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はじめに － 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の調達基準に

準拠するための補遺 (東京サステナビリティ補遺) 

 
一次生産の SQF 食品安全コード（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の調達基準

に準拠するための補遺を含む）が 2020 年東京オリンピック・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基準を満たすものとして確認されました。  

今回の承認には、肉用牛・乳用牛・ブロイラー・採卵鶏・豚、生鮮品とナッツ類の栽培と生産により生

産される農産物、粗放的ブロードエーカー農業の操業により生産される農産物（米生産を含む）が含ま

れます。 

SQFIは、東京組織委員会によって定められた、厳格なサステナビリティ及び環境と福祉の必要条件を

規定する補遺を、一次生産コードを補うために開発いたしました。 

現在、一次生産の SQF食品安全コードの認定を受けている生産者は、東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会組織委員会の調達基準に準拠するための補遺の認定書を取得し、それを保持することが求

められます。 

現在 SQFの認定を受けていない生産者は、SQF 公認の認証機関による一次生産の SQF 食品安全コード

と東京サステナビリティ補遺の監査を受けることができます。 

a) 一次生産の SQF食品安全コードと東京サステナビリティ補遺の該当するすべての要素は、生

産現場によって実施されます 

SQF食

品 

セクタ

ー 

分類

（FSC） 

認証される現場で生産される製品 認証のための必要事項 

FSC 1 肉用牛・乳用牛・ブロイラー・採 

卵鶏・豚 

一次生産の食品安全コード： 

• システム要素 

• モジュール 5：動物製品の生産における適

正農業規範 

東京サステナビリティ補遺 

FSC 3 生鮮品とナッツ類の栽培と生産によ 

り生産される農産物 

一次生産の食品安全コード： 

• システム要素 

• モジュール 7：植物生産物の農作に関する

適正農業規範 

東京サステナビリティ補遺 

FSC 5 粗放的ブロードエーカー農業の操業 

により生産される農産物 

一次生産の食品安全コード： 

• システム要素 

• モジュール 8：食品安全の基礎：穀類およ

び豆類の農作に関する適正農業規範 

東京サステナビリティ補遺 
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b) 生産現場は、SQF公認の認証機関から派遣された監査員による監査を受ける必要があります。

監査員は、適切な食品セクター分類（例：FSC1、FSC3、FSC5）に登録されており、また、東京

サステナビリティ補遺のトレーニングを受け、それに登録されているものとします。 

c) 東京サステナビリティ補遺の認証を受けるために、該当するすべての要素は達成されなければ

なりません。監査員は、東京サステナビリティ補遺の監査ではいかなる未達成の要素にも不適

合の判断を下しますが、それが軽微であるのか重大であるのかは判断しません。  

d) 認証を獲得しそれを保持するために、生産現場は食品安全コード監査にて E、G、または C の格

付けを達成しており、尚且つ東京サステナビリティ補遺で判断された不適合要素に対する是正

処置を監査最終日から 30日以内に完了させていなければなりません。 

e) 無事に認証を受けた生産現場は、東京サステナビリティ補遺の認定書を直接 SQFI から、一次

生産の食品安全コードの認定書を認定機関から受領します。両認定書の発行までの期間は同時

期になります。 

f) 東京サステナビリティ補遺の認定を保持するために、生産現場は一次生産の SQF食品安全コー

ドの認証を受けていなければなりません。生産現場の SQF認定が一時停止、または取り下げに

なった場合、東京サステナビリティ補遺の認証も同様の扱いとなります。 

g) 生産現場がサーベイランス監査を受けることになった場合、東京サステナビリティ補遺も同様

に監査されなければなりません。 

h) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の購買基準に適合するため、生産現場は一

次生産の SQF食品安全コードを東京サステナビリティ補遺の認証を 2020 年オリンピック競技

大会終了後まで保持していなければなりません。 
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一次生産の SQF システム要素 

システム要素は、果物、野菜、穀類作物（米類）、家畜を含むすべての農産物の生産に適用されます。 

 

SQF システム要素 

(一次生産の SQF食品安全コード) 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会の調達基準に準拠するための

補遺  

(東京サステナビリティ補遺) 

2.1 マネジメントのコミットメント 

2.1.1 食品安全方針（必須） 

2.1.1.1 所有者／サイトの上級マネージャーは、少なくとも以下について概説

する方針声明の準備および実施を行うものとします。 

i. 安全な食品を供給するためのサイトのコミットメント 

ii. 顧客要求事項と規制要求事項の遵守および食品安全マネジメ

ントシステムの継続的改善に用いる方法 

iii. 食品安全目標を確立およびレビューするためのサイトのコミットメ

ント 

2.1.1.2 方針声明は以下を必須とします。 

i. サイトの経営者による署名 

ii. スタッフ全員が理解する言語版の用意 

iii. スタッフ全員に効果的に伝えられる、目立つ場所への掲示 

 

i. 所有者／サイトの上級マネージャーは、農

場が食品の安全性と畜産の衛生状況に関

する法令と規則を尊守するための対策の

概要を示す方針を用意し、実行することとし

ます。 

 

2.1.2 マネジメント責任（必須） 

2.1.2.1 食品安全に対する責任について述べた報告構造を識別し、組織内部

に周知するものとします。 

 

 

 

 

2.1.2.2 オーナー／サイトの上級マネージャーは、基本的な食品安全規範と

SQF システムのすべての適用要求事項の導入および維持を確保するための規

定を設けるものとします。 

i. 農場をオーナー以外のマネージャーが管理して

いる場合、オーナーはそのマネージャーに事業

を管理運営するための権限を付与するものとしま

す。 

ii. 従業員の福利厚生に責任を負うスタッフメンバー

は、組織図に記載され、すべての従業員に知ら

れているものとします。 
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2.1.2.3 オーナー／サイトの上級マネージャーは、SQF システムの開発、実

施、整備、継続的改善を支援するために適切なリソースを確実に利用できるよう

にするものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 オーナー／サイトの上級マネージャーは、以下の責任と権限を有する

各サイトの SQFプラクティショナーを指名するものとします。 

i. 第 2.4.2項に概説されている適正農業／養殖規範、第 2.4.3項に

概説されている食品安全プランを含め、SQF システムの開発、実

施、レビュー、および維持の監督  

ii. 適切な措置を講じることによる SQFシステムの完全性確保 

iii. SQF システムの効果的な実施および維持を確実に行うために欠

かせないすべての情報を関係要員に伝達すること 

 

2.1.2.5 SQFプラクティショナーは、以下を必須とします。 

i. サイトからフルタイムの会社従業員として雇用されていること 

ii. HACCPに基づくトレーニングコースを修了していること 

iii. 適正農業／養殖規範を実施および維持する力量があること 

iv. SQFコードと、そのサイトの認証の対象範囲に関連する SQFシス

テムの実施および維持の要求事項を理解していること 

 

2.1.2.6 サイトの経営者は、サイトのトレーニングニーズに対して資源を提供

し、トレーニングの実施により、第 2.9項に概説する要求事項を満たし、かつサイト

要員が、食品の適法性と安全性に影響する機能を遂行するために必要な力量を

有することを保証するものとします。 

 

2.1.2.7 オーナー／サイトの上級マネージャーは、臨時作業者または季節作

業者を含む、すべてのスタッフに対し、食品安全と規制に対する各スタッフの責

任について周知させ、SQFコードの要求事項を満たす際の各スタッフの役割につ

いて意識させ、処置権限を有する人員に食品安全問題について報告する際の

各スタッフの責任について周知させるものとします。 

 

 

 

i. 所有者／サイトの上級マネージャーは、生産物

の損害、設備の損害、また従業員による事故に

対して、法律で強制されている保険に加入する

ものとします。 

ii. オーナー／サイトのマネージャーは、サイトが

単独で開発した技術または方法を保護し、安

全に維持するものとします。 

iii. 所有者／サイトの上級マネージャーは、他

の事業や人々の知的財産が侵害されること

のないよう、対策を講じることとします。 

iv. 家畜生産では、オーナー／サイトの上級マネ

ージャーは、作業内容、作業の実施期間、家

畜／生産品別生産予測、および生産性目標を

記載する生産計画を準備するものとします。 

v. 家畜生産では、オーナー／サイトの上級マネ

ージャーは、救急処置を実施する力量を有す

る従業員を少なくとも 1人確保するものとしま

す。 

vi. オーナー／サイトの上級マネージャーは、従業

員の福利厚生および雇用条件に責任を有する

スタッフメンバーをサイトに確保するものとしま

す。 

 

i. SQFプラクティショナーは、東京オリンピックパ

ラリンピック競技大会組織員会に関する SQF

コードの補遺に精通し、補遺を実施する力量を

有するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 力量とトレーニングニーズには、農場活動に関連

する危険な作業の認識、ならびに危険な手順に

適用される制限および承認を含めるものとしま

す。 
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2.1.2.8 食品安全の担当者の業務上の作業について、主要要員の不在をカ

バーするための規定を含めて記載し、人員に周知するものとします。 

 

 

 

 

2.1.2.9 サイトの経営者は、SQF システムの有効性を改善するためのプロセス

を確立し、継続的改善を実証するものとします。 

2.1.2.10 オーナー／サイトの上級マネージャーは、農場／企業内または関連

場所において組織の変更または人員の変更が発生した場合、サイトの経営者

は、食品安全システムの完全性と業務の継続性を確保するものとします。 

2.1.2.11 オーナー／サイトの上級マネージャーは、季節外れや施設が合法的

な業務理由で稼働していない時期に無通告再認証審査の実施を防止するため

の定義済みブラックアウト期間を指定するものとします。無通告審査のための 60

日間の再認証期間の少なくとも 1カ月前に、ブラックアウト期間のリストとその期間

の正当な理由を認証機関に提出するものとします。 

i. 組織図と職務内容は文書化され、それには農

場のマネジメントとスタッフによって行われ

るすべての業務が記載されていることとしま

す。業務には、家畜管理、飼料管理、廃棄物

処理、従業員管理および業務安全性が含まれ

ますが、上記業務のみには限られません。 

 
 

i. 改善には、従業員の作業環境を改善し、農場で

の事故を防ぐための措置を含めるものとします。 

 

2.1.3 マネジメントレビュー（必須） 

2.1.3.1 オーナー／サイトの上級マネージャーは、SQF システムのレビューお

よび当該レビュー手順の文書化に責任を負うものとします。レビューには、方針マ

ニュアル、社内外審査の所見、是正処置およびその調査と解決、顧客の苦情、

その解決策、および調査を含めるものとします。 

2.1.3.2 SQF プラクティショナーは、SQF システムの実施および維持に影響す

る問題に関するサイトの経営者情報を（少なくとも）月次ベースで更新するものと

します。更新情報と経営者の対応を文書化するものとします。少なくとも年 1 回、

SQFシステム全体のレビューを行うものとします。 

2.1.3.3 実施された変更が、安全食品を提供するサイトの能力に影響する可

能性がある場合、食品安全プラン、適正農業／養殖規範、ならびに SQF システ

ムのその他の側面をレビューし、必要に応じて更新するものとします。 

2.1.3.4 すべてのマネジメントレビューと更新の記録を維持するものとします。 

 

2.1.4 苦情管理（必須） 

2.1.4.1 顧客および当局からの苦情の原因と解決策（是正処置）に対処し、そ

れらを調査する方法および責任を文書化し、実施するものとします。 

2.1.4.2 その事故に詳しい人員によって、顧客の苦情データの傾向調査と分

析を行うものとします。 

2.1.4.3 是正処置を事故の深刻度および第 2.5.5 項の概説に基づいて実施す

るものとします。 

2.1.4.4 顧客の苦情の記録およびその調査は、保持されるものとします。 

 

2.1.5 危機管理計画 

2.1.5.1 安全食品を提供するサイトの能力に影響する可能性がある既知の危

険の可能性（洪水、干ばつ、火災、津波、もしくはその他の厳しい気象事象、また

は武力衝突や市民の暴動などの地域事象など）に関する理解に基づく危機管理

計画は、事業上の危機に対処するためにサイトが実施する方法と責任について

概説するオーナー／サイトの経営者により文書化されるものとします。 

 

 

2.1.5.2 危機管理計画を少なくとも年 1回レビュー、試験、および検証するもの

とします。危機管理計画のレビュー記録を維持するものとします。 

 

 

i. 家畜生産において、危機管理計画には原子力

災害に関連した政府規制と指導に適合した必要

条件が含まれていることとします。 

ii. 農場は、放射能物質の観点から、家畜と生産

物の安全性を実証することとします。実証す

るためには放射能検査が行われます。 
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2.2 文書管理および記録 

2.2.1 食品安全マネジメントシステム（必須） 

2.2.1.1 食品安全マネジメントシステムは、電子コピーかハードコピーの形式で

文書化、維持し、関連スタッフが利用できるようにするものとし、かつ以下を盛り込

むものとします。 

i. 方針声明および組織図 

ii. 認証の対象範囲 

iii. 認証の対象範囲内製品のリスト 

iv. SQF システムの開発、実施、維持、管理のサポートに必要な書面の

手順（適正農業規範、適正養殖規範、および／または適正生産規

範）およびその他文書の記載またはそれらへの参照 

 

2.2.1.2 食品安全プラン、適正農業／養殖規範、および SQF システムのその

他の側面に行われるすべての変更について、妥当性確認するか、正当性を示す

ものとします。 

 

i. マネジメントシステムには、生産される家畜

のタイプ、飼育の手順、生産物が保管される

場所の名前と住所、家畜が保管されるエリ

ア、家畜の密度、加工済み食肉の保管場所

（該当する場合のみ）、畜産廃棄物処理施設

の位置（該当する場合のみ）が記載されま

す。 

ii. 他の企業や施設に外部委託される機能がある

場合、委託先の名前、住所、連絡先が確認さ

れていることとします。 

2.2.2 文書管理（必須） 

2.2.2.1 文書管理を維持し、スタッフが最新文書を確実に利用できるようにする

方法および責任を文書化し、実施するものとします。 

2.2.2.2 SQFシステムに関する最新文書および改訂を示した登録を維持するも

のとします。 

2.2.2.3 文書は、安全に保管し、すぐに利用できるようにするものとします。 

 

2.2.3 記録（必須） 

2.2.3.1 モニタリング活動の実施、記録の検証、維持、保持の方法および責任

を文書化し、実施するものとします。 

 

 

2.2.3.2 すべての記録は、判読できるものとし、検査、分析などの重要な活動

の完了を実証するモニタリング活動を行う者によって適切に正当性が認められる

ものとします。 

2.2.3.3 記録は、安全に管理して損傷や劣化を避け、検索可能で、すぐに利

用できるようにするものとし、かつ顧客または規制により指定される期間に従って

維持するものとします。 

 

i. サイトの記録には、種子、種苗、堆肥、土壌改良

剤、肥料、農薬、および清掃用化学物質の受入

を含めるものとします。 

ii. 家畜生産の記録には、牧草地で実施する作業お

よび家畜を取り扱う施設を含めるものとします。 

2.3 仕様書および製品開発 

2.3.1 製品開発と商品化 

2.3.1.1 商品化に向けた製品コンセプト（新しい作物、動物種など）の設計、開

発、改良の方法および責任を文書化し、実施するものとします。 

2.3.1.2 新製品には、シェルライフ、最大残留基準値（MRL）、および顧客要

求事項の妥当性確認を行うものとします。 

2.3.1.3 新製品の妥当性確認、シェルライフ、および最終承認の記録は維持

するものとします。 

 

2.3.1 製品開発と商品化 

2.3.1.1 商品化に向けた製品コンセプト（新しい作物、動物種など）の設計、開

発、改良の方法および責任を文書化し、実施するものとします。 

2.3.1.2 新製品には、シェルライフ、最大残留基準値（MRL）、および顧客要

求事項の妥当性確認を行うものとします。 

2.3.1.3 新製品の妥当性確認、シェルライフ、および最終承認の記録は維持

するものとします。 
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2.3.2 原料および包装材 

2.3.2.1 食品接触包装および農業／養殖インプットの仕様は文書化し、最新

状態を保つものとします。 

2.3.2.2 すべての食品接触包装および農業／養殖インプットは、関連法規を

遵守するものとします。 

2.3.2.3 食品接触包装および農業／養殖インプットの仕様の策定および承認

は文書化するものとします。 

2.3.2.4 食品接触包装および農業／養殖インプットを検証して、製品の安全性

が損なわれていないこと、および材料が意図する目的に適していることを確認す

るものとします。検証には、適合証明書や分析証明書か、抽出サンプルと検査を

含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

i. 家畜生産では、購入した敷料の受入時、色、異

物、およびカビを検査するものとします。 

2.3.2.5 包装材の検証には以下を含めるものとします。 

i. 食品に直接接触するすべての包装資材は、規制当局の承認また

は認可基準のいずれかを満たしている証明書。証拠書類は、継続

的な遵守保証、適合証明書、適用される規定当局の証明書のいず

れかの形式とするものとする 

ii. 適合証明書、分析証明書、保証書がない場合、包装資材から食品

内容物への化学的移動の可能性がないことを確認するための試

験・分析を実施し、記録を維持するものとする 

2.3.2.6 最終製品ラベルは、正確で、関連法を遵守し、資格のある会社要員の

承認を受けているものとします。 

2.3.2.7 現在の包装材および農業インプットの仕様書とラベルの登録を維持す

るものとします。 

 

