲わら 0.2ppm 
クロロタロニル 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 
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稲わら 0.04ppm 
チウラム 

稲発酵粗飼料 0.02ppm 

稲わら 0.3ppm カルベンダジム、チオファネ
ート、チオフェネートメチル
及びベノミル 稲発酵粗飼料 0.1ppm 

フサライド 稲わら 130ppm 

稲わら 0.05ppm 
フルジオキソニル 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 20ppm 
フルトラニル 

稲発酵粗飼料 5ppm 

稲わら 0.2ppm 
プロクロラズ 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 0.5ppm 
メトラキシル 

稲発酵粗飼料 0.2ppm 

2，4‐D 稲わら 1ppm 

グリホサート 稲わら、稲発酵粗飼料 0.2ppm 

グルホシネート 稲わら 0.5ppm 

ジクワット 稲わら 0.05ppm 

パラコート 稲わら 0.3ppm 

稲わら 0.2ppm 
ハロスルフロンメチル 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

稲わら 0.3ppm 
ベンタゾン 

稲発酵粗飼料 0.1ppm 

注1） 基準の対象となる稲わら又は稲発酵粗飼料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和５１年農

林省令第３５号）の別表第１の１の（１）のセに定める牧草の基準値の対象に含まない。 

注2） フサライドは、当分の間、稲発酵粗飼料用稲には使用しないこと。 

注3） 牛（肉用に出荷する牛又は搾乳を行うために飼養する牛をいう。）にイミダクロプリド、テブフェノジド又は

ブプロフェジンを使用した粗飼料（乾牧草、生牧草、稲発酵粗飼料、サイレージ等）を給与する場合、当分の

間、その割合を飼料全体の概ね7割以下に抑えること。 
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（重金属関係）「飼料の有害物質の指導基準の制定について」（昭和63年10月14日付、63畜B第2050
号、農林水産省畜産局長通知、平成21年1月29日最終改正） 

有害物質名 対象 基準値 

配合飼料、乾牧草等 3.0ppm 
鉛 

魚粉、肉粉、肉骨粉 7.5ppm 

配合飼料、乾牧草等 1.0ppm 
カドミウム 

魚粉、肉粉、肉骨粉 2.5ppm 

配合飼料、乾牧草等 0.4ppm 
水銀 

魚粉、肉粉、肉骨粉 1.0ppm 

配合飼料、乾牧草等（稲わらを除く）  2ppm 
ひ素 

稲わら、魚粉、肉粉、肉骨粉 7ppm 

注1） 基準の対象となる配合飼料には、混合試料を含み、養殖水産動物用飼料は含まない。 
注2） 「乾牧草等」は、乾牧草、ヘイキューブ、稲わら、綿実及びビートパルプを指す。 
注3） 「肉骨粉」には、家禽処理副産物を含む。 

 

（かび毒関係）「飼料の有害物質の指導基準の制定について（1）」（昭和 63 年 10 月 14 日付、63 畜B 第
2050号、農林水産省畜産局長通知、平成18年5月26日最終改正）、「ゼアラレノンの検出について（2）」
（平成14年3月25日付、13生畜第7269号、農林水産省生産局畜産部飼料課長通知）、「飼料中のデ
オキシニバレノールについて（3）」（平成14年7月5日付、14生畜第2267号、農林水産省生産局畜産
部飼料課長通知） 

有害物質名 対象 基準値 

配合飼料（牛用（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を除く）、豚用（ほ
乳期子豚用を除く）、鶏用（幼すう用及びブロイラー前期用を
除く）、うずら用） 

0.02ppm 
アフラトキシンB1

 (1) 
配合飼料（ほ乳期子牛用、乳用牛用、ほ乳期子豚用、幼すう用
及びブロイラー前期用） 0.01ppm 

ゼアラレノン （2） 家畜に給与される飼料 1.0ppm 

家畜等（生後3ヶ月以上の牛を除く）に給与される飼料 1.0ppm 
デオキシニバレノール （3） 

生後3ヶ月以上の牛に給与される飼料 4.0ppm 

（その他） 
マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン（平成 18 年 11 月 30 日付け 18 消安第 9467

号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課長通知） 
硝酸態窒素（平成19年5月7日付け19消安第1297号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管理

課長通知） 
クロラムフェニコール（平成20年9月9日付け20消安第6377号、農林水産省消費･安全局畜水

産安全管理課長通知） 
メラミン等（平成 20 年 10 月 6 日付け 20 消安第 7287 号、農林水産省消費･安全局畜水産安全管

理課長・生産局畜産部畜産振興課長通知） 
エンドファイト（平成19年3月19日付け18消安第14023号、農林水産省消費･安全局畜水産安

全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知） 


