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生産工程管理の規格
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製品の品質を保証する管理には、様々な規格があります。

規格

ISO9000シリーズ 「一貫した製品・サービスの提供と「顧客満足の向上」
を実現するための品質マネジメントシステム

GMP 製造業者及び製造販売業者に求められる「適正規
範」であり、製造管理・品質管理方法

HACCP 食品の安全性を担保するため、食品製造の各工程に
おいて、どこで異物混入や微生物汚染などのハザード
が発生するかを予測・分析して未然に防ぐ方法

ISO22000

（FSSC22000）
HACCPの衛生面を含め、消費者へ安全な食品を提
供することを目的とした食品安全マネジメントシステム
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製品管理
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これまでの製品管理は、完成した製品を管理することにより、
製品の品質確認が行われていました。

原材料 製品 検査 出荷

原材料 製品 検査 出荷工程１ 工程２

生産工程をチェックすることで、最終製品の検査前に製品の
異常等が発見できるようになります。

チェック チェック



消費・安全局

農林水産省 消費・安全局 ／Food Safety and Consumer Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

生産工程管理により防ぐことができる事故等
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様々な製品のリコールの中には、生産工程管理を行ってい
れば防ぐことができたかもしれない事故が多くあります。

例えば

配合肥料Aを袋詰したものに化成肥料Bの保証票
を添付してしまった！

製造指示書、包装及び保証票のそれぞれを確認していれば
防げたかもしれません

保証票
化成肥料B
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生産工程管理により防ぐことができる事故等
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様々な製品のリコールの中には、生産工程管理を行ってい
れば防ぐことができたかもしれない事故が多くあります。

例えば

製造機器の一部が破損していた！
もしかしたら破損した部品が製品に混入したかも

しれない・・・

点検を行っていれば、破損前に機器の異常を発見できたか
もしれません
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肥料の生産工程管理
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肥料の生産においても
・生産工程ごとに、必要な確認を行い、記録を残すこと
・いつ、どのような原料を使って製造された製品が、どこに出荷されたのか
一連の流れを追うための工夫
が必要です。

原
料
受
入

原
料
投
入

配
合
・
混
合

造
粒

保
管

分
析

包
装

出
荷

原料の品質
適切な保管

誤投入対策
計量ミス対策

正常な機器
均一な混合

適切な水分量
粒径の管理
乾燥条件

保管場所
保管条件

分析手法
分析精度

袋の取違対策
保証票ミス対策

出荷先管理
出荷ロット管理
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肥料の生産工程管理
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普段行っている作業について、手順を文書化し、それに基づいた記録を
残すことが生産工程管理の第一歩です。

ルールを決めて文書化する

記録にする
実行する
見直す
改善する

ACTION PLAN

DOCHECK
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肥料事業者のための自主的管理マニュアル
使い方ガイド

～事例で学ぶ
違反対策の重要性～

マニュアル

ガイドの流れ

事例

対策原因

マニュアルの
該当ページを記載
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マニュアルの概要

そのため、実際の違反事例を整理し、

・肥料の保証成分確保
・適切な原料管理
・表示の適正性

に影響を与えるポイントを明らかにし、改善策の
例をマニュアルとしてまとめました

立入検査において保証成分量の不足、原料や保証
成分等の表示に係る誤り等が散見

場合によっては大きな経済被害が生じた事例も
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事例１．原料管理

事例

選択した農業者に不利益を与え、
詐欺行為と見なされないために

使用した原料が正しく表示に反映
されているか？

①法令の理解不足対策(マニュアルP29)

②社内での確認・情報共有改善(P35)

③OJT等の教育手順の整備(P41)

④使用した原料等を記録する整備(P42)

原料管理 原料の記載不適正

①法令の理解不足：原料の表示

②設計・指示ミス

③作業者の技能不足

④原料の記録欠如

設計時、原料・表示変更時、
製造時、異動時に注意

原因 対策
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事例２．保証票の表示

①法令の理解不足：保証成分量の表示

②設計・指示ミス

③製造中の作業ミス

④作業者の技能不足

⑤印字機の作動不良

期待される効果が出ず、
賠償責任を負わないために

製品に含まれる成分（効果）が
表示に反映されているか？

①法令の理解不足対策(P29)

②社内での確認・情報共有改善(P35)

③社内での作業手順の整備(P31)

④OJT等の教育手順の整備(P41)

⑤設備の定期メンテナンス・点検(P45)