2.3.3 契約サービスプロバイダー 

2.3.3.1 プロセス内の最終製品の安全性に影響を及ぼす契約サービスの仕様

／契約は、文書化し、最新の状態を保ち、提供サービスの十分な説明と契約人

員の関連トレーニングの詳細な要求事項（噴霧器、簡易トイレ、臨時労働者など）

を含むものとします。 

2.3.3.2 あらゆる契約サービスの仕様書の登録を維持し、最新状態を保つもの

とします。 

 

 

2.3.4 契約農場／生産者 

2.3.4.1 食品安全、顧客の製品要求事項、その商品化、引き渡しに関連する

すべての契約の規定および合意を保証する方法および責任を文書化し、実施す

るものとします。 

2.3.4.2 サイトは以下を行うものとします。 

i. SQF 食品安全コードの遵守を検証し、すべての顧客要求事項に常

に適合していることを検証すること 

ii. 契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認され、関係

要員に伝達されることを確保する 

 

2.3.4 契約農場／生産者 

2.3.4.1 食品安全、顧客の製品要求事項、その商品化、引き渡しに関連する

すべての契約の規定および合意を保証する方法および責任を文書化し、実施す

るものとします。 

2.3.4.2 サイトは以下を行うものとします。 

iii. SQF 食品安全コードの遵守を検証し、すべての顧客要求事項に常

に適合していることを検証すること 

iv. 契約上の合意に対する変更が、両当事者によって承認され、関係

要員に伝達されることを確保する 
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2.3.5 最終製品の仕様書 

2.3.5.1 最終製品の仕様書は、文書化し、最新の状態を保ち、農場／生産者

および該当する場合その顧客による承認を受け、関連スタッフが利用できるよう

にするものとし、さらに以下を含む場合があります。 

i. 微生物学的限界および農業用化学物質の限界 

ii. 農薬および／または動物用医薬品の最大残留基準値（MRL） 

iii. ラベル付け要求事項および包装要求事項  

2.3.5.2 最終製品仕様書の登録を維持するものとします。 

 

2.4 食品安全システム 

2.4.1 食品関連法規（必須） 

2.4.1.1 オーナー／サイトの上級マネージャーは、既知の場合、顧客への引き

渡し時に、食品の使用国または販売国の食品および食品製造に適用される法律

を遵守することについて、供給する食品に義務を負わせるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 組織が関連法規、科学的開発、技術開発、浮上する食品安全問題、

および関連業界行動規範に対する変更通知を常に受けることを確保する方法お

よび責任を文書化し、実施するものとします。 

2.4.1.3 SQFI および認証機関は、規制当局による警告の発生から 24 時間以

内に書面で通知を受けるものとします。SQFI への通知は電子メールによるものと

し、宛先は foodsafetycrisis@sqfi.comとします。 

 

i. 該当する場合は、生産国での家畜登録に適用さ

れる規制に従って家畜を登録するものとします。 

ii. 家畜生産では、オーナー／サイトの上級マネー

ジャーは、作業内容、作業の実施期間、家畜／

生産品別生産予測、および生産性目標を記載

する生産計画を準備するものとします。 

iii. 家畜生産では、生産者は、公益社団法人中央

畜産会が公表している飼養衛生管理基準の要

求事項を遵守するものとします。 

iv. 家畜生産では、生産者は、家畜伝染病予防法

の要求事項を遵守するものとします。 

2.4.2 適正農業／養殖規範（必須） 

2.4.2.1 サイトは、このコードのモジュール 7、またはその他の該当する適用モ

ジュールに記載する適正農業規範が適用されるか、または免除の正当な理由を

示す明記されたリスク分析もしくは食品の安全性が損なわれていないことを保証

する代替管理方法の有効性の証拠に従って免除されるものとします。 

 

2.4.3 食品安全プラン 

2.4.3.1 組織に具体的に策定した食品安全プランがない場合、当該組織は、

担当機関が策定した HACCPに基づく参考用食品安全プランを実施するものとし

ます。組織は以下のことを行うものとします。 

i. 食品安全プランをレビューしたことを示す現在の記録を維持し、リス

クアセスメントの対象範囲に組織が販売した全製品を網羅すること 

ii. 食品安全プランの変更が適正農業／養殖規範に影響を及ぼして

いる場合は文書化すること 

2.4.3.2 自らの選択により、または第 2.4.3.1項の HACCPに基づくモデルの対

象範囲内に含まれない製品があるため、組織が独自の食品安全プランを策定し

ている場合は、当該プランを実施および維持し、SQF認証の対象範囲に含まれる

製品または製品グループ、および関連プロセスの食品安全を組織が管理、保証

する手段について概説するものとします。認証の対象範囲に含まれるすべての

製品をカバーするために複数の HACCP 食品安全プランが必要になる場合があ

ります。 
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2.4.3.3 食品安全プランは、SQF プラクティショナーをはじめ、関連製品と関連

プロセスに関する技術的、生産的、およびエンジニアリング的知識を有するサイト

要員で構成される分野横断チームが開発および維持するものとします。関連する

専門知識がサイトで入手できない場合、他の情報提供元から助言を受け、食品

安全チームを支援することも可能です。 

2.4.3.4 検討中のプロセスの開始点と終了点、および関連するすべてのインプ

ットとアウトプットを含む、各食品安全プランの対象範囲を策定、文書化するものと

します。 

2.4.3.5 食品安全プランの対象範囲に含まれる全製品の製品説明を策定およ

び文書化するものとします。これには、最終製品の仕様書に加え、pH、Aw、組成

などの製品の安全性に関連する追加情報を参照するものとします。 

2.4.3.6 各製品の意図する使用については、食品安全チームが決定、文書化

するものとします。これには、標的とする消費者グループ、全住民の中の社会的

弱者による消費の可能性、該当する場合は、さらなる加工処理に関する要求事

項、および製品の別の用途の可能性を含めるものとします。 

2.4.3.7 食品安全チームは、各食品安全プランの対象範囲を網羅するフロー

図を策定、文書化するものとします。フロー図には、一次生産のプロセスの全ステ

ップ、農業インプット、包装材、およびサービスのインプット（該当する場合は水、

蒸気、気体など）のすべて、プロセスの遅延、ならびに飼料、廃棄物、手直しなど

プロセスのアウトプットのすべてを含めるものとします。各フロー図は業務の全段

階および全時間にわたり食品安全チームが確認するものとします。 

2.4.3.8 食品安全チームは、プロセスの各ステップで発生が合理的に予想でき

る、農業／養殖のインプットなどを含む、すべての食品安全性のハザードを識別

および文書化します。 

2.4.3.9 食品安全チームは、識別されるハザードのすべてに対して危害分析

を実施し、どのハザードが重大であるかを特定するものとします。つまり、食品の

安全性を確保するためには、ハザードを排除または容認可能なレベルまで削減

することが必要です。ハザードの重大さを判定するための手法を文書化し、一貫

して使用することでハザードの可能性をすべて評価するものとします。 

2.4.3.10 食品安全チームは、重大なハザードのすべてに適用する必要がある

管理方法を決定し、文書化するものとします。特定されたハザードを管理するた

めに複数の管理方法を必要とする場合があり、さらに複数の重大なハザードを特

定の管理方法で管理する場合があります。 

2.4.3.11 危害分析（第 2.4.3.9項を参照）の結果に基づき、食品安全チームは、

管理を適用して重大なハザードを排除または容認可能なレベル（重要管理点

（CCP））まで削減する必要があるプロセスのステップを特定するものとします。重

大なハザードがプロセスのステップで特定され、管理方法がない場合、食品安全

チームはそのプロセスを変更して適切な管理方法を組み込むものとします。 

2.4.3.12 識別されたCCPごとに、食品安全チームは、安全な製品と安全でない

製品を分離する限界を特定および文書化するものとします。食品安全チームは、

許容限界を妥当性確認して、識別された食品安全性のハザードに対する指定管

理レベルを確保し、すべての許容限界および管理方法を個別にまたは効果的に

組み合わせて、必要な管理レベルを確実に提供するものとします（第 2.5.2.1項を

参照）。 

2.4.3.13 食品安全チームは、CCP が設定された限界内に確実に収まるよう監

視するための手順を開発し、文書化するものとします（第 2.4.3.12 項）。モニタリン

グ手順は、試験を実施するために割り当てられた要員、サンプリングと試験方法、

試験頻度を識別するものとします。 

2.4.3.14 食品安全チームは、モニタリングがCCPの管理不能を示すときに影響

を受けた製品の処分を特定する逸脱手順を開発および文書化するものとします。

手順では、安全性の不良の再発を防止するためにプロセスステップの是正処置

も規定するものとします。 

2.4.3.15 文書化および承認された食品安全プランを完全に実施するものとしま

す。食品安全チームは効果的な実施を監視し、文書化および実施されたプラン

の完全レビューを少なくとも毎年、または製品の安全性に影響を及ぼすおそれが

あるプロセス、機器、インプット、もしくはその他の変更が発生したとき、実施するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 食品安全プランのために開発されたフロー図

には、該当する場合、収穫された生産品の保

管を含めるものとします。 
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2.4.3.16 実施された食品安全プランは、SQF システム検証の一部として検証す

るものとします（第 2.5項を参照）。 

2.4.3.17 生産国および仕向国（既知の場合）の食品安全性に関する規制がコ

ーデックス委員会の HACCPガイドライン以外の食品安全管理方法を規定してい

る場合、食品安全チームは、コーデックスの要求事項と食品規制要求事項の両

方に適合する食品安全プランを実施するものとします。 

2.4.4 承認済みサプライヤープログラム（必須） 

2.4.4.1 最終製品の食品安全に影響を及ぼす農業／養殖インプット、収穫製

品、出荷準備の整った家畜、市場出荷製品、および包装材は承認済みサプライ

ヤーが供給するものとします。 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 緊急事態における未承認サプライヤーからの農業／養殖インプット、

収穫製品、出荷準備の整った家畜、市場出荷製品、および包装材の受入は、使

用前にそれらの検査または分析を行うことを条件に容認できるものとします。 

2.4.4.3 承認済みサプライヤーの選定・評価・承認・モニタリングの責任および

手順を文書化し、実施するものとします。 

2.4.4.4 サイトの食品ディフェンスプラン（第 2.7.1.1 項を参照）には、受入材料

および成分を保証し、意図的な妨害工作または準テロ事件から保護する方法を

含めるものとします。 

2.4.4.5 サイトの食品偽装脆弱性評価（第 2.7.2.1項を参照）には原材料または

原料成分の代替製品に対するサイトの感受性、不正表示、希釈液、および食品

安全性に有害な影響を及ぼす可能性のある偽装を含めるものとします。 

2.4.4.6 食品偽装軽減計画（第 2.7.2.2 項を参照）には、成分および材料から

識別された脆弱性を管理する方法を含めるものとします。 

2.4.4.7 同一企業のオーナーシップの下にあるその他の施設から受け入れる

農業／養殖インプット、収穫製品、出荷準備の整った家畜、市場出荷製品、およ

び包装材は、その他すべての材料プロバイダーと同じ仕様要求事項（第 2.3.2 項

を参照）および同じ承認済みサプライヤー要求事項の対象となるものとします。 

 

i. 要求があった場合、種子と種苗を適切に登録

し、承認されたサプライヤーから調達するものと

します。 

ii. 家畜生産では、精液、受精卵、および素畜は、

承認済みサプライヤーからのみ購入するものとし

ます。製品名、製品タイプ、および数量を識別す

る記録は維持されるものとします。 

iii. 農場で用いるために購入する肥料やその他の

農業インプットを含む全化学物質は、放射性物

質に関する基準などの政府規制を遵守するもの

とします。 

2.4.4.8 承認済みサプライヤープログラムは、サプライヤーの過去の業績、お

よび受入商品のリスクレベルを根拠とし、かつ最低でも以下を含むものとします。 

i. 合意済みの仕様書 

ii. 承認済みサプライヤーに適用されるリスクレベルの格付けへの言及 

iii. 承認済みサプライヤーが実施している食品安全管理の概要 

iv. 承認済みサプライヤーというステータスの承認方法 

v. 承認済みサプライヤーをモニタリングする方法と頻度 

vi. 要求があった場合、適合証明書の詳細 

vii. 承認済みサプライヤーの能力およびステータスをレビューする方法

と頻度 

2.4.4.9 サプライヤー審査はリスクに基づくものとし、適用規制と食品安全性要

求事項のリスクに関する知識が豊富な、審査技法のトレーニングを受けた個人が

実施するものとします。 

 

2.4.4.10 承認済みサプライヤーの登録、および承認済みサプライヤーの検査

／審査記録を維持するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 一般に認識されている登録機関（家畜保健衛

生所など）は、化学残留物、水質、病原菌、放

射性物質などの食品安全に関連する家畜サプ

ライヤーの審査に利用されるものとします。 
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2.4.5 製品または機器の不適合 

2.4.5.1 不適合製品、農業／養殖インプット、包装材、または機器は、不用意

な使用、不適切な使用、最終製品の完全性に対するリスクを最小限に抑える方

法で隔離、処理、手直し、または廃棄するものとします。 

2.4.5.2 不適合製品の取り扱いおよび廃棄の記録を維持するものとし、最低で

も栽培者／生産者の名前、農場の場所、数量、最終処分を含めるものとします。 

 

2.5 SQF システム検証 

2.5.1 妥当性および有効性（必須） 

2.5.1.1 本来の目的を確実に達成するために適正農業／養殖規範と生産プロ

グラムの有効性を確保する方法、責任、および基準、ならびに食品の安全性に関

する許容限界の妥当性を確認する方法、責任、および基準を文書化し、実施す

るものとします。適用される方法は以下を徹底するものとします。 

i. 求められる結果を達成するよう適正農業／養殖規範を確認すること 

ii. 食品の安全性に関する許容限界を妥当性確認し、年 1回再確認す

ること 

iii. プロセスまたは手順への変更を評価し、管理の有効性が続いてい

ることを確保すること  

2.5.1.2 あらゆる妥当性確認活動の記録は、維持するものとします。 

 

2.5.2 検証活動（必須） 

2.5.2.1 検証活動、各活動の完了頻度と担当者を概説する検証スケジュール

を作成し、実施するものとします。 

2.5.2.2 適正農業／養殖規範、重要管理点およびその他の食品安全管理、な

らびに認証済み製品の適法性のモニタリングを検証するための方法、責任、およ

び基準を文書化および実施するものとします。適用される方法によって、モニタリ

ング活動検証責任者が検証済みの各記録を承認することを確実にするものとしま

す。 

2.5.2.3 モニタリング活動の検証記録は、維持するものとします。 

 

2.5.3 是正処置と予防措置（必須） 

2.5.3.1 根本的な原因の特定、食品の安全性に関する許容限界の不適合の

解決、食品安全要求事項からの逸脱を含む、 

 修正および是正処置を決定、実施、および検証する方法について概説する責任

および方法を文書化および実施するものとします。 

2.5.3.2 修正および是正処置を含む、不適合の調査および解決の記録は維

持するものとします。 

 

2.5.4 製品のサンプリング、検査、および分析 

2.5.4.1 最終製品のサンプリング、検査、および／または分析、ならびにリリー

スは、文書化および実施するものとします。適用される手順は以下を確実に行うも

のとします。 

i. 検査と分析は必要に応じ、同意された仕様（第 2.3.5 項の MRL）、

ならびに規制およびラベル付けの要求事項に従って一定の間隔で

行う 

ii. すべての分析は全国的に認められた手法または全国的に認められ

た手法に相当する妥当性確認済みの代替的手法に従って実施す

る 

iii. 顧客への製品リリースは権限を与えられた人員が承認する 

2.5.4.2 製品試験を実施する現地の人員は、結果の正確さを確保するために

少なくとも年 1回、適用検定試験プログラムに参加するものとします。 

2.5.4.3 インプット分析または製品分析の実施のために外部検査室を利用す

る場合、その検査室は ISO 17025 または相当する全国的規格の認定を受けてい
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るものとし、サイトの契約サービスの仕様書登録リストに記載されるものとします

