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平成14年4月

■ 国民の健康保護が最も重要

■ 農場から食卓まで

■ 科学データに基づく判断

■ 後始末より未然防止

○ 我が国は、平成１５年に食品安全基本法を制定し、上記
を食品安全行政の基本理念に反映

リスクアナリシス
の導入

食品安全行政に関する世界的傾向

一次生産から消費までをカバー
（フードチェーン・アプローチ）
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○食品安全行政の考え方等について



消費者生産者

加工・流通段階生産段階

食品農畜水産物
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国
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品 厚生労働省

（国内流通食品の監視）

（農薬取締法等による
国内の生産資材の規制等）

農林水産省
(国産農林水産物等の生産、流通及び消費の改善を通じた安全の確保）

輸
入
品
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局

厚生労働省
（輸入検疫の実施）連携農業部局
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フードチェーン・アプローチ

世界では、生産から消費にわたって、食品の安全性向上
に取り組むことが常識
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食品安全行政の実施体制

農場から食卓までの
安全管理の徹底、
生産資材の規制

農林水産省

評価結果の通知、勧告

評価の要請

評価結果の通知、勧告

食品安全委員会

厚生労働省

流通食品の監視、
輸入検疫の実施、
規格基準の策定

健康への影響の評価

評価の要請

○ 農林水産物や食品の安全は、その流通・消費において前提となるもの。

○ 食品の安全性を確保する施策として、① 厚生労働省が食品衛生法に基づき、基準の策定や取締りを実施。
② 農林水産省が生産資材の規制や生産・製造過程における管理・指導による安全性向上の取組を実施。

○ また、平成15年７月から、食品安全行政について① 食品の安全性向上に取り組む部門 と ② 有害物質等に
よる健康への影響を評価する部門 を分離すべきとの考え方の下、評価機関として食品安全委員会を設置。

消費者庁
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リスクコミュニケーションの推進



WTO/SPS協定と食品安全

○ WTO加盟国の食品安全に関する措置は、

• 科学的原則に則っていなければならない～科学的根拠な
しに維持してはいけない（第2条2）

• もし国際的な基準（Codex規格）が存在するならば、原則と
してそれに基づいていなければならない(第3条1)

• Codexによって確立されたリスク評価の手法に基づいてい
なければならない（第5条1)
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Sanitary and Phytosanitary
(人、動物、植物の生命もしくは健康）

※ WTO/SPS協定についての農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/index.html

コーデックス委員会の概要
Codex Alimentarius Commission
（ＣＡＣ）

 国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)によって

1963年に設立された国際的な政府間機関。

 消費者の健康保護、公正な食品貿易の確保。

 国際食品規格（コーデックス規格）を作成

 事務局：FAO本部 （ローマ）

 参加国：186カ国＋1加盟機関（EU） （2014年1月現在） 6

＝食品安全 ＝品質、表示



コーデックス委員会の組織図 (2014年2月現在)

コーデックス総会 (CAC)

執行委員会 (CCEXEC) 事務局

一般問題部会
（10部会）

個別食品部会
（12部会）

特別部会

（現在設置なし）

地域調整部会
（6部会）
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■ リスク管理

関係者と情報・意見を交換しながら、リスク低減のための

政策・措置を検討し、必要に応じて実施すること

■ リスク評価
食品中の有害物質によって、どのくらいの確率でどの程度の
健康への悪影響が起きるかを科学的に評価すること

■ リスクコミュニケーション

リスクアナリシスの全過程において、食品事業者、消費者など
関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること

問題発生を未然に防止したり、悪影響の起きる可能性を低減
するための枠組み

食品安全に係るリスクアナリシス

コーデックス委員会はH15年にリスクアナリシスの作業原則を採択
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第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

17基本計画でリスクアナリシス導入を位置づけ

１．食料の安定供給の確保に関する施策

国民の健康の保護を最優先とした施策の展開により、食の安全
や、消費者の食に対する信頼を確保する。

ア リスク分析に基づいた食の安全確保

リスク分析の考え方に基づき、有害な微生物や化学物質等が
人の健康に与える悪影響の確率と程度について科学的な評価
を行い（リスク評価）、その結果に基づき、食品によるリスクを低
減するための措置を、その実効性等も考慮して実施する（リスク
管理）。リスク評価とリスク管理を行う際には、関係者と情報・意
見の交換を行い、施策に反映させる（リスクコミュニケーション）。

