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ま え が き 

 

 現在、我が国では飼料自給率の向上を目指して、余剰となった食用米生産の水田を有効活

用し耕畜連携による飼料用米の生産が推進されており、平成３０年産の飼料用米作付面積は

約８万ｈａ、飼料用米利用量は約５０万ｔに及びます。生産された飼料用米は、モミ米や玄

米を丸粒のままあるいは破砕したり乳酸発酵させてから鶏や豚、牛に給与されています。 

 国産の飼料用米を食べた家畜の卵や食肉には飼料用米に由来する様々な機能性成分等の有

用な成分が含まれていることが知られています。採卵鶏に国産の飼料用米を給与することに

よって鶏卵に老化防止に効果があるといわれているビタミンＥが増加することがわかってい

ます。 

 このようなことから当協会では、飼料用米給与鶏卵がもつビタミンＥの増加に着目し、こ

れを消費者へ訴求することにより飼料用米給与鶏卵の消費を拡大し、飼料用米の採卵鶏経営

における需要の継続、拡大を図ることによって水田の有効活用や飼料自給率の向上を推進す

るとともに、飼料用米を給与して生産された鶏卵を有利販売することによる採卵鶏経営の収

益性の向上に資するため、飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準から

成る認証制度を策定しました。これらの認証制度の普及により、飼料自給率の向上や採卵鶏

経営の体質強化が図られるとともに、ビタミンＥが多く含まれる鶏卵が消費者に届けられる

一助となることを願っています。 

 本認証制度の策定にあたり、飼料用米の給与現場などで調査にご協力をいただいた採卵鶏

経営者の皆様並びに給与基準策定のために認証基準に対する助言、資料提供、文献検索、現

地調査、ガイドブックの編集などにご協力をいただいた推進委員、専門委員の皆様に対しま

して、改めて御礼を申し上げます。 

 

 平成３１年３月 

 

                      一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

                        会 長  野 口 政 志 
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１．認証規定 
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（１）飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証

要領 

 

第１ 目的 

   飼料用米を給与した採卵鶏の生産した鶏卵が機能性成分（ビタミンＥ）に富むことや

卵黄色が白くなることに着目し、飼料用米（輸入米は除く）を給与する採卵鶏の飼養基

準及びその鶏卵と他の鶏卵との分別を目的とした生産基準を定め、その基準を認証する

ことによって消費者に機能性成分（ビタミンＥ）等に富んだ飼料用米給与鶏卵を訴求し、

飼料用米給与鶏卵の消費拡大を図ることによって飼料用米の生産拡大を通じ、水田の有

効活用や食料自給率向上に寄与するとともに飼料用米給与採卵鶏経営の６次産業化等を

通じた差別化商品の販売等による収益性の向上に資することを目的とする。 

第２ 認証の種類と基準及び認証対象者 

   一般社団法人日本草地畜産種子協会（以下「協会」という。）は、次に掲げる認証の種

類とその基準及び認証対象者を定め、申請により各々の基準を満たす者に対しその認証

を行うものとする。 

認証の種類とその基準 認証対象者 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準（別記１） 採卵鶏経営を営む者 

飼料用米給与鶏卵生産基準（別記２） 鶏卵を飼料用米給与鶏卵として表示・販売し

ようとする者 

第３ 認証 

 １ 認証の申請 

   飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証を受けようとす

る者は、一般社団法人日本草地畜産種子協会会長（以下「会長」という。）が別に定める

申請料を添えて、認証申請書（別紙様式１）を会長あて提出する。 

 ２ 認証申請者の欠格事項 

   この要領により認証を取り消された日から３年を経過しない者は、再申請をすること

ができない。 

 ３ 認証の決定及び認証書の交付等 

 （１）協会は、認証の申請があった場合、当該申請の内容が別記１の飼料用米給与採卵鶏

飼養基準又は別記２の飼料用米給与鶏卵生産基準（以下「認証基準」という。）に適合

しているか否かについて審査を行う。 

 （２）（１）の審査により認証基準を満たしていることが確認された場合、会長は申請者に

対して別紙様式４又は５の認証書に認証番号を付して交付する。 
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 ４ 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用 

   ３の認証書の交付を受けた者は、協会が別に定める飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び

飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾要領に基づき会長の使用許諾を受けて、

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを使

用することができる。 

第４ 飼料用米給与鶏卵管理票の添付 

 １ 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証を受けた者は、 

   本認証要領に基づく飼料用米給与鶏卵として鶏卵を出荷しようとする場合は、飼料用

米給与鶏卵管理票（別紙様式６。以下「管理票」という。）を出荷先の事業者へ提出する

ものとし、提出を受けた事業者が更に他の事業者に出荷する場合は、提出された管理票

の写しを出荷先の事業者へ提出し、小売事業者まで管理票が届くように措置するものと

する。 

 ２ １の飼料用米給与鶏卵を出荷した者は、管理票の写しを第１１の１に規定する報告書

（報告様式１及び２）に添付して協会へ報告するものとする。 

第５ 認証の有効期間 

   認証の有効期間は、認証を受けた日から３年とする。 

第６ 認証書の掲示 

   認証を受けた者は、第３の３の（２）により交付された認証書を認証を受けた事業所

に掲示しなければならない。 

第７ 認証の継続 

   認証の有効期間満了に際し、引き続き認証を受けようとする者は、有効期間が満了す

る日の２か月前までに認証継続申請書（別紙様式２）を会長あて提出するものとする。 

第８ 認証の取消し 

   会長は、認証を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すもの

とする。 

 （１）第３の１に規定する認証申請書、第７に規定する認証継続申請書又は第１１に規定

する報告書の記載内容に虚偽が判明したとき 

 （２）第１１に規定する報告、立ち入り調査の実施、並びに改善計画書の提出について、

正当な理由なくして遅滞若しくは拒否したとき 

 （３）第１１の３に規定する改善計画書に記載された事項の改善がなされないことが判明

したとき 

第９ 認証の辞退 

 １ 認証を受けた者が次の各号に該当する場合には、認証辞退届（別紙様式３）に認証書
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を添えて速やかに協会に届け出なければならない。 

 （１）認証基準を満たせなくなったとき 

 （２）認証を辞退しようとするとき 

 ２ 認証は会長が指定した期日をもって消失する。 

第 10 公表 

   協会は、認証を行った場合、認証を取消した場合、認証の辞退があった場合は、認証

の種類、認証番号等を協会のホームページ上に公表するものとする。 

第 11 報告、立ち入り調査等 

 １ 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証を受けた者は、

毎年度、飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書（報告様式１）及び飼料用米給与鶏卵生

産状況等報告書（報告様式２）を、翌年度の４月末日までに協会へ報告しなければなら

ない。 

 ２ 協会は本制度の適正な運用を図るため、必要に応じ立入調査等を行うことができる。 

 ３ 協会は認証基準が満たされないことが判明した場合、認証者に対して、その経緯、今

後の対応等を記載した改善計画書の提出を求めることができる。 

   協会は改善計画の適正な実施を図るため、必要に応じ指導等を行うものとする。 

 ４ 経営移譲等により認証を受けた代表者等が変更となった場合、速やかにその旨を記載

した認証継続申請書（別紙様式２）を会長あて提出するものとする。その場合の認証期

間は、変更前に受けた認証の期間までとする。 

第 12 認証を受けた者の義務 

   認証を受けた者は、それぞれの認証基準を遵守するともに、消費者の飼料用米給与採

卵鶏及び飼料用米給与鶏卵への理解を醸成するための広報活動に努めるものとする。 

第 13 その他 

   この要領に定めるもののほか、認証制度の実施に関し必要な事項は、別に会長が定め

る。 

 

附 則 

    本要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（別記１） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準 

 

（１）目的 

   この基準は、鶏卵の生産者が採卵鶏に国産の飼料用米を給与することにより水田の有   

効活用や飼料自給率の向上に寄与するとともに、飼料用米を給与した採卵鶏が生産する

鶏卵の機能性成分（ビタミンＥ）が増加することから国産の飼料用米給与による鶏卵の

消費について消費者の支持を得るため、採卵鶏への飼料用米の給与量等の生産過程にお

いて守るべき飼養管理事項について飼養基準として設定するものである。 

（２）飼養管理 

① 国産の飼料用米の給与割合（給与飼料中に占める飼料用米の給与割合）及び給与期

間が次の表の内容に適合していること。 

飼料用米の給与割合（％） 飼料用米給与期間 

配合飼料中のモミ米が３０％以上 

（玄米の場合は０．８倍に換算して２４％

以上） 

左記の飼料用米を、産卵する日の１４日（２

週間）以上前から継続して給与していること 

  注：飼料用米の給与割合には、給与した配合飼料に含まれている国産の飼料用米を全て

含み、輸入米は含まない。 

  ② 素びな又は大雛の導入から出荷まで（公社）畜産技術協会が定めた「アニマルウェ

ルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針（改定版）」（平成２８年９月）（以

下「採卵鶏飼養管理指針」という。）に配慮した飼養管理を行うこと。 

  ③ 外部から導入する飼料は、飼料安全法に基づく成分規格に合致したものを使用する。

また、同法に基づく対象家畜や使用上及び保存上の注意が表示されたものについては、

これに従って使用しなければならない。 

  ④ 給与飼料中の添加物は、農林水産大臣が飼料添加物と指定したものに限り使用を認 

め、かつ、使用に当たっては飼料安全法に基づく成分規格及び飼料の製造方法の基準

を遵守するものとする。 

  ⑤ 家畜のふん尿は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」を遵

守し、適正に処理・保管・利用を行うこと。 

（３）衛生管理 

  ① 本基準及び農林水産省が定めた「飼養衛生管理基準（鶏その他家きん編）」（平成２

９年２月）（以下「飼養衛生管理基準（鶏その他家きん編）」という。）の遵守により、
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家畜の健康を維持・増進し、疾病の予防に努めるものとする。 

  ② 薬事法に基づき動物用医薬品として承認された要指示医薬品である抗菌性物質製剤、

ワクチン及び駆虫剤等は、獣医師の指示のもとに用法・用量、使用上の注意及び使用

基準を遵守して使用するものとする。 

  ③ 鶏卵の販売は、食品衛生法を遵守するものとする。 

  ④ その他関係法令を遵守するものとする。 

（４）生産情報及び飼養管理情報等の記帳、開示 

   飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた者は、以下の事項についてその内容を記帳

し、証拠書類とともに５年間の保管を行い、記帳内容の開示に努めることとする。 

  ① 飼料用米給与採卵鶏の飼養管理方法 

  ② 採卵鶏に給与した国産の飼料用米及び国産の飼料用米が配合された配合飼料の調達

経路、調達量、給与時期、給与量、給与場所、配合飼料の名称 

  ③ 使用した飼料添加物の名称と使用時期、使用方法、使用量 

  ④ 家畜排せつ物の処理及び利用方法 

  ⑤ 治療履歴と使用したホルモン剤、抗菌性物質製剤、ワクチン、駆虫剤及び忌避剤等

の動物用医薬品の名称と使用方法、使用量 

  ⑥ 「飼養衛生管理基準（鶏その他家きん編）」の「飼養衛生管理基準チェックシート」 

  ⑦ 「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針」の「付録Ⅲア

ニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針に関するチェックリス

ト」 

  ⑧ その他関係法令で記帳が義務付けられている事項 

（５）情報公開 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた者は、消費者等から（４）について情報開

示請求があった場合は、原則として情報開示を行うとともに、以下の項目についてイン

ターネット等を通じ公開するよう努めるものとする。 

① 飼料用米給与採卵鶏飼養基準以外の自ら遵守している生産基準等の内容 

② 飼料用米給与鶏卵の販売方法等 

③ 消費者との交流等による飼料用米給与採卵鶏及び飼料用米給与鶏卵の普及に関す

ること 
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（別記２） 

 

飼料用米給与鶏卵生産基準 

 

（１）定義 

   飼料用米給与鶏卵は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた養鶏場において、飼    

料用米給与採卵鶏飼養基準に従って飼養管理されている採卵鶏から生産された鶏卵であ

る。 

   飼料用米給与鶏卵は、食品衛生法等の関係法令をすべて遵守して処理・包装され、す

べての段階において衛生的かつ適切に管理されているものとする。 

（２）分別管理 

   飼料用米給与鶏卵は、生産から小売等のすべての段階において、その他の鶏卵と分別

して取り扱われなければならない。また、食品衛生法等のすべての関係法令を遵守して、

その処理過程が適切に管理されていなければならない。 

（３）認証及び表示 

   （１）及び（２）を遵守して生産、処理された鶏卵について飼料用米給与鶏卵生産基

準の認証を受け、飼料用米給与鶏卵として表示・販売しようとする者は、当該鶏卵が当

基準に従って生産、処理されていることを証明し、別途定める（一社）日本草地畜産種

子協会への認証手続きを経なければならない。 

（４）保管、出荷等の記帳及び開示 

  飼料用米給与鶏卵については、当該鶏卵の購入者から要求があれば以下について情報開

示を行わなければならない。 

 ① 採卵鶏の飼養者及び鶏卵の販売者等の氏名又は名称、所在地、認証番号 

 ② ＧＰセンター（名称及び所在地、包装日並びにパック数などの包装販売数量など）に

関する事項 

  ③ 飼料用米給与鶏卵とその他の鶏卵の分別管理の方法 

  ④ 飼料用米給与鶏卵の出荷、販売に関する事項 
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（２）認証申請関係書類 

 

（別紙様式１）認証申請書 

（別紙様式２）認証継続申請書 

（別紙様式３）認証辞退届 

（別紙様式４）飼養基準認証書 

（別紙様式５）生産基準認証書 

（別紙様式６）飼料用米給与鶏卵管理票 
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（別紙様式１） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準  

（飼料用米給与鶏卵生産基準）  

 

  年  月  日   

 

 一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

  会 長            殿 

 

所在地 

法人等名 

代表者氏名        印 

電話 

ＦＡＸ 

Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第３の１の規定に基

づき、飼料用米給与採卵鶏飼養基準（又は飼料用米給与鶏卵生産基準）認証を受けたいので、

関係書類（注）を添付の上、申請します。 

 