（第 2.3.3.1項を参照）。 

2.5.5 内部監査（必須） 

2.5.5.1 SQF システムの有効性を検証するための内部監査のスケジュール作

成および実施の方法および責任を文書化し、実施するものとします。内部監査は

少なくとも年 1回実施するものとします。適用される方法は以下を徹底すること。 

i. SQF 食品安全コードのすべての適用要求事項は、SQF 審査チェッ

クリストまたは相当する手段に従って審査される 

ii. 内部監査中に特定された不備の訂正および是正処置を実施する 

iii. 審査の結果は是正処置の実施および確認の責任を負う、適切な管

理者と担当者に伝達される 

iv. 内部監査および内部監査の結果実施される修正および是正処置

の記録を維持するものとする 

2.5.5.2 内部監査を実施するスタッフは、内部監査手順のトレーニングを受

け、力量があるものとします。 

2.5.5.3 施設と機器の定期検査を計画および実施して、適正農業規範および

施設と設備機器の維持が SQF食品安全コードを遵守していることを検証するもの

とします。サプライヤーは以下を行うものとします。 

i. 修正または是正処置と予防措置を行う 

ii. 検査および実施された是正処置の記録を維持する 

2.5.5.4 内部監査を実施する実務スタッフは、審査対象の機能からは独立して

いるものとします。 

 

2.6 製品の識別、トレース、撤去、およびリコール 

2.6.1 製品の識別（必須） 

2.6.1.1 以下を確実にするため、製品の識別システムを実行します。 

i. 農業／養殖インプット、仕掛品、および最終製品を受入、業務、保

管、積み出しおよび輸送、ならびに出荷の全段階で明確に識別する 

ii. 最終製品は顧客の仕様および／または規制要求事項のとおりの表

示がされている 

2.6.1.2 製品の識別記録を維持するものとします。 

 

 

 

 

i. 家畜生産における製品識別記録には、誕生、交

配、血統の記録が含まれていることとします。 

2.6.2 製品トレース（必須） 

2.6.2.1 製品トレースの責任および方法は、以下を確実にするために文書化

し、実施するものとします。 

i. 最終製品は顧客までトレース可能（一つ先）で、工程を通して農業イ

ンプットのサプライヤー、ならびに原料、食品接触の包装資材、およ

びその他のインプットの受入日（一つ前）までのトレーサビリティ（トレ

ース可能性）を提供する 

ii. トレーサビリティは製品が手直しされる場合も維持される 

iii. 製品トレースシステムの有効性を製品のリコールと撤去のレビューの

一部として少なくとも年 1回レビューする（第 2.6.3.3項を参照） 

2.6.2.2 農業／養殖インプット、包装材の受入と使用、製品の積み出しと輸送

に関する記録は維持するものとします。 

 

2.6.3 製品の撤去とリコール（必須） 

2.6.3.1 製品の撤去またはリコールに関する責任および方法は、文書化し、実

施するものとします。手順は以下のとおりです。 

i. 製品の撤去またはリコールの開始、管理、調査の責任を負う者を特

定する 

ii. サイトの経営者が実施する手順について説明する 
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iii. 顧客、消費者、当局およびその他重要関係者に、出来事の性質に

適してタイムリーに情報を伝えるコミュニケーション計画の概要を記す 

iv. SQFI と認証機関をリコールまたは撤去の重要な通知先機関として記

載する 

2.6.3.2 撤去、模造品のリコール、またはリコールの原因を究明するための調

査を実施し、調査および実施された処置の詳細は文書化するものとします。 

2.6.3.3 製品の撤去（自社からトレースできる回収）とリコール（自社からはトレ

ースできない回収）システムは、少なくとも、年 1 回レビュー、試験、検証を行い、

第 2.6.2.1項のトレーサビリティの要求事項を含めるものとします。 

2.6.3.4 SQFIおよび認証機関は、公示が義務付けられている食品安全に関す

る事象が確認され次第、24 時間以内に書面で通知を受けるものとします。SQFI

は通知を受けるものとし、宛先は foodsafetycrisis@sqfi.comとします。 

2.7 フードディフェンスおよび食品偽装 

2.7.1 フードディフェンスプラン（必須） 

2.7.1.1 意図的な妨害工作または準テロ攻撃が原因の食品への不純物混入

を予防する方法、責任、および基準を文書化、実施し、維持するものとします。 

2.7.1.2 フードディフェンスプランは以下を含むものとします。 

i. フードディフェンスの責任を負うサイトの経営者の名前 

ii. 権限を与えられた人員のみが、指定のアクセスポイントを通して機

器、車両、業務、および保管エリアにアクセスを有することを確実

にする実施済みの方法 

iii. 注意を要する業務ポイントを意図的な不純物混入から守るために

実施された方法 

iv. 農業／養殖インプット、包装資材、備品および危険化学物質の安

全な受入および保管を確実にするために実施済みの対策 

v. 農業／養殖インプット、包装材、仕掛品、および最終製品を確保す

るために実施される措置は、安全な保管および輸送の条件下で

保持される 

vi. 従業員、契約業者、訪問者による敷地へのアクセスを記録し管理

するために実施済みの方法 

2.7.1.3 フードディフェンスプランは少なくとも年 1 回レビューおよび検証を受

け、適切に文書化するものとします。 

 

2.7.2 食品偽装 

2.7.2.1 食品偽装に対するサイトの脆弱性の識別に関する方法、責任、および

基準は、文書化、実施、および維持するものとします。食品偽装脆弱性評価に

は、代替製品に対するサイトの感受性、不正表示、希釈液、および食品安全性に

有害な影響を及ぼす可能性のある偽装または盗品を含めるものとします。 

2.7.2.2 食品偽装軽減計画を開発および実施し、計画では識別された食品偽

装脆弱性の管理方法を規定するものとします。 

2.7.2.3 食品偽装脆弱性評価および軽減計画を少なくとも年 1回レビューおよ

び検証するものとします。 

2.7.2.4 食品偽装脆弱性評価および軽減計画のレビュー記録は維持されるも

のとします。 
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2.8 アレルゲンマネジメント 

2.8.1 一次生産のアレルゲンマネジメント（必須） 

2.8.2.1 アレルゲンを管理し、アレルゲンの源による製品汚染予防についての

責任および方法は、文書化され実施されるものとします。アレルゲンマネジメント

プログラムは以下を含むものとします。 

i. 食品グレードの潤滑剤を含む、食品アレルゲンを含有する農業／

養殖インプットと加工助剤のリスク分析 

ii. ロッカールーム、自動販売機、食堂、来訪者による作業場に関連す

る食品アレルゲンのアセスメント 

iii. 関連スタッフによるアクセス可能なアレルゲンのリスト 

iv. 食品安全プランに組み込まれるアレルゲンとその管理に関連する

ハザード 

2.8.2.2 製品のラベル付けには、規制要求事項に従い、交差汚染によるリスク

が文書化されている場合、アレルゲンを含めるものとします。 

 

2.9 トレーニング 

2.9.1 トレーニングの要求事項 

2.9.1.1 SQF システムの効果的な実施ならびに食品安全および規制要求事項

の維持管理に必須の業務を遂行する人員に対し適切なトレーニングを準備する

ものとします。 

 

i. 家畜生産では、飼料マネジメントの責任者は、

トレーニングを受け、家畜栄養学の力量がある

ものとします。 
ii. 家畜生産では、家畜マネジメントの責任者は、

トレーニングを受け、アニマルウェルフェアの力

量があるものとします。 
iii. 家畜生産では、動物の廃棄物の責任者は、トレ

ーニングを受け、動物の廃棄物の廃棄に関す

る力量があるものとします。 
iv. 家畜生産の従業員教育訓練プログラムには、

エネルギーの節約と二酸化炭素排出削減に関

する要求事項を含めるものとします。 

v. 従業員福利厚生に責任があるスタッフメンバー

は、トレーニングを受け、人権、福利厚生、およ

び労務管理に力量があるものとします。 
vi. 公的資格を有する必要がある従業員はすべ

て、承認されたトレーニングに参加および／ま

たは資格試験に合格しています 

2.9.2 トレーニングプログラム（必須） 

2.9.2.1 従業員のトレーニングプログラムを文書化し、実施するものとします。

プログラムには以下に関連する業務を遂行するスタッフに適用される具体的な職

務に対する必要能力およびトレーニング方法の概要を記すものとします。 

i. 適正農業規範、適正生産規範、または適正養殖規範の開発および

適用 

ii. 食品規制要求事項の適用 

 

i. 従業員トレーニングプログラムには、農場活動に

関連する危険な作業、ならびに危険な手順に適

用される制限および承認を含めるものとします。 

2.9.3 指示 

2.9.3.1 規制遵守の達成、食品の安全性とプロセスの効率性の維持に必須の

全業務の実行方法を説明する指示をスタッフに関連する言語で利用可能にする

ものとします。 

 

2.9.4  HACCP トレーニングの要求事項 

2.9.4.1 HACCPに基づくモデルまたはグループ／マルチサイトプログラムを使

用しない場合は、食品安全プランの策定および維持に関与するスタッフに

HACCP トレーニングを提供するものとします。 

 

2.9.5 言語 

2.9.5.1 トレーニングの教材とトレーニングの実施はスタッフが理解する言語で

提供されるものとします。 
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2.9.6 リフレッシュトレーニング 

2.9.6.1 トレーニングプログラムには組織の更新トレーニングの必要性の判断

および実施に関する対策を含むものとします。 

 

2.9.7 トレーニングスキル登録リスト 

2.9.7.1 トレーニングスキル登録リストにより、関連スキルのトレーニングを受け

た人員のリストを維持するものとします。 
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モジュール 5： 動物製品の生産における適正農業規範 

本モジュールは精肉、卵生産、または酪農において用いられる、動物の生産およびマネジメントに関する適正農業規範要求事項を取り扱いま

す。 

本モジュールを実施するサイトは、一次生産の SQFシステム要素の要求事項も満たす必要があります。 

モジュール 5 のすべての該当要素を実施するものとします。要素が適用できない場合は、免除の要請の正当性を適切に示し、審査の前に書

面で認証機関に提出する必要があります。 

• モジュール 5：畜産物飼育に関する GAP 

(一次生産の SQF食品安全コード) 
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会の調達基準に準拠するための補遺 

(東京サステナビリティ補遺) 

5.1 サイトの要求事項 

5.1.1 敷地の場所 

5.1.1.1 農場と施設は、近接、隣接の建物、企業経営、土地使用により、敷

地内での安全で衛生的な操業を妨げられないものとします。 

 

 

 

5.1.1.2 以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環

境要因に起因する作物へのリスクを評価し、記録するために、生産サイトと栽培

サイトにおいてリスクアセスメントを実施するものとします。以下を考慮するものと

します。 

i. 土地使用の履歴 

ii. 地形 

iii. 近隣の土地使用 

iv. 安全な製品を供給する能力に影響を与え得るその他の要因 

 

5.1.1.3 リスクアセスメントは安全な製品の生産に影響を与えうる何らかの状

況または変化があった場合、再評価されるものとします。 

 

 

5.1.1.4 リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減

少させるための管理方法を実施するものとします。 

 

i. 農場の現場は、適切な法律と規則に則って開発

されることとします。 

 

ii. 農場および施設は、騒音、臭い、排出が近隣コミュニティに

与える影響を最小限に抑えるよう運営されるものとします。 

 

 

i. リスクアセスメントには、従業員の安全・衛生、ならびに危険

な環境または作業に関する規範を含めるものとします。 

ii. リスクアセスメントには、該当地域の地形を示す地

図、隣接した土地の使用法、施設と牧草地周辺の地域

の状態が含まれていることとします。 

 

 

 

 

i. リスクアセスメントは、少なくとも年 1回、または安全な製品

の生産または従業員の安全性に影響を及ぼす可能性のあ

る変更が生じた場合に実施されるものとします。 

 

i. リスクアセスメントの結果に基づいて実施される管理方法

は、全従業員に周知するものとします。 

 
5.2 家畜の安全な収容および飼料 

5.2.1 サイトアクセスとセキュリティー 

5.2.1.1 放牧地、飼育場その他家畜が収容される作業場区域は柵で囲うも

のとします。サイトまたは建物の入口ポイントは、施錠またはその他の入場規制

装置により無許可の来訪者の入場を防止するものとします。 

5.2.1.2 電気柵を使用する場合、囲いの中の家畜へのストレスや不快感を避

けるための管理を行うものとします。 
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5.2.2 囲いと追い込み場 

5.2.2.1 囲いおよび飼育場は、ストレスや怪我、病気を最小限に抑え、周囲のエリア

や天然資源に与える影響を最小限にするよう設計、配置、建設、維持管理されるものと

します。 

5.2.2.2 動物が囲いや飼育場に長期間とどめ置かれる場合、水と食物を適切に供給

するものとします。 

5.2.2.3 囲いや追い込み場の柵、ゲート、およびその他の表面は、摂取や吸入、接触

を介して汚染を起こす傾向があるような塗料、処理液、消毒液、その他の資材が用いら

れていないものとします。 

 

ⅰ 畜産マネジメント、家畜の栄養状態と福祉、畜産マ

ネジメントとスタッフの適性、家畜収容システムは、

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管

理指針」に適合することとします。 

5.2.3 集中的収容システム 

5.2.3.1 集中的収容システムの設計、位置付け、建設は目的に適したものとし、予期

される極度の寒暖から動物を保護するものとします。収容と設計は、動物が横になる動

作の自由を許容する十分な空間を提供し、周囲のエリアおよび天然資源に対する影響

が最低限であり、規制または業界／国の実施規範に適合するものとします。 

 

5.2.3.2 動物の収容に使用される建物には、無許可の人物の入場を規制する標識を

掲示するか、その他の形式の入場規制（第5.2.1.1項も参照）を備えるものとします。 

5.2.3.3 動物の収容に使用される建物は、満足のいく生活環境を推進するために適

切な通気があり、効果的な排水と堅固な足元を可能にする設計がされているものとしま

す。 

 

i. 畜産マネジメント、家畜の栄養状態と福祉、畜産

マネジメントとスタッフの適性、家畜収容システム

は、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼

養管理指針」に適合することとします。 

5.2.4 通路、牽引路、入口、出口、積み込み／荷降ろし用スロープ 

5.2.4.1 通路、牽引路、入口、出口、積み込み／荷降ろし用スロープは、家畜の社会

的行動や動きを利用するよう設計され、家畜に怪我をさせるような場所がないよう維持管

理されるものとします。すべての床面には、滑りや転倒を防止するための滑り止めを施す

ものとします。 

5.2.4.2 通路、牽引路、入口、出口、積み込み／荷降ろし用スロープは経口摂取、吸

入、接触により動物を汚染しない素材を使うよう設計、建築、維持され、 動物を傷つける

尖った物がないようにします。 

 

5.2.5 飼料、農業用化学物質、備品保存用の建物 

5.2.5.1 備品、動物用・農業用化学物質または飼料の保存に使用される建物はすべ

て、適正な衛生慣行の遵守を可能にし、製品の汚染を避けるよう設計・建築されるものと

します。建物は清潔に保つものとします。 

5.2.5.2 飼料の貯蔵用のサイロは承認済みの材料で建設され、乾燥、清潔を保ち、ご

みの残余物がなく、容認可能な状態で目的に適しており、安全な薫蒸管理を可能にし、

害虫の侵入を防ぐように設計されるものとします。 

5.2.5.3 貯蔵庫は飼料、動物用化学物質および飼料と動物用化学物質の分配用の

容器と設備の個別、衛生的な保管を可能にするよう設計し、建築するものとします。物品

は、農業用機械、危険化学物質、その他の有害物質から分離された状態を保つものとし

ます。 

5.2.5.4 動物用医薬品および医療用品は安全な区域に保存し、権限を与えられた人

員のみがアクセスできるようにするものとします。 

 

5.2.6 農場／収穫用機械およびコンベアの建設と保管 

5.2.6.1 コンベアおよび収穫用機器の製品接触面は、製品の効果的な取り扱いを可

能にするよう設計・建設され、製品と直接接触する表面は食品または食品安全リスクの

原因とならない材料で建設されるものとします。 

5.2.6.2 機器、コンベア、袋、トレイ容器、器具を洗浄および保管するための設備を整

えているものとします。 

5.2.6.3 農業用機械を飼料用コンベアと収穫用機器から分離して保管するための設

備を整えているものとします。 

 

i. 機械と機器は、従業員の安全性を確保するよう設

計、購入、維持管理されるものとします。 
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5.2.7 車両、機器および器具 

5.2.7.1 動物の保健用の機器、道具、器具は使用に適したものであり、無毒、

清潔で殺菌済みであり、汚染を防ぐ手法で保存するものとします。 

 

 

 

 

5.2.7.2 家畜の飼料供給または動物の保健用の備品、道具、器具およびその

他の物品は、修繕を施し、清潔に保ち、汚染を防ぐ手法で保存するものとしま

す。 

 

 

