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わが国の農場 HACCPとGAPの現状

川田良浩

農林水産省消費・安全局動物衛生課

〒100-8950東京都千代田区霞が関 1-2-1

要約

安全な畜産物を消費者に届けるために生産農場においては様々な取組がなされているが，その中でも，

CODEXのガイドライン， ISOのPDCAに基づいた衛生管理の手法である農場HACCPと2020年オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会における，持続可能性に配慮した調達コードとして採用された GAPについて

は，生産者の実態に即した選択肢として普及させていくこととしているが，当面は，農場HACCP認証取

得農場から差分審査により GAP認証の取得を推進していく。

キーワード：農場HACCP,HACCP, GAP, CODEX, PDCA, 持続可能性，飼養衛生管理基準差分審査

はじめに

消費者に畜産物が届けられるまでには，畜産農場で家畜

が生産され， と畜場・食鳥処理場・加工場で製造・加工さ

れ，流通するといった，様々な段階を経ることになる。従

来は，生産段階，加工流通段階，そして消費段階，それぞ

れ個別に畜産物の衛生対策や安全性確保対策が取られてい

た。しかしながら，「最終的に消費者のもとへ届けられ，

口に入るまでに健康を害するような要因が抑えられている

ことが重要」との考えから，今では一連の流れの中で畜産

物の安全対策を図る取り組みやシステム，いわゆる「フー

ドチェーンアプローチ」の構築が一般的になっており，畜

産農場に対しては，「健康」な家畜の飼養管理と生産を行

うことに加え，人の健康に害を及ぽす可能性のある病原体

による汚染を防止し，安全な畜産物を供給することが求め

られている。

飼養衛生管理基準

「健康」な家畜を生産するために，牛，豚，鶏などの家

畜の飼養に係る衛生管理の方法に関して家畜の所有者が遵

守すべき規準として， 2003年に家畜伝染病予防法に基づ

く「飼養衛生管理基準」が策定され， 2011年には大きく

見直され，家畜の所有者に対し，当該基準の遵守状況等に

ついての報告が義務付けられた。

当該基準の主なポイントとして，家畜防疫に関する最新

情報の把握に加え，以下の点が挙げられる。

2017年9月26日受付
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1. 衛生管理区域の設定（徹底した衛生管理が必要な区域

の設定）

2. 衛生管理区域への病原体の持ち込み防止（消毒設備の

設置と入場車両等に対する消毒の実施）

3. 野生動物等からの病原体の侵入防止（防鳥ネット等の

整備）

4. 家畜の健康観察と異常がある場合の対処（毎日の健康

観察と異常を発見したときの早期通報）

5. 記録作成・保管（感染ルート特定および感染拡大リス

ク把握のための記録の作成および保管）

※家畜の所有者は，飼養している家畜の頭羽数や衛生管

理の状況について，年 1回，都道府県に報告すること

が義務付けられている。

農場HACCPとは

では，家畜の健康は害さないが，人の健康に影響を及ぽ

す要因については，どのような取組みが必要となるのか。

食品安全の観点からの取組みとして， 2009年に当省が公

表した「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基

準（農場HACCP認証基準）」の下，農場 HACCPが推進

されることとなった。

ここで，まず， HACCPシステムについて紹介したい。

HACCPシステムとは，元々 1960年代にアメリカ航空宇

宙局が安全な宇宙食を生産するために構築した食品衛生管

理システムであり，その後， 1993年に国連食糧農業機関

と世界保健機関の合同食品規格委貝会（コーデックス委員

会）が本システムの考え方を取り入れた「食品衛生の一般

原則」を策定するとともに，その付属文書として「HACCP

システムとその適用に関する指針」を採択し，各国にその

採用を推奨したことで，食品の安全性確保のためのグロー
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バルスタンダードとして世界に広まった。