（注）それぞれの申請に対し、以下の書類を必ず添付すること。 

 ① 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証申請書（添付様式１） 

② 飼料用米給与鶏卵生産基準認証申請書（添付様式２） 

 

 

    

認証申請書 
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（別紙様式２） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準  

（飼料用米給与鶏卵生産基準）  

 

  年  月  日   

 

 一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

   長             殿 

 

所在地 

法人等名 

代表者氏名        印 

 

 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第７の規定に基づき、

飼料用米給与採卵鶏飼養基準（又は飼料用米給与鶏卵生産基準）認証を継続して受けたいの

で、関係書類（注）を添付の上、申請します。 

 

（注） それぞれの申請に対し、以下の対応する書類を必ず添付すること。 

 ① 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証継続申請書（添付様式１） 

 ② 飼料用米給与鶏卵生産基準認証継続申請書（添付様式２） 

 

 

 

  

認証継続申請書 
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（別紙様式３） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準 

（飼料用米給与鶏卵生産基準） 

 

  年  月  日   

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

会 長            殿 

 

所在地 

法人等名 

代表者氏名       印 

 

 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第９の規定に基づき、

飼料用米給与採卵鶏飼養基準（又は飼料用米給与鶏卵生産基準）認証を辞退したいので、関

係書類を添付の上、届出します。 

 

記 

 

１ 認証名（認証番号） 

  認証名 ：飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証（又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証） 

  認証番号：採卵－○○○○－○○  （又は米鶏卵－○○○○－○○） 

２ 認証取下げの理由 

 

３ 取下げ日 

 

４ その他の特記事項 

 

注：認証書の原本を添付すること 

  

認証辞退届 
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（別紙様式４） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証書 

 

（組織の名称） 

 ○○会社 ○○○○○養鶏 

  ○○ ○○ 殿 

 

   年  月  日付で申請のあった飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証について、飼料用

米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第３の３の規定に基づき下記

の条件で認証します。 

 

記 

 

１ 認証番号 

  採卵－○○○○－○○  

 

２ 認証する事業所名及びその所在地 

  事業所名： ○○会社 ○○○○○養鶏 

  代表者名：  

  所在地 ：〒   ○○県○○市○○町○○－○○－○○ 

 

３ 認証の有効期間 

  年  月  日から  年  月  日 

 

４ 認証の条件 

 

 年  月  日 

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会  

会 長            印  
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（別紙様式５） 

 

 

飼料用米給与鶏卵生産基準認証書 

 

 （組織の名称） 

  ○○会社 ○○○○○養鶏 

   ○○ ○○ 殿 

 

   年  月  日付で申請のあった飼料用米給与鶏卵生産基準認証について、飼料用米

給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第３の３の規定に基づき下記の

条件で認証します。 

 

記 

 

１ 認証番号 

  米鶏卵－○○○○－○○ 

 

２ 認証する事業所名及びその所在地 

  事業所名： ○○会社 ○○○○○養鶏 

  代表者名：  

  所在地 ：〒     ○○県○○市○○町○○－○○－○○ 

 

３ 認証期間 

      年  月  日から  年  月  日 

 

４ 認証の条件 

 

年  月  日 

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会  

 会 長            印  
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別紙様式６ 
 

飼 料 用 米 給 与 鶏 卵 管 理 票 

年 月 日 
 
【出荷先事業者】 
法人等名：             
代表者名：           殿 
住   所：            

 
【出荷者】 
法人等名 ：                
代表者氏名：                
住   所：                
認証番号 ：採卵（又は米鶏卵）－  －  

 
 私は、この管理票を添付する下記１の鶏卵が、飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏

卵生産基準認証要領第３の３の規定に基づき認証を受けた下記２の養鶏場において、飼料用米給与

採卵鶏飼養基準を満たして生産及び分別管理された鶏卵であることを証明します。 
 

記 
 
１ 出荷する飼料用米給与鶏卵 

番号 出荷数量（ｋｇ） 
出荷する鶏卵の識別

番号等 ※１ 
出荷年月日 備考 

1         

2         

3         

 ※１：飼料用米給与鶏卵として識別できるＬｏｔ・Ｎｏ等を記載すること 
 ※２：この管理票の写しを認証要領第 11 の 1 に規定する報告書に添付して翌年度の４月末日ま

でに協会へ報告すること 

 ※３ 行数が少ない場合は適宜追加して記載すること 

 
２ 鶏卵を生産した養鶏場（出荷者と同じ場合は「出荷者と同じ。」と記載すること） 

(１)法人等名： 

(２)代表者名： 
(３)住  所： 
(４)飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証番号： 採卵－○○○○－○○ 

 

注：出荷先事業者は、この管理票に記載された鶏卵を更に他の事業者へ出荷する場合は、この管理

票の写しを当該他の出荷先事業者へ提出するものとし、鶏卵の小売事業者までこの管理票の写

しが届くように措置するものとする。 
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（３）認証申請書添付資料 

 

 

（添付様式１） 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証（認証継続）申請書＜添付資料＞ 

（添付様式２） 

飼料用米給与鶏卵生産基準認証（認証継続）申請書＜添付資料＞ 
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（添付様式１：採卵鶏経営用）

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証（認証継続）申請書＜添付資料＞

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証番号：　採卵－○○○○－○○

　（注：認証継続の場合に記載すること）

法人等名　：　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　印

　※　[努力規定] が付されていない確認項目・内容は、義務規定となります。

内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）

1 飼料用米給与採卵鶏の由来・品種

（１） 品種・銘柄名

（２） 雛の導入元

2 飼養羽数（経営全体の飼養羽数）　　　（　　　　年　　　　月　　　　日　現在）

（１） 中雛羽数(4～10週齢)

（２） 大雛羽数(11～20週齢)

（３） 成鶏羽数(21週齢～　)

3 飼料用米の調達

（１）　
国産の飼料用米の調達先と
年間調達量

調達先①：　　　　　　　　　　　　　　  （調達量：　　　　　　　　　ｔ又はkg）
調達先②：　　　　　　　　　　　　　  　（調達量：　　　　　　　　　ｔ又はkg）

調達先が多い場合は別紙で一覧
を作成し添付すること。

（２）
年間の国産の飼料用米の調
達方法（該当を○で囲む）

選　択　欄確認項目※

①自家生産
②委託（契約）生産：農家　、　営農集団　、　法人、その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）
③全農スキーム：　生産者→ＪＡ経由　、　生産者→ＪＡ→飼料工場経由
④その他：（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　羽数：　　　　　　　羽　　うち飼料用米給与羽数：　　　　　　　羽

　羽数：　　　　　　　羽　　うち飼料用米給与羽数：　　　　　　　羽　　うち鶏卵が認証の対象となる羽数：　　　　　　羽

　羽数：　　　　　　　羽　　うち飼料用米給与羽数：　　　　　　　羽　　うち鶏卵が認証の対象となる羽数：　　　　　　羽
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内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）選　択　欄確認項目※

（３）
年間の国産の飼料用米が
入った配合飼料の種類数、
銘柄名、調達量等

銘柄数が多い場合は別紙で一覧
を作成し添付すること

（４）
国産の飼料用米を含む配合
飼料の調達方法
（該当を○で囲む）

4
銘柄数が多い場合は別紙で一覧
を作成し添付すること

5 認証対象となる採卵鶏へ給与する国産の飼料用米の年間必要量

（１）
飼料用米給与採卵鶏の年間
平均飼養羽数

　　　　　　　　　　　　　　　　　羽

（２）

飼料用米給与採卵鶏へ国産
の飼料用米を給与する期間
（該当を○で囲み期間を記
入）

（３）
飼料用米給与採卵鶏の１日
１羽当たり飼料用米給与量

　　　　　　　　　　　　　ｇ／羽・日

（４）
年間の飼料用米の必要量
（１）×（２）×（３）

　　　　　　　　　　　　　ｋｇ又はｔ

6 認証の対象となる採卵鶏の飼養管理

（１） 国産の飼料用米の給与期間
採卵鶏の飼料設計等の確認書
類を添付すること

①自家配合
②指定配合（原料調達後、配合飼料メーカーに生産委託。配合飼料メーカー名：　　　　　　　　　）
③指定配合（原料調達も含めて配合飼料メーカーに委託。配合飼料メーカー名：　　　　　　　　　）
④飼料用米を含む配合飼料を購入（購入先：　　　　　　　　　　　　　　　）
⑤その他（具体的な調達方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　国産の飼料用米を（２）の給与割合により、鶏卵を産卵する日の　　　日以上前から継続して給与する

国産の飼料用米を含まない配合飼料
の調達

種 類 数：　　　　　　　種類
銘柄名①：　　　　　　　　　　　　国産の飼料用米の配合割合：　　　　　％　　　調達量：　　　　　ｔ又はkg
銘柄名②：　　　　　　　　　　　　国産の飼料用米の配合割合：　　　　　％　　　調達量：　　　　　ｔ又はkg
銘柄名③：　　　　　　　　　　　　国産の飼料用米の配合割合：　　　　　％　　　調達量：　　　　　ｔ又はkg

①自家配合による年間調達総量：　　　　　　　　　　　　　　ｔ又はkg
②指定配合
　銘柄名：　　　　　　　　　　　　年間調達量：　　　　　　ｔ又はkg　　配合飼料メーカー名：　　　　　　　会社
　銘柄名：　　　　　　　　　　　　年間調達量：　　　　　　ｔ又はkg　　配合飼料メーカー名：　　　　　　　会社
　銘柄名：　　　　　　　　　　　　年間調達量：　　　　　　ｔ又はkg　　配合飼料メーカー名：　　　　　　　会社
③その他（具体的な調達方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　①通年給与（３６５日間）　　　②期間給与（　　　　日間　：　　　　　年　　　月　　　日　　　～　　　年　　　月　　　日まで）
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内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）選　択　欄確認項目※

（２）
国産の飼料用米の給与割合
計算

同上

（３）
給与している飼料用米の形
態（該当に○印）

同上

7 認証の対象となる飼料用米給与採卵鶏への飼料給与内容

（１） 中雛用
濃厚飼料（配合、単味）について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日(週)齢)

記帳あり 記帳なし

（4週齢～10週齢）
飼料用米（国産）について
供給元、給与羽数、給与量（g／羽・日）、給与期間（日（週）齢～日（週）齢）

記帳あり 記帳なし

飼料添加物、その他について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日（週）齢)

記帳あり 記帳なし

（２） 大雛用
濃厚飼料（配合、単味）について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日(週)齢)

記帳あり 記帳なし

（11週齢～20週齢）
飼料用米（国産）について
供給元、給与羽数、給与量（g／羽・日）、給与期間（日（週）齢～日（週）齢）

記帳あり 記帳なし

飼料添加物、その他について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日(週）齢)

記帳あり 記帳なし

（３） 成雛用
濃厚飼料（配合、単味）について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日(週)齢)

記帳あり 記帳なし

（21週齢～　　　）
飼料用米（国産）について
供給元、給与羽数、給与量(g／羽・日）、給与期間（日（週）齢～日（週）齢）

記帳あり 記帳なし

飼料添加物、その他について
商品名、製造元、給与羽数、給与量(g／羽・日)、給与期間(日(週)齢～日(週）齢)

記帳あり 記帳なし

　①（１）の期間に採卵鶏へ給与する国産の飼料用米（モミ米）の総重量：　　　　　ｋｇ
                                                      （採卵鶏１日１羽当：　　ｋｇ）
　②（１）の期間に採卵鶏へ給与する配合飼料の全体総重量　　　　　　：　　　　　ｋｇ
                                                      （採卵鶏１日１羽当：　　ｋｇ）
　③国産の飼料用米の給与割合（①÷②）　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　％
　　　注１：飼料用米の重量には配合飼料に含まれる国産の飼料用米を含む
　　　注２：玄米を給与する場合は、モミ米重量に換算して計算すること
　　　　　　モミ米換算重量(kg)＝玄米重量(kg)×１．２５

　①籾米　　　　　　　　      ②玄米　　　　　　　　　　　　③籾米破砕（粒度　　　　㎜）
　④玄米破砕（粒度　　　㎜）　⑤ペレット　　　　　　　　　　⑥圧ぺんモミ米
　⑦圧ぺん玄米　　　　　　　　⑧モミ米サイレージ　　　　　　⑨玄米サイレージ
　⑩その他（　　　　　）
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内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）選　択　欄確認項目※

8 購入飼料
購入する飼料は「飼料安全法」の成分規格に合致したものを使用している。同法に基づく対象家畜
や使用上及び保存上の注意、使用基準が表示されたものについては、これに従って使用している
か。

はい いいえ

9 飼料添加物
給与飼料への添加物は、農林水産大臣が飼料添加物として指定したものを使用しているか。飼料安
全法に基づく成分規格及び飼料の製造方法の基準を遵守したものを使用しているか。

はい いいえ

10 飼養管理方法
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針」に配慮した飼養管理を行って
いるか。

はい いいえ

11 鶏舎環境

（１） 鶏舎構造（該当を○）

（２） 飼養方式（該当を○）

（３） 敷料の使用内容

（４） 鶏舎の広さ 鶏舎は鶏にとって快適な広さがあるか ある ない

（５） 鶏舎の通風、換気 鶏舎の通風、換気は良好か はい いいえ

（６） 鶏舎内の衛生環境 鶏舎は、床、ケージ内、飼そう、水飲器具は清潔で良好な衛生環境か はい いいえ

12 衛生管理

（１） 健康管理
飼養衛生管理基準を遵守して、鶏の健康を維持・増進し、疾病予防に努め、食の安全確保を図って
いるか

はい いいえ

（２） 動物用医薬品 用量、用法及び使用上の注意及び使用基準を遵守しているか はい いいえ

薬事法で承認されたホルモン剤の使用記録はあるか
（名称、使用方法、使用量、使用時期の記録）

はい いいえ
注：使用記録を書いた獣医師
の指示書等の写で代替可。使
用無しはその旨記載。

薬事法で承認された抗菌性物質製剤の使用記録はあるか
（名称、使用方法、使用量、使用時期の記録）

はい いいえ 同上

薬事法で承認されたワクチンの使用記録はあるか
（名称、使用方法、使用量、使用時期の記録）

はい いいえ 同上

①開放平飼い鶏舎　　②無窓平飼い鶏舎　　③開放ケージ飼い鶏舎　　④無窓ケージ飼い鶏舎　　⑤その他（具体的な構造：　　　　　　　　）

（敷料について簡潔に記載）

①自然換気型鶏舎　　②強制換気型鶏舎　　③その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）

－22－



内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）選　択　欄確認項目※

薬事法で承認された駆虫剤の使用記録はあるか
（名称、使用方法、使用量、使用時期の記録）

はい いいえ 同上

薬事法で承認された忌避剤の使用記録はあるか
（名称、使用方法、使用量、使用時期の記録）

はい いいえ 同上

13 家畜ふん尿処理 家畜排せつ物法を遵守しているか はい いいえ

適正な処理・保管・利用をしているか（下記の該当する処理方法に○印を付けること）
処理方法　　　　　：　①乾燥　　　②堆肥化　　　③焼却　　　④その他（　　　　　）
保管及び利用方法　：　①袋詰め後販売　　　②バラ販売　　　　③その他（　　　　　）