（１）食の安全及び消費者の信頼の確保

17基本計画 （抄）
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【内容】
農林水産省が行うリスク管理（ハザードに関する情報の

収集・分析、データの作成、リスク評価の諮問、施策の検
討・決定に当たり考慮すべき事項等）の標準的な手順を
明確にした手順書

【効果】

・ 科学的原則に基づいて国際的に合意された枠組に
則ったリスク管理が可能

・ リスク管理を一貫した考え方の下で実施
・ リスク管理の過程で利害関係者の意見を反映

リスク管理の標準手順書（ＳＯＰ）
（Standard Operating Procedure）

公表：平成17年8月25日、平成24年10月16日改訂

10



体制の強化

（実態調査が不可欠）

情報の収集

実態調査

リスク管理措置の策定・実施

安全を確認安全な食品

評価

食品の安全性の向上

国際規格・
基準、実施
規範

科学的根拠に立脚 国際基準への整合

我が国の
実態を反映

活用

○行政における推進計
画策定、試験研究結果
の解析

○行政・社会ニーズに即
応した試験研究

レギュラトリー
サイエンス

関係者との連携、
意見聴取

例：コメ中の
カドミウムの
基準値

優先度リスト
有害化学物質 26（H22.12） カドミウム等
有害微生物 6（H24.3） サルモネラ等

11

優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト

（平成22年12月22日現在）

○リスク管理を継続するため、直ちに、含有量実態調査、リスク低減技術の開発等を行
う必要のある危害要因

（１）一次産品に含有
(環境中に存在） ヒ素、カドミウム
(かび毒) アフラトキシン、ゼアラレノン、T-2トキシン、HT-2トキシン、フモニシン

（２）調理、加工などで生成
アクリルアミド、多環芳香族炭化水素(PAH)、フラン、ヒスタミン

○リスク管理を継続する必要があるかを決定するため、危害要因の毒性や含有の可能
性等の関連情報を収集する必要がある危害要因、または既にリスク管理措置を実施
している危害要因

（１）一次産品に含有

(環境中に存在)
鉛、メチル水銀、ダイオキシン類(コプラナーPCB含む)、ポリブロモジフェニルエー
テル(PBDE)、パーフルオロオクタン酸（PFOA）及びパーフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）、農薬として使用された履歴のある残留性有機汚染物
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優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(2)

（平成22年12月22日現在）

（１）一次産品に含有 （続き）
(かび毒)

オクラトキシンA、デオキシニバレノール、ニバレノール、パツリン

(海産毒、その他)
麻痺性貝毒、下痢性貝毒、シガテラ毒、ドウモイ酸、ブレベトキシン、硝酸性窒素

（２）調理、加工などで生成
トランス脂肪酸、クロロプロパノール類(3-MCPD、1,3-DCP、3-MCPD脂肪酸エス

テル)
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優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト

（平成24年3月23日現在）

○リスク管理を実施するため、直ちに汚染実態調査の実施及
びリスク管理措置を検討する必要がある危害要因

カンピロバクター
サルモネラ
腸管出血性大腸菌
ノロウイルス
リステリア・モノサイトジェネス

○リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置を検討するため
の基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害
要因