5.2.7.3 使い捨て医療用品を含む動物用備品は、目的に適したものであり、清

潔で使用可能な状態で、清潔、安全で堅固な場所に保存するものとします。 

5.2.7.4 水槽と餌入れは、汚染源とならないよう、第 5.2.12 項に従って十分な

頻度で清浄を行うものとします。 

5.2.7.5 飼料収穫用コンテナとパレットの検査に関する方法および責任は、文

書化し、実施するものとします。収穫用コンテナのタイプと構造を記載するものと

します。 

5.2.7.6 収穫用コンテナを収穫以外の目的に使用することは明確に識別され

るものとし、完全な清浄と検査なしに収穫用に再利用してはなりません。 

5.2.7.7 飼料の輸送に使用される車両は目的に適合しているものとし、完全な

清浄と検査なしでは飼料の汚染の原因となる、廃棄物、し尿、化学物質またはそ

の他の危険物質の運搬に用いてはなりません。 

5.2.7.8 サイトへの入場・退出ポイントには、交差汚染と疾病の発生を防止する

ために車両の車輪の清浄と殺菌の備えを有することとします。 

 

i. 機器および車両は、エネルギー消費を最小限に

抑えるか、低減するよう設計および利用されるも

のとします。機器および車両に用いるエネルギ

ーと燃料の記録を維持するものとします。 
ii. 機器は、使用後に維持管理し、検査して従業員

の安全性を確保するものとします。 
 

動物の排泄物やその他廃棄物を扱うために使用され

る器具は、家畜排泄物に関連した法律に従って

設計、建設されるものとします。 

5.2.8 メンテナンス 

5.2.8.1 設備と建物の保全の方法および責任について文書化し、製品または

機器の汚染のリスクを防ぐ手法で実施するものとします。 

 

5.2.9 設備の校正 

5.2.9.1 飼料の供給、化学物質の使用、動物用医薬品に使用される供給、計

測、試験、検査用具の較正の方法および責任を記録し、実行するものとします。 

5.2.9.2 機器は、国内または国際的な参照規格、方法、付則に照らして校正さ

れるものとします。このような標準の利用が不可能な場合、製造者は適用される

校正参照手法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。 

5.2.9.3 校正記録を維持するものとします。 

 



SQF コード第 8 版 
1995 年 5 月初版 

東京サステナビリティ補遺： 

モジュール 5 畜産物飼育に関する GAP 

 

SQF コード第 8 版  

© 2019 Food Marketing Institute. All rights reserved. 
22 

5.2.10 有害生物の予防 

5.2.10.1 サイトまたは施設の有害生物の予防に関する方法および責任は、文

書化され、実施されるものとします。敷地、動物収容施設、保管設備、機械および

設備は、害虫を寄せ付けることがないよう、廃棄物またはゴミがたまることがないよ

う保つこととします。 

5.2.10.2 有害生物の予防プログラムは以下の条件を満たすものとします。 

i. 有害生物の予防プログラムの開発、実施、維持の方法および責任

を説明する 

ii. 各農薬の散布ごとに標的害虫を識別する 

iii. 有害生物を防ぐために用いた方法を概説する 

iv. 有害生物を見つけたときの駆除に用いる方法を概説する 

v. 有害生物の状態をチェックする頻度を概説する 

vi. 設定するトラップおよびベイト剤ステーションの識別、位置、番号、

タイプをサイトマップに含む 

vii. 使用された化学物質を列挙する（該当する当局による承認を必要と

し、安全データシート（SDS）を利用可能とします） 

viii. ベイト剤管理プログラムを従業員に知らせる方法と従業員がベイト

剤ステーションに接触した際に取るべき措置を概説する 

ix. 有害生物および害虫用の管理された化学物質とベイト剤の使用に

関する従業員の認知とトレーニングの要求事項を概説する 

5.2.10.3 有害生物の検査と有害生物適用の記録は維持するものとします。 

 

 

 

i. 使用された駆除剤と散布方法は、家畜や家

畜から加工された生産物に直接的・間接的

に悪影響を及ぼしてはなりません。 

 

 

5.2.11 動物管理 

5.2.11.1 当該経営者は飼料または食用作物の生産の周辺における動物活動

の、実行／モニター済みの明記されたリスクアセスメントを有することとします。 

5.2.11.2 飼料栽培および生産用動物から、家畜と野生動物を排除する措置を

取るものとします。 

5.2.11.3 家畜を追うために作業犬が利用される場合、生産者は作業犬の健康

を維持／モニタリングするものとします。 

 

5.2.12 清掃および衛生 

5.2.12.1 動物の収容場、囲い、飼育場、一時収容所、飼料接触備品、動物保

健用品、衛生設備の清浄の方法および責任は記録し実行するものとします。以

下に対する考慮がされるものとします。 

i. 何の清掃をすべきか 

ii. どのように清掃をすべきか 

iii. いつ清掃するか 

iv. 清掃の責任者  

v. 洗浄の評価の責任者 

5.2.12.2 動物の収容場、囲い、飼育場、一時収容所、飼料接触備品、動物保

健用品、衛生設備の清浄の有効性を検証する頻度を示し、検証活動完了の責

任者を示す検証スケジュールを作成するものとします。 

5.2.12.3 清掃および衛生プログラムの有効性は定期的に見直しを行い、環境

的要因または疾病リスクに基づき必要に応じて適合されるものとします。 

5.2.12.4 清掃および衛生活動の記録を維持するものとします。 

 

 



SQF コード第 8 版 
1995 年 5 月初版 

東京サステナビリティ補遺： 

モジュール 5 畜産物飼育に関する GAP 

 

SQF コード第 8 版  

© 2019 Food Marketing Institute. All rights reserved. 
23 

5.3 人員の衛生と福利厚生 

5.3.1 人員の作業規範 

5.3.1.1 家畜と飼料の取り扱いに従事する人員は適切な人員の作業規範を守

るものとします。食品安全規範に違反する人員に是正処置を実施するものとしま

す。 

5.3.1.2 人畜共通感染症に罹患した、またはその保菌者である人員は、家畜

または飼料の取り扱いに従事しないものとします。 

5.3.1.3 医療スクリーニング手続きは全従業員に対して実施するものとし、全訪

問者および契約業者にも適用可能とします。 

5.3.1.4 家畜用飼料、および血液またはその他の体液と接触した飼料接触面

の取り扱いの手順を明記する、書面による方針の整備を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 清浄水および救急処置キットは、従業員の事故

発生時に使用できるものとします。 
ii. 手や指先に開放創がある従業員は、畜産物に

接触する恐れのあるすべての業務を控えるこ

ととします。 

5.3.2 衛生設備および手洗い 

5.3.2.1 トイレ設備を設け、製品汚染リスクの可能性を最小限に抑えるやり方

で、設計、構築、配置を行うものとします。 

i. トイレは最大の従業員数に対応し、容易に清掃および維持管理で

きるよう建築されるものとする 

ii. 清潔な／飲料水の出る手洗い台、手洗い石鹸、使い捨てタオル、

または効果的な手の乾燥機、ゴミ箱、および廃棄される使用済み

手洗い水を溜めるタンク（排水に接続していない場合）がトイレ設

備の中またはすぐそばに提供されるものとする 

iii. トイレに行った後には毎回手洗いをするよう人員に指導する適切

な言語での掲示を、手洗い台の横に設置する 

iv. 農場の従業員が使用する防護衣にラックを提供するものとする 

v. トイレは農場作業員が容易にアクセスできる位置に設置されるもの

とする 

vi. トイレと洗い場は清潔で衛生的な状態に維持されるものとする 

5.3.2.2 人員は手を清潔に保ち、手洗いは以下の際にすべての人員が行うも

のとします。 

i. 毎回のトイレ使用後 

ii. 汚れたまたは汚染された材料の取り扱い後 

vii. 喫煙または飲食後 

 

5.3.3 防護衣 

5.3.3.1 防護衣は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に維持、保管、洗

濯、着用されるものとします。 

5.3.3.2 当てはまる場合、靴を含む衣類は製品を汚染リスクから守るために効

果的に洗濯・殺菌を行うものとします。 

5.3.3.3 ゴムまたは使い捨て手袋を使用する場合、業務は手袋使用に関する

方針を整備することとし、人員は上記に概説する手洗い規範に従うものとします。 

5.3.3.4 建物間をつなぐ入退出部分には、履物の清浄・殺菌剤を備え付けるこ

ととします。 

 

5.3.4 アクセサリーと所持品 

5.3.4.1 家畜の安全に脅威をもたらすアクセサリーや固定されていない物を、

家畜の取り扱いまたは飼料貯蔵業務に際して身につけたり持ち込んではならな

いものとします。 

 



SQF コード第 8 版 
1995 年 5 月初版 

東京サステナビリティ補遺： 

モジュール 5 畜産物飼育に関する GAP 

 

SQF コード第 8 版  

© 2019 Food Marketing Institute. All rights reserved. 
24 

5.3.5 来訪者 

5.3.5.1 すべての訪問者および従業員は、アクセサリーその他固定されていな

い物を取り外し、適切な防護衣を身につけるよう義務付けるものとします。 

5.3.5.2 家畜に伝染する可能性がある疾患の明らかな兆候を示す訪問者は家

畜取り扱い、飼料貯蔵、または作業場の業務区域への入場を禁止されるものとし

ます。 

5.3.5.3 訪問者は飼育場、囲い、飼育場、納屋または倉庫において会社が従

業員用に指定される人員の作業規範のすべてに従うものとします。 

5.3.5.4 子供およびその他の家族構成員は、すべての訪問者の要求事項に

従い、常に監督されるものとします。 

 

5.3.6 施設 

5.3.6.1 従業員の携行品を、家畜、作物、収穫、作業場業務、機器から離して

保管するための措置を取るものとします。 

5.3.6.2 食事休憩用の区域は、動物または飼料接触／接触区画および設備

から離して指定・設置するものとします。 

5.3.6.3 全作業場従業員に飲用水を利用可能とします。 

 

 
5.4 作業場および動物飼育規範 

5.4.1 作業場での取り扱い規範 

5.4.1.1 家畜または飼料を、化学物質、油類や潤滑材、および／または人との

交差汚染から防ぐための対策を実施するものとします。 

 

5.4.2 動物飼育の規範 

5.4.2.1 生産者は飼育する動物のタイプに合った動物飼育の規範を適用し、

広域放牧、閉鎖収容、または集中的収容状態のいずれかを問わず、動物の基本

的ニーズが充足され、確実に維持されるようにするものとします。 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2 動物の飼育と管理の責任を負う従業員は、動物の取り扱いと福利につ

いてトレーニングを受けているものとします。従業員は動物の苦痛と病気の早期

の兆候に気づき、動物のストレスを最低限にできるものとします。 

 

 

i. 生産者は、少なくとも年 1回、公益社団法人中央

畜産会が公表している飼養衛生の要求事項を含

めて、動物飼育の規範を確認するものとします。 
ii. 有機物を牧草地に追加する場合は、地元で生成

された有機物の使用を最優先します。 

iii. 畜産マネジメント、家畜の栄養状態と福祉、畜産

マネジメントとスタッフの適性、家畜収容システム

は、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼

養管理指針」に適合することとします。 

 

5.4.2.3 家畜の取り扱いに関する明記された手順を実行し維持するものとしま

す。手順は、家畜を取り扱う従業員が以下を確認することを指示するものとしま

す。 

i. 動物は清潔な飼料の適切な供給源と汚染されていない水が常

に与えられている 

ii. 動物は損傷やストレスを避けるようなやり方で放牧と収容が行わ

れている 

iii. 動物のし尿と飼育場の汚水は定期的に除去し排除している 

iv. 物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手

順が整備されている 

v. 病気にかかったり、投薬中の動物は健康な動物から隔離されて

いる 

vi. 病気にかかった動物を取り扱ったり治療している人員は、健康な

動物に接触しない 

5.4.2.4 家畜と接触する素材や設備は清潔で修理が行き届いているものとしま

す。 

 

 

i. 寝床の敷料は定期的に交換するか、家畜の排泄

物で汚染された場合に交換します。 
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5.5 水のマネジメント 

5.5.1 家畜生産用の水 

5.5.1.1 家畜生産用の水は、周知の清潔な水源から引かれるか使用に適合す

るよう処理済みのものとします。 

5.5.1.2 生産者は水源から使用に至る水供給におけるハザード分析を実施

し、水のモニタリング用の容認基準を設定し、水が目的に適することを確実にする

ため、使用される水の完全性の確認と検証を行うものとします。 

5.5.1.3 家畜生産用の水がタンクまたは飼槽に溜めて置かれる場合、生産者

はタンクまたは飼槽が汚染源でないことを確実にするものとします。 

5.5.1.4 人間または動物の排泄物を搬送する廃棄物システムは、家畜生産用

の水の搬送用の水路とは分離されるものとします。 

 

5.5.2 家畜生産用の水の処理 

5.5.2.1 家畜生産用の水が使用可能な状態に処理される場合、処理後の水は

要素で概説される微生物学的基準に沿うものとします。 

 

5.5.3 水のマネジメント計画 

5.5.3.1 家畜生産、飼料の混合、飼料と動物用設備の清浄、殺菌剤溶液の混

合に使用される水は、生産国の飲料水に関する微生物学的・化学的基準に適合

するものとします。リスクアセスメントと適用法に基づき、必要に応じて灌漑用水そ

の他の農業用水に関する個別の基準を設けるものとします。 

水のマネジメント計画には以下を含むものとします。 

i. リスクアセスメント（危害分析） 

ii. 予防管理 

iii. モニタリングおよび検証手順 

iv. 是正処置  

v. 文書化 

5.5.3.2 必要に応じ、水リスクアセスメントおよび現在の業界標準または生産す

る商品に関する規制の指示のとおり、水のマネジメント計画の一環として水質検

査を行うものとします。該当する場合、ISO 17025認証済みまたはそれに相当す

る承認された検査機関で水質分析を実施するものとします。 

5.5.3.3 水質が確立された標準または基準に適合することを確認するため、水

質のモニタリングを行うものとします。リスクアセスメントまたは適用法規により決定

されるモニタリングの、場所と頻度を示す検証スケジュールを作成するものとしま

す。 

 

5.5.4 是正処置 

5.5.4.1 モニタリングが家畜生産用（または要素 5.5.3.1 の下で特定されるその

他の用途）の水が確立した基準または標準に満たない場合、生産者は是正処置

プランを作成することとし、そこに追加的水処理、追加的水源、家畜の特定と廃

棄またはその他判明したハザードを適切に管理するための代替的な措置を含め

ることができる。 
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5.6 保管と輸送 

5.6.1 家畜、飼料および動物用医薬品の保存 

5.6.1.1 家畜は微生物学的または化学的汚染、身体的損傷または苦痛を最小

限にする条件のもと、収容および運搬がされるものとします。 

 

5.6.1.2 生産者は家畜、飼料または給餌用具を、農業用化学物質、洗浄剤、

廃棄物または人との交差感染を防ぐ対策を実施するものとします。 

 

 

5.6.1.3 飼料は清潔で乾燥したサイロまたは納屋に安全に保管し、廃棄物、動

物用医薬品、および危険化学物質とは分離して取り扱うものとします。 

5.6.1.4 異なる種、栽培者、または製造業者から調達する動物飼料は、適切に

分離および識別するものとします。 

5.6.1.5 飼料は定期的に清潔度、温度、適合性、およびカビや菌類がないこと

の確認が行われるものとします。飼料確認の記録を保存するものとします。 

5.6.1.6 動物用ワクチンおよび医薬品は安全で施錠可能な保管場所に、規制

要求事項または規制要求事項がない場合はメーカーの指示に従って保管するも

のとします。 

 

 

 
i. 堆肥は病原微生物と雑草の種子を殺菌、消毒、
無害化するために必要な温度で処理・管理され、

土壌分析結果、業界基準、政府機関規制に従っ

て適用されることとします。 

 

 

 

 

 

i. 精液、受精卵、および素畜は、規制要求事項とサ

プライヤーの指示に従って保管するものとします。 

5.6.2 危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管 

5.6.2.1 危険化学物質、有害物質、石油製品は、従業員、製品、製品取り扱い

設備、または家畜もしくは飼料を取り扱い、保存、運搬する区域に危険をもたらす

ことがないよう、特に識別し保存するものとします。 

 

 

5.6.2.2 農薬および除草剤; 殺鼠剤、燻蒸剤および農薬; 消毒剤および洗剤な

どの製品接触化学物質は、別々に、本来の容器内に入れて保管するものとしま

す。 

5.6.2.3 化学物質保管庫は： 

i. 国・地方自治体の法規を遵守し、薬剤間の交差汚染が起きない

ように設計される 

ii. 屋外と換気性がある 

iii. 危険物保管エリアである旨の適切な表示がされている 

iv. 化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた

人員のみにアクセスを制限するべく、安全かつ施錠可能な状態

を維持する 

v. 危険化学物質の安全な取り扱い説明を備え、従業員が容易にア

クセス可能にする 

vi. 保管施設に含まれる全化学物質の詳細かつ最新の在庫目録を

備える 

vii. 保管エリアには適切な救急用品および防護衣を使用可能にする 

 

