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はじめに 

飼料の安全確保をより効果的かつ効率的に行うため、飼料関係事業者が工程管理に重点

を置いた手法を自ら導入するための指針として、農林水産省において「飼料等の適正製造規

範（GMP）ガイドライン（平成 27 年 6 月 17 日付け 27 消安第 1853 号農林水産省消費･安全

局長通知）」が制定され、7 年が経過しようとしています。研修会等も実施され、GMP につい

ても、広く認識されるようになってきました。独立行政法人農林水産消費安全技術センター

（FAMIC）が実施している GMP の適合確認を受けた事業場は、抗菌剤 GMP の適合確認を

受けた事業場と合わせると、令和 4 年 3 月現在で 100 事業場を超えています。 

その一方で、GMP による管理を行いたいが、人的資源不足、経費負担増加とともに従来

の管理方法から、何をどの様に変更しなければならないか、あるいは従来通りの管理方法で

も対応出来るか等が不明であるという不安の声も多く上げられています。 

そのため、令和 3 年度生産資材安全確保対策委託事業（飼料等の適正製造規範（GMP）

研修推進事業）において、これから GMP による管理に取り組もうとしている事業場に向け、

「基礎編」と「応用編」からなる飼料 GMP の研修のため映像教材を作成しました。 

基礎編では、飼料の安全確保の重要性、GMP ガイドライン制定の背景や目的、文書の作

成のためのヒント等ともに、アンケートやインタビューの結果から、GMP の適合確認を受けた

事業場が、どのような方法で GMP の導入を行ったか等の事例を紹介しています。また、応

用編では、FAMIC が GMP の適合確認を行った際に、実際に指摘があった事項とその改善

方法等の実例を紹介し、GMP による管理に当たって注意すべきポイントを紹介しています。 

この映像教材をご覧になった方に対して、各事業場の GMP ガイドラインに基づく安全管理

の導入のためのきっかけとなれば幸いです。 

最後に、本書の作成に当たっては、事業推進委員会委員の皆さまの多大なご尽力とご協

力をいただきましたことに対して、深く感謝の意を表します。 

 
令和 4 年 3 月 
一般社団法人日本科学飼料協会 
理事長 竹中 昭雄  
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基礎編  ①  飼料製造業者の責務と飼料の GMP の概要解説  

飼料の安全確保のため、「飼料等の適正製造規範（GMP）ガイドラインの制定につ

いて（平成 27 年 6 月 17 日付け 27 消安第 1853 号、農林水産省消費・安全局長通

知）」が制定され、飼料関連の事業場に向けて、GMP に基づく管理の導入のための

指針が示されています。なぜ、GMP に基づく管理が必要なのでしょうか。 

飼料製造業者の責務とは  

飼料製造業者の責務について考えるための第一歩として、「フードチェーン」と「フィ

ードチェーン」の関係について、理解しましょう。 

肉・魚等の畜水産物は、家畜等から「生産」され、製品に「加工」されたのち「流通」、

小売店等で「販売」され、私たちの食卓に並びます。この流れが「フードチェーン」です。 

「フードチェーン」の中をさらに見てみます。肉製品等の食品の原料となる畜水産物

は、飼料を給与された家畜や養魚から生産されます。「フードチェーン」のうち、飼料に

関連する原料の調達、輸送、保存、製造、販売等といった一連の流れを「フィードチェ

ーン」といいます。 

 

 

仮に、飼料が有害物質や病原微生物等に汚染されていたら、そのような飼料を給

与された家畜は、中毒や感染症等健康被害を受けるかもしれません。さらには、飼料

フードチェーンとフィードチェーン 



 

 

 2 

に由来する有害物質や病原微生物に汚染された畜水産物を生産してしまう可能性が

あり、その食品を食べた人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。 

つまり、飼料製造業者が安全な飼料を製造することと、食卓に安全な食品が提供さ

れることは、繋がっているのです。そのため、飼料製造業者は、フードチェーンの一端を

担う飼料について、安全確保に努めなければならないのです。 

飼料及び飼料添加物の安全については、「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 4 月 11 日・法律第 35 号）」（飼料安全法）により、製造方

法、使用方法、保存方法及び表示の基準並びに成分規格が定められ、この基準・規

格に合わない飼料や飼料添加物の製造・保存・販売は禁止されています。飼料製造

に関連する事業場が、これを遵守することで、飼料や飼料添加物が原因で発生する

家畜の健康被害を防いだり、有害物質を含む畜水産物が生産されることによる人の

健康被害を防いだりすることが出来ます。 

 

 

飼料製造業者は、フードチェーンの一員として、基準・規格を遵守した、安全な飼料

を製造し、家畜等の生産者に届ける責任を担っているのです。 
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GMP ガイドラインの成り立ち  

これまでは、安全な飼料を製造するため、ヒト又は家畜に悪影響を及ぼすハザード

（危害要因）ごとに 4 つのガイドラインが定められていました。これら 4 つのガイドライン

は、GMP ガイドラインに対して、旧ガイドラインと呼ばれています。 

 

【4 つの旧ガイドライン】  

① 飼料が病原微生物に汚染されることを防止するための「飼料製造に係るサルモ

ネラ対策のガイドライン」（サルモネラガイドライン）  

② 飼料に有害物質や異物等が混入することを防止するための「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」（有害物質ガイドライン）  

③ 牛用飼料に動物由来たん白質が混入することを防止するための「反すう動物用

飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」（BSE ガイドライン）  

④ 飼料に抗菌性飼料添加物が不適切に添加されることを防止するための「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」（抗菌剤 GMP ガイドライン）  

 

旧ガイドラインで管理を行っていた 4 つのハザードを防止するための管理手法等、こ

れまでのように特定のハザードだけを対象にするのではなく、飼料の原料や製品の種

類、製造の形態を踏まえて取り組むべき事項を一般化した管理のための指針として、

GMP ガイド

ラ イ ン が 誕

生しました。 

GMP ガイ

ドラインは、

旧ガイドライ

ンの内 容 を

統 合 し 、 新

たに飼 料 を
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適正に扱うための施設、設備等のハード面や、衛生管理、人員や教育といったソフト

面を加え、飼料に関連する事業場が、「全工程における管理」を行うための指針です。 

 