クドア・セプテンプンクタータ

14



実態調査の結果公表

15http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result_micro.html

有害化学物質・有害微生物の実態調査の結果は、ホームページやデータ
集・論文等で公表。国際機関（コーデックス委員会等）の議論にも活用。

＜例＞
有害化学物質の実態調査結果（H15-H22年
度）を品目毎にまとめたデータ集を作成。

a. 分析点数：約34万4千点

b. 調査品目数 ：農産物54、畜産物6、水産物
30、加工食品38

c. 有害化学物質 ：かび毒、重金属（鉛、水銀、

カドミウム）、ヒ素、ダイオキシン類、アクリル
アミド、クロロプロパノール類、多環芳香族
炭化水素類(PAHs)、ヒスタミン、フラン、残
留農薬266種類

生産者や食品事業者向けの指針等（例）

• 麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のた
めの指針（H20年12月）

生産者・指導者向け

 コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針（H23年8月）指導者向け

 食品（アミノ酸液を含むしょうゆ）中のクロロプロパノール低減
指導（H20年、H24年）

 食品中のアクリルアミドを低減するための指針（H25年11月）

食品事業者向け

＜米＞

＜麦＞

 米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン（H24年2月）生産者向け

 牛肉の生産衛生管理ハンドブック第2版（H25年11月）

 鶏肉の生産衛生管理ハンドブック第2版（H25年11月）

 鶏卵の衛生管理ハンドブック（H24年6月）

＜加工食品＞

生産者・指導者向け

＜食肉・鶏卵＞

外食産業事業者向け  生食用食肉の取扱いマニュアル第2版（H24年2月）

 栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針（H23年6月）生産者向け

＜野菜＞

16



新たな有害化学物質の例

 農産物に付着したカビが産生するカビ毒について、糖などと結合した化学構造を持

つものの存在が最近報告 （例：デオキシニバレノールの配糖体） 。

＜結合型のカビ毒（カビ毒配糖体など）＞

カビ毒の化学構造
糖の

化学構造

＜グリシドール脂肪酸エステル、3-MCPD脂肪酸エステル＞
 油脂の脱臭・精製工程で意図せず生成し、油脂を使用する食品中に含まれることが

近年報告。体内でグリシドール（発がん性）や3-MCPD（腎臓への毒性）が生じること

による健康影響が懸念。国際的なリスク評価が予定。

グリシドール 脂肪酸

3-MCPD 脂肪酸
17

○ 安全な農畜水産物を安定供給するために、安全な農薬、肥料、飼料、動物医薬品の生産資材が必要。

○ 生産資材は、農産物や家畜に対して安全であり、農畜産物等を介して人の健康へ悪影響を及ぼさないこと
が必要。

○ このために、

・事前に評価を行い、定められた使用量や休薬期間等に従って使用すれば安全であると確認された資材
のみ登録・承認。

・現場での適正施用・管理についても指導し、安全を確保。

安全な生産資材の確保と適正使用の推進

農薬
・国産飼料に使われた農薬の畜産物中への残留を把握す
るための試験データを登録申請時に要求（パブコメ中）

肥料
・汚泥肥料中の重金属管理のための手引書の作成（H22.8）

安全な農産物
（飼料作物を含む)

安全な畜産物

飼料
・各種ガイドラインの策定と周知・徹底
（食品残さ等利用飼料（H18）、有害物質混入防止（H19））

動物用医薬品
・日米欧での動物用医薬品の安全性確認手続きの共通化
（H22年度以降で11ガイドライン）

農産物生産における生産資材 畜産物生産における生産資材

〔適正な施用・管理〕 〔適正な施用・管理〕

安全な食品の安定供給
18



○ 科学的知見に基づき、リスクの程度に応じたリスク管理措置を実施

BSE関係規制

１ 飼料規制

（１）肉骨粉等
・反すう動物由来肉骨粉等を用いた反すう動物用飼料の製造・販売・使用を禁止（省令、H13.9）
・肉骨粉等について、すべての国からの飼料・肥料としての輸入、国内における製造・出荷を一時全面停止（通知、H13.10）
・その後、法的に規制するとともに、国内の肉骨粉等の取扱いについては、科学的知見に基づき随時見直しを実施

（省令、H13.10以降）
・例えば、豚由来肉骨粉について、交差汚染防止対策として、大臣確認制度を導入のうえ、豚、鶏及び魚用飼料への利用を再開

（省令、豚・鶏用 H17.4.1施行 魚用 H20.5.28施行）

（２）反すう動物用飼料の製造工程分離
・配合飼料製造工場における反すう動物用飼料及びそれ以外の飼料の製造工程の分離を法的に規制

(省令、H15.7.1施行（H17.4.1より完全施行））

（３）「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」を制定（通知、H15.10）
取扱場所、製造・保管施設、輸送車両の専用化や、製造・保管施設等の洗浄 など

（４）対象家畜の追加（しか、めん羊、山羊）（政令、H15.7.1施行）

（５）輸入飼料の原材料の届出、小売業者の届出の義務化等（省令、 H17.8.30施行）

２ 肥料規制
・肉骨粉等について、すべての国からの飼料・肥料としての輸入、国内における製造・出荷を一時全面停止（通知、H13.10）
・牛の肉骨粉について、牛の飼料への流用・誤用を防止する措置を義務付けたうえ、肥料利用を再開(省令等、H26.1)

19

・牛の肉骨粉は、我が国でのBSEの発生に伴い、平成13年10月以降製造及び出荷を停止。
・その後、飼料規制の徹底によりBSEの発生リスクが大きく低減していることを踏まえ、昨年、肉骨粉の肥料利用について、