 

 

 

  



SQF コード第 8 版 
1995 年 5 月初版 

東京サステナビリティ補遺： 

モジュール 5 畜産物飼育に関する GAP 

 

SQF コード第 8 版  

© 2019 Food Marketing Institute. All rights reserved. 
27 

 
i. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび／または洗浄施設

を利用可能にする 

ii. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込め

られるよう設計されている  

iii. 漏出事故用キットおよび清掃設備を備えている 

5.6.2.4 石油燃料、オイル、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管エリ

アとは別に保管するものとします。 

 

 

 

 

i. 燃料油と潤滑剤の保管は、標識が正しく示され、

消火設備が装備され、漏れが防止されるものとし

ます。 

5.6.3 輸送 

5.6.3.1 家畜の積み込み、運搬、積み降ろしの方法および責任は損傷と苦痛

を最小限にするよう記録、実施、設計されるものとします。 

5.6.3.2 家畜の積み込み、運搬、積み降ろしに関わる従業員は適切にトレーニ

ングされているものとします。 

 

 
5.7 医薬品、動物飼料、農業用化学物質の購入および使用 

5.7.1 ワクチン、医薬品、およびビタミンの購入 

5.7.1.1 ワクチン、医薬品、ビタミン、および栄養補助食品は適用法規に従っ

て認可済みのサプライヤーから購入し、メーカーにより正しく表示がされているも

のとします。 

5.7.1.2 飼料混入の医薬品を含め、購入／使用されたすべての動物用医薬

品、ビタミン、および栄養補助食品の在庫一覧を保存するものとします。生産者

は在庫一覧に含まれ、施設内で使用されたすべての動物用医薬品の購入証明

を提供するものとします。 

 

5.7.2 動物用医薬品の適用 

5.7.2.1 標的疾病に対するワクチンまたは医薬品の使用を指示する方法およ

び責任は、文書化および実施するものとします（すなわち、アニマルヘルスプラ

ン）。すべてのワクチンと医薬品は、投薬禁止期間を含め、使用説明書に従って

使用する必要があります。 

5.7.2.2 医薬品の承認適応症外使用は、有資格獣医師により承認を受け、文

書化するものとします。 

5.7.2.3 ワクチン投与に関する決定を行う者は以下を行うものとします。 

i. 目的市場において容認される医薬品および最大の残留物レベ

ルに関する情報の知識とアクセス方法を示す 

ii. 医薬品投与の多様な手法および投与禁止期間に関する能力と

知識を示す 

iii. 最新の医薬品一覧を維持し、購入／使用された全医薬品の記

録を保存する 

5.7.2.4 動物用医薬品を飼料に混ぜて投与する必要がある場合、医薬品混入

の飼料は個別に識別され、保存されるものとします。 

5.7.2.5 動物用医薬品を水に混ぜて投与する必要がある場合、医薬品混入の

水は個別に識別し保存されるものとします。 

 

i. アニマルヘルスプランには、抗菌薬使用を低減

し、薬物耐性を阻止するための措置を含めるも

のとします。 

 

 

i. 農場は資格を持った獣医師の指導の指導のもと

で行うこととします。 

 

ii. 農場は検査結果と獣医師から処方された薬剤の

記録を保管することとします。 
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5.7.2.6 生産者は未使用の動物用医薬品、期限切れ医薬品、空の容器と使い

捨ての器具を、規制要求事項に従って廃棄し、空の容器、使用済み注射針、使

い捨て器具が再使用されることなく、廃棄までの間、隔離して安全に保管するよう

確実にするものとします。 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.7 一部またはすべての家畜が届出義務のある疾病に感染した場合、生

産者は影響を受けたグループを隔離し、影響を受けたグループの治療または廃

棄による適切な措置を取るものとします。 

i. 使用済み注射針と使い捨て器具のすべてについ

て、説明するためのプロセスを実施するものとしま

す。 

ii. 家畜の肉に注射針の混入が認められた場合、そ

の種類の家畜は、直接の取引先にその情報を開

示しないまま売買されることがないものとします。 

iii. 動物福祉プランには、家畜感染症状（発熱、流

涎、水泡、家禽のへい死の急増）が発生した場合

の家畜保健衛生所への通知手順を含めるものと

します。 

5.7.3 飼料マネジメント計画 

5.7.3.1 動物飼料は、内部から調達しない場合、適用法規と合意済みの仕様

に従って、承認済みサプライヤーから購入するものとします。購入されたすべて

の動物飼料の記録は保存されるものとします。 

 

5.7.3.2 購入またはサイトでの生産を問わず、すべての動物飼料の安全性と完

全性を維持するための方法および責任は、文書化および実施するものとします

（すなわち、飼料マネジメント計画）。飼料は規制要求事項を満たし、微生物学的

または化学的汚染の可能性を最小限にするよう管理されるものとします。 

飼料マネジメント計画には以下を含むものとします。 

i. リスクアセスメント（危害分析） 

ii. 予防管理 

iii. モニタリングおよび検証手順 

iv. 是正処置 

v. 文書化 

5.7.3.3 飼料が確立された微生物学的および化学的標準または基準への遵

守を確認するため、飼料の品質の検査を行うものとします。該当する場合、ISO 

17025認証済みまたはそれに相当する承認された検査機関で飼料分析を実施す

るものとします。 

 

5.7.3.4 飼料が汚染されたまたは使用に適さないことが発覚した場合、生産者

は家畜およびその他の農場の生産物に食品安全リスクをもたらさないよう、汚染さ

れた飼料を封じ込め除去し、また汚染されたサイロと設備を洗浄・殺菌する工程

を整備するものとします。 

 

i. エコフィードを用いた生産サイトでは、農場は「食

品残渣を利用した飼料の安全性を確保するため

のガイドライン」を遵守するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 堆肥は病原微生物と雑草の種子を殺菌、消

毒、無害化するために必要な温度で処理・管

理され、土壌分析結果、業界基準、政府機関

規制に従って適用されることとします。 
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5.7.4 農業用化学物質 

5.7.4.1 化学物質は、適用法規に従い承認済みサプライヤーから購入するも

のとします。購入・使用されるすべての化学物質の在庫目録が維持管理されるも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4.2 標的害虫または病気に使用される適用と、その適用を開始する閾値レ

ベルを指示する作物保護対策計画が作成され、実施されるものとします。 

5.7.4.3 製品が輸出用である場合は、農業用化学物質の使用は、目的の輸出

先の国における要件を考慮するものとします。 

5.7.4.4 化学物質の使用に関する判断を行う者は、以下に従うものとします。 

i. 目的市場において容認される化学物質の使用および最大残留

基準値に関する情報への知識とアクセスを示す 

ii. 目的の市場において使用が承認済みである農薬のみを使用す 

iii. 農薬使用および作物への使用禁止期間に関する能力と知識を

示す 

iv. 作物への使用および標的害虫／疾病に対する適用率が使用説

明書の推奨を確実に遵守する 

v. 農薬使用と収穫の間の期間が適用された農薬について承認済

みの収穫の間隔を遵守していることを示す 

vi. 現在の農薬の一覧を維持し、すべての農薬使用の記録を保持

する 

 

i. 作物保護プログラムには、農薬管理設備の点検、清

掃、消毒を含めるものとします。 

ii. 作物保護プログラムには、周辺作物をオーバースプ

レーから保護するための措置を含めるものとします。 

iii. 適切な場合は、保管または適用時に化学物質の蒸

発を防ぐための措置を取るものとします。 

iv. 作物保護プログラムは、正確な量の化学物質のみを

適用し、残留化学物質がないよう用いることを確保す

るものとします。 

v. 農薬の適用は、有害生物活動に関する最新知識に

基づいているものとします。 

vi. 適切な場合、作物保護プログラムには、化学物質の

適用に加え、作物への侵入を最小限に抑えるための

措置を含めるものとします。 

vii. 周辺の農産物、家畜、住民を農薬散布から保護する

ための対策は、作物保護プログラムに含まれることと

します。 

 

 

 

 

i. 農薬および堆肥の購入と使用の記録を維持するもの

とします。 

5.7.4.5 生産者は、規制要求事項に従って化学物質廃棄物および空の容器

を廃棄し、下記の点を確認するものとします。 

i. 空の化学薬品容器は再使用しないこと 

ii. 採取を待っている間、空の容器にはラベルを付け、分離し、安全

に保管すること 

iii. 未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可され

た廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること 
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5.8 家畜の識別とトレーサビリティ 

5.8.1 飼育の記録 

5.8.1.1 すべての家畜は、一次生産システム要素の第 2.6.1 項と第 2.6.2 項に

従い、個別または群れごとの識別システムにより識別され、生まれた農場まで遡

ってトレースできるものとします。 

5.8.1.2 生産者は農場内の現在の生きた家畜、家畜移動、家畜売買、家畜の

損失を含む飼育の記録を保存するものとします。 

5.8.1.3 承認された動物用医薬品による治療を受けた飼育の記録を保存し、

その医薬品の投薬日と投薬禁止期間を含めるものとします。 

 

5.8.2 飼料の識別とトレーサビリティ 

5.8.2.1 すべての飼料および飼料添加物は、一次生産のシステム要素第 2.6.1

項と第 2.6.2 項に従い、バッチ識別システムにより識別され、サプライヤーの名称

と住所とバッチ番号、または生産者の識別マークを含む、供給源まで遡ってトレ

ースできることとします。 

5.8.2.2 生産者は使用した飼料と飼料添加物の記録を保存するものとします。 

 

 
5.9 廃棄物処理 

5.9.1 乾燥、液体廃棄物の処理 

5.9.1.1 廃棄物は家畜その他農場の動物に食品安全リスクをもたらすことがな

いよう、農場、作業場、囲い、飼育場、家畜小屋、周囲の区域から定期的に除去

されるものとします。 

5.9.1.2 非食用材料および不使用の包装材を含むすべての固体廃棄物、なら

びに液体廃棄物および非衛生的廃棄物の、効果的かつ効率的な廃棄について

の方法および責任が、文書化し、実施されるものとします。 

 

 

5.9.1.3 農場の固形廃棄物が保管される場所は、清潔に保つこととします。 

5.9.1.4 処理予定の動物の死骸は、生産区域の外に保管されるものとします。

死骸処理会社は、死骸除去の際に生産施設の通り抜けてはなりません。 

 

 

 

 

i. 廃棄物処理方法には、廃棄物の削減、最小化、およ

び／または再利用のための措置を含めるものとしま

す。 
ii. 家畜の排泄物を堆肥として用いる場合は、現地コミュ

ニティを優先して使用するものとします。 

5.9.2 液体廃棄物 

5.9.2.1 排水および廃棄物処理区域は、水源と隣接の敷地の汚染を避けるよ

う設計および建設されるものとします。 

 

5.9.2.2 下水処理取り扱い業務からの未処理の排水およびスラリーは、動物一

時収容区域、放牧場、作物の収穫、水路の汚染をしないよう封じ込められるもの

とします。 

5.9.2.3 液肥は家畜およびその他農場の動物に食品安全リスクをもたらすこと

がないよう、特別に設計・構築された水密性容器／貯水槽に保管するものとしま

す。 

 
i. サイト／農場は、排水の処分および処理における現

地の法律や条例に従うこととします。 
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モジュール 7：植物生産物の農作に関する適正農業規範 

本モジュールは、果物、野菜とナッツ類の栽培と収穫に関する適正農業規範の要求事項を網羅しています。 

本モジュールを実施するサイトは、一次生産の SQFシステム要素の要求事項も満たす必要があります。 

モジュール 7 のすべての該当要素を実施するものとします。要素が適用できない場合は、免除の要請の正当性を適切に示し、審査の前に書

面で認証機関に提出する必要があります。 

 

モジュール 7： 植物生産物の農作に関する GAP 

(一時生産の SQF食品安全コード) 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会の調達基準に準拠するための

補遺 

(東京サステナビリティ補遺) 

7.1 サイトの要求事項 

7.1.1 敷地の場所 

7.1.1.1 農場と施設は、近接、隣接の建物、企業経営、土地使用により、敷地

内での安全で衛生的な操業を妨げられないものとします。 

7.1.1.2 以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環境

要因に起因する作物へのリスクを評価し、文書化するために、生産サイトと栽培サ

イトにおいてリスクアセスメントを実施するものとします。以下を考慮するものとしま

す。 

i. 土地使用の履歴 

ii. 地形 

iii. 近隣の土地使用 

iv. 安全な製品を供給する能力に影響を与えうるその他の要因 

7.1.1.3 分析は安全な製品の生産に影響を与えうる何らかの状況または変化

があった場合、再評価されるものとします。 

7.1.1.4 リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減

少させるための管理方法を実施するものとします。 

 

 
 

 

i. サイトのリスクアセスメントには、サイトマップに加

え、栽培中の土地の場所と作付面積（エーカー）

を含めるものとします。 

ii. 栽培サイトのリスクアセスメントには、農薬の適用

時に近隣の敷地やコミュニティに及ぼすリスクを

含めるものとします。 

 

7.2 製品取り扱い、保管および設備 

7.2.1 圃場および保管用建物 

7.2.1.1 備品、農業用化学物質、農業用包装材または作物の保管に使用され

る建物はすべて、適正な衛生慣行の遵守を可能にし、製品の汚染を避けるよう設

計・建設されるものとします。 

7.2.1.2 作物または作物包装材の保管用の建物は、頑丈な構造であるものと

します。内部の表面は明るい色の仕上げで、なめらかで、不透水性があり、清潔

に保つものとします。 

 

7.2.2 温室、水耕栽培およびキノコ類 

7.2.2.1 屋内で製品を栽培するサイトは、製品に食品安全リスクがないよう設計

されるものとします。 

7.2.2.2 温室内でのガラスまたは硬質プラスチックの破損の取り扱い手順を文

書化し、実施するものとします（7.8.2を参照のこと）。 

 

7.2.3 管理された温度および環境での保管 

7.2.3.1 生産者は、冷蔵、冷凍保存および管理された環境の施設が適切な規

模、建設および設計を有し、効果的な運用性能能力を有することを保証するもの

とします。 

 

7.2.3.2 床は不透水性で洗浄が容易な、滑らかで高密度の耐衝撃性がある材

料で建設されるものとします。床は正常な状態において溢れた水または廃水の効

果的な除去を可能にするよう、有効な傾斜がつけられているものとします。 

7.2.3.3 壁、天井、ドア、フレーム、ハッチはしっかりとした壊れにくい作りとしま

す。内部の表面は不透水性があり、滑らかな明るい色の仕上げとします。 
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7.2.3.4 照明は飛散防止加工が施されているか、保護カバーが備わっているも

のとします。 

7.2.3.5 保管室の定期的清掃を考慮した上で、予想される最大の製品保管処理

量で冷蔵または保管するための、十分な冷蔵および管理された環境の機能容量

を利用できるものとします。 

7.2.3.6 解凍および凝縮ラインの排出液は管理され、排水システムに放出される

ものとします。 

7.2.3.7 冷蔵、冷凍保存および管理された環境の施設は、温度モニタリング機

器または適切な温度モニタリング装置を、室温の高い部分をモニタリングでき、か

つ室温の視認が容易でアクセスしやすい場所に備えているものとします。 

7.2.3.8 チルド室、冷蔵保管施設および温度が管理された環境の荷捌きエリア

は、適切に密封が施され、排水され、傾斜がつけられているものとします。 

7.2.4 乾燥原材料、包装材および器具の保管 

7.2.4.1 保管室は収穫・包装用器具を農業用機械、危険化学物質、有害物質

から離して個別的、衛生的な保管を可能にするよう設計・建設されるものとしま

す。 

 

7.2.5 農業用機械、コンベア、収穫用設備の建設と保管 

7.2.5.1 コンベア上の製品接触面は、製品の効果的な取り扱いを可能にする

よう設計・建設され、製品と直接接触する表面は食品または食品安全リスクの原

因とならない材料で建設されるものとします。 

7.2.5.2 刃物、袋、トレイ、コンベア、容器、その他の備品を含む食品取り扱い

用設備は、無毒性、滑らか、不透水性の洗浄しやすい材料で建設されるものとし

ます。 

7.2.5.3 収穫用設備、機器、コンベア、袋、トレイ容器、器具を洗浄・保管する

ための設備を整えているものとします。 

7.2.5.4 農業用機械を食品用コンベア、収穫・加工用設備から分離して保管

するための設備を整えているものとします。 

 

7.2.6 車両、機器および器具 

7.2.6.1 農作業に用いる機器、車両、工具、器具、およびその他の物品で農産

物に接触し得るものは、個別に識別され、保全状態が良く、消毒されており清潔

で、汚染を防ぐ方法により保管されるものとします。 

 

 

 

