
愛がん動物用飼料の安全性の確保に
関する法律（ペットフード安全法）の概要

平成２７年２月

農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課

本日お話しすること

Ⅰ ペットフード安全法の概要
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Ⅲ ペットフードの安全確保の体制等

Ⅳ ホームページの紹介
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Ⅰ ペットフード安全法の概要
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目的（第１条）

愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の
健康を保護し、動物の愛護に寄与する。

対象となる愛がん動物
犬・猫

法律の概要

法律の内容
（１）基準又は規格の設定（第５条）及び製造等の禁止（第６条）
（２）有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止（第７条）
（３）愛がん動物用飼料の廃棄等の命令（第８条）
（４）製造業者・輸入業者の届出（第９条）
（５）帳簿の備付け（第１０条）
（６）報告徴収（第１１条）・立入検査（第１２・１３条）

施行期日
○平成２１年６月１日

このために、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行う。
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法律で規制される
ペットフードの範囲は？

ペットの栄養に供するもの
が対象です。
総合栄養食のほか、おやつ、スナッ

ク、サプリメント、ガムも含まれ
ます。

法律の概要

製造業者

販売業者

安全なペットフード

製品

国は製造方法等の
基準・成分の規格を
設定

○基準・規格に合わ
ないペットフードの
製造等を禁止

○有害な物質を含む
ペットフードの製造
等を禁止

○健康被害防止のた
めのペットフードの
廃棄等の命令

＝ （届出・帳簿の備付け義務）

（帳簿の備付け義務（小売の場合は除く））

（届出・帳簿の備付け義務）

海外からの輸入品

輸入業者

国は法の
遵守状況を

監視するた
め、

○報告徴収

○立入検査
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法律の概要



環 境 省
農林水産省

ペットフードの流通

ＦＡＭＩＣ※

輸出国

環境事務所
農政局等

立入検査

都道府県

立入検査

情報提供・指導

情報交換・連携指示・報告

情報提供

情報提供

・ 分析法の開発
・ 情報の収集・提供

相談

獣医師

飼い主

製造業者

原料取扱業者 製造業者 販売業者安全関連の
情報交換

情報提供

製品
安全に関する
ニーズの発信

輸入業者

原料

ペットフードの安全確保の体制
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※農林水産消費安全技術
センター（Food and 
Agricultural Materials 
Inspection Center）の略称

で、法令に基づき食品や飼
料の検査・分析などを実施
している独立行政法人

法律の概要

事業者の種類 事業者としての
届 出

帳簿の備付け 報告の徴収、

立入検査

製造業者 ○ ○ ○

輸入業者 ○ ○ ○

卸売業者

（販売業者に

販売する業者）
× ○ ○

小売業者

（消費者に販売
する業者）

× × ○

○：対象、 ×：対象外

＜届出等の対象となる事業者＞
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製造業者・輸入業者の届出に関する注意！！

変更届出が必要な例
○ 法人の代表者や事務所の所在地に変更があった
○ 製造する事業場を移転した
○ 保管施設を変更した
○ 輸出用のペットフードの製造・輸入を開始した

届出事項の変更

事業の廃止

事業の承継

最寄りの農政局・
地域センターに

届出を！
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Ⅱ 基準・規格

10

・製造基準・成分規格の基本方針

・基準・規格の設定の流れ

・成分規格

・製造方法の基準

・販売用の輸入ペットフードに関する注意！！

・表示の基準



＜製造基準・成分規格＞ 基本方針

１．ペットに対する健康影響要因を特定す
るため、次のような事項を考慮

① ペットフードによるペットの被害事例

② ペットに対する健康影響の強さ

③ ペットフードに使われる原料の汚染状況

④ 諸外国における規制状況

２．動物の生命及び健康の保護のための
措置をとる場合は、科学的な原則に基
づくことが国際的なルール 11

３．関連する科学的知見を収集し、健康に影
響を与える可能性の高い要因を特定

４．安全性を損なう問題などを考慮し、以下の
５つのカテゴリーについて、基準・規格を
設定

残留農薬

かび毒

重金属

使用上の注意
が必要な添加物

有害微生物
ペットフード
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＜製造基準・成分規格＞ 基本方針