GMP とは  

GMP は、「Good Manufacturing Practice」の頭文字で、適正製造規範と訳

されています。原料の調達・輸入、輸送や保存、また、工場での受け入れから出荷ま

での全工程において、製品の安全を確保するための管理を行う手法です。 

これまでは、製品の安全を確認する手法として、製品が完成した段階で、出荷前の

抜き取り検査を行うという手法が多くとられていました。しかし、この方法では、規格外

製品が製造された時にどの工程で異常が発生したか分からないため、最初の段階で

ある原料の受け入れに遡って、製品を出荷するまでの各段階を確認する必要がありま

した。そのため、原因を特定するのに時間がかかり、すぐに再発防止策を講ずることが

出来ませんでした。近年は、出荷前の製品の抜き取り検査ではなく、工程ごとに管理

を行う安全確保の手法が主流になってきています。 

工程ごとに管理を行う製品の安全確保の手法、すなわち、GMP による工程管理を

行う場合、各段階で異常がないことを確認し、記録を行うため、どの工程で異常が起

こったか工程を遡って確認する必要が無く、原因特定が容易になり、再発防止のため

の対応を素早く行うことが出来るのです。 

 飼料の安全性確認の流れ 
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GMP による管理について  

【GMP ガイドラインの要求事項】  

GMP ガイドラインでは、より効果的かつ効率的に安全な飼料を製造するために、事

業場自らが取り組むべき事項として、11 の要求事項が示されています（映像教材では、

特に製造現場に関係が深い「工程管理」、「品質管理」及び「衛生管理」について解

説しています。）。 

ここでは、それぞれの項目について、見てみましょう 

 

1．組織及び従業員  

GMP による管理を確実に実施するため、組織体制や責任者を明確に定めると

ともに、作業に関わる従業員等の関係者に、GMP に関する知識、業務に必要な

知識を習得させるための、教育訓練を行うことが必要です。 

2．施設等の設置及び管理  

事業場が立地している敷地、建物等の構造物、各工程の機器等のハード面に

ついて、GMP に基づく管理を適切に行うことが出来るよう、適切な状態に維持す

ることが示されており、これらを定期的に点検整備することが重要です。 

 

飼料等の適正規範（GMP）ガイドラインの要求事項  
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3．調達する原料等の安全確認  

製品の安全を確保するためには、安全が確認された原料等を調達しなければな

りません。そのため、原料等の調達を行う際に、それが安全なものであるかどうか

を確認するための規格を全ての原料等で設ける必要があります。また、信頼できる

調達先や保管運搬業者を選定し、契約、同意書又は覚書等を交わすことも必要

です。 

4．衛生管理  

事業場を衛生的な環境に保つことを通じて安全な飼料を製造するためのルール

が必要です。事業場の清掃だけでなく、従業員の健康管理、有害鳥獣や害虫へ

の対策、衛生管理のために使用する洗剤や消毒液等の薬剤の管理、廃棄物や排

水の管理等、多岐に渡る管理が必要です。 

5．工程管理及び品質管理  

規格通りの製品を効率よく安定的に製造するための各工程の管理と、求められ

る規格通りの製品を出荷するため、製品の検査等を通じて行う作業工程の管理に

ついてです。工程管理は、「いつでも」、「安全な」製品を出荷するためのルールを

決め、作業員がそれに従い作業を行うこと。品質管理は、製品等を分析するだけ

でなく、最終製品の表示の確認等、製品の安全のため様々な分野で管理が必要

です。 

6．試験検査  

原料等の安全確認や品質管理のための試験検査についてです。品質確認のた

めの試験検査を行っても、その方法が適切でなければ、信頼できる結果は得られ

ません。 

7．自己点検  

GMPに基づく管理を継続的に実施するため、GMPの遵守状況について、事業場

自らが定期的な点検を行わなければなりません。自己点検は、実際に作業を行って

いる者でなく、客観性が確保できる者が公正に点検するための仕組みとなることが

望ましいでしょう。 
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8．異常時対応  

機器の故障や人為的な作業手順の誤り等、通常とは異なる事態が起きてしまっ

た場合の安全確保への対応が必要になります。異常時の「連絡体制」、「製造中

断の判断基準」、「原因究明体制」、製造を中断した後の「製造再開の判断基準」

等、適切な対応をとることができるようにルールを定めましょう。 

9．苦情処理  

製品の安全性について、同じ内容の苦情を受けても、担当者ごとに対応がまち

まちであれば、苦情の原因を究明して解決するための機会を逸してしまいます。顧

客からの苦情に対して、的確に対処するための体制を構築しなければなりません。 

10．回収処理  

家畜への健康被害が発生する可能性があるような飼料の安全上問題となり得

る製品が出荷されてしまった場合、速やかな回収等の対応が必要です。回収処理

のルールを定め、出荷した製品が家畜の健康や畜水産物の安全に影響を及ぼす

可能性があると判明した場合、回収を行うとともに、回収に至った原因を究明し、

改善を行うことが必要です。 

11．行政や関係機関との連携  

飼料が原因となって食品の安全確保に問題が生じる可能性がある場合等、飼

料の安全に関する緊急時に適切に対応するため、飼料関係事業者及び行政が連

携体制を構築しておくことが必要です。 

 

【GMP による管理とは】  

 GMP による管理は、GMP ガイドラインの 11 項目の要求事項それぞれについて、

適切な管理を行うためのルールを決めて文書化し、そのルールに基づいて作業を行

い、記録を残し、そして、ルールの内容を再点検し、必要な時には改善を行うことです。 
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 GMP による管理は、安全な飼料を調達、製造、流通する上で事業場が満たすべ

き、ごく基本的な事項です。言い換えると、安全な飼料を製造するためのみならず、

「誰が、いつ、作業しても、一定で高い品質の製品を作る」ための仕組みといえます。

これは、「人による間違いを最小限にし」、「有害物質の混入等を未然に防ぎ」、製品

の「決められた品質を安定して保ち」、「問題が発生した時には、きちんと検証ができ

る」ため、飼料製造において大きなメリットが期待できる仕組みです。 
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基礎編  ②  GMP のメリットと導入のヒント  

農林水産省では、これまで、GMP による管理を推進してきましたが、より一層推進

するための方策の検討に役立てるため、令和元年度に、「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドラインの導入推進のための実態調査」を実施しました。この調査は、配

