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豚肉骨粉等の養殖水産動物への飼料利用に関する

基本的な考え方

１．我が国において初めてＢＳＥが確認されたことに伴い、肉骨粉等の牛へ

の誤用・流用を防止する観点から、平成１３年１０月に肉骨粉等を含む飼

料の製造及び出荷を一時停止した。

その後、飼料安全法に基づき肉骨粉等の使用に関する規制を強化しつつ、

豚肉骨粉、チキンミール等のリスクの低いものについては、順次利用を再

開してきたところである。

２．豚肉骨粉等の飼料への利用については、１４年９月に開催された「牛海

綿状脳症に関する技術検討会」において、豚・鶏用飼料への利用について

安全上の問題がないことを確認した上で、１５年１１月に食品安全委員会

へ諮問した。１６年６月に食品安全委員会より、豚及び家きん用飼料とし

ての利用については、交差汚染のリスクが低いとの回答があったため、農

業資材審議会の審議を経て関連する省令を改正した。

３．一方、豚肉骨粉等を養殖水産動物用飼料として利用することについては、

リスク評価に必要なデータが不足しているとして、食品安全委員会におけ

る審議が行われなかった。

４．その後、魚類におけるＴＳＥ（伝達性海綿状脳症）の感染性に関するデ

ータが得られたため、本年３月に追加資料として提出したところ、養殖水産

動物用飼料に利用しても、交差汚染のリスクは十分に低いとの評価結果が本

年１０月に食品安全委員会から通知された。

５．そこで農業資材審議会飼料分科会で審議した上で、省令改正（改正案は

別紙１参照）を行う方向で検討してまいりたい。

なお、この省令改正に伴い交差汚染のリスクを軽減させるために必要な

措置（別紙２）を講じる予定である。

資料６
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部を改正する省令新旧対照条文

〇 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）（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１ 別表第１

1 ［略］ 1 ［略］

2 動物由来たん白質(ほ乳動物、家きん又は魚介類を原料として製 2 動物由来たん白質(ほ乳動物、家きん又は魚介類を原料として製

造されたたん白質をいう。以下同じ。)又は動物由来たん白質を原 造されたたん白質をいう。以下同じ。)又は動物由来たん白質を原

料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準 料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準

(1) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の (1) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の

成分規格 成分規格

ア ［略］ ア ［略］

～ ～

ウ ［略］ ウ ［略］

エ 豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料は、ほ エ 豚、鶏又はうずらを対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん

乳動物由来たん白質(豚又は馬に由来する血粉及び血しようた 白質(豚又は馬に由来する血粉及び血しようたん白であつて、

ん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分 これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程に

離された工程において製造されたことについて農林水産大臣 おいて製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けた

の確認を受けたもの(以下「確認済血粉等」という。)、豚に もの(以下「確認済血粉等」という。)、豚に由来する肉骨粉

由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、こ 、加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、これら以外のたん

れら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程にお 白質の製造工程と完全に分離された工程において製造された

別紙１
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いて製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたも ことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済

の(以下「確認済豚肉骨粉等」という。)又は豚及び家きんに 豚肉骨粉等」という。)又は豚及び家きんに由来する原料を製

由来する原料を製造工程の原料投入口で混合して製造された 造工程の原料投入口で混合して製造された肉骨粉、加水分解

肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、豚及び家き たん白及び蒸製骨粉であつて、豚及び家きん以外の動物に由

ん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離さ 来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において

れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確 製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以

認を受けたもの(以下「確認済原料混合肉骨粉等」という。) 下「確認済原料混合肉骨粉等」という。)を除く。)を含んで

を除く。)を含んではならない。 はならない。

オ 豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料は、家 オ 豚、鶏又はうずらを対象とする飼料は、家きん由来たん白

きん由来たん白質(チキンミール、フェザーミール、血粉及び 質(チキンミール、フェザーミール、血粉及び血しようたん白

血しようたん白であつて、これら以外のたん白質の製造工程 であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離さ

と完全に分離された工程において製造されたことについて農 れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確

林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等 認を受けたもの(以下「確認済チキンミール等」という。)、

」という。)、家きんに由来する加水分解たん白及び蒸製骨粉 家きんに由来する加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、こ

であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離さ れら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程にお

れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確 いて製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたも

認を受けたもの(以下「確認済家きん加水分解たん白等」とい の(以下「確認済家きん加水分解たん白等」という。)又は確

う。)又は確認済原料混合肉骨粉等を除く。)を含んではなら 認済原料混合肉骨粉等を除く。)を含んではならない。

ない。

カ 家畜等(牛等、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を除く。) カ 家畜等(牛等、豚、鶏及びうずらを除く。)を対象とする飼

を対象とする飼料は、ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を 料は、ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)を含ん

除く。)を含んではならない。 ではならない。

キ 家畜等(牛等、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を除く。) キ 家畜等(牛等、豚、鶏及びうずらを除く。)を対象とする飼



- 3 -

を対象とする飼料は、家きん由来たん白質(確認済チキンミー 料は、家きん由来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)

ル等を除く。)を含んではならない。 を含んではならない。

ク ［略］ ク ［略］

(2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の (2) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の

製造の方法の基準 製造の方法の基準

ア ［略］ ア ［略］

イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及 イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及

び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質( び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質(

確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び 確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び

確認済原料混合肉骨粉等を除く。)及び魚介類由来たん白質( 確認済原料混合肉骨粉等を除く。)及び魚介類由来たん白質(

確認済魚介類由来たん白質を除く。)は、豚、鶏、うずら又は 確認済魚介類由来たん白質を除く。)は、豚、鶏又はうずらを

養殖水産動物を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又 対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。