食品安全委員会に諮問し、牛の飼料への誤用・流用を防止する措置が採られることを前提とすれば問題ない旨の答申。
・本年１月より、牛の肉骨粉の肥料利用を再開（平成26年1月）。

BSE関係規制（牛の肉骨粉の肥料利用の再開）

と畜場等
（特定危険部
位(SRM)の
混入防止）

 せき柱等の特定

危険部位の混入
防止

レンダリング事業場

（ライン分離）

 製造ラインの分離、
器材の専用化

 管理票及び目視によ
る原料の確認

原料の供
給管理票
を添付

肉骨粉の
供給管理
票を添付

地方農政局等
製造開始前の確認検査

（FAMIC）
 事業場毎に製造工程を確認して公表

立入検査

連 携

肉骨粉 化学肥料等

複合肥料

表示の例

この肥料を家畜に与
えたり、牧草地へ施
用しないでください。

複合肥料製造工場
流用･誤用の防止を義務付け

 飼料への流用･誤用を防ぐため、摂取防
止材の添加、化学肥料等と混合

 「放牧地への施用禁止、家畜の口に入れ
ない」旨を肥料容器へ表示

 管理票が添付された肉骨粉のみを使用

肥
料
販
売
店

同行調査

FAMIC
〔(独)農林水産消費安全技術センター〕都道府県

大臣確認

混
合

（破線で囲んだ部分を新たに導入）立入検査

○ 牛の肉骨粉の肥料利用に当たって導入する管理措置

20



審議会
動物薬：薬事・食品衛生審議会
飼料等：農業資材審議会

食品安全委員会厚生労働省
（薬事・食品衛生審議会）

農林水産省

農林水産省

生産資材の安全確保の検討に必要なデータ

畜水産物の安全性向上

諮問 意見聴取 諮問

答申

諮問

答申

答申

回答

・動物での残留・毒性試験

・サーベイランスの実施、
汚染実態調査

・データ作成のための試験
法・評価法
・リスク低減の技術開発 等

使用基準・安全基準等の検討

動物に対する安全性等を審議

畜水産物としての安全性を審議

食品健康影響評価
（リスク評価）

安全基準等の設定・見直し（パブコメ、関係省令・告示等の改正）

○ 生産資材の安全確保に関するフロー

安全基準等の設定・見直し

○ 22年度以降で飼料59項目、動物用医薬品23項目

・モニタリングの実施

・モニタリングのための
分析法の開発

飼料の安全基準等の設定・見直し
（22年度以降59項目）

例）有害物質：メラミン、放射性物質
農薬：イプロベンホス
その他、分析法の改正・設定 等

動物薬の使用基準等の設定・見直し
（22年度以降23項目）

例）ツラスロマイシンという抗菌剤を豚
に使用する場合（H24.12）

用法と用量：筋肉内注射で、
体重1 kg当たり
2.5 mg/day

使用禁止期間：食用目的で、と畜す
る前28日間

21

・食料自給率向上の観点から、飼料用米や飼料作物の生産拡大を推進中。
・飼料として利用する作物に使用することのできる農薬の登録申請時に、畜産物中への残留を評価するための
試験データを新たに要求することについて、現在、パブコメ中。

国産飼料に使われた農薬の畜産物中への残留を把握するための
試験データを農薬の登録申請時に要求

農薬を使用方法どおりに
使用して農作物を生産

農薬を使用した農作物
を飼料として給与

≪現行≫
・乳汁移行試験

≪今後≫
・家畜代謝試験

（家畜の体内でどの
ように変化するか）

・家畜残留試験
（乳や肉などの畜産

物中にどの程度
残留するか）

○要求する試験データを変更

各試験データを用いて畜産物
の安全性を評価

飼料として利用する農作物

稲わら

飼料用米

牧草

など

乳に移行する
農薬は使用不可

畜産物に基準値
を設定した上で
使用可能稲

22



目的

飼料は、家畜に対して安全であるとともに、畜産物等を介して人の健康へ悪影響を及ぼさないこと
が必要である。このため、本ガイドラインによって、食品残さ等を利用して製造される飼料の安全確保
等の観点から、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本的な指針を示している。