５．製品のタイプごとに水分含量が異なるが、基
準値の水分含量は、最も一般的なドライタイ
プの値を参考にして、10％として設定

６．国内の科学的データが十分でない場合は、諸
外国（特に米国、ＥＵ）で設定・運用されている
基準値等を参考に、暫定的な指導基準の設
定等によって対応

７．基準・規格の設定後も、科学的知見の収集に
努め、新たな知見が得られた場合は、専門家
の意見を聴きながら見直しを検討
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＜製造基準・成分規格＞ 基本方針

基準・規格の設定の流れ

ペットフードの安全確保に関する科学的知見を広く収集

国内のパブリックコメントやWTO・SPS協定（※）に基づく国
際的な通報等の手続を経て、省令を改正
※SPS協定とは、人、動植物の生命、健康を保護するための措置（SPS措置）の適用に関する国

際的なルールであり、加盟国が科学的な原則に基づいてSPS措置を講じることを認めている。

基準・規格を
審議

農業資材審議会

ペットフード小委員会

動物愛護部会

中央環境審議会

飼料分科会

合同審議会

飼料安全部会
基準・規格の設定等に関する技術的な
検討を行うため、専門家によって構成
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成分規格

分 類 物質等 上限値（µg/g）

添加物
（２項目）

エトキシキン・ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）・ブ
チルヒドロキシアニソール（BHA）

150（合計量）犬用に
あっては、エトキシキン
75µg/g以下

亜硝酸ナトリウム（平成27年2月20日から適用） 100

農薬
（５項目）

クロルピリホスメチル 10

ピリミホスメチル 2

マラチオン 10

メタミドホス 0.2

グリホサート 15

汚
染
物
質

かび毒
（２項目）

アフラトキシンB１ 0.02

デオキシニバレノール 2（犬用）, 1（猫用）

重金属等
（３項目）

カドミウム 1

鉛 3

砒素 15

有機塩素系
化合物

（５項目）

BHC（α‐BHC,β‐BHC,γ‐BHC及びδ‐BHCの合計量） 0.01

DDT（DDD及びDDEを含む） 0.1

アルドリン・ディルドリン （合計量） 0.01

エンドリン 0.01

ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド（合計量） 0.01

その他（１項目） メラミン（平成27年2月20日から適用） 2.5

製造方法の基準

分 類 物質等 基 準

有害微生物
有害微生物
全般

加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来
し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分
な効力を有する方法で行うこと

添加物
プロピレング
リコール

猫用には用いてはならない

原料全般
その他の有
害物質等

有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚
染され、又はこれらの疑いがある原材料を用い
てはならない
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全般的事項；法律第７条に基づき必要に応じて規制



販売用の輸入ペットフードに関する注意！！

１ 製造国の基準に適合していても、我が国の基準・規格

では違反となる場合があるため、販売前に我が国の基

準・規格に適合していることを必ず確認

２ 基準・規格への適合状況を確認するため、検査する場

合には、必ず公定法「愛玩動物用飼料等の検査法」（

http://www.famic.go.jp/ffis/pet/sub4.html）により実施

輸出国の検査機関の分析は、公定法と異なることが
あり、分析値が低くなる事例が確認されており、注意
してください。
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①名称
ペットフードの商品名をいうが、犬用又は猫用

であることがわかるように記載

②原材料名

原則として使用した原材料（添加物を含む）を
全て記載。添加物以外は、穀類、魚介類等の分
類名による表示も可能な場合あり。

表示の基準

安全確保や問題発生時の原因究明の観点から、以下の５つの事
項について、日本語で表示することが義務化されている。
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③賞味期限
年月日又は年月により表示

○添加物の表示に注意！
甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化
防止剤、発色剤が使われている場合は、添
加物名と用途名の両方の記載が必要です。