合飼料、単体飼料、エコフィードや動物由来たん白質等の製造・輸入を行っている、

「フィードチェーン」にかかわる事業場を対象としました。約 250 事業場から回答があり、

回答者の 17%が GMP の適合確認を受けた事業場でした。GMP の適合確認とは、

飼料事業者からの申請に応じて、FAMIC が事業場の手順書等の整備状況や管理体

制を調査し、その結果から GMP ガイドラインへの適合状況を判定し、適合しているこ

とが確認できた場合に確認証を発行する仕組みであり、GMP の適合確認を受けた事

業場は、すなわち、GMP ガイドラインを遵守した製造を実施している事業場であること

を示しています。 

 

 

この実態調査では、GMP の適合確認を受けた事業場に、GMP の適合確認を受

けたきっかけ、GMP 導入で得られたメリット、GMP 導入に当たって困難だった

ことや GMP 導入のために行った取り組み等を調査しています。そこで得た意見

を紹介します。これから GMP による管理を導入するための参考にして下さい。 
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答え  

 

 
 

信頼性向上  

ISO9001 の取得を目指しているお客様から、弊社が適切に

製造管理している旨の客観的証拠を求められたため GMP に

よる管理の導入を決めました。きちんと製造管理をしているこ

とを示すために GMP の適合確認を受け、その確認証をお客

様に示すことで、適切に製造管理を行っていることを証明しま

した。 

 

管理レベルの向上  
GMP ガイドラインによる管理の導入は、今ある作業手順や

管理方法を再確認して、見直しを図る機会だと考えました。 
管理方法を確認する過程で、製造ライン上の汚れが多く溜

まる場所が特定され、掃除方法等の衛生管理の方法を見直

すことができました。 
他にも今まで気付かなかった問題点が出てきたため、管理

方法を変更して改善を行ったことで、管理レベルを向上させる

ことができました。 

 

国際的信用  
海外での製品登録に当たり、GMP の確認証の提出を求め

られたため、GMP の適合確認を受けました。GMP は、国内

だけでなく、海外でも信用があることが分かりました。 

GMP の適合確認を受けるきっかけは、事業場ごとに様々ですが、GMP の適合確

認を受けることは、安全な製品を供給していることの客観的な証明となるため、対外的

に信頼を得るための手段として有効であるとの声が複数ありました。 

質問  
 GMP ガイドラインによる管理を導入したきっかけは 
なんですか？  
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答え  

 

 
 

管理の一元化  

各工程の作業が、一元管理できるようになりました。安心・

安全な製品をお客様に届けるための環境が整いました。特に、

衛生管理に関して従業員に周知する良い機会になりました。 

 

業務の整理  
手順書の見直しで、順序立てて作業工程を考えることがで

きたので、工程がスリム化されて作業効率を上げることができ

ました。 

 

業務の見える化  
原料調達や輸送のルールも「見える化」されたので、製造

や品質管理の部門だけでなく、営業や原料調達の部門が、工

場に規格外製品を入れない役割と責任があることを強く意識

するようになりました。 

 

 
GMP に基づいた管理を行うことで、「作業工程がスリム化され、作業効率が上がっ

た」や「製造や品質管理部門の従業員だけでなく、原料調達や管理の部門の従業員

にも、安全な製品を供給するための意識改革に役立っている」との声が上がっていま

す。 

  

質問  
 ＧＭＰを導入してどんな効果がありましたか？  
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答え  

 

 

 

 

 

 
 
 

記録用紙の改訂や新規準備  
使っていた帳票を確認して、GMP に対応するように帳票を

改訂したり、新しい記録用紙を作成したりするのが大変でし

た。 

 

周知と意識づけ 
“GMP による管理（新しいこと）＝仕事が増える”という意識

が出てしまいます。そのため、手間を増やすのでなく、今行っ

ている作業の流れを変えずに、確認や記録をしていくことを前

提にした作業を考える必要がありました。特に作業を記録する

という意識を新たに付けることが難しかったです。 

 

 

今までスムーズに作業ができているところに、新しいことを加え、作業手順を変更する

ことに拒否感を持つ従業員もいるでしょう。全く新しいことを行うのではなく、今行ってい

ることを生かして、作業手順を作っていくことを前提に、GMP に沿った手順を作っていく

という工夫が重要です。 

 

これらの声を参考に、ご自身の事業場で GMP に基づく管理を行うことについて、イ

メージしてみて下さい。 

 

  

質問  
 ＧＭＰ導入で大変だったことはなんですか？  
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基礎編  ③  GMP 導入までの取り組み事例  

令和元年度に農林水産省が実施した「飼料等の適正製造規範（GMP）ガイドライ

ンの導入推進のための実態調査」では、8 割以上が GMP の適合確認を受けていな

い事業場からの回答でした。しかし、GMP の適合確認を受けていない事業場のうち、

6 割以上が何らかの工程管理を行っていることが分かりました。 

 
GMP の適合確認を受けていないが工程管理を行っていると答えた事業場では、実

際にどのような方法で管理を行っているのでしょうか。 

工程管理に用いている文書は、旧ガイドラインや GMP ガイドラインを参考にして作

成した独自の手順書、ISO、HACCP 等他の規格や基準、業界団体が示している手引

きを用いて管理していることが分かりました。 
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また、工程管理を実施していないと回答した 35%の事業場においても、その 6 割以

上の事業場で工程管理の必要性を感じていることも分かりました。 

 
では、工程管理の必要性を感じながら、なぜ実施していないのでしょうか？  

実態調査の結果では、「時間がない」、「管理に充てる人がいない」、「施設を改修

する資金がない」、「そもそも何をしたら良いのか分からない」等の回答があり、最も多

かった声は「GMP 導入のために何をしたら良いのか分からない」という回答で

した。 
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GMP 導入  はじめの一歩は？  

そこで、GMP による管理を導入するために、どのような取り組みを行ったのか、

GMP の適合確認を受けた事業場の事例を紹介します。 

 

ケース 1 GMP への理解を深める 

 

このケースでは、新しいことを導入することに戸惑いを感じてしまう従業員もいるため、

まずは勉強会からスタートしたそうです。GMP による工程管理の必要性や有効性を理

解してもらうことで、管理のために追加した作業や記録を行う意味が分かるので、「面

倒である」、「やらなくても大丈夫」といった負のイメージが和らぎ、管理に取り組むこと

ができるようになります。 

また、全員が GMP を理解することで、現場で働いている従業員から、管理で改善

が必要な事項を発見したとの声も積極的に挙がるようです。 

  