7.2.6.2 水槽は、汚染源とならないよう、十分な頻度で洗浄を行うものとしま

す。 

7.2.6.3 食品に接触する収穫用コンテナおよびパレットは、収穫前および収穫

中に検査するものとします。文書化および実施される手順には、収穫用コンテナ

と包装用コンテナのタイプと構造を含めるものとします。 

7.2.6.4 収穫用コンテナを収穫以外の目的に使用することは明確に識別され

るものとし、収穫用に再利用してはならないものとします。  

 

i. 機器および車両は、エネルギー消費を最小限に

抑えるか、低減するよう設計および利用されるも

のとします。機器および車両に用いるエネルギ

ーと燃料の記録を維持するものとします。 

ii. 機器は、使用後に維持管理し、検査して従業員

の安全性を確保するものとします。 

7.2.6.5 農産物の輸送に使用される車両は、目的に適合しているものとし、完

全な洗浄と検査なしでは、農産物の汚染の原因となる廃棄物、し尿、化学物質、

またはその他の危険物質の運搬に用いてはならないものとします。 

7.2.6.6 圃場の作物上を運行するトラクター、ハーベスター、現場包装用設備

および機械には、潤滑剤および油による作物の汚染を防止するためのドリップト

レイを取り付けるものとします。 

 

7.2.7 メンテナンス 

7.2.7.1 機器と建物のメンテナンスは、製品または機器の汚染リスクを防止する

方法で計画、スケジュール、実施するものとします。 
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7.2.8 設備の校正 

7.2.8.1 栽培および収穫プロセスで用いる化学物質の使用機器、計測機器、

試験機器、および検査機器の校正および再校正は、文書化および実施するもの

とします。 

7.2.8.2 機器は、製造業者、国内、または国際的な参照規格、方法、付則に照

らして校正されるものとします。そのような規格の利用が不可能な場合、生産者は

適用される校正参照方法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。 

7.2.8.3 校正記録を維持するものとします。 

 

7.2.9 有害生物の予防 

7.2.9.1 隣接する建物の敷地、保管施設、保管設備、機械および機器は、有

害生物および害虫を引き寄せることがないよう、廃棄物または蓄積されたゴミがな

い状態を保つものとします。収穫済み製品および食品に接触する包装材は、有

害生物および害虫の蔓延の証拠がないものとします。 

7.2.9.2 有害生物の予防プログラムは以下の条件を満たすものとします。 

i. 有害生物の予防プログラムの開発、実施、維持の方法および責

任を説明する 

ii. 農薬使用の目的で有害生物の目撃情報を記録し、有害生物の

活動頻度の傾向を示す 

iii. 有害生物を防ぐために用いた方法を概説する 

iv. 有害生物を見つけたときの駆除に用いる方法を概説する 

v. 有害生物の状態をチェックする頻度を概説する 

vi. 設定するベイト剤ステーションの識別、位置、番号、タイプをサイ

トマップに含む 

vii. 使用された化学物質を列挙する（該当する当局による承認を必

要とし、安全データシート（SDS）を利用可能とします） 

viii. ベイト剤管理プログラムを従業員に知らせる方法と従業員がベイ

ト剤ステーションと接触した際に取るべき措置を概説する 

ix. 有害生物および害虫用の管理された化学物質とベイト剤の使用

に関する従業員の認知とトレーニングの要求事項を概説する 

7.2.9.3 有害生物の検査と有害生物適用の記録は維持するものとします。 

 

7.2.10 動物管理 

7.2.10.1 業務は、実施およびモニタリングを継続している農産物の生産周辺

での動物活動に関する明記されたリスクアセスメントを有するものとします。 

7.2.10.2 家畜および野生動物を栽培地で管理し、温室ならびにすべての保

管および製品取り扱いエリアに家畜または野生動物の存在を許さない措置を設

けるものとします。 

 

i. 鳥獣の防除には、農作物への被害を最小限に

抑えるための措置を含めるものとします。 

7.2.11 清掃および衛生 

7.2.11.1 製品接触面、現場収穫機器、および衛生設備の清掃を文書化および

実施するものとします。以下に対する考慮がされるものとします。 

i. 何の清掃をすべきか 

ii. どのように清掃をすべきか 

iii. いつ清掃するか 

iv. 清掃の責任者 

v. 清掃活動の評価の責任者 

7.2.11.2 製品接触面、現場収穫機器、および衛生設備の清掃の有効性を検証

する頻度を示し、検証活動の完了責任者を示すスケジュールを作成するものとし

ます。 

7.2.11.3 清掃および衛生活動の記録を維持するものとします。 

 

i. 清掃および衛生プログラムには農薬管理設備を

含めるものとします。 
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7.3 個人衛生の慣行  

7.3.1 人員の作業規範 

7.3.1.1 製品の取り扱いに従事する人員は適切な人員の作業規範を遵守する

ものとします。食品安全規範に違反する人員に是正処置を実施するものとしま

す。 

7.3.1.2 食品を媒体として伝染しうる感染症に罹患している、または保菌者で

ある人員は、栽培、製品取り扱い、または現場収穫業務に従事してはならないも

のとします。 

7.3.1.3 医療スクリーニング手順は、製品または食品接触材料を取り扱う全従

業員に対して実施するものとし、すべての来訪者および契約業者にも適用可能

であるものとします。 

7.3.1.4 露出した傷、できもの、または患部がある人員は、製品または食品接

触材料の取り扱いに従事してはならないものとします。身体の露出部の軽度の切

り傷や擦過傷は、適切な防水包帯で覆うものとします。 

7.3.1.5 血液またはその他の体液と接触した製品または製品接触面の取り扱

いの手順を規定する書面による方針を整備するものとします。 

7.3.1.6 喫煙、チューインガム、飲食（水を除く）、または唾吐きは、現場収穫設

備、ならびに収穫および包装作業中を含む、いずれの栽培エリアでも許可されま

せん。 

 

7.3.2 衛生設備および手洗い 

7.3.2.1 トイレ設備を設け、製品汚染リスクの可能性を最小限に抑えるやり方

で、設計、構築、配置を行うものとします。 

i. トイレは最大の従業員数に対応し、容易に清掃および維持管理

できるよう建築されるものとする 

 

ii. 清潔な飲料水の出る手洗い台、手洗い石鹸、使い捨てタオル、

または効果的な手の乾燥機、ゴミ箱、および廃棄される使用済

み手洗い水を溜めるタンク（排水に接続していない場合）がトイレ

設備の中またはすぐそばに提供されるものとする 

iii. トイレに行った後には毎回手洗いをするよう人員に指導する適切

な言語での掲示を、手洗い台の横に設置する 

iv. 農場の従業員が使用する防護衣にラックを提供するものとする 

v. トイレは農場作業員が容易にアクセスできる位置に設置されるも

のとする 

vi. トイレと洗い場は清潔で衛生的な状態に維持されるものとする 

7.3.2.2 人員は手を清潔に保ち、手洗いは以下の際にすべての人員が行うも

のとします。 

i. 製品取り扱い前 

ii. 手袋の着用前 

iii. 毎回のトイレ使用後 

iv. ハンカチの使用後、または汚れたもしくは汚染した材料の取り扱

い後 

v. 喫煙または飲食後 

 

7.3.3 防護衣 

7.3.3.1 防護衣は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に維持、保管、洗

濯、着用されるものとします。 

7.3.3.2 該当する場合、履物を含む衣類は製品を汚染のリスクから保護するよ

う効果的に維持、洗濯、消毒、着用されるものとします。 

7.3.3.3 ゴムまたは使い捨て手袋を使用する場合、業務は手袋使用に関する

方針を整備することとし、人員は上記に概説する手洗い規範に従うものとします。 

 

i. 防護衣は、従業員の安全性と製品の安全性を

確保するよう設計および維持されるものとしま

す。 

7.3.4 アクセサリーと所持品 

7.3.4.1 アクセサリーおよびその他固定していない物品で製品の安全性に脅

威をもたらすものは、栽培、製品取り扱い、または保管作業に装着または持ち込

んではならないものとします。 
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7.3.5 来訪者 

7.3.5.1 来訪者はすべて（管理職者とメンテナンス従業員を含む）、製品栽培、

収穫、または保管エリア周辺においては、アクセサリーその他固定されていない

物品を取り外し、適切な防護衣を身につけるよう義務付けるものとします。 

7.3.5.2 疾患の明らかな兆候を示す来訪者は、栽培、製品取り扱い、または現

場収穫業務への入場が禁止されるものとします。 

7.3.5.3 来訪者は、作業場、小屋、包装施設、または保管場所の様々なエリア

内においてサイトが従業員用に指定するすべての人員の作業規範に従わなけれ

ばなりません。 

7.3.5.4 監督されていない子供は、収穫、包装、または食品保管エリアへの入

場が許可されてはならないものとします。 

 

7.3.6 施設 

7.3.6.1 従業員の携行品を、作物、収穫、現場および包装業務、ならびに収穫

機器から離して保管するための措置を取るものとします。 

7.3.6.2 食事休憩用のエリアは、食品接触／取り扱いゾーンおよび収穫機器

から離して指定および設置するものとします。 

7.3.6.3 飲用水は、すべての現場従業員が利用できるものとします。 

 

 
7.4 収穫、現場包装、および製品取り扱い規範 

7.4.1 収穫前アセスメント 

7.4.1.1 アセスメントの実施時期を記述し、物理的、化学的、生物的汚染をもた

らす可能性が合理的に判断されうる条件を識別する収穫前リスクアセスメント手順

を文書化および実施するものとします。 

7.4.1.2 収穫作業に使用される刃物および切断器具は、管理し、清潔に保ち、

良好に維持管理するものとします。 

7.4.1.3 収穫用コンテナの使用および保管について記載した書面の手順を文

書化および実施するものとします。 

 

7.4.2 異物とガラスに関する手順  

7.4.2.1 異物とガラス汚染の防止を記載する書面の手順を文書化および実施

するものとします。 

7.4.2.2 ガラス、磁器、セラミックス、壊れやすいプラスチック、およびその他同

様の材料でできた容器、機器、その他の器具は、効果的な異物とガラスプロトコ

ルが文書化され実施されている場合を除き、露出した製品を取り扱う場所では許

可されないものとします。 

7.4.2.3 食品取り扱い／接触ゾーンエリアにガラスおよび壊れやすいプラスチ

ックがないことを確認するために定期検査を実施するものとし、従業員は、組織の

異物とガラスプロトコルを遵守する責任を認識するように仕向けられるものとしま

す。 

7.4.2.4 ガラスで覆われた器具ダイヤルカバーは、必要に応じて、各シフトの

終了時にチェックし、カバーが破損していないことを確認するものとします。 
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7.4.3 作業場包装人員の作業規範 

7.4.3.1 作業場の包装従業員には以下を含む適切な人員の作業規範が用い

られるものとします。 

i. 素手で製品が取り扱われる場合、手指のマニキュア、つけ爪、およ

び長い爪は許可されないものとする 

ii. つけまつ毛およびまつ毛エクステンションは許可されないものとする 

iii. エプロンと手袋を清潔に保つものとする 

iv. エプロンと手袋は製品、作業台、機器、または包装材に放置しては

ならず、与えられたエプロンおよび手袋用のラックに吊るすものとす

る 

v. すべての製品と包装材は地面と輸送車両の床に触れないようにす

る 

vi. 廃棄物はその目的用に識別された容器に格納されるものとする 廃

棄物は農産物と接触してはならず、定期的に除去するものとし、蓄

積したままにしてはならないものとする 

 

7.4.3.2 商品に特有の、農産物の取り扱いと現場包装に関する書面による方

針を実施および維持するものとします。この方針は、以下を保証するものとしま

す。 

i. 傷または腐敗のある農産物は収穫せず、また摘み取らない 

ii. 地面に接触する製品は（その製品が通常地面に接触していない限

り）収穫しないものとする 

iii. 物理的ハザードを検査する措置と物理的ハザードを除去する手順

が整備されている 

iv. iii. 交差汚染のリスクをもたらす布、タオル、その他の清掃用材料は

農産物のふき取りに使用しないものとする 

7.4.3.3 包装材は意図された用途に適しており、汚染を防止するやり方で保管

されるものとします。包装材が直接土壌に接触が許される方法を特定する書面に

よる方針を整備するものとします。 

7.4.3.4 農産物と接触する材料は清潔で修理が行き届いているものとします。 

 

 
7.5 水のマネジメント 

7.5.1 水システム 

7.5.1.1 水源と給水される生産区画を説明する水説明プランを作成し、これに

は、マップ、写真、図面、または水源の場所、恒久設備、および水システムの流

れを伝えるその他の手段のうち 1つ以上を含めるものとします。プランは最新の状

態を保ち、変更が生じた場合は改訂するものとします。 

7.5.1.2 農業用水は現行規制を遵守する場所および方法で調達されるものと

します。 

7.5.1.3 人間または動物の未処理の排泄物を搬送する水システムは、農業用

水搬送用の水路とは分離されるものとします。 

 

7.5.2 灌漑用水 

7.5.2.1 農業用水は、周知の清潔な水源から引かれるか使用に適するよう処

理済みであるものとします。生産者は水源から使用に至る灌漑用水供給における

ハザード分析を実施し、水のモニタリング用の容認基準を設定し、水が目的に適

することを確実にするため、使用される水の完全性の妥当性確認と検証を行うも

のとします。 

 

7.5.3 灌漑用水の処理 

7.5.3.1 灌漑用水が容認可能な状態に処理される場合、処理後の水は要素の

第 7.5.5項の概説に従い、微生物学的規格に適合するものとします。 

 

7.5.4 水システムのリスクアセスメント 

7.5.4.1 初回のリスクアセスメントは、水資源、水システムの管理および保護、

作物の特性、作物の段階、ならびに給水方法の試験結果履歴を考慮に入れて、

実施および文書化するものとします。 
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7.5.5 水のマネジメント計画 

7.5.5.1 製品の洗浄および処理、食品接触表面の洗浄、消毒剤溶液の混合、

ならびに手洗いに用いる水は、生産国と仕向国の飲料水の微生物学的および化

学的規格に従うものとします。ハザード分析、生産国の生産工程管理基準、また

適用法規に基づき、必要に応じて灌漑用水、霜の管理、加湿、農薬使用などの

個別基準を設けるものとします。 

水のマネジメント計画には以下を含むものとします。 

i. 予防管理 

ii. モニタリングおよび検証手順 

iii. 是正処置 

iv. 文書化 

必要に応じ、水リスクアセスメントおよび現在の業界標準または生産する商品に

関する規制の指示のとおり、水のマネジメント計画の一環として水質検査を行うも

のとします。 

7.5.5.2 水質は、確立された水の微生物学的および化学的標準、あるいは確

立された基準に従っていることを確認するよう監視するものとします。リスクアセス

メント、生産国における生産管理工程基準、または適用法規により決定される、モ

ニタリングの場所と頻度を示す検証スケジュールを作成するものとします。水質分

析は、ISO 17025 認定済みまたはそれに相当する承認された検査機関で実施す

るものとします。 

7.5.5.3 水耕栽培用の水は頻繁に交換し、微生物学的または化学的汚染を最

小限にする手順を実施するものとします。送水システムは保全と洗浄が可能なよ

うに設計されるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 水耕栽培の送水システムは、培養液の汚染を

防ぐよう設計されるものとします。 

7.5.6 是正処置 

7.5.6.1 規定された基準または規格に水が適合しないことをモニタリングが示

す場合は、是正処置プランを策定するものとします。プランには、追加の水処理、

追加の水源、製品の識別および処分、または識別されたハザードを適切に管理

するためのその他の代替処置を含めることができます。 

 

7.5.7 氷 

7.5.7.1 生産者は、使用する氷が、要素の第 7.5.5 項が明記する微生物学的

および品質基準を満たす水から作られていることを検証するものとします。 

 