例：賞味期限：袋の底に年月で印字(最初の4ｹﾀが西暦年、次の2ｹﾀが月）
底面に「2015 10」と印字 18



表示の基準
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⑤原産国名
内容に実質的な変更をもたらす最終加工工程を完了した国

④製造業者、輸入業者又は販売業者
の氏名又は名称 及び住所

表示内容に責任を有する者について、
事業者の種別とともに記載

○事業者の種別の記載に注意！
「発売元」という種別はありません。

○住所の記載は 必須！
電話番号だけでは違反になります。

○国産であっても、原産国の表示は必須！
例： 「原産国：日本」 又は 「国産」

○日本語で表記してください！
「Made in U.S.A.」など英文表記だけでは違反になります。

①名称

②原材料名

③賞味期限

④事業者名及び住所

⑤原産国名

⑥目的（例：成犬用総合栄養食）

⑦内容量（例：2 kg）

⑧給与方法

⑨成分（粗たん白質○％、粗脂肪○％、粗繊維○％等）

ペットフードにおける表示の全体像

ペットフード安全法による表示基準により表示される事

項とともに、公正競争規約により表示される事項を合わせ
ると、ペットフードに表示される事項は以下のとおり

ペットフード安全法
により義務化

公正競争規約
により表示
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①から⑤までの項目が一つで
も欠けていれば、出荷停止！
速やかに適切な表示に修正を。



 「原産国名」又は「原産国」の文字を記載した上で、
販売用愛玩動物用飼料の製造工程のうち、最終
加工工程を完了した国を記載する

 最終加工工程には、包装、詰め合わせ等の販売
用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更
をもたらさない行為は含まれない

表示の基準（原産国表示）
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①商品にラベルを付け、その他標示を施す行為

②商品を容器に詰め、又は包装をする行為

③商品を単に詰め合わせ、又は組み合わせる行為

④単なる切断

⑤輸送又は保存のための乾燥、冷凍等

⑥単なる混合

販売用愛玩動物用飼料の内容について

実質的な変更をもたらさない行為の例 （課長通知）

実質的な変更をもたらす行為として、科学的かつ合理
的根拠があると認められない行為は最終加工工程に
はなりません。

ペットフードの原産国表示

22



・ドライ及びソフトドライタイプ ： エクストルーダー

・ウェットタイプ ： レトルト殺菌工程

・練り加工タイプ ： 練り成型後の加熱工程

・焼き菓子・パンタイプ ： 焼成工程

・素材乾燥タイプ ： 実質的な変更をもたらす最後の工程

⇒ 基本的には、これらを行った場所が原産国

ペットフードのタイプ毎の最終加工工程
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表示の基準（原産国表示）
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《ペットフード安全法以外の表示の規制の例》
ペットフード中に含まれる成分やラベルの表示などによっては、

動物用医薬品に該当する場合があります。

そのペットフードが動物用医薬品等として医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用を受
けるかどうかは、下記ホームページをご参照下さい。

◇ 農林水産省（動物用医薬品等に該当するか否かの考え方）
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/index.html）

◇ペットフード公正取引協議会
（http://www.pffta.org/hyouji/guidelines.html ）

ペットフード安全法の表示基準
だけ守られていればいいの？



Ⅲ ペットフードの安全確保の体制等
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・立入検査等

・安全関連情報の収集・提供

立入検査等

• 集取品の試験検査の結果及び立入検査の実施状況に
ついては、農林水産省及びFAMICのホームページで毎
月公表

• これまでのところ、表示の基準違反（原材料名の欠如
等）はあったものの、健康被害につながるような重大な
違反はなし
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法律の遵守状況を監視し、必要に応じて指導
するため事業者に対する立入検査等を実施

（１）立入検査



立入検査等

• 販売段階でのペットフードの流通実態等を確認する
ため、地方農政局等が主に小売店に対して、表示・
保管状況等を調査・指導

• 表示基準への適合確認を毎年５千件以上実施

• 表示に問題があれば、当該製品の表示者等を指導

（２）立入調査
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小売店においても、表示の基準に合わないペット
フードが販売されないように注意してください。