はい いいえ
処理・保管・利用等の方法を
簡潔に記入

鶏ふんの河川への流入防止、悪臭防止のための適正な措置を実施しているか はい いいえ 防止方法を簡潔に記入

14 飼養管理記録等の記帳、開示

（１） 情報の記帳・保管

　以下の事項について、その内容を記帳し、証拠書類とともに５年間の保管を行っているか。
①　飼料用米給与採卵鶏の飼養管理方法
②　採卵鶏に給与した国産の飼料用米及び国産の飼料用米が配合された配合飼料の調達経路、
　　調達量、給与時期、給与量、給与場所、配合飼料の名称
③　使用した飼料添加物の名称と使用時期、使用方法、使用量
④　家畜排せつ物の処理及び利用方法
⑤　治療履歴と使用したホルモン剤、抗菌性物質製剤、ワクチン、駆虫剤及び忌避剤等の動物用医
薬品の名称と使用方法、使用量
⑥　「飼養衛生管理基準（鶏その他家きん編）」の「飼養衛生管理基準チェックシート」
⑦　「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針」の「付録Ⅲアニマルウェ
ルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針に関するチェックリスト」
⑧　その他関係法令で記帳が義務付けられている事項

はい いいえ

（２） 情報公開
［努力規定］ 消費者等から（１）について情報開示請求があった場合は、原則として情報開示を行うとともに、

以下の項目についてインターネット等を通じ公開するよう努めるものとする。
①　飼料用米給与採卵鶏飼養基準以外の自ら遵守している生産基準等の内容
②　飼料用米給与鶏卵の販売方法等
③　消費者との交流等による飼料用米給与採卵鶏及び鶏卵の普及に関すること。

はい いいえ 注：可能であれば情報公開の具
体的手段（ホームページがあれ
ばＵＲＬ）を記載

15 飼料用米給与鶏卵を処理するＧＰセンター

（１） 所有の有無 　　　　　有　　　　・　　　　無
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内　容　又　は　記　入　欄 備考欄（補足説明）選　択　欄確認項目※

（２）
飼料用米給与鶏卵のGPセン
ター名

（３） 処理状況（該当に○）

（４） 鶏卵の出荷形態

（５）
飼料用米給与鶏卵とそれ以
外の鶏卵の分別管理の方法
（該当に○）

16 鶏卵の処理・販売 鶏卵の処理・販売に関する記録があるか はい いいえ

　①処理ラインを分けているので分別管理はできる
　②処理時間帯や処理日を区別しているので分別管理はできる
　③その他の分別管理方法を実施（具体的な分別方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　④分別管理はできない

　①全量処理　　②一部処理　　③全量委託処理　　④一部委託処理　⑤その他（具体的に：　　　　　　）

（１）で無の場合は、処理委託先GPセンター名及び所在地住所を記載すること

　①パック詰め（　　　　％）　　②箱詰め（　　　　　％）　　③その他（　　％　具体的に：　　　　　）
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（添付様式２） 

 

飼料用米給与鶏卵生産基準認証（認証継続）申請書＜添付資料＞ 

 

                          所在地 

                          法人等名 

                          代表者氏名           印  

 

１ 事業所名と事業形態 

  事業所名： 

  事業形態：個人、生産者組織、ＧＰセンター、鶏卵問屋、卸売、小売業等を記載する。 

 

２ 飼料用米給与鶏卵生産基準認証番号 

  米鶏卵－○○○○―○○ 

  （新規認証申請の場合は記入不要。認証継続申請の場合に記入し、従来の認証番号を記載する。） 

 

３ 鶏卵を生産した養鶏場の飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証番号等 

  養鶏場の名称及び住所： 

  認証番号：採卵－○○○○―○○ 

 （飼料用米給与鶏卵を生産した養鶏場の飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証番号等を記載する） 

 

４ 生産・パック加工等の各工程ごとの分別管理の方法 

 （飼料用米給与鶏卵が、生産からＧＰセンターでのパック・箱詰め、鶏卵問屋、卸売、小売まで

のすべての段階において、その他の鶏卵と分別できる状態で取り扱われることを記載。工程ごと

に、フロー図、写真等も可能な限り利用して具体的な分別管理方法を記載すること。記載内容が

多い場合は、別紙により記載すること。） 

 

５ 現状の鶏卵の処理、販売状況 

 （認証継続申請の場合には、申請年度の前年度に飼料用米を給与した鶏卵について記入すること。） 

（１）飼料用米給与鶏卵の処理・販売期間 

      年   月   日  ～   年   月   日 
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（２）飼料用米給与鶏卵の処理・販売状況 

事業所名 鶏卵処理 

（ＧＰセンター名と処理数量） 

加工・販売 備 考 

 ＧＰセンター名： 

処理数量   ：   Kg 

販売数量：        ｋｇ 

（例）バック詰め：    ｋｇ 

（例）箱詰め  ：    ｋｇ 

 

 （注）事業所名は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準に則って飼養された採卵鶏が産卵した鶏卵を処

理する事業所又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証の鶏卵を加工・販売する事業所を記入 

６ 今回の認証申請の対象となる飼料用米給与鶏卵の処理・販売計画（年間の計画） 

（１）処理・販売期間 

    年  月  日 ～   年  月  日 

（２）飼料用米給与鶏卵の処理、販売計画 

事業所名 鶏卵処理 

（ＧＰセンター名と処理数量） 

加工・販売 備 考 

 ＧＰセンター名： 

処理数量  ：     ｋｇ 

販売数量：         ｋｇ 

（例）バック詰め：     ｋｇ 

（例）箱詰め：       ｋｇ 

 

 （注）事業所名は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準に則って飼養された採卵鶏が産卵する鶏卵を処

理する事業所又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証の鶏卵を加工・販売する事業所を記入 

７ 情報開示に向けた取り組み（具体的に記載する。） 

 

 

８ 前回の承認時との変更点（認証継続の場合に記載する。） 

前回の申請内容 今回の変更申請内容 

  

（注１）ＧＰセンター等へ委託を行う場合は、当該部分については受託者が記載し、その内容

を申請者（委託者）が確認すること。 

（注２）前回の認証時との変更点について、項目ごとに対比しながら具体的に記載する。変更

点が無ければ、その旨を記入する。 
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    （４）飼養状況及び生産状況等報告書 

 

     （報告様式１）飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書 

     （報告様式２）飼料用米給与鶏卵生産状況等報告書 
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info
長方形



（報告様式１） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書 

 

  年  月  日   

 

一般社団法人日本草地畜産種子協会 

会 長         殿 

 

申請者（事業所）名 

所在地 

代表者氏名             印 

 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第１１の１の規定に基づ

き、下記のとおり○○年度の飼料用米給与採卵鶏飼養実績及び（○○年度の翌）年度の飼養計画を

報告します。 

 

記 

 

１ 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証番号 

採卵－○○○○－○○ 

 

２ 年間の飼料用米の調達実績と認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養等実績（   年度の実績） 

（１）飼料用米の種類ごと、調達先ごとの調達数量 

種類 調達先 調達数量  

  ｔ又は kg 

  ｔ又は kg 

  ｔ又は kg 

  （注）種類は、乾燥玄米、乾燥モミ米等の種類を記入すること 
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（２）購入配合飼料に含まれる国産飼料用米の調達数量 

配合飼料メーカー 年間購入数量 

（Ａ） 

飼料用米の配合割合 

（Ｂ） 

国産飼料用米の数量 

（Ａ×Ｂ） 

 ｔ又は kg ％ ｔ又は kg 

 ｔ又は kg ％ ｔ又は kg 

（３）経営全体の国産飼料用米を 含まない 配合飼料調達数量 

銘柄名 年間調達量 配合飼料メーカー 

 ｔ又は kg  

 ｔ又は kg  

（４）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養期間 

   年  月  日 ～    年  月  日 

（５）認証に係る飼料用米給与採卵鶏への国産の飼料用米給与期間 

       年  月  日から   年  月  日まで国産の飼料用米を継続して給与した 

  （国産の使用料米を（６）の給与割合により、鶏卵を産卵する日の     日以上前 から継

続して給与した。） 

（６）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の国産の飼料用米給与割合 

  ①（５）の期間に採卵鶏に給与した国産の飼料用米（モミ米換算）の総重量：     kg  

                           （採卵鶏１日１羽当：     kg） 

  ②（５）の期間に採卵鶏に給与した配合飼料の全体総重量        ：     kg  

                           （採卵鶏１日１羽当：     kg） 

  ③国産の飼料用米の給与割合（①÷②）                ：     ％  

    注１：飼料用米の重量には配合飼料に含まれる国産の飼料用米を含む 

    注２：玄米を給与した場合は、モミ米重量に換算して計算すること 

       モミ米換算重量(kg)＝玄米重量(kg)×１．２５ 

（７）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養羽数等 

項 目 内 容 備 考 

鶏の品種名   

年間の飼料用米給与採卵鶏飼養羽数 羽  

年間の飼料用米給与鶏卵出荷数量 kg  

上記の出荷先   

   （注）飼料用米給与採卵鶏についてのみ記入すること。 
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（参考）経営全体 

項   目 内   容 備   考 

年間の鶏卵総出荷数量 kg  

上記の出荷先   

 

３ 年間の飼料用米の調達予定数量と認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養等計画 

（   年度の計画） 

（１）飼料用米の種類ごと、調達予定先ごとの調達予定数量 

種類 調達予定先 調達予定数量 

  ｔ又は kg 

  ｔ又は kg 

  ｔ又は kg 

  （注）種類は、乾燥玄米、乾燥モミ米等の種類を記入すること 

（２）購入配合飼料に含まれる国産飼料用米の調達予定数量 

配合飼料メーカー 年間購入予定数量 

（Ａ） 

飼料用米の配合割合 

（Ｂ） 

国産飼料用米の数量 

（Ａ×Ｂ） 

 ｔ又は kg ％ ｔ又は kg 

 ｔ又は kg ％ ｔ又は kg 

（３）経営全体の国産飼料用米を 含まない 配合飼料調達予定数量 

銘柄名 年間調達予定数量 配合飼料メーカー 

 ｔ又は kg  

 ｔ又は kg  

（４）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養計画期間 

    年  月  日 ～   年  月  日 

（５）認証に係る飼料用米給与採卵鶏への国産の飼料用米給与計画期間 

       年  月  日から     年  月  日まで国産の飼料用米を継続して給与   

する 

  （国産の使用料米を（６）の給与割合により、鶏卵を産卵する日の     日以上前 から継

続して給与する。） 

（６）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の国産の飼料用米給与割合 

  ①（５）の期間に採卵鶏に給与する国産の飼料用米（モミ米換算）の総重量：    kg  
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                         （採卵鶏１日１羽当  ：    kg） 

  ②（５）の期間に採卵鶏に給与する配合飼料の全体総重量        ：    kg  

                         （採卵鶏１日１羽当  ：    kg） 

  ③国産の飼料用米の給与割合（①÷②）                ：    ％  

    注１：飼料用米の重量には配合飼料に含まれる国産の飼料用米を含む 

    注２：玄米を給与する場合は、モミ米重量に換算して計算すること 

       モミ米換算重量(kg)＝玄米重量(kg)×１．２５ 

（７）認証に係る飼料用米給与採卵鶏の飼養予定羽数等 

項 目 内 容 備 考 

鶏の品種名   

年間の飼料用米給与採卵鶏飼養予定羽数 羽  

年間の飼料用米給与鶏卵出荷予定数量 kg  

上記の出荷先   

 （注）飼料用米給与採卵鶏についてのみ記入すること。 

（参考）経営全体 

項   目 内   容 備   考 

年間の鶏卵総出荷予定数量 kg  

上記の出荷先   

 

４ その他の報告事項 

 

添付資料 

飼料用米給与鶏卵管理票（別紙様式６） 

前年度と今年度の採卵鶏の飼料設計書 
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（報告様式２） 

 

飼料用米給与鶏卵生産状況等報告書 

 

  年  月  日   

 

一般社団法人日本草地畜産種子協会 

会 長         殿 

 

申請者（事業所）名 

所在地 

代表者氏名             印 

 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第１１の１の規定に基づ

き、下記のとおり○○年度の飼料用米給与鶏卵生産・販売等実績及び（○○年度の翌）年度の計画

を報告します。 

 

記 

 

１ 飼料用米給与鶏卵生産基準認証番号 

  米鶏卵－○○○○－○○ 

 

２ 年間の飼料用米給与鶏卵の生産・販売等実績（   年度の実績） 

（１）飼料用米給与鶏卵の生産・販売等期間 

  年  月  日 ～  年  月  日 

（２）飼料用米給与鶏卵生産・販売等数量等 

項 目 内 容 備 考 

飼料用米給与鶏卵を生産した養鶏場名   

上記養鶏場の飼養基準認証番号 採卵－○○○○－○○  

鶏の品種名   

ＧＰセンター名   
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年間の飼料用米給与鶏卵の梱包・出荷・販売数量 ｋｇ 

（例）パック詰め：  ｋｇ 

（例）箱詰め  ：  ｋｇ 

 

鶏卵の出荷先   

    （注）飼料用米給与鶏卵についてのみ記入すること。 

（３）飼料用米給与鶏卵とそれ以外の鶏卵の分別管理方法 

  （鶏卵の搬入、梱包・出荷等の各工程における分別管理方法について記載する） 

 