「GMP に基づく管理を行うと、仕事が増える」というイメージを持

つ者が多かったため、GMP による工程管理を知ってもらうた

め、社内で勉強会を開催しました。これにより、みんなで一丸と

なって取り組むことができました。 
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ケース 2 現在実施している管理の現状把握  

 

このケースでは、現在の工程管理が GMP に対応しているのか現状把握を行うこと

から始めたそうです。 

現状把握では、まず、今どのような管理を行っているのか、その管理方法が GMP

ガイドラインの 11 の要求事項を満たしているのかを、使っている「手順書」や「記録用

紙」等の文書で確認します。この作業には、FAMIC が作成したチェックシート（応用編

参照）等を利用するのも有効です。 

チェックシートに書かれた GMP ガイドラインの確認事項を確認しながら、該当する

内容が今ある「手順書」や「記録用紙」等の文書のどこに記載されているかを探します。

チェックシートでチェックが付かない空欄の部分が、「手順書」や「記録用紙」が無い項

目であり、今の管理では、足りていない部分であることが一目で分かります。 

その足りない部分について、新しく「手順書」や「記録用紙」を作成していけばいいで

しょう。 

今の管理で、要求事項が満たされている部分はそのままに、足

りない部分を補っていき、GMP ガイドラインによる管理のための体

制を整えていきましょう。 

  

GMP による管理を導入するための担当チームを結成し、

もともとあった有害物質ガイドラインやサルモネラガイドライ

ンに基づく手順書や記録用紙が GMP ガイドラインを満た

しているか、管理方法の現状を確認しました。 
できるだけ今ある文書を利用し、対応できていない部分に

対応できるよう、足りない部分を補うための文書を作成しま

した。 
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これら 2 つのケースを見てみると、GMP ガイドラインによる管理を導入する場合は、

「要求事項を理解」し、「事業場で行っている現在の管理を把握」し、「文書を作成」し

て、実際に決めた「管理を実施」するという流れで、GMP による管理を導入している事

業場が多いようです。 

  

 

 

現状は、どのような管理を行っていますか？その管理は、GMP ガイドラインの要求

事項を満たしていますか？ご自身の事業場で確認してみましょう。 

  

要求事項
の理解

• GMPガイドラインについての勉強会を開く（ケース1）

事業場の
現状把握

•現在の管理がGMPガイドラインの要求事項を満たしているかを調べる
（ケース2）

手順書の
作成

• GMPガイドラインの要求事項に足りない部分のルールを決め、文書を
作成する

管理の
実施

•文書で決めたルールに従って実際に作業を行う
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GMP ガイドラインに基づく手順書の作成  

GMP ガイドラインについての理解を深め、現状行っている管理が分かり、足りない

部分が見えてきたら、GMP ガイドラインの要求事項を踏まえて、手順書や記録用紙等

の文書を作成します。 

ここでは、GMP ガイドラインに基づく手順書の作成方法として、2 つの方法を紹介し

ます。 

 

文書の作成方法１ . ひな型等を利用した手順書を作成する。 

公表されている GMP ガイドラインの手順書のひな型等を用いて、GMP による管理

用の手順書を新規に作成する方法です。ひな型を活用することにより「手順書にどう

いう内容を記載するのか」の検討を省力化できます。 

この方法では、既存の手順書があり、それと併用する場合、既存の手順書との重複

があるかもしれません。その場合は、重複部分をどちらか一方にする等、手順書の記

載を調整することが必要になります。 

GMP 手順書のひな型は、こちらからも入手出来ます。 

一般社団法人日本科学飼料協会 HP：  

http://kashikyo.lin.gr.jp/data_01.html#gg02 

 
文書の作成方法 2. 現在使用している手順書を生かす。 

現在使用している手順書と、GMP による管理の要求事項を比べて、使用している

手順書の記載を、GMP ガイドラインの要求事項を満たしている部分と、足りない部分

に仕分けます。足りない部分は、使用している手順書を補足したり、手順書を新たに

作成したりします。足りない部分のみをチェックして追加する方法なので、手順書の新

規作成は最小限に抑えることができます。 

仕分けの具体的な作業として、それぞれの要求事項と手順書の項目の対比表を作

成すると、足りない部分の確認が容易に出来るでしょう。 

それぞれの事業場にあった方法で、手順書を作成して下さい。 

  

http://kashikyo.lin.gr.jp/data_01.html#gg02
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対比表（例）  
1 組織及び従業員  

ガイドライン要求事項  
当該項目を記載している文書  

（1）管理体制の整備  確認項目  

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指

定する。この場合におい

て、飼料安全法第 25 条

第 1 項に規定する飼料

製造管理者を設置してい

る事業場であるときは、

飼料製造管理者に製造

管理責任者を兼務させる

ことが出来る。 

責任者及び担当者

の所属、役職、氏名

並びに業務内容が記

載された組織図等が

備えられている。 

役割分担は決まっており、

作業員リストに所属、氏名等

があるが、組織図は無い。 

 

➡ 組織図を作成する 

 
責任者及び担当者

の所属、役職及び氏

名並びに業務内容を

記載している。 

サルモネラガイドライン工

程管理基準書  管理体制の

整備に関わる対策の項目の

とおり（○○ページ〇項及び

別添  作業員リスト）  
各部門の責任者及び担当

者の氏名や業務が分かる作

業員リストのとおり 
製造管理責任者の業務

は、有害物質混入防止のた

めの工程管理基準書  製造

の項目のとおり（○○ページ 

○項）  
品質管理責任者の業務

は、サルモネラガイドライン工

程管理基準書の品質管理責

任者の項のとおり（○○ペー

ジ〇項）  
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分かりやすい手順書をつくるコツ  

GMP による管理では、どのような手順で行うかの手順書を作成するだけではなく、

定められた手順や留意事項等を従業員に周知し、従業員が手順どおりに作業を行え

るようにすることが重要です。そのためには、従業員が手順書の内容を理解し、実際

に使えるものとなっていること（分かりやすさ）が求められます。 

手順書というと、長く細かい文章のものが思い浮かぶかもしれませんが、必ずしも文

章だけで作成する必要はありません。つまり、必要なのは「文書化」であり、「文章化」

ではありません。手順書には、写真や図、イラスト、フローチャートを使う等、手順書の

理解の手助けになるものを取り入れても良いのです。 

ここでは、「消毒液噴霧器の点検手順」と「床の清掃の手順」の 2 つの手順書の例

を紹介します。 

 