主な内容
○ 原料の収集、分別の条件

排出元での分別の徹底、責任の明確化 等

○ 原料の運搬、保管の条件
保冷車による品質劣化の防止 等

○ 製造の条件
受入時の分別、加熱による病原微生物汚染の防止、品質管理等

例：牛などの反すう動物に給与される又はその可能性のある
飼料に動物由来たんぱく質等が混入しないように取り扱うなど

○ 製品の保存、出荷の条件
異物混入の防止、温度管理、帳簿の記載 等

○ 食品残さ等利用飼料の安全性確保ガイドライン（H18～）の概要

各種手引等
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・安全な汚泥肥料を生産するためには、汚泥肥料中の重金属を適切に管理することが重要。
・コストを抑えつつ、汚泥肥料中の重金属の検査を行い、濃度の低減を図ることが可能となるよう、汚泥肥料の
生産業者向けの手引書を作成（平成22年8月）。

各種手引等（汚泥肥料中の重金属管理のための手引書の作成）

対象とする肥料、重金属

下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料等中のひ素、
カドミウム、水銀、ニッケル、クロム及び鉛

サンプリング検査計画の概要

生産事業者は手引書を参考に以下の項目
を含むサンプリング検査計画を策定。

・品質管理責任者の業務
・簡易サンプリング方法の設定
・自主管理基準値の設定
・分析の精度管理
・不適合時の製品の処置
・自己点検

24



○ ２２年度以降で１１ガイドライン（VICHの概要）

日米欧での動物用医薬品の安全性確認手続の共通化

動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力
（International Cooperation on Harmonization of Technical 

Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products）

メンバー国：日本、米国、EU
オブザーバー：カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

○ 承認審査資料の試験法国際ガイドライン等をこ
れまでに５０程度作成

○ ２２年度以降では１１ガイドラインを国内で適用

承認審査の迅速化等
に貢献

ドラッグラグの解消
生産現場にいち早く供給

グローバルアウトリーチ活動
世界中にガイドラインを普及し
良質な動物薬の流通を促進

・運営委員会
・エキスパート・ワーキンググループ

➣ 承認審査の迅速化等に貢献
するため、日本、米国及びEUの

審査当局と動物薬業界が協力
し、動物用医薬品の承認審査に
必要な試験の方法等の共通化・
統一化を推進。

＜背景＞

 動物用医薬品は、各国とも各
国の承認を受けた後、製造販売。

 承認審査では、安全性や効能
効果を評価するため、毒性試験、
残留試験など多くの試験成績が
必要（メーカーが必要な試験成績
を添付）。

 添付すべき試験の実施方法の
国による違いが、ドラッグラグや
メーカーの開発経費、末端価格
の上昇の要因。
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機関・団体 ＧＡＰの定義

国連食糧
農業機関
(ＦＡＯ)

(仮訳)ＧＡＰとは、農業生産の環境的、経済的
及び社会的な持続性に向けた取組であり、結
果として安全で品質の良い食用及び非食用の
農産物をもたらすものである。

農林水産省
ガイドライ
ン

農業生産工程管理(GAP：Good Agricultural 
Practice)とは、農業生産活動を行う上で必要
な関係法令等の内容に則して定められる点検
項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確
な実施、記録、点検及び評価を行うことによ
る持続的な改善活動のこと。

農業生産工程管理（ＧＡＰ）とは

26



準備 育苗 栽培管理 収穫・調製・出荷

□ 堆肥等の有
機物の施用に
よる土づくりを
行いましたか

□ 機械作業の際
の作業服は袖や
裾が締まるものを
着用しましたか

生産 出荷

□ 収穫コンテナ
の洗浄等収穫物
の病原性微生物
等による汚染予
防対策を行いまし
たか

生産工程の点検項目のイメージ

□ 用水の水源
は何か知って
いますか

□ 種子証明
書・購入伝票
を保管してい
ますか

□ 農薬は、栽培マニュアル
や農薬ラベルに記載されてい
る薬剤、使用量を守って使用
しましたか

□ 肥料又は
液肥は、施肥
基準に基づい
て施用しました
か

＜野菜＞

27

環境の保全

（例）農薬や肥料による環境
負荷の低減

食品の安全性向上

（例）農産物の病原微生物等
による汚染の低減

競争力の強化

労働安全の確保

（例）農作業中の事故の回避

品質の向上 農業経営の改善や効率化

消費者や実需者の信頼確保

（例）関係者との情報・意見
の交換に活用

ＧＡＰ導入のメリット
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濃度
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.50

度
頻

濃度
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.50

度
頻

工程管理の実施、記録、点検、評価
により有害物質の含有濃度の分布が
左へシフト
→消費者の摂取量が低くなり

安全性の向上が図られる

ＧＡＰの実践によりもたらされる効果例

農作物中の有害物質濃度の分布
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農業者がＧＡＰに取り組むことが必要な理由（消費者）農業者がＧＡＰに取り組む必要性（消費者）