３ 年間の飼料用米給与鶏卵の生産・販売等計画（  年度の計画） 

（１）飼料用米給与鶏卵の生産・販売等計画期間 

   年  月  日 ～  年  月  日 

（２）飼料用米給与鶏卵生産・販売等計画数量等 

項 目 内 容 備 考 

飼料用米給与鶏卵を生産する養鶏場名   

上記養鶏場の飼養基準認証番号 採卵－○○○○－○○  

鶏の品種名   

ＧＰセンター名   

年間の飼料用米給与鶏卵の梱包・出荷・販売計画数量 ｋｇ 

（例）パック詰め：  ｋｇ 

（例）箱詰め  ：  ｋｇ 

 

鶏卵の出荷予定先   

    （注）飼料用米給与鶏卵についてのみ記入すること。 

（３）飼料用米給与鶏卵とそれ以外の鶏卵の分別管理方法 

  （鶏卵の搬入、梱包・出荷等の各工程における分別管理方法について記載する） 

 

４ その他の報告事項 

 

添付資料 

  飼料用米給与鶏卵管理票（別紙様式６）等 
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２. 認証マーク使用許諾規定 
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飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準 

認証マーク使用許諾要領 

 

 

１ 目的 

  本要領は、一般社団法人日本草地畜産種子協会（以下「協会」という。）が飼料用米給与採卵

鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領（以下「認証要領」という。）第３の４に定

める飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク（以下

「マーク」という。）の使用基準を定め、マークの適正使用を図ることを目的とする。 

 

２ 図柄等 

（１）マークのデザイン、色及びサイズ等は、別に定める飼料稲給与畜産物基準認証マーク使用マ

ニュアルのとおりとする。 

（２）マークの使用者（以下「使用者」という。）は、マークをみだりに改変して使用してはなら

ない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロ（白黒単色）を選択しても差し支

えない。この場合、その他の単色の使用については、一般社団法人日本草地畜産種子協会会長

（以下「会長」という。）に申請し許諾を得るものとする。 

（３）使用者は、認証要領第３の３に定める認証番号をマーク本体に重ならない範囲で併記するこ

とができる。 

 

３ 商標権 

（１）マークに関する商標権は協会が所有する。 

（２）マークは、会長の許諾により使用することができる。また、無断で印刷することはできない。 

（３）マークの使用を許諾された者は、他人にマークの使用権を譲渡することはできない。 

（４）マークと誤認される類似のマークを、使用又は商標登録出願してはならない。 

 

４ マークの使用申請及び許諾 

（１）マークの使用許諾を受けようとする者は、認証要領第２に掲げる当該認証を受けていなけれ

ばならない。 

（２）マークの使用許諾を受けようとする者は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏

卵生産基準認証マーク使用許諾申請書（別記様式１）を会長あて提出する。 

（３）協会は、申請内容を審査の上、本要領に適合すると認めた場合には、許諾の旨を回答すると
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ともに、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク使用許諾証（別記様式２）又は飼料用米給与

鶏卵生産基準認証マーク使用許諾証（別記様式３）を発行するものとする。 

（４）協会は、マークの使用許諾に当たって必要に応じ条件を付することができるものとする。 

（５）（１）に関わらず、国、地方公共団体及び会長が適当と認める団体が、広くマークの普及活

動を行う目的で使用する場合等、会長が適当と認める場合にはマークを使用することができる

こととし、事前に当該団体等から会長宛て使用申請を行うものとする。 

 

５ マークの表示方法 

  マークの表示方法は次のとおりとし、その他の表示方法については事前に会長の承認を得るこ

ととする。 

（１）シールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付、表示する。 

（２）商品の包装容器又は包装紙に直接印刷、表示する。 

（３）飼料用米給与採卵鶏又は飼料用米給与鶏卵のＰＲのためのポスター、チラシ、パンフレット、

名刺、はがき等の資材に印刷、表示する。 

（４）飼料用米給与採卵鶏又は飼料用米給与鶏卵のＰＲのための看板等に書き入れる。 

 

６ マークの使用料 

  マークの使用料は、当分の間、無料とする。ただし、マークの表示に係る経費は使用者の負担 

 とする。 

 

７ 使用者の義務 

（１）使用者は、関係法令を遵守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くこと

のないよう努めるものとする。 

（２）使用者は、第三者が商標を侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに協会に報告

するものとする。 

（３）使用者は、商標に係る第三者との係争・審判・訴訟等について、協会に協力して対処するも

のとする。 

（４）使用者は、マークを付した商品の瑕疵により協会、他の認証者及び第三者に損害を与えた場

合は、これに対し全責任を負うものとする。 

（５）認証要領第２の飼料用米給与採卵鶏飼養基準又は飼料用米給与鶏卵生産基準に関する認証を

受けた使用者は、協会から要請がある場合には、マークの使用実態の報告をするとともに、使

用商品等の提出を行わなければならない。 
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（６）使用者は、認証要領第１１の３に示されている改善計画書の提出を求められている場合、改

善が確認されるまでの期間はマークを使用してはならない。 

 

８ マークの不正使用に対する措置 

  使用者がこの要領を遵守せず、マークを不正に使用した場合には、協会は次の措置を順次講ず

ることとする。 

 ① 警告 

 ② 使用許諾の取消し 

 ③ 組織名、代表者名の公表 

 ④ 訴訟 

 

９ 使用期間 

  使用期間は設けない。ただし、認証要領第５の認証の有効期間が終了したとき、同第８の認証

の取消しがされたとき、同第９の認証の辞退がされたときは、使用期間が終了したものとみなす。 

 

10 その他 

  この要領の運用、解釈その他の疑義が生じた場合は会長が決定するものとする。 

   

附 則 

本要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（別記様式１） 

 

    飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準 

    認証マーク使用許諾申請書 

 

  年  月  日   

 

一般社団法人日本草地畜産種子協会 

  会 長         殿 

 

申請者 住所／所在地 

名称 

代表者氏名          印 

 

 貴協会制定の飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾

要領４の（２）の規定に基づき、別記のとおり使用許諾を申請します。 
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＜別記＞ 

使用する認証マークの種類 
飼料用米給与採卵鶏 

飼養基準認証マーク 

飼料用米給与鶏卵 

生産基準認証マーク 

認証番号 採卵－○○○○－○○ 米鶏卵－○○○○－○○ 

１ マーク使用者の業態 ＊     

２ マークを使用す

る対象 

（該当する対象欄に○

印を記入） 

商品     

包装資材     

チラシ     

パンフレット     

ポスター     

看板     

名刺     

その他（  ）     

３ マーク使用方法と印刷予定数   

（１）シール、ラベル等貼付資材への印刷（枚）     

 カラー   

モノクロ（白黒単色）     

その他単色（ ）     

（２）紙面、パッケージ等への直接印刷（枚）     

 カラー   

モノクロ（白黒単色）     

その他単色（  ）     

４ 認証番号併記の有無 ＊＊     

５ 使用地域     

６ 連絡先 部所名・担当者名 
    

電話・ＦＡＸ・Ｅ－ｍａｉｌ 

＊ 生産者、農協・農業法人、株式会社、メーカー、商社、卸業、小売業、その他（  ）の別を記 

 入する。 

＊＊ 認証番号を併記する場合は、マークに文字を併記した図案を資料として添付する 
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（別記様式２） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク使用許諾証 

 

○○日草種協第  号 

                                   年  月  日 

 

 

          養鶏 

 殿 

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

    会 長          印   

 

 

     年  月  日付で使用許諾申請のあった飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マークの

使用について、飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾要

領４の（３）の規定により下記の条件で承認します。 

   

記 

 

１ 認証の種類と認証番号 

  認証の種類： 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証 

  認証番号 ： 採卵－○○○○－○○ 

 

２ マークの使用対象 

  （記載例：看板、商品、名刺） 

 

３ その他マークの使用条件等 

（１）使用する認証マークは別紙のとおり 

 

（２） 
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別紙 

 

使用を許諾する認証マーク 
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（別記様式３） 

 

飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾証 

 

○○日草種協第  号 

 年  月  日 

 

          会社 

 殿 

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

         会 長           印  

 

 

  年  月  日付で使用許諾申請のあった飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用に

ついて、飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾要領４の

（３）の規定により下記の条件で承認します。 

   

 

記 

 

１ 認証の種類と認証番号 

認証の種類： 飼料用米給与鶏卵生産基準認証 

認証番号 ： 米鶏卵－○○○○－○○ 

       

２ マークの使用対象 

（記載例：看板、商品、名刺） 

       

３ その他マークの使用条件等 

（１）使用する認証マークは別紙のとおり 

 

（２） 
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別紙 

  

使用を許諾する認証マーク 
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３ 一問一答 
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目   次 

 

問番号 事     項 頁 

（１）総  論 

問 1-1 
飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証制度を策

定した目的は何ですか。 
53 

問 1-2 飼料稲、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）、飼料用米とはどのようなものなのですか。 53 

問 1-3 
認証対象となる採卵鶏に給与する飼料用米は、なぜ国産でなければならないので

すか。 
53 

問 1-4 
本認証制度には、「飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証」及び「飼料用米給与鶏卵

生産基準認証」の 2種類の認証制度がありますが、この違いは何ですか。 
54 

問 1-5 認証基準の種類とその利活用について教えてください。 54 

問 1-6 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準を満たして飼養された採卵鶏の鶏卵を年間を通じ

て出荷したいのですが、飼養基準を満たすために給与しなければならない飼料用

米が年間を通じて確保できません。このため飼料用米をある一定期間に限定して

給与することとして飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証書の交付を受けることは

可能ですか。 

54 

問 1-7 

協会は、例えば出来秋から６ヵ月間だけ飼料用米を認証基準以上に給与し飼料用

米給与採卵鶏飼養基準認証を受けようとする場合等、年間を通じた認証基準以上

の飼料用米給与ではなく特定の期間に限定した給与を行う場合に、この期間の認

証対象採卵鶏に飼養基準以上の飼料用米が給与されたという確認はどのように

して行うのですか。 

55 

問 1-8 

鶏卵問屋や加工業者等から、飼料用米給与鶏卵を定時定量出荷するように求めら

れていますが、全棟の鶏舎で給与する飼料用米の量が確保出来ません。このため、

鶏舎１棟分だけ飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証書の交付を受けて、飼料用米給

与鶏卵を定時定量出荷したいのですが、認証書の交付を受けることは可能です

か。 

55 

問 1-9 

協会は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証対象採卵鶏が、経営内の採卵鶏の全羽

数ではなく鶏舎 1棟分のみの場合、この認証対象採卵鶏に飼養基準以上の飼料用

米が給与されたという確認はどのようにして行うのですか。 

55 

問 1-10 認証の申請、認証書の交付は、どのような手順で行われるのですか。 56 

問 1-11 
認証書には掲示が義務付けられていますが、鶏舎（事業所）を分散して複数所有

している場合にはどこに掲示すべきでしょうか。 
56 

問 1-12 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マークを表示できるのは誰ですか。 56 

問 1-13 
飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを表示して鶏卵を販売できるのは誰です

か。 
57 
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問番号 事     項 頁 

問 1-14 
どのような状況になった場合に「認証基準を満たせなくなった」と判断されます

か。 
57 

問 1-15 認証申請料はいくらですか。またどのような形で納付すればよいのですか。 57 

問 1-16 

経営移譲等により認証を受けた者が変更となった場合には、速やかに協会会長あ

てに認証継続申請書を提出することになっていますが、その場合の認証の有効期

間は、旧有効期間の残り期間とされています。この場合でも認証継続申請書に添

付様式 1又は２を添付しなければならないのでしょうか。 

57 

問 1-17 認証の継続や再度認証を受けた場合、認証番号は変わりますか。 58 

問 1-18 認証を受けた者の義務に反した場合、罰則はあるのですか。 58 

（２）飼料用米給与採卵鶏飼養基準（採卵鶏経営を営む者の認証） 

問 2-1 採卵鶏に対する飼料用米の給与基準とその設定根拠を教えて下さい。 59 

問 2-2 
飼料用米の給与基準に定められている採卵鶏に給与する飼料用米の給与割合は、

原物又は乾物換算のどちらで計算するのですか。 
59 

問 2-3 
飼料用米給与採卵鶏飼養基準の飼料用米給与割合は、現在の採卵鶏経営者が給与

している給与割合、給与期間と比べると、水準が高すぎるのではないですか。 
60 

問 2-4 

採卵鶏に飼料用米給与採卵鶏飼養基準の給与割合及び給与期間を上回って飼料

用米を給与すれば、その鶏卵にはビタミンＥの増加や卵黄色の変化（白くなる）

の効果が出ることに着目してこの基準が作られています。この飼養基準に則って

生産された鶏卵はビタミンＥの増加等の効果が保証されるのですか。 

60 

問 2-5 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準では、飼料用米給与割合が配合飼料中のモミ米が３

０％以上に設定されており、玄米を給与する場合は０．８倍に換算とありますが、

具体的には玄米何％以上の給与になりますか。 

60 

問 2-6 

採卵鶏に給与した飼料用米の給与量、給与割合を計算するときに、配合飼料に

元々含まれている飼料用米がＭＡ米か国産米かわからない場合は、どのように計

算すればよいですか。 

60 

問 2-7 
採卵鶏に、国産の食用品種の米を飼料用米として給与しても、飼料用米給与採卵

鶏として認証書が交付されますか。 
61 

問 2-8 
飼料用米給与採卵鶏飼養基準の給与割合を規定しているモミ米と玄米の水分含

量は何％に想定していますか。 
61 

問 2-9 
飼料用米の基準は、モミ米及び玄米の水分含量は１５±１％を基に基準を設定し

てありますが、給与する飼料用米の水分含量は毎日測定する必要はありますか。 
61 

問 2-10 
協会は、飼料用米の給与量や給与割合、給与期間の確認をどのようにして行うの

ですか。 
62 

問 2-11 
飼料用米給与採卵鶏飼養基準に規定している飼料用米の給与割合の計算はどの

ようにして行うのですか。 
62 
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問番号 事     項 頁 