7.5.8 収穫時に使用する水／氷のリスクアセスメント 

7.5.8.1 食用または飼料用の生産物の収穫中の水使用について、書面の手

順を作成するものとします。手順では以下に対処するものとします。 

i. 収穫した作物に直接接触し、食品接触面に使用し、農薬散布に

使用する水または氷の微生物的品質 

ii. 再循環された水が使用された場合、その処理 

iii. 送水システムの状態および保全 

iv. 洗浄水の温度調節 

7.5.8.2 水交換スケジュールを含む収穫中のあらゆる水の使用についての書

面の手順を作成するものとします。 
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7.6 保管と輸送 

7.6.1 危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管 

7.6.1.1 危険化学物質、有害物質、および石油製品は、製品の取り扱いや保

管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置または区域に対して危険をもた

らさないように保管するものとします。 

7.6.1.2 農薬および除草剤; 殺鼠剤、燻蒸剤および農薬; 消毒剤および洗剤な

どの製品接触化学物質は、別々に、本来の容器内に入れて保管するものとしま

す。 

7.6.1.3 化学物質保管庫は以下に従うものとします。 

i. 国・地方自治体の法規を遵守し、薬剤間の交差汚染が起きないよう

に以下のように設計される 

ii. 屋外と換気性がある 

iii. 危険物保管エリアである旨の適切な表示がされている 

iv. 化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受けた人

員のみにアクセスを制限するべく、安全かつ施錠可能な状態を維

持する  

v. 危険化学物質の安全な取り扱い説明を備え、従業員が容易にアク

セス可能にする 

vi. 保管施設に含まれる全化学物質の詳細かつ最新の在庫目録を備

える 

vii. 保管エリアには適切な救急用品および防護衣を使用可能にする 

viii. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび／または洗浄施設を

利用可能にする 

ix. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込めら

れるよう設計されている  

x. 漏出事故用キットおよび清掃設備を備えている 

7.6.1.4 石油燃料、オイル、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管エリ

アとは別に保管するものとします。 

7.6.1.5 危険化学物質、有害物質、および石油製品のエリアへの保管（個別に

施錠可能、あるいは密閉）は、食品取り扱いエリア、製品および原料成分および

包装材の保管室の内部では起こらないものとします。 

 

7.6.2 輸送 

7.6.2.1 作物の積み込み、輸送、および荷降ろしは、製品の完全性の維持

を確保するものとします。文書化および実施される規範は以下を含めます。 

i. 出荷装置の清浄度と機能性の検証 

ii. 最終目的地までの輸送中の適切な保管条件 

iii. その他のハザードとの交差汚染および腐敗の予防 

iv. 適切な在庫ローテーション規範 

7.6.2.2 積み込み、輸送および荷降ろしに関与する従業員は、適切にトレー

ニングされているものとします。 

 

i. 収穫された作物の積み込み、輸送、荷降ろしの

条件には、該当する場合、温度管理を含めるも

のとします。 

ii. 青果物の出荷に関する記録は保持されるものと

します。 
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7.7 土壌管理 

7.7.1 肥料のマネジメント 

7.7.1.1 無機（化学）および有機（堆肥）土壌改良材は、隔離して別に保管し、

食品安全リスクをもたらさないようにするものとします。 

7.7.1.2 濃縮および希釈した液体土壌改良材を、合計容積の少なくとも 110％

を保持するよう設計されているタンク中で保管するよう、または地域の規制に従っ

て保管するよう設備を用意するものとします。 

7.7.1.3 土壌改良材は、作物、農場または灌漑用水とは別に保管し、これによ

り、土地改良材を作物から好適な距離を離して置くことによって、またはその他の

物理的バリアを利用することによって、流出による汚染を避けるものとします。 

7.7.1.4 すべての有機および無機の土壌改良材保管および使用の最新の目

録を保持するものとします。 

 

7.7.2 土壌改良 

7.7.2.1 土壌改良方針を文書化、実施、および設計して製品の汚染を予防す

るものとします。方針は、以下の点を確認して堆肥およびその他の未処理有機肥

料を処理するのに用いる方法の概要を示すものとします。 

i. 適用された処理方法は有機土壌改良において病原体を不活性化

する 

ii. 未処理のし尿は使用しない 

iii. 使用前に有機土壌改良処理方法の危害分析を行う 

iv. 処理と適用方法は妥当性確認済みであり、有機土壌改良処理は

承認済みのまたは推奨された適用方法に従って検証されている 

v. 有機土壌改良処理の妥当性確認、承認、検証の記録を維持する 

7.7.2.2 土壌改良実施手順には、有機土壌改良剤の適用が生産物の安全性

と人間の健康に与えるリスクを最小限とするよう、時期を確実に選ぶ方法の概要

について以下を含め記すものとします。 

i. 土壌改良剤の使用はすべて、国・地方自治体のガイドライン、実施

基準および適正農業規範の規約に従う 

ii. 土壌改良の適用に用いられる設備は正確な適用を確実に行うため

良好な状態に保全され、校正されているものとする 

iii. すべての設備保全および校正の記録が維持されている 

iv. 看板・標識は国・地方の実施基準を遵守している 

v. 土壌改良の適用の詳細記録を提出するために十分なデータが記

録されている 

 

i. 土壌改良方針には、土壌侵食を抑制するための

措置を含めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 土壌改良手順では、外来の雑草種子を排除す

るために有機土壌改良材を対象とすることを確

認します。 

7.7.3 化学物質の購入 

7.7.3.1 生産国および仕向国での使用が承認された化学物質に限定して購入

するものとします。購入済み化学物質には、有効成分、適用用量率、および適用

指示が記載されたラベルを付けるものとします。規制または一部の規制が化学物

質の使用を統制しない場合、サプライヤーは、規制されない化学物質の利用の

正当化に関し文書化されたリスクアセスメントを有するものとします。 

7.7.3.2 生産国または仕向国での使用が明確に禁止された化学物質は、購入

または保管してはならないものとします。 

7.7.3.3 購入・使用される化学物質すべての最新の在庫目録が管理されてい

る。 

 



SQF コード第 8 版 
1995 年 5 月初版 

東京サステナビリティ補遺： 

モジュール 7 植物生産物の農作に 

関する GAP 

 

SQF コード第 8 版  

© 2019 Food Marketing Institute. All rights reserved. 
40 

7.7.4 農業用化学物質 

7.7.4.1 標的害虫または病気に使用される適用と、その適用を開始する閾値レ

ベルを指示する噴霧または作物保護プログラムが、作成され実施されるものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.4.2 化学物質の使用に関する判断を行う者は、以下に従うものとします。 

i. 目的市場において容認される化学物質の使用および最大残留基準

値に関する情報への知識とアクセスを示す 

ii. 特定の製品の栽培に対して認可され、かつ、目的の市場での使用

が認可された化学物質のみを使用する 

iii. 農薬使用および作物への使用禁止期間に関する能力と知識を示す 

7.7.4.3 すべての化学物質の使用記録を維持し、記録には以下を含めるもの

とします。 

i. すべての化学物質の使用に関する現在の化学物質の登録リスト 

ii. 使用された化学物質 

iii. 噴霧された作物 

iv. 濃度 

v. 適用の日付、方法、および頻度 

vi. 化学物質の使用と収穫の間の期間が、化学物質の使用について承

認済みの収穫間隔を遵守していることを示す証拠 

7.7.4.4 特定の製品の栽培に対して承認されている生物学的管理を、指示ま

たは専門家の推奨に従って使用するものとします。 

7.7.4.5 サイトは、規制要求事項に従って化学物質廃棄物および空の容器を

廃棄し、下記の点を確認するものとします。 

i. 空の化学薬品容器は再使用しないこと 

ii. 回収を待っている間、空の容器にはラベルを付けるか使用不可能に

し、分離して安全に保管すること 

iii. 未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された廃棄

処理を待つ間、安全な条件で保管すること 

 

 

i. 作物保護プログラムには、農薬管理設備の点

検、清掃、消毒を含めるものとします。 

ii. 作物保護プログラムには、周辺作物をオーバー

スプレーから保護するための措置を含めるものと

します。 

iii. 該当する場合、保管または適用時に化学物質

の蒸発を防ぐための措置を取るものとします。 

iv. 作物保護プログラムは、正確な量の化学物質の

みを適用し、残留化学物質がないよう用いること

を確保するものとします。 

v. 農薬の適用は、有害生物活動に関する最新知

識に基づいているものとします。 

vi. 適切な場合、作物保護プログラムには、化学物

質の適用に加え、作物への侵入を最小限に抑

えるための措置を含めるものとします。 
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7.8 廃棄物処理 

7.8.1 乾燥、液体、非衛生的廃棄物の廃棄 

7.8.1.1 廃棄物は農場、包装施設およびその周囲から定期的に除去するもの

とし、これにより完成製品や、栽培、収穫、包装作業に食物安全性リスクをもたら

さないようにします。 

7.8.1.2 非食用材料を含むすべての固形廃棄物、商標登録材料を含む使用

に適さない包装材、ならびに液体廃棄物および非衛生的廃棄物に対する効果的

で効率的な廃棄について記載する書面の手順を文書化し、実施するものとしま

す。 

 

7.8.1.3 動物飼料用に指定された非食用廃棄物は、動物または人間の食用消

費のためのさらなる加工処理にリスクをもたらさないよう保管および処理するものと

します。 

 

 

 

 

i. 固形廃棄物の廃棄では、廃棄物の不適切な焼

却を禁止するものとします。 

ii. 適切な場合、廃棄作物やその他の有機材料を

再利用するものとします。 
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モジュール 8： 食品安全の基礎：穀類および豆類の農作に関する適正農業規範 

本モジュールは、豆類、禾穀類、その他の穀類を含む、ブロードエーカー作物の生産、収穫、調整、輸送、保管に関する適正農業規範の要求

事項を扱います。動物飼料、作物の栽培と収穫も含む。 

本モジュールを実施するサイトは、一次生産の SQFシステム要素の要求事項も満たす必要があります。 

 （人間の食用消費と動物飼料用穀類と禾穀類の全品種に適用され、小麦、エンバク、豆類、大豆、米類、マメ科植物、トウモロコシ、穀粒、綿

花、牧草、貯蔵牧草、干し草などを含むがそれに限らない。） 

モジュール 8のすべての該当要素を実施するものとします。要素が適用できない場合は、免除の要請の正当性を適切に示し、審査の前に書

面で認証機関に提出する必要があります。 

モジュール 8 穀類栽培に関する GAP 

(一時生産の SQF食品安全コード) 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会の調達基準に準拠するための

補遺 

(東京サステナビリティ補遺) 

8.1 サイトの要求事項 

8.1.1 敷地の場所 

8.1.1.1 農場と施設は、近接、隣接の建物、企業経営、土地使用により、敷地

内での安全で衛生的な操業を妨げられないものとします。 

8.1.1.2 以前の土地使用、近隣の土地使用、その他の構造や設備を含む環境

要因に起因する作物へのリスクを評価し、文書化するために、生産サイトと栽培サ

イトにおいてリスクアセスメントを実施するものとします。以下を考慮するものとしま

す。 

i. 土地使用の履歴 

ii. 地形 

iii. 近隣の土地使用 

iv. 安全な製品を供給する能力に影響を与えうるその他の要因 

8.1.1.3 分析は安全な製品の生産に影響を与えうる何らかの状況または変化

があった場合、再評価されるものとします。 

8.1.1.4 リスクが判明した場合、判明したハザードを容認可能なレベルまで減

少させるための管理方法を実施するものとします。 

 

 

 

i. 栽培サイトのリスクアセスメントには、農薬の適用

時に近隣の敷地やコミュニティに及ぼすリスクを

含めるものとします。 

ii. サイトのリスクアセスメントには、サイトマップに加

え、栽培中の土地の場所と作付面積（エーカー）

を含めるものとします。 

 
8.2 製品取り扱い、保管および設備 

8.2.1 圃場および保管用建物 

8.2.1.1 備品、農業用化学物質、または作物の保管に使用される建物はすべ

て、適正な衛生慣行の遵守を可能にし、製品汚染を避けるよう設計・建設される

ものとします。 

8.2.1.2 作物の保管用の建物は、頑丈な構造であるものとします。内部の表面

は明るい色の仕上げで、なめらかで、不透水性があり、清潔に保つものとします。 

 

8.2.2 乾燥原材料、包装材および器具の保管 

8.2.2.1 種または食用作物保管用のサイロまたは貯蔵所は承認済みの素材で

建設され、乾燥、清潔を保ち、ごみの残余物がなく、容認可能な状態で目的に適

したものであり、安全な薫蒸管理を可能にし、害虫の侵入を防ぐように設計される

ものとします。 

8.2.2.2 保管室は収穫および包装用器具、ならびに包装材（大容量袋など）を

農業用機械、危険化学物質、有害物質から離して、個別的、衛生的な保管を可

能にするよう設計・建設されるものとします。 
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8.2.3 農場／収穫用機械およびコンベアの建設と保管 

8.2.3.1 コンベア上の製品接触表面および収穫用機器と器具は、製品の効率

的な取り扱いを可能にするよう設計および構築するものとします。製品と直接接

触する表面は、食品または飼料に安全リスクをもたらさない、非毒性、滑らか、不

浸透性の洗浄が容易な材料で構築するものとします。 

8.2.3.2 機器、コンベア、袋、トレイ容器、器具を洗浄および保管するための設

備を整えているものとします。 

8.2.3.3 農業用機械を飼料用コンベアと収穫用機器から分離して保管するた

めの設備を整えているものとします。 

 

8.2.4 車両、機器および器具 

8.2.4.1 農作業に用いる機器、車両、工具、器具、およびその他の物品で農産

物に接触し得るものは、個別に識別され、保全状態が良く、消毒されており清潔

で、汚染を防ぐ方法により保管されるものとします。 

8.2.4.2 水槽は、汚染源とならないよう、十分な頻度で洗浄を行うものとしま

す。 

8.2.4.3 食品接触収穫用コンテナとパレットの検査に関する方法および責任

は、文書化および実施するものとします。収穫用コンテナと包装材のタイプと構造

を記載するものとします。 

8.2.4.4 収穫用コンテナを収穫以外の目的に使用することは明確に識別され

るものとし、収穫用に再利用してはならないものとします。 

8.2.4.5 種子、食品、および飼料の輸送に使用される車両は目的に適合して

いるものとし、完全な洗浄と検査なしでは飼料および食品の汚染の原因となる、

廃棄物、し尿、化学物質またはその他の危険物質の運搬に用いてはならないも

のとします。 

8.2.4.6 圃場の作物上を運行するトラクター、ハーベスター、機械には、潤滑

剤および油による作物の汚染を防止するためのドリップトレイを取り付けるものとし

ます。 

 

i. 機器は、使用後に維持管理し、検査して従業員

の安全性を確保するものとします。 

8.2.5 メンテナンス 

8.2.5.1 設備と建物のメンテナンスの方法および責任について製品または設

備の汚染リスクを防ぐ手法で計画、スケジュールし、実施するものとします。 

 

8.2.6 設備の校正 

8.2.6.1 適正農業規範およびその他の業務管理のモニタリングに用いる化学

物質使用機器、計測機器、試験機器、および検査機器の校正と再校正に関する

方法と責任を文書化および実施するものとします。 

8.2.6.2 機器は、国内または国際的な参照規格、方法、付則に照らして校正さ

れるものとします。そのような標準の利用が不可能な場合、サイトは適用される校

正参照手法を正当化する証拠を示し、提供するものとします。 

8.2.6.3 校正記録を維持するものとします。 

 

i. 機器および車両は、エネルギー消費を最小限に

抑えるか、低減するよう設計および利用されるも

のとします。 

8.2.7 有害生物の予防 

8.2.7.1 サイトまたは施設の有害生物の予防に関する方法および責任は、文

書化され、実施されるものとします。敷地、保管設備、貯蔵施設、機械および設備

は、有害生物および害虫をひきつけることがないよう、廃棄物またはゴミをためな

いように保つこととします。 
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8.2.7.2 有害生物の予防プログラムは以下の条件を満たすものとします。 

i. 有害生物の予防プログラムの開発、実施、維持の方法および責

任を説明する 

ii. 各農薬の散布ごとに標的有害生物を識別する 

iii. 有害生物を防ぐために用いた方法を概説する 

iv. 有害生物を見つけたときの駆除に用いる方法を概説する 

v. 有害生物の状態をチェックする頻度を概説する 

vi. 設定するトラップおよびベイト剤ステーションの識別、位置、番号、

タイプをサイトマップに含む 

vii. 使用された化学物質を列挙する（該当する当局による承認を必要

とし、安全データシート（SDS）を利用可能とします） 

viii. ベイト剤管理プログラムを従業員に知らせる方法と従業員がベイト

剤ステーションに接触した際に取るべき措置を概説する  

ix. 有害生物および害虫用の管理された化学物質とベイト剤の使用

に関する従業員の認知とトレーニングの要求事項を概説する 

8.2.7.3 有害生物の検査と有害生物適用の記録は維持するものとします。 

 

8.2.8 動物管理 

8.2.8.1 事業主は、食用または飼料用作物の生産の周辺における動物活動

の、実行／モニター済みの明記されたリスクアセスメントを有することとします。 

8.2.8.2 家畜および野生動物を作物の圃場および全保管区域から排除する対

策を整備するものとします。 

 