例１  工場の入り口に設置された「消毒液噴霧器」の点検手順  

 

【文章化バージョン】文章での表現  
消毒液噴霧器は、電源コード、スイッチ、吹き出し口、消毒液タンクを点検します。 

 
 

【文書化バージョン】写真を取り入れた表現  
消毒液噴霧器は、写真に示す箇所を点検し

ます。 

 

消毒液噴霧器の点検手順では、実際の機器の写真を示すことで、どこを点検する

のかが一目で分かるようになりました。 

消毒液噴霧器  点検箇所  

吹き出し口  

電源コード 

スイッチ 

消毒液タンク 
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例 2 床の清掃の手順  
 

【文章化バージョン】文章での表現  
床の清掃は、希釈した洗剤水をまいてブラシでこすり、水で洗剤を流した後、床面

に塩素液を噴霧して消毒を行い、換気扇を回して乾燥する。 
 

 

【文書化バージョン】箇条書きやフローチャートを取り入れた表現  
 
○床の清掃は、① 希釈した洗剤水をまく 

② デッキブラシでこする。 
③ 洗剤を水で流す 
④ 塩素液を床面に噴霧する 
⑤ 換気扇を回して、乾燥する 

 

床の清掃手順でも、箇条書きやフローチャートにすることで順番を追いやすくなるで

しょう。 

文書で、作業を「見える化」することが、ヒューマンエラーを防ぎ、作業の確認を容易

にするのです。 

  

洗剤水をまく

ブラシでこする

洗剤を流す

消毒液を噴霧

乾燥する

床の清掃の手順  
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基礎編  ④ 文書作成のポイント 

要求事項で共通の文書化のポイント 

前項では、GMP による管理を導入するに当たって、具体的にどのようなことから始

めたら良いかについて解説しました。ここからは、導入を進めていく上で、知っておきた

いポイントを解説します。 

GMP ガイドラインの各要求事項で具体的に求められていることは、それぞれ異なり

ますが、どのようなことが求められているのかを共通化すると、次の 2 点になります。 

 

 

「管理すべきこと」は、何を管理するのか、「指定すべき責任者」は、誰が責任をもっ

て管理するのか、「確認すべき事項」は、どこをどのように確認して判断するのかという

ことです。 

手順や、確認した結果の判断基準等が明確でないと、異常の見落としに繋がります。

適切に作業が行われたことを確認するための方法を決めておくと、誰が作業を行っても、

同じ結果を得ることが出来るようになります。 

「記録をすること」は、記録の様式や方法を決めてそのとおりに記録をつけること、

「記録を保管すること」は、どこに、どのように保管しておくかを決めること、「記録の保

管期間」は、記録ごとの保管期間を明確にしておくことです。 

手順書や記録用紙を適切に管理することで、常に最新版の手順書を使える状態に
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しておくことができます。手順書や記録用紙が改訂されたら、誤って古いのものを使う

ことがないように管理方法も決めておきましょう。 

 

各要求事項についての知っておきたいポイント 

1．組織及び従業員  

GMP ガイドラインでは、製造部門と品質管理部門は、独立した体制が求められ

ています。組織図や職務権限表（業務役割表）等の文書を作成し、予め、誰が、ど

のような職務と権限をもつのか役割分担を決め文書化しておくことで、作業の責任

範囲を明確化でき、それぞれの関係性や管理を行うために何が必要なのかが考

えやすくなります。 

工場長が両部門の責任者を兼務している小規模な事業場では、製造部門と品質

管理部門の独立に対応するため、製造管理責任者は今までどおり工場長が務め、

品質管理責任者は管理職ではない分析担当者が務めることになる、というケースも

あるでしょう。ここでは、品質管理責任者が規格外製品を見つけた場合、工場長に報

告、許可を得なければ、出荷停止等の措置を講じることが出来ないのが通常です。 

しかし、このような場合、工場長は製造管理責任者であり、品質管理責任者も兼

務していると判断され、品質管理部門が製造部門から独立していないとみなされて

しまいます。このようなケースでは、製品の出荷停止を決定する最終権限が、工場

長ではなく品質管理責任者であることを定め、その旨を文書にしましょう。 
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2．施設等の設置及び管理  

事業場が立地している敷地、建屋等の構造物（施設）、各工程に取り付けられ

ている機器（設備）等について、衛生管理、工程管理、品質管理等を適切に行う

ためのハード面についてです。 

取り扱う原材料や事業場の規模により、作業に必要な施設や設備は変わりま

す。事業者は、製品を製造するために、どのような施設や設備が必要かを検討し、

目的に合った仕様になっているかを確認しなければなりません。 

例えば、500 kg のフレコンバックを調整するのに、200 kg の計量器を用いるこ

とはできません。 

製造のために必要な適切な施設、設備を設置し、定められた仕様が保たれるよ

う、定期的に点検整備をして確認して下さい。 

 

3．調達する原料等の安全確認  

工程管理や品質管理を行ったとしても、安全が確保されていない原料や材料か

ら、安全な製品を製造することはできません。そのため、その原料等が安全である

ことを確認してから受け入れなければいけません。 

原料等の安全確認は、全ての原料ごとに、安全を確認するための規格を決めて

おくことが必要です。この規格を満たす原料等を供給してもらう旨の契約や覚書を

供給者と取り交わし、原料等を受け入れる時には、決められた規格が守られてい

るか供給者に確認し、その結果を記録に残しましょう。 

 

4．衛生管理  

衛生管理のために、5S 活動を取り入れている事業場もあると思います。 

5S 活動の 5S とは、「整理（Seiri）」、「整頓（Seiton）」、「清掃（Seisou）」、「清

潔（Seiketsu）」、「習慣づけ（Syukan）」の頭文字をとったものです。 

「整理」、「整頓」することで清掃がしやすくなり、「清掃」することで異物混入のリ

スクを抑えることができ、清掃を行い「清潔」を保つことで、病原微生物等による汚

染リスクを減らすことができる。これらを「習慣づけ」ることで、衛生状態を維持する
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ことができる、といった活動で、衛生管理において重要な役割を担っています。5S

活動についても、いつ、誰が行ったかを記録して管理する体制を整えます。 

 