は材料を含む。)に用いてはならない。 )に用いてはならない。

ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由 ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由

来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)及び魚介類由来 来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)及び魚介類由来

たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)は、家畜等(牛 たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)は、家畜等(牛

等、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を除く。)を対象とする 等、豚、鶏及びうずらを除く。)を対象とする飼料(飼料を製

飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に用いて 造するための原料又は材料を含む。)に用いてはならない。

はならない。

エ ［略］ エ ［略］

(3) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の (3) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の

使用の方法の基準 使用の方法の基準
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ア ［略］ ア ［略］

イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及 イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及

び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質( び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質(

確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び 確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び

確認済原料混合肉骨粉等を除く。)又は魚介類由来たん白質( 確認済原料混合肉骨粉等を除く。)又は魚介類由来たん白質(

確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は、豚、鶏、 確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は、豚、鶏又

うずら又は養殖水産動物に対し使用してはならない。 はうずらに対し使用してはならない。

ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由 ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由

来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来 来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来

たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は

、家畜等(牛等、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を除く。) 、家畜等(牛等、豚、鶏及びうずらを除く。)に対し使用して

に対し使用してはならない。 はならない。

(4) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の (4) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の

保存の方法の基準 保存の方法の基準

ア ［略］ ア ［略］

イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及 イ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等及

び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質( び確認済原料混合肉骨粉等を除く。)、家きん由来たん白質(

確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び 確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等及び

確認済原料混合肉骨粉等を除く。)又は魚介類由来たん白質( 確認済原料混合肉骨粉等を除く。)又は魚介類由来たん白質(

確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は、豚、鶏、 確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は、豚、鶏又

うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料(飼料を製造するた はうずらを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材
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めの原料又は材料を含む。)に混入しないように保存しなけれ 料を含む。)に混入しないように保存しなければならない。

ばならない。

ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由 ウ ほ乳動物由来たん白質(確認済血粉等を除く。)、家きん由

来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来 来たん白質(確認済チキンミール等を除く。)又は魚介類由来

たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は たん白質(確認済魚介類由来たん白質を除く。)を含む飼料は

、家畜等(牛等、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を除く。) 、家畜等(牛等、豚、鶏及びうずらを除く。)を対象とする飼

を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む 料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しな

。)に混入しないように保存しなければならない。 いように保存しなければならない。

(5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の (5) 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の

表示の基準 表示の基準

ア ［略］ ア ［略］

イ 確認済血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済原料混合肉骨粉 イ 確認済血粉等、確認済チキンミール等若しくは確認済魚介

等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白等 類由来たん白質又はこれらを原料とする飼料には、次の文字

若しくは確認済魚介類由来たん白質又はこれらを原料とする を表示しなければならない。

飼料には、次の文字を表示しなければならない。 使用上及び保存上の注意

使用上及び保存上の注意 1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しな

1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しな いこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処

いこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処 罰の対象となるので注意すること。)。

罰の対象となるので注意すること。)。 2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする

2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする 飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混

飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混 入しないよう保存すること。

入しないよう保存すること。
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（削除） ウ 確認済豚肉骨粉等、確認済家きん加水分解たん白等若しく

は確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には

、次の文字を表示しなければならない。

使用上及び保存上の注意

1 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか及び養殖水産動

物には使用しないこと(牛、めん羊、山羊、しか又は養

殖水産動物に使用した場合は処罰の対象となるので注意

すること。)。

2 この飼料は、牛、めん羊、山羊、しか及び養殖水産動

物を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材

料を含む。)に混入しないよう保存すること。

3 以降 ［略］ 3 以降 ［略］

※「養殖水産動物」については別表１の１（３）イ（ウ）で定義済



豚肉骨粉等の養殖水産動物への飼料利用における管理措置

食肉処理場等
以下の要件を満たす

原料を化製場へ供給
•原料（肉くず、骨）に牛等
の反すう動物を含まない。

•豚と家きんの分別管理、
分別出荷。

化製場
• 以下の基準に適合する豚肉

骨粉等のみを製造・出荷
①原料受入時における原

料の供給管理票の確
認、目視検査

②豚肉骨粉等（注１）の製造
ラインの分離、器材の
専用化

• 製造・販売記録の保存

配合飼料工場
• 豚、鶏、養殖水産動物用
飼料の製造において
製造基準適合確認書が交

付された化製場からの肉
骨粉等で供給管理票（注２）

が添付されたもののみを
使用

• 豚肉骨粉等（注１）を含む飼
料は、牛等に給与できな
いことを表示

原料の供給
管理票（注２）

肉骨粉等
の供給管
理票（注２）

養殖水産動物用
飼料として使用を
再開

調査

大臣確認

立入検査

立入検査

農林水産大臣

注）１．「豚肉骨粉等」とは、①豚に由来する肉骨

粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉、
②家きんに由来する加水分解たん白質
及び蒸製骨粉、③家きん及び豚に由来
する原料を混合して製造した肉骨粉、加
水分解たん白質及び蒸製骨粉。

２．「供給管理票」とは、原料又は製品の出
荷・荷受を管理するのための帳票。

別紙２

FAMIC 〔(独)農林

水産消費安全技
術センター〕

地方農政
事務所

ＦＡＭＩＣによる立入検査を行い、
製造基準が満たしていることが
確認できた化成場に対してのみ、
製造基準適合確認書を交付
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