HACCPとは HazardAnalysis Critical Control Pointの

略であり．「HA(危害要因分析）」と「CCP(必須管理点）」

に分けられる。食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発

生するおそれのある危害要因（人の健康を損ねる主な原因

である生物学的要因．化学的要因及び物理学的要因）を予

め分析（危害要因分析）し．その結果に基づき．製造・加

工工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な

製品を得ることが出来るかという必須管理点を定め，これ

を連続的に監視することにより，製品の安全を確保する衛

生管理手法がHACCPシステムである。

農場HACCPとは，この HACCPの考え方を取り入れ

た衛生管理システムを畜産農場で構築することにより危害

要因をコントロールする手法であり．畜産農場における衛

生管理を向上させ．家畜の健康の維持．増進を図り．健康

な家畜安全な畜産物を生産することを目的としている。

開放的な環境をベースとする農場においては．食品製造工

場と同ーレベルの厳格な衛生管理で対応することはできな

いが．家畜・畜産物の安全性確保の観点からは，一般的な

衛生管理を確実に実施することにより畜産物の病原体によ

る汚染を未然に防止することが重要であり．そのためには．

HACCPシステムに基づいた衛生管理システムの導入が必

要不可欠である。

農場段階においては．危害要因の混入防止を徹底するた

め，以下の 8項目について管理し．畜産物加工業者や消費

者に説明できるようにすることが大切である。

① 原材料．飼料．飲用水が安全

② 衛生的な施設，設備のもとで飼育

③ 農薬や薬剤の管理を厳重に実施

④ 飼育されている家畜や家禽が健康

⑤ 家畜・家禽の輸送を安全に実施

⑥ 従事者に対する衛生管理を適切に実施

⑦ 家畜・家禽の飼育状況や薬剤投与状況などに関する

正確な情報を提供

⑧ 家畜伝染病や自然災害などの緊急時の備え

これらのことを管理し，証明していくための衛生管理シ

ステムとして農場HACCP認証基準がある。

農場HACCPの具体的な取り組み

農場 HACCPシステムの導入に当たっては，基本的に

コーデックス委員会のガイドラインに示されている 7原則

12手順（図 1) に沿って進めていくことになる。

農場 HACCPの特徴として，一般的な衛生管理の取り

組みの向上を図る「一般的衛生管理プログラム」と，重大

な危害要因が発生するポイント（必須管理点）を管理する

「HACCP計画」の組み合わせにより構成される点が挙げ

られる。一般衛生管理プログラムは， HACCPをシステム

手順1 HACCPチームの編成

手順2 対象品目の明確化

手順3 意図する用途の確認

手順4 フローダイアグラムの作成

手順5 フローダイアグラムの現場確認

手順6 危害要因分析 （原則1)

手順7 必須管理点(CCP)の決定 （原則2)

手順8 許容限界の設定 （原則3)

手順9 監視（モニタリング）方法の設定 （原則4)

手順10 修正・改善措置手順の設定 （原則5)

手順11 検証手順の設定 （原則6)

手順12 文書化および記録方法の確立 （原則7)