5．工程管理及び品質管理  

GMP 導入により、記録が無かった部分に気付き、不足していた記録に関する手

順や記録用紙を追加したり、また改訂したりする事業場が多いようですが、これら

の改訂により不要になった古い文書や保存期間が過ぎた記録の取り扱いを決め

る必要があります。旧版の文書もきちんと管理しなければ、最新版の文書と混同し、

誤って使ってしまうかもしれません。保存期間を過ぎた手順書や記録用紙等旧版

の文書の廃棄手順を決め、不要な文書類を適切に廃棄することで、最新版の管

理がしやすくなります。 

 

6．試験検査  

原料や製品の検査を行ったとしても、その方法が適切でなければ信頼性のある

データとはいえません。また、検査により得られた結果について、判定の基準があ

いまいでは、結果が良好であるか判定ができません。そのため、試験検査では、

「サンプルの採取方法」、「試験検査の手法」、「結果の判定方法」等について、予

めルールを決めておく必要があります。 

また、検査を外部に委託する場合は、予め信頼できる委託者を決めておきま

しょう。 
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7．自己点検  

自己点検は、導入時に行うだけでなく、定期的・継続的に実施することが大切

です。自己点検は、作業や記録を行っている者が自ら行ってしまうと、作業慣れで

うっかり見落としてしまったり、これくらいは大丈夫等と判定に甘えが出てしまった

りして、公正な点検ができない可能性があります。そのため、点検の実施者には、

客観的に点検を行える者を指名して点検を行うことが望ましいです。 

 

8．異常時対応、9．苦情処理、10．回収処理  

「8．異常時対応」、「9．苦情処理」、「10．回収処理」では、「手順を逸脱した方

法で製造した」、「計量器に不具合があることに気づいた」、「タンクに穴があき、別

の製品が混入してしまった」等の過去に起きた事故等も参考に、もしも異常が発生

した場合、どのような対応をするかのルールを予め決めておくと、速やかに問題解

決へと導くことができます。 

さらに、異常が発生した場合、「そのまま製造を続ける」のか、「製造を一時中断

する」のか、また、「前に製造、出荷した製品を回収する必要があるのか」等を判断

する基準も必要です。 

例えば、異常の定義を予め決めておくことで、誰でも異常が発生したことの確認

ができるので、対応も素早く行うことができます。 

 

異常時の例  

• 有害物質の濃度が管理基準の基準値を超えた場合  
• A 飼料に A 飼料以外の飼料が混入した場合  
• 配合指示書で指示したものと異なる抗菌性飼料添加物を使用して製造した

場合  

• 故障等異常が認められた製造機器で製造した場合       等  
 

また、その原因を究明して、正常に戻ったことを確認する方法や製造再開のタイミ

ングを判断する方法も決めておかなければ、再度同じような事故が発生する可能性

も出てきます。異常が発生した場合には、再発防止の対策までの対応を行いましょう。 
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11．行政や関係機関との連携  

飼料の安全にかかわる緊急時に適切に対応するため、平時からの飼料関係事

業場及び行政が連携するための体制を構築しておかなければなりません。 

そのため、各事業場では、以下の 6 つのことに取り組みましょう。 

（1）事業者の登録  

事業者は、FAMIC が発信する飼料等の安全確保に関する情報を受信するた

め、電子メールアドレスを登録しましょう。 

登録は、電子メールで行います。件名を登録希望とし、会社名、所属、氏名、

電話番号と登録するメールアドレスを入力し、famic_feed@famic.go.jp あて

に送付して下さい。 

メールアドレスは、担当者個人のアドレスではなく、法人や部署の共有アドレス

を登録すると、異動等の影響を受けずに、常に情報を受け取ることができます。 

登録を行うと、FAMICから定期的に情報メールが受信でき、また飼料に関する

事故等が発生した場合も情報メールが送られてきます。 

（2）飼料等の輸入又は製造の数量の報告  

輸入業者及び製造業者は、毎年 7 月 31 日までに前年度の飼料等の輸入又

は製造の数量を農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課（以下、「畜水産

安全管理課」とする。）に報告しなければなりません。 

報告は、電子メールによる報告が可能となっています。 

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/gmp/sub8-1.html 

（3）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の発生又は害虫の異常発生に伴う農薬散布等、飼料等の

安全に影響を及ぼすと考えられる情報を収集し、整理します。また、これらの情報

のうち、飼料等の安全を確保する上で特に重要と考えられる情報については、

FAMIC を通じて畜水産安全管理課に報告して下さい。 

 

mailto:famic_feed@famic.go.jp?subject=%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%B8%8C%E6%9C%9B
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/gmp/sub8-1.html
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（4）サーベイランス及びモニタリングへの協力  

事業者は、「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」等に基づき FAMIC がサーベイランス及びモニタリングを実施する

場合は、サンプル提供等に協力して下さい。 

（5）試験検査結果の情報提供  

事業者は、試験検査の結果、飼料の安全上問題となる傾向を把握した場合は、

畜水産安全管理課又は FAMIC に情報提供して下さい。 

（6）共有された情報の利用  

事業者は、畜水産安全管理課や原料供給者等から提供された情報等を活用

し、飼料等の安全に影響を及ぼすと考えられる最新情報を把握し、これらの情報

を踏まえ、必要に応じて、原料の調達先、原料の種類、試験検査の頻度及び対

象等の見直しを行って下さい。 

 

管理システムの確認（PDCA サイクル）  

GMP ガイドラインには、手順書どおりに作業が行われたことを、記録等からチェック

して、手順書に従った管理が効果的に行われているか検証することも要求事項に含ま

れています。 

文書や記録を点検し、検証した結果から、手順の見直し等を行って、改善が必要な

部分を探し出します。 

検証の結果、見直しが必要となった部分があれば、手順書や記録用紙の改訂を行

い、改訂した手順に従って再び実行し、記録をチェックし、再度見直して、改善する、と

いった流れを繰り返し行います。 

この活動は、PDCA サイクルと呼ばれる、GMP に欠かせない改善活動です。 

PDCA サイクルとは、PLAN（計画）・DO（実行）・CHECK（検証）・ACTION（見直

し）の頭文字をとったもので、これを継続的に繰り返すことで、製造管理や品質管理等

の管理業務を改善する仕組みです。 
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そして、改善を行った場合は、見直した内容を全従業員で確実に共有することが重

要です。一連の取り組みには、責任者だけではなく、現場担当者からも建設的な意見

を聞き、反映出来るようなミーティングを定着させると良いでしょう。今ある手順を見直

し、GMP の要求事項に合うように改善し、GMP 導入に向けた一歩を踏み出しましょ

う。 

  