8.2.9 清掃および衛生 

8.2.9.1 製品接触面、現場収穫機器、および衛生設備の清掃を文書化および

実施するものとします。以下に対する考慮がされるものとします。 

i. 何の清掃をすべきか 

ii. どのように清掃をすべきか 

iii. いつ清掃するか 

iv. 清掃の責任者  

v. 清掃規範の評価の責任者 

8.2.9.2 製品接触面、収穫機器、および衛生設備の清掃の有効性を検証する

頻度を示し、検証活動の完了責任者を示すスケジュールを作成するものとしま

す。 

8.2.9.3 清掃および衛生活動の記録を維持するものとします。 

 

i. 清掃および衛生プログラムには農薬管理設備を

含めるものとします。 

 
8.3 個人衛生の慣行 

8.3.1 人員の作業規範 

8.3.1.1 製品の取り扱いに従事する人員は適切な人員の作業規範を遵守する

ものとします。食品安全規範に違反する人員に是正処置を実施するものとしま

す。 

8.3.1.2 食物を経路として感染しうる感染症に罹患している、または保菌者で

ある人員は、栽培、製品取り扱いまたは現場加工業務には従事してはならないも

のとします。 

8.3.1.3 医療スクリーニング手続きは全従業員に対して実施するものとし、全訪

問者および契約業者にも適用可能であるものとします。 

 

i. 防護衣は、従業員の安全性と製品の安全性を確

保するよう設計および維持されるものとします。 

8.3.1.4 露出した傷、できもの、または患部がある人員は、製品または食品接

触材料の取り扱いに従事してはならないものとします。身体の露出部の軽度の切

り傷や擦過傷は、適切な防水包帯で覆うものとします。 

8.3.1.5 血液またはその他の体液と接触した製品または製品接触面の取り扱

いの手順を規定する書面による方針を整備するものとします。 

8.3.1.6 喫煙、ガムをかむこと、飲食（水を除く）または唾を吐くことは、現場加

工設備、収穫・包装業務中を含む、いずれの栽培区域でも許可されません。 
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8.3.2 衛生設備および手洗い 

8.3.2.1 トイレ設備を設け、製品汚染リスクの可能性を最小限に抑えるやり方

で、設計、構築、配置を行うものとします。 

i. トイレは最大の従業員数に対応し、容易に清掃および維持管

理できるよう建築されるものとする 

ii. 飲料水の出る手洗い台、手洗い石鹸、使い捨てタオル、または

効果的な手の乾燥機、ゴミ箱、および廃棄される使用済み手洗

い水を溜めるタンク（排水に接続していない場合）がトイレ設備

の中またはすぐそばに提供されるものとする 

iii. トイレに行った後には毎回手洗いをするよう人員に指導する適

切な言語での掲示を、手洗い台の横に設置する 

iv. 農場の従業員が使用する防護衣にラックを提供するものとする 

v. トイレは現場作業員が容易にアクセスできる位置に設置される

ものとする 

vi. トイレと洗い場は清潔で衛生的な状態に維持されるものとする 

8.3.2.2 人員は手を清潔に保ち、手洗いは以下の際にすべての人員が行うも

のとします。 

i.  製品取り扱い前 

ii.  毎回のトイレ使用後 

iii.  ハンカチを使った後 

iv.  汚れたまたは汚染した材料の取り扱い後 

v.  喫煙または飲食後 

 

8.3.3 防護衣 

8.3.3.1 防護衣は製品を汚染リスクから保護するよう、効果的に維持、保管、洗

濯、着用されるものとします。 

8.3.3.2 該当する場合、履物を含む衣類は製品を汚染のリスクから保護するよ

う効果的に維持、洗濯、消毒、着用されるものとします。 

8.3.3.3 ゴムまたは使い捨て手袋を使用する場合、業務は手袋使用に関する

方針を整備することとし、人員は上記に概説する手洗い規範に従うものとします。 

 

8.3.4 アクセサリーと所持品 

8.3.4.1 アクセサリーおよびその他固定していない物品で製品の安全性に脅

威をもたらすものは、栽培、製品取り扱い、または保管作業に装着または持ち込

んではならないものとします。 

 

8.3.5 来訪者 

8.3.5.1 すべての訪問者および従業員は、アクセサリーその他固定されていな

い物を取り外し、適切な防護衣を身につけるよう義務付けるものとします。 

8.3.5.2 疾患の明らかな兆候を示す来訪者は、栽培、製品取り扱い、または現

場収穫業務への入場が禁止されるものとします。 

 

8.3.5.3 来訪者は、作業場、小屋、包装施設、または保管場所の様々なエリア

内においてサイトが従業員用に指定するすべての会社の作業規範に従わなけれ

ばなりません。 

8.3.5.4 監督されていない子供は、収穫、包装、または食品保管エリアへの入

場が許可されてはならないものとします。 

 

8.3.6 施設 

8.3.6.1 従業員の携行品を、作物、収穫、現場および包装業務、ならびに収穫

機器から離して保管するための措置を取るものとします。 

8.3.6.2 食事休憩用のエリアは、食品接触／取り扱いゾーンおよび収穫機器

から離して指定および設置するものとします。 

8.3.6.3 飲用水は、すべての現場従業員が利用できるものとします。 
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8.4 収穫および包装／取り扱い規範  

8.4.1 収穫前アセスメント 

8.4.1.1 収穫前のリスクアセスメントに関する方法および責任は、文書化して実

施するものとします。アセスメントの実施時期を記述し、物理的、化学的、生物学

的汚染をもたらす可能性が合理的に判断される条件を識別します。 

8.4.1.2 該当する場合、作物の取り扱いと包装に関する方法および責任は、文

書化して実施するものとします。以下を行うものとします。 

i. 物理的ハザードの点検と除去 

ii. 傷または腐敗のある農産物を収穫したり摘んだりしない 

iii. 製品と接触する材料は、清潔で修理が適切になされていること 

iv. 包装材の使用と保管は製品汚染の防止方法を使って行う 

 

 
8.5 水のマネジメント  

8.5.1 水システムについての記述 

8.5.1.1 水源と給水される生産区画を説明する水説明プランを作成し、これに

は、マップ、写真、図面、または水源の場所、恒久設備、および水システムの流

れを伝えるその他の手段のうち 1つ以上を含めるものとします。 

8.5.1.2 農業用水は現行規制を遵守する場所および方法で調達されるものと

します。 

8.5.1.3 人間または動物の未処理の排泄物を搬送する廃棄システムは、農

業用水搬送用の水路とは分離されるものとします。 

 

i. 水説明プランには、水田からの農薬の流出を防

ぐための措置を含めるものとします。 

8.5.2 灌漑用水 

8.5.2.1 農業用水は、周知の清潔な水源から引かれるか使用に適するよう処

理済みであるものとします。生産者は水源から使用に至る灌漑用水供給における

ハザード分析を実施し、水のモニタリング用の容認基準を設定し、水が目的に適

することを確実にするため、使用される水の完全性の妥当性確認と検証を行うも

のとします。 

 

i. 灌漑後の水田からの氾濫と流出を防ぐための措

置を実施するものとします。 

8.5.3 灌漑用水の処理 

8.5.3.1 灌漑用水が容認可能な状態に処理される場合、処理後の水は要素の

第 8.5.5項の概説に従い、微生物学的規格に適合するものとします。 

 

8.5.4 水システムのリスクアセスメント 

8.5.4.1 初回のリスクアセスメントは、水資源、水システムの管理および保護、

作物の特性、作物の段階、ならびに給水方法の試験結果履歴を考慮に入れて、

実施および文書化するものとします。 

 

8.5.5 水のマネジメント計画 

8.5.5.1 製品の洗浄および処理、食品接触表面の洗浄、ならびに消毒剤溶液

の混合に用いる水は、生産国と仕向国の飲用水の微生物学的および化学的規

格に従うものとします。リスクアセスメント、生産国の生産工程管理基準、また適用

法規に基づき、必要に応じて灌漑用水、霜の管理、加湿、農薬使用などの個別

基準を設けるものとします。 

水のマネジメント計画には以下を含むものとします。 

i. 予防管理 

ii. モニタリングおよび検証手順 

iii. 是正処置 

iv. 文書化 

水リスクアセスメントおよび現在の業界標準または生産する商品に関する規制の

指示のとおり、水のマネジメント計画の一環として水質検査を行うものとします 
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8.5.5.2 水質は、確立された水の微生物学的および化学的標準、あるいは確

立された基準に従っていることを検証するために、モニタリングされるものとしま

す。ハザード分析、生産国における生産管理工程基準、または適用法規により決

定される、モニタリングの場所と頻度を示す検証スケジュールを作成するものとし

ます。水質分析は、ISO 17025認証済みまたはそれに相当する承認された検査

機関で実施するものとします。 

 

8.5.6 是正処置  

8.5.6.1 規定された基準または規格に水が適合しないことをモニタリングが示

す場合は、是正処置プランを策定するものとします。プランには、追加の水処理、

追加の水源、製品の識別および処分、または識別されたハザードを適切に管理

するためのその他の代替処置を含めることができます。 

 

 
8.6 保管と輸送 

8.6.1 危険化学物質、有害物質、および石油製品の保管 

8.6.1.1 危険化学物質、有害物質、および石油製品は、製品の取り扱いや保

管、輸送を行う従業員、製品、製品取り扱い装置または区域に対して危険をもた

らさないように保管するものとします。 

8.6.1.2 農薬および除草剤; 殺鼠剤、燻蒸剤および農薬; 消毒剤および洗剤な

どの製品接触化学物質は、別々に、本来の容器内に入れて保管するものとしま

す。 

 

8.6.1.3 化学物質保管庫は以下に従うものとします。 

i. 国・地方自治体の法規を遵守し、薬剤間の交差汚染が起きな

いように以下のように設計される 

ii. 屋外と換気性がある 

iii. 危険物保管エリアである旨の適切な表示がされている 

iv. 化学物質の取り扱いと使用に関する正式なトレーニングを受け

た人員のみにアクセスを制限するべく、安全かつ施錠可能な状

態を維持する 

v. 危険化学物質の安全な取り扱い説明を備え、従業員が容易に

アクセス可能にする 

vi. 保管施設に含まれる全化学物質の詳細かつ最新の在庫目録

を備える 

vii. 保管エリアには適切な救急用品および防護衣を使用可能にす

る 

viii. 事故による漏出のため救急用シャワーおよび／または洗浄施

設を利用可能にする 

ix. 危険な漏出事故の場合、当該区域からの漏出と排水が封じ込

められるよう設計されている 

x. 漏出事故用キットおよび清掃設備を備えている 

8.6.1.4 石油燃料、オイル、グリースおよびその他の潤滑剤は、他の保管エリ

アとは別に保管するものとします。 

8.6.1.5 危険化学物質、有害物質、および石油製品のエリアへの保管（個別に

施錠可能、あるいは密閉）は、食品取り扱いエリア、製品および原料成分および

包装材の保管室の内部では保管することはあってはならないものとします。 

 

8.6.2 輸送 

8.6.2.1 作物の積み込み、輸送、荷降ろしに関する方法および責任は、文書

化して実施するものとします。製品の完全性を維持し、規範には以下を含めるも

のとします。 

i. 出荷装置の清浄度と機能性の検証 

ii. 最終目的地までの輸送中の適切な保管条件 

iii. その他のハザードとの交差汚染および腐敗の予防 

iv. 適切な在庫ローテーション規範 

8.6.2.2 積み込み、輸送および荷降ろしに関与する従業員は、適切にトレーニ

ングされているものとします。 

 

i. 米製品の出荷に関する記録は維持されるものと

します。 
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8.7 土壌管理 

8.7.1 肥料のマネジメント 

8.7.1.1 無機（化学）および有機（堆肥）土壌改良材は、隔離して別に保管

し、食品安全リスクをもたらさないようにするものとします。 

8.7.1.2 濃縮および希釈した液体土壌改良材を、合計容積の少なくとも

110％を保持するよう設計されているタンク中で保管するよう、または地域の規制

に従って保管するよう設備を用意するものとします。 

8.7.1.3 土壌改良材は、作物、農場または灌漑用水とは別に保管し、これに

より、土地改良材を作物から好適な距離を離して置くことによって、またはその他

の物理的バリアを利用することによって、流出による汚染を避けるものとします。 

8.7.1.4 すべての有機および無機の土壌改良材保管および使用の最新の

目録を保持するものとします。 

 

8.7.2 土壌改良 

8.7.2.1 土壌改良方針を文書化、実施、および設計して製品の汚染を予防す

るものとします。方針は、以下の点を確認して堆肥およびその他の未処理有機肥

料を処理するのに用いる方法の概要を示すものとします。 

i. 適用された処理方法は有機土壌改良において病原体を不活

性化する 

ii. 未処理のし尿は使用しない 

iii. 使用前に有機土壌改良処理方法のリスクアセスメントを行う 

iv. 処理と適用方法は妥当性確認済みであり、有機土壌改良処理

は承認済みのまたは推奨された適用方法に従って検証されて

いる 

v. 有機土壌改良処理の妥当性確認、承認、検証の記録を維持す

る 

8.7.2.2 土壌改良実施手順には、有機土壌改良剤の適用が生産物の安全性

と人間の健康に与えるリスクを最小限とするよう、時期を確実に選ぶ方法の概要

について以下を含め記すものとします。 

i. 土壌改良剤の使用はすべて、国／地方自治体のガイドライン、

実施基準および適正農業規範の規約に従うものとする 

ii. 土壌改良の適用に用いられる設備は正確な適用を確実に行う

ため良好な状態に保全され、校正されているものとする 

iii. すべての設備保全および校正の記録が維持されている 

iv. 看板・標識は国・地方の実施基準を遵守している 

v. 土壌改良の適用の詳細記録を提出するために十分なデータが

記録されている 

 

i. 土壌改良方針には、米作物に含まれるカドミウム

などの重金属の影響を低減するための戦略を含

めるものとします。 

ii. 土壌改良方針には、土壌侵食を抑制するための

措置を含めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

i. 土壌改良手順では、外来の雑草種子を排除す

るために有機土壌改良材を対象とすることを確

認します。 

8.7.3 化学物質の購入 

8.7.3.1 化学物質は、適用法規に従い承認済みサプライヤーから購入するも

のとします。購入、使用されるすべての化学物質の最新の在庫目録が維持管理

されています。 
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8.7.4 農業用化学物質 

8.7.4.1 標的害虫または病気に使用される適用と、その適用を開始する閾値レ

ベルを指示する噴霧または作物保護対策計画が、作成され実施されるものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 作物保護プログラムには、農薬管理設備の点

検、清掃、消毒を含めるものとします。 

ii. 作物保護プログラムには、周辺作物をオーバー

スプレーから保護するための措置を含めるものと

します。 

iii. 作物保護プログラムは、正確な量の化学物質の

みを適用し、残留化学物質がないよう用いること

を確保するものとします。 

iv. 農薬の適用は、有害生物活動に関する最新知

識に基づいているものとします。 

v. 該当する場合、作物保護プログラムには、化学

物質の適用に加え、作物への侵入を最小限に

抑えるための措置を含めるものとします。 

8.7.4.2 化学物質の使用に関する判断を行う者は、以下に従うものとします。 

i. 目的市場において容認される化学物質の使用および最大残留基

準値に関する情報への知識とアクセスを示す 

ii. 特定の作物の栽培に対して認可され、かつ、目的の市場または仕

向国での使用が認可された化学物質のみを使用する 

iii. 農薬使用および作物への使用禁止期間に関する能力と知識を示

す 

8.7.4.3 すべての化学物質の使用記録を維持し、記録には以下を含めるもの

とします。 

i. すべての化学物質の使用に関する現在の化学物質の登録リス

ト 

ii. 使用された化学物質 

iii. 噴霧された作物 

iv. 濃度 

v. 適用の日付、方法、および頻度 

vi. 化学物質の使用と収穫の間の期間が、化学物質の使用につい

て承認済みの収穫間隔を遵守していることを示す証拠 

8.7.4.4 特定の作物の栽培に対して承認されている生物的管理を、指示また

は専門家の推奨に従って使用するものとします。 

8.7.4.5 生産者は、規制要求事項に従って化学物質廃棄物および空の容器

を廃棄し、下記の点を確認するものとします。 

i. 空の化学薬品容器は再使用しないこと 

ii. 回収を待っている間、空の容器にはラベルを付けるか使用不可能

にし、分離して安全に保管すること 

iii. 未使用または古くなった化学物質は、認可業者による認可された

廃棄処理を待つ間、安全な条件で保管すること 

 

 
8.8 廃棄物処理 

8.8.1 乾燥、液体、非衛生的廃棄物の廃棄 

8.8.1.1 廃棄物は農場、包装施設およびその周囲から定期的に除去するもの

とし、これにより完成製品や、栽培、収穫、包装作業に食物安全性リスクをもたら

さないようにします。 

8.8.1.2 非食用材料を含むすべての固形廃棄物、商標登録材料を含む使用

されていない包装材、ならびに液体廃棄物および非衛生的廃棄物に対する効果

的で効率的な廃棄に関する方法および責任を文書化および実施するものとしま

す。 

 

 

 

 

i. 固形廃棄物の廃棄では、廃棄物の不適切な焼

却を禁止するものとします。 

ii. 適切な場合、廃棄作物やその他の有機材料を

再利用するものとします。 

 

  