図 1. HACCPの7原則 12手順

で管理する上での前提条件であり，その確立に当たっては，

飼養衛生管理基準を含む「家畜伝染病予防法」や「食品衛

生法」「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」を始めとする，農場を取り巻く全て

の法令や規則を遵守しなければならない。上述の 7原則

12手順のうち，手順 5のフローダイアグラムの現場確認

までがHACCPの準備作業となり，この中で一般衛生管

理プログラムを作成した上で，手順6から 12までにおいて，

HACCP計画を策定することとなる。以下に，肉牛農場に

おける農場HACCPの取り組み例を挙げる。

<HACCP準備作業（危害要因分析のための準備段階）＞

1)手順 1 HACCPチームの編成：

チーム責任者並びに衛生管理，品質管理，家畜疾病

対策，牛肉生産など各分野の専門家からなるチーム

を編成。

2)手順2 対象品目の明確化：

最終製品となる「牛肉」生産に関わると思われる品

目のリストアップ（例：導入牛，飼料，飲用水，出

荷形態，出荷先等）

3)手順 3 意図する用途の確認：

最終製品となる「牛肉」の特性，利用方法などのリ

ストアップ（例：ブランド和牛，販路，販売先，生

食の可能性，最終消費者等）

4)手順4 フローダイアグラムの作成：

全工程のフローを作成し，各工程における作業内容，

手順を文書化。

（例：仔牛導入→給水・給餌→除角→群編→出荷選定

→給水・給餌停止→出荷）

5)手順5 フローダイアグラムの現場確認：

文書化したフロー，手順の現場確認。必要に応じて

修正，加筆。

加えて，飼養衛生管理基準をベースに，消毒，病原

体侵入防止などに関する一般的衛生管理プログラム

を作成し，記録・保管。
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一 図 2. HACCP認証体制の概要

く危害要因分析， HACCP計画の策定＞

6)手順6 危害要因分析 (HA):

原材料や作業工程において想定される危害（人への

健康被害）を列挙。

⇒ （例）食肉における大腸菌汚染

7)手順7 必須管理点 (CCP)の決定：

危害ごとに管理点（数力所）を決定し，併せて管理

手段についても決定。

⇒ （例）導入時・出荷時に，生体洗浄の実施により

体表を清潔に保つ

8) 手順 8 許容限界の決定：

CCPで危害が許容できる範囲を決定。

⇒ （例）体表における糞便付着の未確認

9)手順9 監視（モニタリング）方法の設定：

⇒ （例）体表の細菌培養による一般細菌数が， 100

個 lg以下であること

10)手順 10 修正・改善措置手順の設定：

⇒ （例） 100個 lg以上となった場合，牛舎の糞便清

掃，体表洗浄の手順の見直し

11)手順 11 検証手順の設定：

⇒ （例）月 2回の HACCPチーム会議の開催と点検

12)手順 12 文書化および記録方法の確立：

⇒ （例） HACCP取り組み前の全従業員への勉強会

なお，上述の肉牛農場の例における体表洗浄の他，例え

ばバルク乳温であれば，温度測定機器による常時測定や，

注射針．抗菌性物質であれば，注射針等残留動物のマーキ

ングによる区分およびマーキング個体の出荷時の確認など

が， CCPの設定例として挙げられる。

また，農場 HACCPシステムには， Plan(計画）→ Do (運

用）→ Check (検証）→ Act (改善）の 4段階を繰り返す

PDCAシステムも盛り込まれており，この運用により，

稼動した農場 HACCPシステムを定期的に検証・ 改善す

ることで，飼養衛生レベルや畜産物の安全性の継続的な向

上が図られる。

農場 HACCPの認証

上述の農場 HACCP認証基準に基づき， 2011年度から

民間 2団体（（公益社団法人中央畜産会，株式会社エス・

エム・シー）による農場 HACCPの認証手続きが開始さ

れた。認証体制の概要は図 2のとおりである。

2017年 8月末日現在， 127農場（乳用牛： 15, 肉用牛：

22, 豚： 58, 採卵鶏： 32)が認証されている。

GAPと東京オリンピック・パラリンピック

での食材の調達基準

2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れるに当たり，同大会における食材調達基準について，

2016年 8月より公益財団法人東京オリンピ ック・パラリ

ンビック競技大会組織委員会の「持続可能な調達ワーキン

ググループ」において議論が進められ，持続可能性に配慮

した調達コードが2017年 3月に決定されたところである。

畜産物の個別基準としては，①食材の安全性の確保，②
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JGAP、GAP取得チャレンジと農場HACCPの関係性

農場HACCPの認証内容
以下の点を器場が設定し、渾用，検証及び改善
が出来ていることを認証

農場HACCP認証農場は以下の点に関する審査
（差分審査）の受審によりJGAP認証を取得
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図 3.JGAP, GAP取得チャレンジと農場HACCPの関係性

環境保全に配慮した畜産物生産活動の確保，③作業者の

労働安全の確保，④快適性に配慮した家畜の飼養管理（ア

ニマルウェルフェア）が要件であり，それぞれを確保する

ために， 日本の関係法令などに照らして適切な措置が講じ

られることとなっており，この 4要件を満たすことを示す

方法として，以下の 3つの方法が認められている。

(1) GLOBAL G.A.P. 