問 2-12 
外部から導入する飼料について、「飼料安全法に基づく成分規格に合致したもの」

とはどのようなものですか。 
62 

問 2-13 農林水産大臣が指定した飼料添加物とは何ですか。 63 

問 2-14 
動物用医薬品として承認された医薬品かどうかは、どのようにすればわかります

か。 
63 

問 2-15 証拠書類として、どのようなものを保管すればよいですか。 63 

問 2-16 なぜ、記帳したものと証拠書類を５年間保管する必要があるのですか。 64 

問 2-17 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた者は、消費者から生産情報及び飼養管

理情報などについて情報開示請求があった場合は、情報開示を行うことと規定さ

れていますが、この趣旨は何ですか。 

66 

問 2-18 
飼料用米を給与した採卵鶏や鶏卵の生産情報及び飼養管理情報等は誰が、どのよ

うに開示したらよいのですか。 
66 

（３）飼料用米給与鶏卵生産基準 

  （鶏卵を飼料用米給与鶏卵として表示・販売しようとする者の認証） 

問 3-1 
飼料用米給与鶏卵生産基準に則り、飼料用米給与鶏卵の分別管理に責任を持つの

は誰ですか。 
67 

問 3-2 
鶏卵の処理を委託する場合には、誰が分別管理について責任をもつべきなのです

か。 
67 

問 3-3 
飼料用米給与採卵鶏及び飼料用米給与鶏卵は、格付（選別）、包装、加工、販売

までの全ての過程が、なぜ分別管理されていなければならないのですか。 
67 

問 3-4 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準又は飼料用米給与鶏卵生産基準を満たさないこと

が判明し、改善計画書の提出が求められている状況にあっても、採卵鶏又は鶏卵

は生産されています。このような場合、どのような対応が求められますか。 

68 

問 3-5 
飼料用米給与鶏卵生産基準認証はうずらの卵など採卵鶏以外の卵は対象となら

ないのですか。 
68 

問 3-6 飼料用米給与鶏卵として表示できる鶏卵はどのようなものですか。 68 

問 3-7 
飼料用米給与鶏卵と通常の鶏卵とでは、格付（選別）から販売過程に特別な違い

はありますか。また、特別に遵守すべき関係法令はありますか。 
68 

（４）飼料用米給与鶏卵管理票 

問 4-1 管理票を作成する目的は何ですか。 69 

問 4-2 管理票は、誰が記載しどのように使うのですか。 69 

問 4-3 
管理票は、同一の経営者が採卵鶏の飼養から鶏卵の出荷、販売までを行う場合も

作成する必要がありますか。 
70 
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問番号 事     項 頁 

問 4-4 

管理票は出荷ごとに作成、添付する必要はありますか。ほぼ毎日のように出荷す

る鶏卵を取り扱う事業者は、毎日の出荷ごとの管理表を作成、添付するのは煩雑

なのではないですか。 

70 

（５）飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾要領 

問 5-1 
飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マ

ークの使用許諾申請ができるのは誰ですか。 
71 

問 5-2 
飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用許諾申請をする場合に、特に留意し

なければならないことはありますか。 
71 

問 5-3 
マークの色にモノクロ（白黒単色）以外の単色を使用する場合には、協会の許諾

を得ることとされていますが、どのような手続きが必要ですか。 
71 

問 5-4 使用許諾申請書の内容が変更になった場合、変更申請は必要ですか。 72 

問 5-5 
認証マーク使用許諾手続きが省略できるマークの使用とは、どのような場合です

か。 
72 

問 5-6 認証マークを車両に表示することは出来ますか。 72 

問 5-7 認証マークの使用許諾申請料、使用料を教えてください。 72 

問 5-8 

認証マーク使用許諾要領７の（６）に「認証基準を満たさないために改善計画書

の提出を求められている場合、改善が確認されるまでの間は認証マークを使用し

てはならない。」とありますが、これは飼料用米給与鶏卵の出荷をしてはならな

いということですか。 

72 

問 5-9 
認証マークの色、縦横比率、文字ロゴの字体等の具体的なマークの詳細について

教えてください。 
73 

問 5-10 
表示スペースの関係で、目立たない範囲で縦横の比率を変更したいのですが、可

能ですか。 
73 

問 5-11 モノクロ（単色）の場合、同じトーン（濃度）で印刷することは可能ですか。 73 

問 5-12 認証マークを変更して使用することは可能ですか。 73 

問 5-13 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マ

ークに、それぞれの認証番号を付けて印刷してもよいのですか。また、その認証

番号は認証マークの任意の場所に任意のフォントや大きさで印刷してもよいの

ですか。 

73 
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飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準 

認証制度一問一答 

 

（１）総論 

 

問 1-1  飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証制度を策定した目

的は何ですか。 

（答） 

 採卵鶏に飼料用米を一定量以上給与すると鶏卵中のビタミンＥが増加することや卵黄の色が白く

変化することが過去の研究で明らかになっています。これらを消費者に訴求することによって、消費

者に飼料用米給与鶏卵を選択してもらい、飼料用米給与鶏卵の消費を拡大することによって、飼料用

米の生産の定着拡大を図り、飼料自給率の向上や食料自給率の向上、耕作放棄地の拡大の防止を図る

とともに６次産業化を通じた鶏卵の有利販売等により採卵鶏経営の所得の向上に資することを目的

としています。 

 

問 1-2  飼料稲、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）、飼料用米とはどのようなものなのですか。 

（答） 

 飼料稲とは、稲発酵粗飼料と飼料用米の総称です。飼料イネあるいは飼料用イネとも呼ばれていま

す。水田の有効活用と食料自給率の向上に資する飼料作物として注目されています。 

 稲発酵粗飼料とは、稲の実が完熟する前に、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこ

とです。稲ホールクロップサイレージ（Whole Crop Silage・ＷＣＳ）とも呼ばれています。 

 飼料用米とは、家畜の飼料として利用される米のことです。稲発酵粗飼料と異なり茎葉は利用せず、

モミや玄米を利用します。 

 採卵鶏には飼料用米を給与します。 

 

問 1-3  認証対象となる採卵鶏に給与する飼料用米は、なぜ国産でなければならないのですか。 

（答） 

 この制度は、消費者の理解を得て国産の飼料用米を給与した採卵鶏から生産された鶏卵の購入を促

すことによって、国産の飼料用米の需要を拡大し、我が国の水田の有効活用や飼料自給率・食料自給

率の向上及び差別化した鶏卵の有利販売等による採卵鶏経営の収益性の向上に寄与することを目的

としています。輸入穀物を採卵鶏に給与しても、我が国の水田の有効活用や食料自給率の向上等には

結び付きません。このため本認証制度では国産の飼料用米の利用を義務付けています。 
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問 1-4  本認証制度には、「飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証」及び「飼料用米給与鶏卵生産基準

認証」の 2種類の認証制度がありますが、この違いは何ですか。 

（答） 

 「飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証」は、鶏卵中のビタミンＥが増加したり卵黄の色が変化すると

見込まれる水準の配合飼料中の飼料用米の配合割合とその給与期間、その他の適切な飼養管理方法を

基準として定め、この基準に適合する飼養管理方式で採卵鶏経営を営む者について、その飼養管理方

式を認証する制度です。 

 一方、「飼料用米給与鶏卵生産基準認証」は、食品としての衛生管理や飼料用米給与鶏卵の包装、

加工、販売までの各段階における分別管理、記帳及び情報管理等の方法を基準として定め、この基準

に適合した鶏卵を飼料用米給与鶏卵として表示・販売しようとする者が販売する鶏卵を認証する制度

です。 

 

問 1-5  認証基準の種類とその利活用について教えてください。 

（答） 

 この認証制度には、飼料用米給与採卵鶏飼養基準と飼料用米給与鶏卵生産基準の２つの基準を定め

ています。 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準は、採卵鶏経営を営む者が国産の飼料用米を給与して採卵鶏を飼養す

る基準です。この基準を遵守して採卵鶏を飼養する採卵鶏経営を営む者に対し、協会会長が飼料用米

給与採卵鶏飼養基準認証書を交付します。従って、この認証書の交付を受けている者の養鶏場はこの

飼養基準以上の飼料用米を給与して採卵鶏を飼養している養鶏場と言うことができ、この飼養基準に

則って飼養された採卵鶏は飼料用米採卵鶏と言うことができます。 

 飼料用米給与鶏卵生産基準は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準に則って飼養された採卵鶏の鶏卵を飼

料用米給与鶏卵として他の鶏卵と分別管理をして処理、加工、包装を行い表示・販売するための基準

です。この基準を遵守して鶏卵を処理、加工、包装、表示・販売する事業者に対し、協会会長が飼料

用米給与鶏卵生産基準認証書を交付します。従って、この認証書の交付を受けた者が飼料用米給与採

卵鶏飼養基準に則って飼養管理した採卵鶏の鶏卵を、飼料用米給与鶏卵生産基準に則って処理した鶏

卵は、飼養基準以上の飼料用米を給与して生産した鶏卵であるということが識別できます。この認証

書の交付を受けた事業者は、飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを貼付して飼料用米給与鶏卵を販

売することができます。 

 

問 1-6  飼料用米給与採卵鶏飼養基準を満たして飼養された採卵鶏の鶏卵を年間を通じて出荷し

たいのですが、飼養基準を満たすために給与しなければならない飼料用米が年間を通じて確保で

きません。このため飼料用米をある一定期間に限定して給与することとして飼料用米給与採卵鶏

飼養基準認証書の交付を受けることは可能ですか。 

（答） 

 認証書の交付は可能ですが、例えば「○年○月○日から○年○月○日までの出荷に限る」などの条

件を付けて認証書を交付することになります。協会は採卵鶏経営を営む者から提出される認証申請書
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と毎年度の飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書をもとに、給与に必要な飼料用米の調達量、飼料用

米給与量と販売された鶏卵の数量や販売時期等から、認証書の交付条件が満たされていることを確認

することになります。 

 したがって、生産された鶏卵等に認証マークを貼付する場合は、この条件で認証を受けた期間に生

産された鶏卵に関してのみ貼付することができます。 

 

問1-7  協会は、例えば出来秋から６ヵ月間だけ飼料用米を認証基準以上に給与し飼料用米給与採

卵鶏飼養基準認証を受けようとする場合等、年間を通じた認証基準以上の飼料用米給与ではなく

特定の期間に限定した給与を行う場合に、この期間の認証対象採卵鶏に飼養基準以上の飼料用米

が給与されたという確認はどのようにして行うのですか。 

（答） 

 原則的に、認証対象の期間の給与飼料設計書（給与飼料メニュー表）で確認します。さらに必要に

応じて、 

Ａ：認証対象期間の給与飼料設計で必要とされる年間飼料用米需要量 

Ｂ：非認証対象期間の給与飼料設計書で必要とされる年間飼料用米需要量 

を確認し、年間の経営内飼料用米需要量（Ａ＋Ｂ）が経営全体の年間飼料用米調達量と同量かまたは

下回っていることを確認します。 

 

問 1-8  鶏卵問屋や加工業者等から、飼料用米給与鶏卵を定時定量出荷するように求められていま

すが、全棟の鶏舎で給与する飼料用米の量が確保出来ません。このため、鶏舎１棟分だけ飼料用

米給与採卵鶏飼養基準認証書の交付を受けて、飼料用米給与鶏卵を定時定量出荷したいのです

が、認証書の交付を受けることは可能ですか。 

（答） 

 認証書の交付は可能ですが、例えば「○号鶏舎に飼養される採卵鶏の鶏卵に限る。」などの条件を

付けて認証書を交付することになります。この場合、認証申請者は出荷などにおいて他の鶏舎の採卵

鶏の鶏卵との分別管理方法を申請資料に明確に記載する必要があります。協会はこの申請の分別管理

方法などが妥当と判断できる場合に認証書を交付します。また、認証書を交付した後は、当該認証者

から毎年度報告を受ける飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書、これに付随する飼料用米の調達量や

鶏卵の生産計画と生産実績の報告等をもとに、飼料用米の給与量と採卵鶏の飼養羽数、鶏卵の販売数

量や販売時期などから、認証条件が満たされていることを確認することになります。 

 

問1-9  協会は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証対象採卵鶏が、経営内の採卵鶏の全羽数ではな

く鶏舎1棟分のみの場合、この認証対象採卵鶏に飼養基準以上の飼料用米が給与されたという確

認はどのようにして行うのですか。 

（答） 

 原則的に、認証対象の鶏舎の給与飼料設計書（給与飼料メニュー表）で確認します。さらに必要に

応じて、 
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Ａ：認証対象の鶏舎の給与飼料設計書で必要とされる年間飼料用米需要量 

Ｂ：非認証対象の鶏舎の給与飼料設計書で必要とされる年間飼料用米需要量 

を確認し、年間の経営内飼料用米需要量（Ａ＋Ｂ）が経営全体の年間飼料用米調達量と同量かまたは

下回っていることを確認します。 

 

問 1-10 認証の申請、認証書の交付は、どのような手順で行われるのですか。 

（答） 

 認証の申請、認証書の交付などは「飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認

証要領」の第３の規定に基づいて行います。即ち、認証書の交付を希望する認証対象者が、協会会長

あてに認証要領別紙様式１の認証申請書を提出します。協会は、認証申請書及び関係書類を審査する

とともに必要に応じ現地調査を行い、飼料用米給与採卵鶏飼養基準又は飼料用米給与鶏卵生産基準を

満たしていることを確認します。基準をみたしていることを確認できた場合には、会長は申請者に対

して認証書を交付します。 

 

問 1-11 認証書には掲示が義務付けられていますが、鶏舎（事業所）を分散して複数所有している

場合にはどこに掲示すべきでしょうか。 

（答） 

 同一経営内でも、養鶏場（事業所）が分散している場合には、それぞれ条件が違う場面が想定され

ます。申請に対して認証を受けた飼育方式や生産方式を行う施設に掲示することが最もわかりやすく

て適当であると考えられますが、ＰＲ効果を考えると、例えば認証を受けた山の鶏舎よりも里にある

事務所などのような人の集まる場所に掲示するほうが良い場合もあります。この場合は、認証申請の

際に、認証を受けた鶏舎（事業所）以外の場所に掲示する理由と掲示場所を申請書に記載していただ

くことになります。 

 