立入検査等

法令違反に関する確度の高い情報が得られた場合、
FAMICや農政局職員による緊急の立入検査を実施

（３）特別立入検査
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疑
義
情
報

安全上の問題

表示の問題

ペットフード安全法に基づく対応

ペットフード安全法のほか
景品表示法等に違反する疑いも！

必要に応じて、消費者庁や公正取引委員会等に情報提供



立入検査の結果公表に関する基本方針

 以下のいずれかに該当する場合には、基本的
にはプレスリリース

① 違反があったペットフードについて、安全上の

重大な問題があり、直ちに回収する必要がある
場合

② 違反が明らかな故意によるもの、あるいは同様
の違反を繰り返している場合

29

安全関連情報の収集・提供

• 各国の規制部局のホームページ（米国食品医薬品局、EU
のRASFF Portal（食品及び飼料に関する緊急警告システ
ム）等から収集した情報を精査し、国内における事故を未
然に防ぐためのアラートを事業者や都道府県等に発信

• 海外でのリコール情報を事業者へ情報提供し、安全上の
問題があるペットフードが輸入されないよう指導
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Ⅳ ホームページの紹介
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・検索方法

・安全なペットフードを供給するために

・適正製造マニュアル

・衛生管理マニュアル

・Q&A

・注意喚起文書（リコール情報の提供等）

・自由販売証明書の発行

ホームページの紹介（農水省トップページ）

①農林水産省のホーム
ページで「ペットフード」
と検索

②「農林水産省/ペットフードの
安全関係」をクリック

32
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ホームページの紹介（ペットフードの安全関係トップ）
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ホームページの紹介（説明会の案内）

来年度以降も、各地で説明会を開催予定
です。最新情報を御確認ください。
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ホームページの紹介（安全なペットフードの供給）

「安全なペットフードを供給するために」

ペットフード安全法に基づいて、安全なペットフードを
製造、輸入及び販売するために、事業者がどのよう
な取組及び管理などを行ったらよいかを示したもの
です。
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ホームページの紹介（安全なペットフードの供給）
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37

ホームページの紹介（安全なペットフードの供給）

製造に当たり、参考となる各種記録書の例も掲載
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ホームページの紹介（安全なペットフードの供給）

輸入業者や販売業者用の
チェックリストの例も掲載



39

ホームページの紹介（適正製造マニュアル）

「ペットフードの適正製造マニュアル」

工場での製造管理において、ペットフードの安全を
確保するために重要と思われる事項をまとめたも
のです。

ペットフードには、多種多様な製品が存在し、原材料、配合、設備、
品質管理体制などは、工場ごとに異なります。

本資料を参考に、個々の工場の特性を十分に踏まえた製造管理を！
39

40

ホームページの紹介（適正製造マニュアル）
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41

ホームページの紹介（適正製造マニュアル）

ペットフードのタイプごと
に注意すべきポイントを
まとめています。

41
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ホームページの紹介（衛生管理マニュアル）

「ペットフードの衛生管理マニュアル」

安全なペットフードを製造するために重要な
衛生管理についてまとめたものです。

従業員の皆様への教育用資料にも使えます！
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ホームページの紹介（衛生管理マニュアル）
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ホームページの紹介（衛生管理マニュアル）



45

ホームページの紹介（Q&A）

みなさまからのよくあるご質問
を随時追加していきます。
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ホームページの紹介（Q&A）
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ホームページの紹介（注意喚起文書）

国内外のリコール情報や事故
事例等を受けた注意喚起文
書を掲載しています。
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http://www.famic.go.jp/ffis/pet/sub3.html

ホームページの紹介（注意喚起文書）

事業者のみなさまへの注意喚起
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ホームページの紹介（注意喚起文書）

注意喚起文書の例
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ホームページの紹介（自由販売証明書）

ペットフードの輸出をより円滑
に進めるため、ペットフードに
関する自由販売証明書を発行
しています。
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ホームページの紹介（自由販売証明書）