ACTION
（見直し）

PLAN
（計画）

DO
（実行）

CHECK
（検証）

見直しを行う 

・点検、検証結果を踏まえ必要に応じ

て手順書の改訂等の措置を講じま

しょう 

各工程の作業手順を 
定めた文書を作成する 

・事業場の実態に応じて、具体的な手

順書を作成しましょう 
・定めた手順の効果を確認しておきま

しょう 

手順書に定めたとおり 
作業を行う 

・手順書と異なる方法で作業を行って

はいけません 
・必要に応じて、各工程の作業内容を

記録しましょう 

作業した内容を 
点検する 

・手順書に従って作業が行われているこ

とを点検し、管理の有効性を検証しま

しょう 
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応用編  GMP ガイドライン適合確認の紹介と GMP 適合確認等での指

摘事項とその対応策  

基礎編では、GMP 導入の第一歩として、これまでの管理状況・文書等を再確認し、

GMP ガイドラインに基づいた文書となるよう改善し、GMP に基づいた管理を開始する

までのポイントについて解説しました。 

GMP をより効果的に働かせるために、手順書どおりに作業を行ったことの記録等を

チェックして、「手順書に従った管理が効果的に行われているか検証する」、「点検や

検証した結果から、手順の見直し等を行って、改善が必要な部分を探し出す」、「見直

しが必要となった部分を改訂する」、そして「改訂した手順に従って実行する」といった

PDCA サイクルを回すことにより、生産管理や品質管理等の管理業務を継続的に改

善する必要があります。 

応用編では、GMP による管理の状況確認の方法と、実際に GMP の適合確認を

受けた事業場で、手順の見直しや改善が必要であると指摘を受けた事例について紹

介しています。 

GMP に基づく管理の実施状況の確認方法  

ご自身の事業場が行っている管理方法が、GMP ガイドラインの要求事項を満たし

ているか、定期的な確認が必要です。確認には、2 つの方法があります。 
 
その① 自己チェック方式  

作成したチェックシートや自己点検表を用いて、GMP ガイドラインの要求事項を満た

していることを自ら確認する方法です。FAMIC で作成したチェックシートが、FAMIC の

ホームページに紹介されており、ダウンロードして入手することができます。このチェック

シートは、GMP ガイドラインの条文、確認項目、チェック欄で構成されており、必要な

文書、記録類が作成され、GMP ガイドラインの要求事項が満たされているかを確認す

ることができます。 

また、このチェックシートに限らず、自社で作成したものや、業界団体で作成したもの

等を用いることもできます。GMP ガイドラインの要求事項「7．自己点検」の実施の手

段として、このような自己チェック方式を採用するのも良いでしょう。 

FAMIC チェックシート：  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/youshiki/checklist_jikotenken.xlsx 

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/youshiki/checklist_jikotenken.xlsx
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その② 第三者認証方式（GMP の適合確認）  

ISO や HACCP 等のように、信頼ある第三者機関の確認を受ける方式です。自己

チェック方式とは異なり、利害関係のない第三者による公正・公平な判断により、確認

が行われるため、GMP に基づく工程管理を実施していることの客観的な証明になります。 

GMP ガイドラインへの適合状況を確認するための第三者認証方式の一つとして、

FAMIC による確認を受ける「GMP の適合確認」制度があります。 

GMP の適合確認では、FAMIC が書類審査及び現地検査を行って、GMP ガイドラ

インの要求事項を満たす管理が行われているかを確認し、適合が確認されると、確認

証が発行され、GMP ガイドライン適合確認事業場であることが FAMIC のホームペー

ジ等で公表されます。 

GMP の適合確認の手続き手順は図の通りです。新規に適合確認を受けた後も、

更新のため、定期的に確認を受けなければなりません。 

  

GMP の適合確認  新規確認手続きの流れ 
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GMP 適合確認における指摘事項と改善方法の事例紹介  

ご自身の事業場の管理、作成した文書や記録が、GMP ガイドラインの要求事項を

満たしているかを確認するための参考として、GMP の適合確認の際に指摘を受けた

事例や、GMP による管理を行っている事業場で発生した問題の事例とその改善方法

について紹介します。 

事例 1 汚染されやすい場所の特定【 4．衛生管理】  

原料や製品等がこぼれている、清掃後に水たまりが残る、廃棄物が過剰に堆積し

ている等、場内の衛生管理の状況が、指摘の対象になる場合があります。 

飼料のこぼれは、有害鳥獣や害虫のエサ場となり、場内に病原微生物が持ち込ま

れる可能性が高まります。水たまりも、放置すると病原微生物を拡げる一因になること

があります。そのため、清掃等、5S 活動を徹底することが重要です。事業場内を自ら

見渡し、清掃が十分でない場所や、ごみが溜りやすい場所等を確認することで、事業

場内の汚染されやすい場所を特定し、清潔な状態を保つような対応を取りましょう。 

 

指摘事項   改善後  
   

原料受入口や製品出荷口にこぼれた飼料   清掃の方法と頻度を定め清掃を実施  
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指摘事項   改善後  
 
 

清掃後の水たまり 

 水切りワイパーや吸水マットを使った 
排水方法を清掃手順に追加  

 

ごみの堆積   廃棄物処理業者の数や回収頻度の見直し 

 

事例 2 有害鳥獣対策  

施設の開放部に、野鳥の羽根やネズミのフンが発見された事業場がありました。 

野鳥やネズミ等の有害鳥獣、ゴキブリ等の害虫は、様々な病原微生物を保有して

いるリスクが高いため、これらの有害鳥獣を場内に「入らせない」、「近づかせない」、

「好まれない環境にする」等の侵入経路を遮断する対策は、病原微生物の侵入防止

に有効です。 

カラス等の野鳥の侵入を防ぐための防鳥ネットや金網の設置、ネズミを駆除するた

めのネズミトラップの設置等の対策が一般的です。その他、鳥獣を寄せ付けない対策
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として、ネズミの隠れ場所となる敷地内の植樹を剪定、野鳥が止まる場所へのテグス

やステンレス針の設置があります。また、入り込んでしまった場合でもフンや羽根等は

速やかに取り除くことが必要です。侵入防止対策を講じたら終わりではありません。定

期的にネットに破れがないか等、対策が有効に働いているか点検することが必要です。 

 
有害鳥獣対策の例  

防鳥ネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ネズミトラップ  

ステンレス針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 テグス 
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植栽の剪定  