ＧＡＰ導入に対する意識

出展：農業生産工程管理（ＧＡＰ）及び環境に配慮した農産物に関する
意識・意向調査結果（農林水産省調べ）（平成24年12月）
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産地におけるＧＡＰ導入・実践の流れ

① 合意形成・体制作り

② （Plan）農場利用計画・点検項目の作成

③ （Ｄo）実践・記録

④ （Ｃheck）点検・評価

⑤ （Ａction）改善
31

基礎ＧＡＰ

平成１７年基本計画において、

「平成１８年度までに、主な作物別のＧＡＰ（適正農業規範）の
策定と普及のためのマニュアルを整備し、各地域や作物の特性等
に応じたＧＡＰの策定」としたところ。

平成１９年３月 「基礎ＧＡＰ」を策定平成１９年３月 「基礎ＧＡＰ」を策定

○ 基礎的な事項（農薬の適正使用・環境との調和のための基
本的な取組等）について、全国的に汎用性の高いＧＡＰ手法
のモデル。

○ 項目数は約２０項目
○ 米、麦、大豆、露地野菜、施設野菜、果樹、花き、茶、

きのこの９品目について「生産者用」「産地用」を策定。
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共通基盤の必要性
○ 国内に様々な内容のＧＡＰが存在し、農業者・産地の負担が懸念される状況にあること
から、共通の基盤の整備が必要。

○科学的知見に基づき農産物の安全性向上のため有効な取組を生産者が確実に実施できる
ようにすることが必要。

○食品安全のみでなく環境保全や労働安全の様に幅広い分野を対象として取り組むことが
必要。

高度な取組内容を含むＧＡＰの共通基盤に関するガイドラインを策定
２２年４月策定：米、野菜、麦を対象に策定

２３年３月改定：他の作物及び林産物を対象に追加

２３年６月改定：野菜の病原微生物汚染低減に関する指針の策定に伴いガイドラインを一部改定

２３年８月改定：コメ中のカドミウム濃度低減に関する指針の策定に伴いガイドラインを一部改定

２４年３月改定：米のカビ汚染防止のための管理ガイドラインの策定に伴いガイドラインを一部
改定

→・我が国の農業生産活動において、特に実践を奨励すべき取組を共通
基盤として明確化

・個々の法令等に定められている取組をパッケージとしてとりまとめ

高度な取組内容を含むＧＡＰの共通基盤に関するガイドラインを策定
２２年４月策定：米、野菜、麦を対象に策定

２３年３月改定：他の作物及び林産物を対象に追加

２３年６月改定：野菜の病原微生物汚染低減に関する指針の策定に伴いガイドラインを一部改定

２３年８月改定：コメ中のカドミウム濃度低減に関する指針の策定に伴いガイドラインを一部改定

２４年３月改定：米のカビ汚染防止のための管理ガイドラインの策定に伴いガイドラインを一部
改定

→・我が国の農業生産活動において、特に実践を奨励すべき取組を共通
基盤として明確化

・個々の法令等に定められている取組をパッケージとしてとりまとめ 33

34



35

ガイドラインに則した
ＧＡＰ導入産地数

ＧＡＰ導入産地数に
占める割合

野菜 618 39%

米 99 37%

麦 89 40%

果樹 114 30%

大豆 60 36%

５品目計 980 38%

（※１）農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン
（※２）調査対象は、野菜、米、麦、果樹、大豆のＧＡＰ導入産地

農林水産省調べ（平成２５年３月末現在） 36
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○ 食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する社会的な要請に対応し、食品製造業界全体
にＨＡＣＣＰの導入を促進

○ 農林水産省と厚生労働省との共管

○ 平成10年に制定

○ 施設整備への(株)日本政策金融公庫による長期低利融資支援

ＨＡＣＣＰ支援法とは
（法律名：食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第59号））

基本方針

高度化基準

高度化計画又は高度化基盤整備計画

指定認定機関
（22事業者団体）

認
定

提出

高度化基準に沿った工場の新設・改修、
運用体制の整備計画

ＨＡＣＣＰに対応した工場及び運用体制の整備

事 業 者
認
定

提出

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る

施
設
整
備
に
対
す
る
長
期
低
利
融
資

(株)

厚生労働大臣・農林水産大臣
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