問 1-12 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マークを表示できるのは誰ですか。 

（答） 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マークを表示することができるのは飼料用米給与採卵鶏飼養基

準認証書の交付を受けた個人や法人などの採卵鶏経営を営む者です。表示は、認証書の交付を受けた

後から可能となります。認証を受けた採卵鶏経営者が飼料用米給与採卵鶏等をＰＲするためのポスタ

ー、チラシ、パンフレット、名刺、はがき等の資料に印刷したり、看板などに書き入れることができ

ます。 
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問 1-13 飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを表示して鶏卵を販売できるのは誰ですか。 

（答） 

 飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを表示して販売できるのは飼料用米給与鶏卵生産基準認証

書の交付を受けた者で、鶏卵の処理、加工、包装、販売を行う個人や法人等の事業者です。表示は認

証書の交付を受けた後から可能となります。これらの事業者が製品パッケージ等へ認証マークを表示

するほか、飼料用米給与鶏卵をＰＲするためのポスター、チラシ、パンフレット、名刺、はがき等の

資料に印刷したり、看板などに書き入れることができます。 

 

問 1-14 どのような状況になった場合に「認証基準を満たせなくなった」と判断されますか。 

（答） 

 認証を受けた者はそれぞれの認証の対象に応じ、毎年度、飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書又

は飼料用米給与鶏卵生産状況等報告書を協会へ提出することになっており、この報告書や現地調査を

通じ、飼料用米の給与割合や給与期間等が飼養基準を満たさない場合や認証に必要な項目が継続して

実施されていない場合に認証基準を満たせないと判断します。 

 

問 1-15 認証申請料はいくらですか。またどのような形で納付すればよいのですか。 

（答) 

 認証申請料は、１件当たり 64,800円（消費税込み。ただし、2019年 10 月１日からは 66,000 円）

です。複数の認証申請を同時に行う場合は、２件目からの申請料は１件当たり 32,400円（消費税込

み。ただし、2019年 10 月１日からは 33,000円。）です。 

 申請料は、飼養基準認証申請又は生産基準認証申請を行うときに協会の指定口座に振り込んで納付

してください。なお、現地調査に要する経費が多額に及ぶ場合は、調査に要する経費（旅費等）につ

いて別途、認証申請者へ請求する場合があります。 

 

問 1-16 経営移譲等により認証を受けた者が変更となった場合には、速やかに協会会長あてに認証

継続申請書を提出することになっていますが、その場合の認証の有効期間は、旧有効期間の残り

期間とされています。この場合でも認証継続申請書に添付様式 1又は２を添付しなければならな

いのでしょうか。 

（答） 

 代表者が変わっただけで、旧認証の申請内容が変わっていなければ、その旨を申告していただき添

付書類の提出を省略することができます。ただし、申請内容に変更がある場合は添付様式の提出も必

要です。 
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問 1-17 認証の継続や再度認証を受けた場合、認証番号は変わりますか。 

（答) 

 認証の有効期間は、認証を受けた日から３年です。これを過ぎて引き続き認証を受ける場合は有効

期間が満了する日の 2ヶ月前までに認証継続申請書を協会会長あてに提出することが必要です。 

 この場合は、基本的に一度受けた認証番号は変わりません。ただし、認証の有効期間が満了してか

ら再認証を受けるまでの間に、認証を受けていない期間が暫くある場合には、再認証時に新たな認証

番号となる場合があります。 

 

問 1-18 認証を受けた者の義務に反した場合、罰則はあるのですか。 

 (答) 

 認証書の交付を受けた者は、認証の有効期間内は毎年度の飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書又

は飼料用米給与鶏卵生産状況等報告書を翌年度の４月末日までに協会へ提出する必要があります。こ

の報告書に基づき協会は認証基準が遵守されていることを確認することになります。認証基準が遵守

されていないことが判明した場合は、協会は認証者に対しその経緯や今後の対応等を記載した改善計

画書の提出を求めます。認証者が改善計画書の提出を正当な理由なくして遅延若しくは拒否した場合

及び改善計画書に記載された事項の改善がなされないことが判明した場合には、協会は認証を取消し

ます。認証が取消された者は、取消された日から３年間は認証の再申請をすることはできません。 

 なお、認証を受けた者は認証の継続が困難と思われる場合は、有効期間中であっても認証を辞退す

ることも出来ます。この場合は認証辞退届に認証書を添えて速やかに協会へ届け出てください。 

 協会は認証を取消した場合は協会ホームページ上で事業所及び代表者の氏名等を公表します。 
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（２）飼料用米給与採卵鶏飼養基準（採卵鶏経営を営む者の認証） 

 

問 2-1  採卵鶏に対する飼料用米の給与基準とその設定根拠を教えて下さい。 

（答）  

１ 採卵鶏に対する給与基準は次のとおりです。 

（１）給与基準 

飼料用米の給与割合（％） 飼料用米の給与期間 

【給与する配合飼料中の飼料用米の含有割合】 

配合飼料中のモミ米が３０％以上 

（玄米の場合は０．８倍に換算して２４％以上） 

左記の飼料用米を、産卵する日の１４

日（２週間）以上前から、継続して給

与していること 

注１）飼料用米の給与割合には、給与した配合飼料に含まれている国産の飼料用米を全て含む。 

注２）玄米及びモミ米の水分含量の基準値は１５±１％を想定 

 

（２）消費者に対する訴求項目（鶏卵の品質に期待される効果） 

採卵鶏は飼料用米を給与すると、卵黄中に抗酸化作用を有するビタミンＥの濃度が増加します。

卵黄の色も変化し白っぽくなります。 

ビタミンＥは、その抗酸化作用により、人の生活習慣病や老化防止に効果があるといわれていま

す。 

ビタミンＥの増加による抗酸化作用で、鶏卵の新鮮さが保たれるようになります。 卵黄色が白

っぽくなることにより、製菓事業者にとっては、菓子製造の材料に使いやすくなると考えられます。 

 

２ 基準の設定根拠 

研究機関で実施された試験によると、採卵鶏に飼料用米を給与して生産された鶏卵のビタミンＥ

含量については、とうもろこし主体の一般的な配合飼料をとうもろこしに代替してモミ米を３０％

配合し、１４日間以上継続して給与した場合に鶏卵のビタミンＥ（α-トコフェロール）含量は３

０％以上増加したとの専門家の報告があります。このような研究結果を踏まえて、上記の基準を設

定しました。 

 

（参考文献） 

１）村上 斉（２０１９）：飼料用米を主とした自給飼料を活用した鶏肉・鶏卵の差別化技術（養

鶏の友 ２０１９年１１月） 

 

問 2-2  飼料用米の給与基準に定められている採卵鶏に給与する飼料用米の給与割合は、原物又は

乾物換算のどちらで計算するのですか。 

（答） 

 原物で計算します。 

 玄米及びモミ米の水分含量は、１５±１％で飼料用米の給与割合を設定しています。 
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問 2-3  飼料用米給与採卵鶏飼養基準の飼料用米給与割合は、現在の採卵鶏経営者が給与している

給与割合、給与期間と比べると、水準が高すぎるのではないですか。 

（答） 

 この基準は、飼料用米を採卵鶏に給与することによって、鶏卵中のビタミンＥの増加や卵黄色の変

化（白くなる）が期待できる水準として、現在までの研究結果を基に設定したものです。従って、現

在の一般的な採卵鶏経営の給与水準と比較して高くなっていることは否めません。 

 なお、今後、採卵鶏に対する飼料用米給与の研究が進展した場合、現在の基準を変更することもあ

り得ます。 

 

問 2-4  採卵鶏に飼料用米給与採卵鶏飼養基準の給与割合及び給与期間を上回って飼料用米を給

与すれば、その鶏卵にはビタミンＥの増加や卵黄色の変化（白くなる）の効果が出ることに着目

してこの基準が作られています。この飼養基準に則って生産された鶏卵はビタミンＥの増加等の

効果が保証されるのですか。 

（答） 

 この給与基準は現在までの研究成果をもとにビタミンＥの増加や卵黄色の変化（白くなる）の給与

効果が出ることが期待できる水準として設定したものです。 

従って、飼料用米給与採卵鶏飼養基準を遵守して飼養された採卵鶏の鶏卵について、ビタミンＥの

増加の効果を保証するものではありません。これを保証するためには、飼料用米給与採卵鶏飼養基準

を遵守して生産された飼料用米給与鶏卵を全て成分分析する必要があり、これは非現実的でコストも

膨大となり、認証の意味が無くなります。 

 

問 2-5  飼料用米給与採卵鶏飼養基準では、飼料用米給与割合が配合飼料中のモミ米が３０％以上

に設定されており、玄米を給与する場合は０．８倍に換算とありますが、具体的には玄米何％以

上の給与になりますか。 

（答） 

 モミ米の代わりに玄米を給与する場合は、 

モミ米３０％以上×０．８＝玄米２４％以上 

の給与割合で給与期間中に給与されていることが必要です。 

 

問 2-6  採卵鶏に給与した飼料用米の給与量、給与割合を計算するときに、配合飼料に元々含まれ

ている飼料用米がＭＡ米か国産米かわからない場合は、どのように計算すればよいですか。 

（答） 

 通常、飼料用米が配合されている配合飼料袋には原材料名等として「米又は飼料用米」と表示され、

配合割合が表示されています。その表示の内容について飼料会社に問い合わせること等により、配合

飼料中の飼料用米が国産の飼料用米であることが確認できる場合には飼料用米給与量、給与割合に算

入します。しかしながら、ＭＡ米あるいは国産の飼料用米かどうか確認できない場合は飼料用米の給
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与量、給与割合の算定から除外せざるを得ません。 

 

問 2-7  採卵鶏に、国産の食用品種の米を飼料用米として給与しても、飼料用米給与採卵鶏として

認証書が交付されますか。 

（答） 

 採卵鶏に国産の食用品種の米を飼料用米として給与した場合であっても、飼料用品種と同様に飼料

用米給与採卵鶏飼養基準を満たしていれば、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証書を交付します。 

 

問 2-8  飼料用米給与採卵鶏飼養基準の給与割合を規定しているモミ米と玄米の水分含量は何％

に想定していますか。 

（答） 

 農産物検査法に基づいて国が定めている農産物検査規格では、飼料用モミの水分の最高限度は  

１４．５＋１％（１５．５％）、飼料用玄米の水分の最高限度は１５．５＋１％（１６．５％）とな

っています。 

 また、日本標準飼料成分表（２００９年版）によるとモミ米の水分含量は１３．７％、玄米の水分

含量は１４．８％となっています。 

 これらのモミ米と玄米の平均値を勘案して、本制度の飼養基準では、モミ米と玄米の水分含量を 

１５±１％と想定しました。 

 

   （参考） モミ米と玄米の水分含量（％） 

 日本標準飼料成分表 農産物規格規程 

モミ米 13.7 14.5+1 

玄 米 14.8 15.5+1 

平 均 14.3 16.0 

 

 

問 2-9  飼料用米の基準は、モミ米及び玄米の水分含量は１５±１％を基に基準を設定してありま

すが、給与する飼料用米の水分含量は毎日測定する必要はありますか。 

（答） 

 貯蔵中の飼料用米の品質を保持するためには、飼料用米の水分含量を１５±１％以下に保たなけれ

ばならないので、給与に問題がない品質を保つ水分含量として１５±１％を基準として設定したもの

です。このため、毎日、水分含量を測定することは不要です。 
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問 2-10 協会は、飼料用米の給与量や給与割合、給与期間の確認をどのようにして行うのですか。 

（答） 

 採卵鶏に対する飼料用米の給与量や給与期間の確認は、飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書（認

証要領 報告様式１）及び採卵鶏経営の飼料設計、鶏卵の出荷量を記載した帳簿等の証拠書類により

確認します。飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受ける採卵鶏経営者は、対外的に消費者などから飼

料用米の給与量や給与割合、給与期間の開示を求められた場合に備え、証拠書類を揃えておくことが

必要です。 

 

問 2-11 飼料用米給与採卵鶏飼養基準に規定している飼料用米の給与割合の計算はどのようにし

て行うのですか。 

（答） 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準に規定している飼料用米の給与割合は次のように計算します。この際、

玄米やモミ米の水分含量が本制度の想定水分含量（１５±１％）の範囲を明らかに超えている場合は、

想定水分含量の範囲内に換算した飼料用米数量で給与割合を計算することが必要です。給与割合の算

定の基礎データは、それぞれの経営体の飼料設計のデータ等を使用します。また、飼料用米が飼養基

準以上に給与されたことを確認するため、購入した配合飼料や飼料用米の取引伝票、採卵鶏の飼料給

与に関する帳簿等は確実に保存してください。 

国産の飼料用米（モミ米）の給与割合（％） 

  認証対象採卵鶏へ給与する国産の飼料用米の総重量（Ａkg 水分含量１５±１％） 
 ＝―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ×１００％ 
    認証対象採卵鶏へ給与する配合飼料の全体総重量（Ｂkg）＋Ａkg 

  Ａkg：飼料会社から購入した配合飼料に元々含まれる国産飼料用米の重量も含みます。 

  Ｂkg：配合飼料は自家配合した飼料も含みます。 

  玄米を給与する場合はモミ米重量に換算すること 

   モミ米換算重量（kg）＝玄米重量（kg）×１．２５ 

 
 

問 2-12 外部から導入する飼料について、「飼料安全法に基づく成分規格に合致したもの」とはど

のようなものですか。 

（答） 

 飼料安全法は、その目的を「飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及

びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安

全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与すること」としています。このうち、飼料・飼料原材料の成

分規格は「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の別表に記載してあります。 

 その具体的な成分規格は、（独）農林水産消費安全技術センターのホームページ上にその一覧が公

表されていますので、この成分規格に合致する必要があります。 

 なお、外部導入飼料の全てを飼料業者から購入している場合は、購入した飼料が飼料安全法に基づ

く成分規格に合致しているかどうか確認してください。 
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[参考] 

・（独）農林水産消費安全技術センター（http://www.famic.go.jp/） 

・「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」別表 

（http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_seibunkikaku.html#beppyou1） 

 