 
 

事例 3 靴の消毒の実施 /清掃・消毒の記録【 4．衛生管理】  

場内の清潔を保つため、施設や設備の清掃とともに、従業員自身の衛生管

理についても、対応しましょう。作業者が、屋外に設置されているトイレを利用した

後、そのまま工場内に戻り作業を行っていた等、靴の消毒について、見落としは

無いでしょうか。  

トイレに入った後の靴底には、病原微生物が付

着している可能性があり、靴底を介して病原微生物

が工場内に持ち込まれる可能性があります。 

改善策として、トイレから病原微生物等を工場内

に持ち込まないよう、トイレの出入口に足踏み消毒

マットを設置し、場内消毒記録表にその管理状況を

記録することにしました。 

また、場内の消毒に用いる薬剤の使用・保管方

法等は文書に定めていましたが、清掃・消毒を実施

した担当者名が記録されておらず、清掃・消毒を実

施したことを責任者が確認した記録もありませんで

した。消毒のための薬剤の管理記録が足りないことの指摘でした。 

対応として、記録用紙の見直しを行いました。記録用紙の見直しでは、既存の記録

用紙に単純に不足事項の欄を追加するだけでは、記録の継続性が懸念されたため、

足踏み消毒マット 
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新たにシンプルな記録用紙を作成する等、改訂後の記録作業が繁雑とならないような

工夫をしました。 

 
指摘を受けた消毒記録用紙  

 

 

 

改訂を行った消毒記録用紙 
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事例 4 車両消毒の実施【 4．衛生管理】  

車両消毒は、外部からの車両により病原微生物等を侵入させないための重要な衛

生管理です。 

ここで紹介した工場では、立地、敷地の制約から、消毒槽や消毒ゲート等の装置が

設置できませんでした。そこで、この工場では、車両消毒専門の担当者を設置して、指

定場所で手作業の消毒を実施することにより対応しました。 
 

車両消毒場所の設置  

 
 消毒専門の担当者による車両消毒  

 

事例 5 BSE に係る混入防止措置【 2．施設等の設置及び管理】  

反すう動物用飼料の「A 飼料」とその他の動物用飼料の「B 飼料」の交差汚染の防

止についての事例です。 

この事例では、「A 飼料」であるトウモロコシの受入口と「B 飼料」である魚粉の受入

口が隣り合っており、交差汚染の可能性が懸念されました。また、両方の受入口を同

じ用具で清掃していました。 
 

指摘事項   改善後  

隣り合う A 飼料と B 飼料の受入口  

 

 

 

 

 

 

 仕切りやシャッターを設置  
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隣り合った受入口は、受け入れ時に粉塵が飛散し、A 飼料に B 飼料が混入するこ

とが懸念されます。そのため、A 飼料と B 飼料の受入口の間に壁を設けるとともに、受

入口にシャッターを設置して、飛散による混入を防ぐための対応を行いました。 

しかし、壁やシャッターの設置等の改修等、ハード面での対応ができない場合は、A

飼料、B 飼料の受け入れ時間をずらし、同じ場所に同時に A 飼料と B 飼料を存在さ

せないようにする等、導線や手順等のソフト面を見直すことで対応することもできます。

施設面の要件は、必ずしもすぐに改修が必要ということではなく、まずはソフト面での

対応も考え、ハード面とソフト面を組み合わせて対応することで、要求事項を満たすこ

ともできます。 

また、A 飼料と B 飼料の用具や運搬容器の共用は、交差汚染（用具や運搬容器・

車両等を介して、間接的にＡ飼料に動物由来

たん白質が混入すること）に繋がります。そのた

め、A 飼料用の用具や運搬容器・車両等は専

用化し、交差汚染等を防止しなければなりませ

ん。これは、清掃用具も例外ではありません。A

飼料用、B 飼料用と別々に用意した清掃用具

が、どちらが A 飼料用で、どちらが B 飼料用な

のかが分かるように、ラベルを貼る等して識別

することが必要です。 

 

GMP による管理を行っている工場で発生した事例  

ここからは、実際の指摘事項ではありませんが、「文書が不十分」、「管理が不足」、

「異常時対応が不完全」等、GMP による管理を行っている工場で発生した事例を紹

介します。自らの事業場に置き換えてみると、管理に当たって留意が必要なポイントの

ヒントになるかもしれません。 

  

専用の表示を付けた清掃用具  
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文書が不十分だった事例  

管理が不足していた事例  

異常時対応の事例  
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GMP に基づく管理の実施状況の確認方法  

GMP による管理の導入は、安全な飼料の安定的な製造・流通のために有効です。

GMP という聞き慣れない概念に戸惑うかもしれませんが、今まで行ってきた管理や手

順を再点検し、改良することで、十分に対応ができます。 

各工程の作業手順を定めた文書を作成し、文書に定めた手順どおりに作業を行い、

記録を取る、この記録をもとに作業を点検し、その管理の有効性・適切性を検証し、

必要に応じて手順を改善する。GMP の取り組みでは、この PDCA サイクルを回すこと

が重要です。 
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まとめ  

GMP による管理システムの導入は、ゴールではありません。重要なことは、管理の

「継続」です。この継続こそが安全な飼料・食品を供給することに繋がります。GMP に

よる管理を取り入れてみましょう。 
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参考 URL 

映像教材内に登場した法令等の URL を紹介します。 

飼料安全法  
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 4 月 11 日・法律

第 35 号）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_houritu.html 
 

飼料の GMP ガイドライン 
飼料等の適正製造規範（GMP）ガイドラインの制定について（平成 27 年 6 月 17

日・27 消安第 1853 号）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/27_1853.html 
 

有害物質ガイドライン 
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制定について（平成 20

年 3 月 10 日・19 消安第 14006 号）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/19_14006.html 
 
抗菌剤ガイドライン 

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の制定について（平成 19 年 4 月 10 日・18 消

安第 13845 号）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/18_13845.html 
 
BSE ガイドライン 

反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定

について（平成 15 年 9 月 16 日・15 消安第 1570 号）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/15_1570.html 
 
サルモネラガイドライン 

飼料製造に係るサルモネラ対策のガイドラインについて（平成 10 年 6 月 30 日・10-
12）  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/10_12.html 
  

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_houritu.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/27_1853.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/19_14006.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/18_13845.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/15_1570.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/10_12.html
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