保証票の表示 保証票の不適正事例

原因 対策
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事例３．品質管理

①法令の理解不足：有害成分量など

②確認・情報共有不足

③反応や配合の不均一

④生産時・原料変更時の分析・管理不足

⑤機器の不備

有害成分等が原因で、農作物の
商品価値を損なわないために

不適切な品質の製品を生産・流通
させていないか？

①法令の理解不足対策(P29)

②社内での確認・情報共有改善(P35)

③社内での作業手順の整備(P31)

④使用した原料等を記録する整備(P42) 

⑤設備の定期メンテナンス・点検(P45)

品質管理
成分の不適正

事例

原因 対策
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改善ポイントの確認

保証成分量の不足の場合

⚫ 製造指図書、日報等の書類による原料の投入量の確認や定期的な品質管理等、保証
成分量不足を防止するために社内で確認・情報共有するための体制や手順等は定め
ていますか。
はい
いいえ →…社内での確認・情報共有システム改善対策（35ページ）

⚫ 反応や配合の不均一等が生じないよう、反応時間や投入順序等について、書類等に
より適切な作業手順を定めていますか。
はい
いいえ →…社内での作業手順の整備対策（31ページ）

⚫ 原料投入時に異常が生じた際、使用した原料等に関して詳細を確認できる書類等を
整備していますか。
はい
いいえ →…使用した原料等に関する記録の整備対策（42ページ）

⚫ 台ばかりのセッティングの不備等が起こらないよう、定期的にメンテナンス・点検
は行われていますか。
はい
いいえ →…設備の定期メンテナンス・点検対策（45ページ）

これまで事故等が起こっていなくても、将来的に起こらないとは限りません。
自社の品質管理に改善点がないかチェックしましょう。

※当スライドはマニュアル19～20ページの内容です
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改善策を策定する際のポイント

①チェックシート（日常点検の記録例）

原料供給機の日常点検簿
点検月日 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日
点検者 山口 山田 佐藤 伊藤 斉藤
異常がないか確認 〇 〇 〇 〇 〇
異常なし：〇、異常あり：×

何を確認するかわかりづらいため、点検者によりばらつきが生じる。
さっと見ただけで異常がないと判断してしまう。

異物混入などで顧客からクレームがくることも

「チェックシートや手順書ならもう作っている」という方も、内容に改善点
がないか今一度ご確認ください。
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改善策を策定する際のポイント

①チェックシート（日常点検の記録例）
製造責任者確認署名欄 加藤

原料供給機の日常点検簿

点検月日 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日 〇月△日 〇月〇日

点検者 山口 山田 佐藤 伊藤 斉藤
機械が適正に動くか確認 〇 〇 〇 〇 〇

機械に異音が聞こえないか確認 〇 〇 〇 ×→〇 〇
原料投入前に他の原料が入って
いないか確認

〇 〇 〇 〇 〇

原料が固結していないか確認 〇 〇 〇 〇 〇
異常なし：〇、異常あり：×

備考

〇月△日
担当者 伊藤：異音が聞こえたため確認したところ、ねじが緩ん
でいた。締め直しを行った。
製造責任者コメント：対応を確認済。どこかに不具合があるかも
しれないので機器の全体メンテナンスを行い、原因究明を行うよ
う指示した。
不具合対応記録参照

品質を確保するために重要なポイントを踏まえ具体的な確認内容を記載

チェック時には他にも・・・
各工程で複数人での確認を行う

工場全体での確認体制を決めておく
などを定めるようにする
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改善策を策定する際のポイント

②手順書

実際の作業の流れだけが決められており、

責任者等が明確に決められていない
確認体制や役割分担、情報共有の流れが

不明瞭

原料の変更が伝わっておらず、包装の表示に
入っていない原料が混入することも

作業手順書

１．○○を確認する。
２．○○を〇分稼働する。

・・・
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改善策を策定する際のポイント

②手順書

責任者を明確にしておく
確認体制や役割分担、情報共有の流れを

明確にしておく

作業手順書

１．製造責任者として製造
部長を～
２．品質管理責任者として
品質管理部長を～
３．○○については品質管
理責任者が～

手順書には他にも・・・

不具合が生じた際の具体的な対応
改善に関する具体的な手順

記録の管理手順

などを定めるようにする
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「肥料事業者のための自主管理マニュアル」
には実際の例を元に、他にも気をつけるべきことや、
具体的な対応策等をまとめていますので、こちらをご
参照頂くなどして、事故等が起こらないように今後の
品質管理を進めていただきますようお願いいたします。

掲載HP：

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k hiryo/2

20513.html
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https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/220513.html