問 2-13 農林水産大臣が指定した飼料添加物とは何ですか。 

（答） 

 飼料安全法により、農林水産大臣が指定した飼料添加物の具体的な品目は、（独）農林水産消費安

全技術センターのホームページ上に掲載されています。 

 また、抗菌性物質（抗生物質及び合成抗菌剤）の使用については、とくに注意が必要です。抗菌性

物質は、その一部が飼料添加物として指定されていますが、添加した飼料を給与してよい家畜の種類

や生育ステージ、飼料への添加量等が細かく定められています。 

 なお、飼料添加物が購入飼料のみに使われている場合は、その飼料添加物が農林水産大臣が指定し

た飼料添加物で添加量等が遵守されているかどうか確認してください。 

[参考] 

・農林水産大臣が指定する飼料添加物一覧（飼料安全法にもとづく） 

（http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub3_feedadditives.html） 

 

問 2-14 動物用医薬品として承認された医薬品かどうかは、どのようにすればわかりますか。 

（答） 

 動物用医薬品として国内で承認された医薬品の検索サイトは、動物医薬品検査所の下記のＵＲＬに

掲載されています。検索したい動物医薬品の品名、製造販売業者名、主成分、製剤区分を入力して検

索してください。承認されている動物用医薬品の容器には、製造販売業者の氏名又は名称及び住所等

を記載することが義務付けられています。 

 なお、動物用医薬品を医薬品会社から購入している場合は、購入する薬品が動物用医薬品として承

認された医薬品であるかどうか確認する必要がある場合は下記のＵＲＬで確認してください。 

   動物用医薬品等データベース https://www.vm.nval.go.jp/ 

 

問 2-15 証拠書類として、どのようなものを保管すればよいですか。 

（答） 

 採卵鶏の飼養管理と鶏卵を出荷するまでの管理（鶏卵の処理、加工がある場合はそれを含む）に関

する証拠書類には、作業記録簿（作業日誌）、経理上必要とされる帳簿、飼料その他の生産資材等の

購入伝票、領収書等で「飼料用米給与採卵鶏飼養基準」及び「飼料用米給与鶏卵生産基準」の要件を

満たしていることが確認できる書類を保管することが必要です。 

 特に、飼料用米の給与量や給与割合、給与期間、採卵鶏や鶏卵の分別管理の証拠となる書類の保管

は重要です。証拠書類が確認できない場合は、認証を取り消さざるを得ない場合もあります。 
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問 2-16 なぜ、記帳したものと証拠書類を５年間保管する必要があるのですか。 

（答） 

 飼料用米を給与した採卵鶏については、認証基準を満たしていることについて消費者の理解を得る

ことが重要です。このため、消費者等からの問い合わせに備え、開示できる情報を一定期間保管する

ことを認証を受けた者に求めています。 

 帳簿等の保管期間については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に定められてい

る飼料及び飼料添加物の使用に関する帳簿の保管期間、「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関

する省令」に定められている動物用医薬品の使用に関する帳簿の取り扱いを考慮して設定しました。 

 すなわち、飼料等の使用を記帳した帳簿の保存については、採卵鶏は５年間保存することが望まし

いと定められています。また、動物用医薬品の使用を記帳する帳簿の保管期間については特に規定は

ありませんが、獣医師の診療簿をこの帳簿として利用する場合がありますので、この診療簿自体の保

存期間を参考にしたところ、牛以外の動物は３年間と定められています。 

 これらの規定を踏まえて、本認証制度では帳簿などの保管期間を採卵鶏は５年と設定しました。 

 

（参考） 

○飼料安全法関係 

 飼料の使用記録を付けた帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは２年間、採卵鶏は５年間、豚は

２年間、牛は８年間です。 

Ⅰ 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 

  別表第１ 

 １ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 

 （３）飼料一般の使用の方法の基準 

  カ 飼料は、使用後に次に掲げる事項を帳簿に記載して保存するよう努めなければならない。 

  （ア）当該飼料を使用した年月日 

  （イ）当該飼料を使用した場所 

  （ウ）当該飼料を使用した家畜等の種類 

  （エ）当該飼料の名称 

  （オ）当該飼料の使用量 

  （カ）当該飼料を譲り受けた年月日及び相手方の氏名又は名称 

Ⅱ 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について（平成１

５年５月２６日付け１５生畜第１３０９号農林水産省生産局長通知） 

 ４ 帳簿の保存については、改正の趣旨から、畜産物になるまでの期間等を考慮し、ブロイラー

は２年間、採卵鶏は５年間、豚は2年間、牛は８年間、その他の家畜は適切な期間は保存する

ことが望ましい。 

 

○動物用医薬品関係 

 動物用医薬品の使用記録について、「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」（平成１５年４

月２８日改正）において次の１のとおり定められています。 
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１ 使用基準が定められた動物用医薬品の使用者が帳簿に記載する事項 

  動物用医薬品の使用の規制に関する省令第４条の事項 

 第４条 動物用医薬品の使用者は、別表第１から別表第３までの動物用医薬品の欄に掲げる動物

用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう

努めなければならない。 

 （１）当該動物用医薬品の名称 

 （２）当該動物用医薬品の用法及び用量 

 （３）当該動物用医薬品を使用した年月日 

 （４）当該動物用医薬品を使用した場所 

 （５）当該動物用医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴 

 （６）別表第１又は別表第２の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあって

は、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺

し、若しくは水揚げし、又は出荷することができる年月日 

 （７）別表第３の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動物

用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは

水揚げし、又は出荷してはならない旨 

２ 帳簿の記載様式等は特に規定がありません。従って、獣医師が当該医薬品を使用した場合は、

その診療簿に上記１の事項を記載することで、帳簿への記載に代えることが可能です。ちなみに

獣医師法施行規則により、牛の診療簿は８年間、その他の動物の診療簿は３年間の保存が義務づ

けられています。 

３ 使用基準が定められた動物用医薬品の多くは要指示医薬品として指定されています。従って、

動物の所有者又は管理者が使用した場合は、①獣医師が記載した当該指示書に上記１の事項が記

載されていれば、当該指示書のとおり使用した旨を当該指示書の「飼育者用」写しに記入し、②

上記１の事項の記載に不足があれば、その不足事項を当該指示書の「飼育者用」写しに記入して

保存しておくことで、帳簿への記載に代えることが可能です。 

（その他の関係規定） 

Ⅰ 獣医師法 

 （診療簿及び検案簿） 

 第２１条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、

検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。 

   ２ 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を３年以上で農林水産省の定める期間保存しなけれ

ばならない。 

Ⅱ 獣医師法施行規則 

 （診療簿及び検案簿） 

 第１１条の２ 法第２１条第２項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び

山羊の診療簿及び検案簿にあっては８年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては３年

間とする。 

 

 

－65－

http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_013.html#id_11
http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_013.html#id_11
http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_013.html#id_11_02


 

問 2-17 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた者は、消費者から生産情報及び飼養管理情報な

どについて情報開示請求があった場合は、情報開示を行うことと規定されていますが、この趣旨

は何ですか。 

（答） 

 消費者から、販売された鶏卵を生産した採卵鶏に対する飼料用米の給与割合や給与期間、その他の

生産情報や飼養管理情報などについて、飼料用米給与採卵鶏飼養基準を満たしているかどうかを確認

するために情報開示請求があった場合は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準に則り適正に飼養されている

ことについて説明する必要がありますので、原則として開示を行います。 

 一方、これらの情報については、積極的に開示することが飼料用米給与採卵鶏や飼料用米給与鶏卵

の普及啓発になるものと考えられますので、インターネット等を通じ公開するように努めていただき

たいという趣旨です。 

 

問 2-18 飼料用米を給与した採卵鶏や鶏卵の生産情報及び飼養管理情報等は誰が、どのように開示

したらよいのですか。 

（答） 

 消費者から飼料用米給与採卵鶏の飼料用米給与量や給与割合、給与期間、飼料稲給与鶏卵の生産か

ら処理・販売までの分別管理等の生産情報等について開示請求があった場合は、開示請求を受けた者

が消費者に情報を開示する必要があります。 

 このため、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた者や飼料用米給与鶏卵生産基準認証を受けた

者は、出荷先事業者や販売者から開示に関係する資料の提出要求があった場合は、該当資料を販売者

に提供しなければなりませんので、これに必要な生産情報や飼養管理情報等を記帳した帳簿や証拠書

類を少なくとも５年間は保管しておく必要があります。 

 なお、商取引に関係する項目で開示できない正当な理由がある場合は、その理由を開示請求した消

費者に説明し理解を得る必要があります。 
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（３）飼料用米給与鶏卵生産基準（鶏卵を飼料用米給与鶏卵として表示・販売しようとする者の認証） 

 

問 3-1  飼料用米給与鶏卵生産基準に則り、飼料用米給与鶏卵の分別管理に責任を持つのは誰です

か。 

（答） 

 飼料用米給与鶏卵の分別管理は、飼料用米を給与した採卵鶏の鶏卵を GP センターへ搬入するとこ

ろから最終消費者に鶏卵として販売されるところまでの鶏卵の格付（選別）、包装、加工、販売まで

の全ての流通段階で実施されることが必要です。このため各流通段階の各事業者は、それぞれが関わ

る段階において飼料用米給与鶏卵とその他の鶏卵の分別管理に責任があります。 

 

問 3-2 鶏卵の処理を委託する場合には、誰が分別管理について責任をもつべきなのですか。 

（答） 

 飼料用米給与鶏卵の分別管理については、飼料用米給与鶏卵生産基準の（２）に規定しており、鶏

卵の格付（選別）、包装、加工、販売までのすべての段階において分別管理を求めています。このた

め、認証を受けたすべての者が遵守しなければならない基準です。 

 しかし、認証を受けていない事業者へ鶏卵の処理を委託する場合には、実際に鶏卵の処理を行う委

託先の事業者に対し分別管理を確実に行うように確約のうえ委託し、実際に分別管理されていること

を確認することが必要です。このため、処理を委託する場合には、委託契約書の委託条件に鶏卵の分

別管理を明記したり、現場の確認を行うなど、分別管理の確実実施のための対策を認証を受けた者が

講じる必要があります。 

 

問 3-3  飼料用米給与採卵鶏及び飼料用米給与鶏卵は、格付（選別）、包装、加工、販売までの全

ての過程が、なぜ分別管理されていなければならないのですか。 

（答） 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証制度を創設した趣旨は、飼料用米

給与鶏卵に抗酸化作用のあるビタミンＥの増加や卵黄色の変化（白くなる）が見られる等飼料用米給

与鶏卵の有利性が消費者から支持され、それが飼料用米給与の促進を誘導し、水田の有効活用や食料

自給率の向上に寄与することにもなるとともに、差別化商品の販売により採卵鶏経営の所得の向上も

図られることを期待するということです。従って、飼料用米給与鶏卵として表示する対象は、飼料用

米給与採卵鶏飼養基準に則って飼養される採卵鶏の鶏卵に限定されるべきであり、そのことが分別管

理を必要とする理由です。 
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問 3-4  飼料用米給与採卵鶏飼養基準又は飼料用米給与鶏卵生産基準を満たさないことが判明し、

改善計画書の提出が求められている状況にあっても、採卵鶏又は鶏卵は生産されています。この

ような場合、どのような対応が求められますか。 

（答） 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準又は飼料用米給与鶏卵生産基準が満たされていないことが明らかに

なった時点で、飼料用米給与採卵鶏又は飼料用米給与鶏卵としての表示は速やかに中止しなければな

りません。改善計画書の提出が求められている段階では、これらの基準を満たさない状態が継続して

いますので、ただちに飼料用米給与採卵鶏又は飼料用米給与鶏卵としての表示は中止しなければなり

ません。 

 

問 3-5  飼料用米給与鶏卵生産基準認証はうずらの卵など採卵鶏以外の卵は対象とならないので

すか。 

（答） 

 現在の研究成果では、飼料用米を給与した場合、ビタミンＥの増加や卵黄色の変化等飼料用米給与

による消費者への訴求材料が研究で得られているのは鶏卵です。 

 このため飼料用米給与鶏卵生産基準認証の対象は鶏卵だけとなっていますので、うずらの卵など採

卵鶏以外の卵は認証の対象となりません。 

 

問 3-6  飼料用米給与鶏卵として表示できる鶏卵はどのようなものですか。 

（答） 

飼料用米給与鶏卵として表示できる鶏卵は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた採卵鶏経営

により生産された鶏卵を、飼料用米給与鶏卵生産基準に則って他の鶏卵と分別管理して処理、包装し

た鶏卵が該当しますが、次のものは対象となりません。 

① 鶏卵を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの 

② 調理の段階で他の食材と混合された料理、洋菓子など 

ただし、加工、調理過程で他の鶏卵と混じることがない分別管理された卵焼き、厚焼き玉子等の加

工品については認証表示の対象となります。 

 

問 3-7  飼料用米給与鶏卵と通常の鶏卵とでは、格付（選別）から販売過程に特別な違いはありま

すか。また、特別に遵守すべき関係法令はありますか。 

（答） 

 飼料用米給与鶏卵は、格付（選別）から販売過程において、通常の鶏卵と特別な違いはありません。

ただし、通常の鶏卵と混ざらないように分別管理することが必要です。また、通常の鶏卵と同じよう

に、食品衛生法等の関係法令をすべて遵守して、衛生管理と品質管理には十分に配慮することが必要

です。 
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（４）飼料用米給与鶏卵管理票 

 

問 4-1  管理票を作成する目的は何ですか。 

（答） 

 店頭で飼料用米給与鶏卵を消費者へ提供するためには、飼料用米給与採卵鶏の飼養者や飼料用米給

与鶏卵の流通を担う処理・販売事業者が、これらの採卵鶏や鶏卵を他の採卵鶏や鶏卵と確実に分別管

理して、飼料用米を給与して生産した鶏卵を販売店まで流通させることが必要です。 

 このため、飼料用米給与鶏卵管理票（認証要領 別紙様式６）には鶏卵の出荷数量等や鶏卵を生産

した養鶏場を記載し、鶏卵とともに出荷先事業者へ送付することとしました。 

 この飼料用米給与鶏卵及び管理票を受け取った事業者は、鶏卵の数量等と管理票の突合を確実に行

い、分別管理を確実なものとすることが必要です。 

 