民間団体である欧州小売業組合 (EUREP)が，大手小

売が独自に策定していた食品安全規格を標準化するために

1997年に設立した EUREPG.A.P.が2007年に改称したも

の。ドイツに本部を置く非営利組織であり，農産物生産に

おける安全管理を向上させることにより，円滑な農産物取

引環境の構築を図るとともに，農産物事故の低減をもたら

すことを目的としている。基本的な概念は，食べる人の安

全（食品安全），作る人の安全（労働安全）および地球環

境の安全（環境保全）で構成されており，家畜（牛，羊，豚，

酪農家禽）も認証対象品目となっている。

(2) JGAP 

当省が推奨する農業生産工程管理手法の一つであり，「食

の安全」や「環境保全」に取り組んでいることを第三者機

関の審査により認証する仕組み。日本発の唯一の国際レベ

ルの GAP認証制度であり，一般社団法人日本 GAP協会

が開発・運営を行っている。これまで対象となっていた農

産物は青果物，穀物，茶であったが，前述の 2020年東京

オリンピック・パラリンピ ックの食材調達基準が検討され

る中， 日本 GAP協会は認証の対象を家畜と敷く産物に拡

大する方針を示し， 2017年3月に家畜・畜産物の基準書（「総

合規則」および「管理点と適合基準」から構成される）が

公表された。

(3) GAP取得チャレンジ

公益社団法人中央畜産会により作成された， JGAP認証

取得の準備段階として， JGAP家畜・畜産物の基準書の管

理点と適合基準をベースに， JGAP認証取得につながる取

り組み• 項目について，生産者が自己点検を行い，その内

容を第三者が確認するシステム。

農場HACCPとJGAPの関連

農場 HACCPは，高度な飼養衛生管理を図ることがで

きるため， 2020年東京オリンピック・パラリンピックの

食材調達基準のうち，食材の安全性については基準異常の

より高いレベルを維持するシステムとなっているが，環境

保全，労働安全及びアニマルウェルフェアに関しては，限

定的な対応となっている。このため，農場 HACCP認証

を取得している農場のうち， JGAPの取得を希望する生産

者に対しては， JGAPと農場 HACCP認証基準との差分に

関する文書を用意して差分審査を行い，食品安全及び家畜

衛生に関する審査が重複しないよう配慮する仕組みをとっ

ており，今年度については，この差分審査を中心に JGAP

認証の取得を推進していくとのことである。 JGAP,GAP 

取得チャレンジと農場 HACCPの関係性については，図 3

のとおりである。

なお， 2020年東京オリンピ ック・パラリンピ ックの食

材調達基準には，上述の 4要件を満たした上で推奨される

事項が何点か定められており，農場 HACCPはこの推奨

される事項に該当している。
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Current Situation of Farm HACCP and GAP in Japan 

Y oshihiro Kawada 

Animal Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries (MAFF), 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8950, Japan 

Summary 

Various efforts have been made at farms to deliver safe livestock products to consumers. Among them, "Farm HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point)", hygiene management methods based on CODEX guidelines and ISO PDCA. and "GAP (Good 

Agricultural Practice)" which is adopted as sustainable procurement code at the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo, are 

going to spread as options that are suitable for the actual situation of farmer. In the meantime, MAFF will promote HACCP certified 
farm to acquire GAP certification by filling a gap between them. 
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