問 4-2  管理票は、誰が記載しどのように使うのですか。 

（答） 

 管理票は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証を受けた者が、飼

料用米給与鶏卵を出荷するときに記載し、この鶏卵とともに出荷先事業者へ送付します。 

 出荷先事業者が、更に他の事業者へ当該鶏卵を出荷する場合は、当該出荷先事業者は自ら出荷する

鶏卵の管理表（認証要領 別紙様式６）を作成し、出荷する鶏卵とあわせて出荷先事業者へ送付しま

す。この際、当該出荷先事業者が仕入元の事業者から受け取った管理表の写しも添付することが必要

です。 

 このように各段階でそれぞれの事業者が管理表を作成し、次の出荷先へ順次提供していくことによ

り、最終的な鶏卵の小売事業者へ飼料用米給与鶏卵の情報が全て届くようにすることが必要です。 

 なお、協会は認証を受けた事業者から毎年度、飼料用米給与採卵鶏飼養状況等報告書及び飼料用米

給与鶏卵生産状況等報告書と管理票の提出を受け、これらに記載された鶏卵の出荷量を突合してその

整合性を確認することとしています。 

 【管理票の流れ】 

 Ａ養鶏場      ＢのＧＰセンター  Ｃ卸・加工業者    Ｄ小売事業者 

  管理票①  →→→ 管理票①  →→→ 管理票①  →→→  管理票①  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

            管理票②  →→→ 管理票②  →→→  管理票② 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                      管理票③   →→  管理票③  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                               ①～③の管理票の情報を 

                               消費者へ提供 

 注：管理票①：Ａ養鶏場が作成する管理表 

   管理票②：ＢのＧＰセンターが作成する管理表 

   管理票③：Ｃ卸・加工業者が作成する管理表 

－69－



 

問 4-3  管理票は、同一の経営者が採卵鶏の飼養から鶏卵の出荷、販売までを行う場合も作成する

必要がありますか。 

（答） 

 鶏卵は消費者の手に渡るまでに、鶏卵の格付（選別）、包装、加工、販売などの異なる事業者を経

て流通していきます。その間の飼料用米給与鶏卵の分別管理等に関する情報を的確に伝達するために、

各流通段階の事業者が管理票を作成する必要があります。しかし、同一の経営者が採卵鶏の飼養から

鶏卵の処理、加工、販売まで一貫して行う場合は、経営者自身が責任を持って分別管理を行うことが

できますので管理票を作成する必要はありません。 

 

問 4-4  管理票は出荷ごとに作成、添付する必要はありますか。ほぼ毎日のように出荷する鶏卵を

取り扱う事業者は、毎日の出荷ごとの管理表を作成、添付するのは煩雑なのではないですか。 

（答） 

 飼料用米給与採卵鶏及び飼料用米給与鶏卵の分別管理を確実に実施するためには、出荷数量を正確

に出荷先事業者へ伝達する必要があります。このため、原則として出荷毎に管理票を作成・添付する

ことが基本です。 

 ただし、鶏卵のようにほぼ毎日出荷される食品を取り扱う事業者の場合は、出荷ごとに管理票を作

成し添付することは煩雑となる場合も想定されます。このような場合は、出荷先の事業者から消費者

等へ当該鶏卵等に関する分別管理情報を提供する場合に支障とならない間隔で管理表を作成し送付

することもやむを得ない措置といたします。この場合は、出荷者と出荷先事業者の間で管理票の作成

について協議を行い、予め合意を形成しておくことが必要です。 

 また、翌年度の４月末日までに、年度内に発行した出荷に関する管理表の写しを、飼料用米給与採

卵鶏飼養状況等報告書又は飼料用米給与鶏卵生産状況等報告書に添付して、協会へ提出していただく

ことが必要ですので、年度内に出荷した鶏卵の管理票については、年度内に発行することが必要です。 
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（５）飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マーク使用許諾要領 

 

問 5-1  飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使

用許諾申請ができるのは誰ですか。 

 (答)  

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マークの使用許諾申請をすることができるのは、「飼料用米給与

採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領」別紙様式４の認証書の交付を受けた者です。

飼料用米給与採卵鶏を飼養する採卵鶏経営を営む者が該当します。 

 飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用許諾申請をすることができるのは、同認証要領別紙様

式５の認証書の交付を受けた者です。飼料用米給与鶏卵の処理、包装、販売などをするＧＰセンター、

卸売業者、小売店等の流通業者が該当します。 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受けた採卵鶏経営者が、自ら飼料用米給与鶏卵を処理、包装、

販売するために、鶏卵に飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークのシールを貼付けたり包装材にシール

を印刷する場合は、改めて飼料用米給与鶏卵生産基準認証を取得したうえで協会会長へ飼料用米給与

鶏卵生産基準認証マークの使用許諾申請を行う必要があります。 

 

問 5-2  飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用許諾申請をする場合に、特に留意しなければ

ならないことはありますか。 

（答）  

 飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークを貼付できる鶏卵は、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証を受

けた採卵鶏経営が飼料用米給与採卵鶏飼養基準に従って飼養した採卵鶏の卵であることを確認でき

ることが条件です。また、鶏卵は飼料用米給与鶏卵以外のものと分別管理されていることを確認でき

るとともに、消費者から情報開示を求められた場合に備え、必要な生産情報を確実に入手して保管し

ておくことが必要です。 

 

問 5-3  マークの色にモノクロ（白黒単色）以外の単色を使用する場合には、協会の許諾を得るこ

ととされていますが、どのような手続きが必要ですか。 

 (答) 

 認証マーク使用許諾申請書の別記の表に、モノクロ（白黒）以外の単色を使用する場合の記入欄が

ありますので、そこに必要事項を記入してください。協会では、その申請を受けて単色使用が認証マ

ークの趣旨を損なうものでないことを審査し、問題がない場合は使用が可能となります。 

 協会は、許諾申請の内容が認証マーク使用許諾要領に適合すると認めた場合は、マーク使用の許諾

の旨を回答するとともに、認証マーク使用許諾証を発行します。 
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問 5-4  使用許諾申請書の内容が変更になった場合、変更申請は必要ですか。 

 (答) 

 認証マークの使用方法について申請の内容を変更したい場合は、速やかに変更申請をしていただき

ます。変更申請の方法は、変更箇所を明示した理由書（書式は特に指定しない）とともに使用許諾申

請書＜別記＞を再提出していただきます。また、変更に伴い旧許諾証は無効となりますので協会に返

却していただきます。 

 

問 5-5  認証マーク使用許諾手続きが省略できるマークの使用とは、どのような場合ですか。 

 (答） 

 国、地方公共団体又は協会会長が適当と認める団体が、認証マークの普及活動のために使用する場

合には使用許諾手続きは必要ありません。ただし、この場合でも事前に協会会長あてにマークを使用

する旨の申請をしていただく必要があります。 

 

問 5-6  認証マークを車両に表示することは出来ますか。 

 (答) 

 マークが印刷されたステッカーのようなものになると思いますが、車両への貼り付けは可能です。

飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証又は飼料用米給与鶏卵生産基準認証を広くＰＲすることにもなり

ます。この場合でも、事前に協会会長の承認が必要です。 

 

問 5-7  認証マークの使用許諾申請料、使用料を教えてください。 

 (答) 

 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークの使用許諾申

請料及び使用料は当分の間、無料とします。 

   

問 5-8  認証マーク使用許諾要領７の（６）に「認証基準を満たさないために改善計画書の提出を

求められている場合、改善が確認されるまでの間は認証マークを使用してはならない。」とあり

ますが、これは飼料用米給与鶏卵の出荷をしてはならないということですか。 

 (答) 

 改善計画書の提出が求められ、改善が確認されるまでの間は、飼料用米給与鶏卵に認証マークを表

示して出荷することはできません。ただし、認証マークを表示せずに飼料用米給与鶏卵以外の鶏卵と

して出荷することは可能です。 
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問 5-9  認証マークの色、縦横比率、文字ロゴの字体等の具体的なマークの詳細について教えてく

ださい。 

 (答) 

 認証マークの色等の詳細については、飼料稲給与畜産物基準認証マーク使用マニュアルに記載され

ています。このマニュアルは、使用許諾を受けた者に対して当協会から送付しますが、その際印刷に

必要なデータファイル（色指定ファイル、ＥＰＳファイル等）もＣＤ-ＲＯＭで配布します。 

 

問 5-10 表示スペースの関係で、目立たない範囲で縦横の比率を変更したいのですが、可能ですか。 

（答） 

 図柄の縦横比率については、任意に変えることはできません。 

 また、図柄の拡大については制限はありませんが、縮小は縦横幅１５ｍｍ以下で使用する場合は、

通常の印刷では文字が潰れて不明瞭になりますので使用できません。 

 

問 5-11 モノクロ（単色）の場合、同じトーン（濃度）で印刷することは可能ですか。 

 (答) 

 飼料稲給与畜産物基準認証マーク使用マニュアルにおいて、単色の場合でも図柄の彩色部位には明

度差をつけています。例えば、モノクロ（白黒）の場合、黒の比率が１００％、５０％の２段階に規

定されており、同一比率とはなっていません。従いまして、同じトーンで印刷することはできません。 

 

問 5-12 認証マークを変更して使用することは可能ですか。 

 (答） 

 認証マーク使用許諾要領では、認証マークの使用者はマークをみだりに改変して使用することは認

めていません。ただし、マークの商標権所有者である協会が、飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証及び

飼料用米給与鶏卵生産基準認証の普及・啓発のため、認証マークの変更が有意義であると認めた場合

には、変更使用が許可されることがあります。その場合、マークの商標権所有者である協会に変更し

たいマーク等について使用許諾を受ける必要があります。 

 

問 5-13 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証マーク及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証マークに、そ

れぞれの認証番号を付けて印刷してもよいのですか。また、その認証番号は認証マークの任意の

場所に任意のフォントや大きさで印刷してもよいのですか。 

 (答） 

 それぞれの認証マークの認証番号を、認証マークの周囲に印刷することは可能です。 

 ただし、認証番号が認証マークの一部に重なったり、視認性が低下することのないように注意して

ください。 
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（参考資料１） 

 認証手続等の流れ 

（飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各基準の認証期間は３年で、継続申請をすることにより認証が継続。また、毎年度の飼養状況

及び生産状況等について報告が義務付けられている。 

 

※※認証マークは、別途マーク使用許諾申請を行い、許諾を受けて使用できる。マークの使用期間

は特に定めないが、認証要領第５の認証の有効期間が終了したとき、同第８の認証の取消がされ

たとき、同第９の認証の辞退が出されたときは、使用期間が終了する。 

 

認証申請の案内、 

申請書類の配付 

（協会内の認証事務局） 

認証申請を希望する採卵鶏

経営者、鶏卵の加工・販売

業者等 

申請書の受理 

（日本草地畜産種子協会） 

申請書に基づく審査 

(必要に応じて現地調査を実施) 

認証の決定 

申請者へ審査結果を通知 

認証の公表 

（協会のＷＥＢ上で公表） 

認証書の交付 

(認証マーク使用許諾要領)※※ 

認証マーク

の使用許諾 

認証マークの使用を

希望する採卵鶏経営

者、鶏卵の加工・販

売業者等 

申請 

許諾 

申請書の作成・提出 
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（参考資料２） 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証 

申請料について 

 

 

１．飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証要領第３の１で、（一社）

日本草地畜産種子協会会長（以下、「会長」という。）が別に定めるとした認証申請料は次

のとおりです。 

 

飼料用米給与採卵鶏飼養基準及び飼料用米給与鶏卵生産基準認証申請料 

認証の種類 認証申請料（円） 

① 飼料用米給与採卵鶏飼養基準認証 ６０，０００（６４，８００） 

② 飼料用米給与鶏卵生産基準認証 ６０，０００（６４，８００） 

注：（ ）は、消費税込みの総額ですが、２０１９年１０月からは消費税の引き上げに

伴い６６，０００円となります。 

 

２．認証申請料は、初回申請時及び３年ごとの継続申請時に上記額を納付してください。  

３．複数の認証申請を同時に行う場合は、２件目からの申請料は１件当たり３０，０００円

（税込み料金３２，４００円）となります。ただし、２０１９年１０月からは消費税の引

き上げに伴い税込み料金は３３，０００円となります。 

４．現地調査が必要な場合は調査に要する経費（旅費等）を別途請求する場合があります。 

５．審査の結果、認証されなかった場合でも、申請料は返還いたしません。 

６．情勢の変化等により、やむを得ず予告無く認証申請料の改定を行う場合があります。 
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（参考資料３） 

 

飼料稲給与畜産物認証基準作成推進委員会、専門委員会委員名簿 

 

 

飼料稲給与畜産物認証基準作成推進委員会委員 

氏  名 所   属 

阿部 啓之 （国研）農研機構畜 産研究部門 

入江 正和 （独）家畜改良センター 

小沢  亙 国立大学法人 山形大学 農学部 

廣川  治 ※ （一社）日本養鶏協会 

   （国研）農研機構：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

※ 日本養鶏協会の廣川委員は、平成３０年３月３１日まで 

 

飼料稲給与畜産物認証基準作成専門委員会委員 

（ 鶏肉、鶏卵、豚肉 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飼料稲給与畜産物認証基準作成専門委員会委員 

（ 牛乳・乳製品、牛肉 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所   属 

小松 均 生活協同組合 コープさっぽろ 

田島 清 （国研）農研機構 畜産研究部門 

藤村 忍 国立大学法人 新潟大学 農学部 

村上 斉 （国研）農研機構 畜産研究部門 

吉岡 豪 岐阜県畜産研究所 養豚・養鶏研究部 

氏  名 所   属 

小松  均 生活協同組合 コープさっぽろ 

三上 豊治 山形県農業研究総合センター 養豚試験場 

樋口 浩二 （国研）農研機構 畜産研究部門 

松山 裕城 国立大学法人 山形大学 農学部 

山田 知哉 （国研）農研機構 畜産研究部門 
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一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町８ 
ＮＣＯ神田紺屋町ビル４階 

TEL 03-3251-6501 FAX 03-3251-6507 

 http://souchi.lin.gr.jp/ 

http://souchi.lin.gr.jp/
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