
●ＧＡＰ指導員等の育成
ＧＡＰ指導員、審査員の育成・充実に必要な研修会の
開催、研修への派遣等の取組を支援します。

●ＧＡＰ指導活動の推進
ＧＡＰ指導員等が、農業者等に対して行う指導活動を
支援します。

国際水準ＧＡＰの実施、認証取得の取組支援
ＧＡＰ取組・認証拡大推進交付金 【令和元年度予算額：452百万円】

国際水準ＧＡＰの実施及び認証取得の拡大が加速的に進展するよう、
都道府県が行うＧＡＰ指導活動の推進及びGAP認証の取得拡大の取組
を支援する事業です。

※ 具体的な事業内容については、都道府県が定めます。

農業者、農事組合法人等が新規にＧＡＰ認証を取得するに当たって必要となる以下の取組
に要する費用を、上限額の範囲内で支援します。

① 審査の受審 【必須の取組】

② 認証取得に係る環境整備

残留農薬等の分析

③ 研修指導の受講

※ 現に団体認証を取得している団体が、団体の構成員数を拡大する場合についても、拡大する農業
者分は支援の対象となります（例：構成員数10名の団体が15名に拡大する場合、5名分が支援対象）。

＜支援を受ける場合の条件＞
事業実施年度を含めた３年間は継続して認証を取得することを確約する必要があります。

＜農業の専門学科を有する教育機関（農業高校等）における特例＞

ＧＡＰ認証取得に係る支援額の上限設定はありません。

※ただし、支援の対象は、①審査の受審に要する費用のみ。

事業実施年度を含めた３年間は継続して認証を取得する条件は適用されません。

 ＩＣＴシステム利用料（初期設定料含む。）
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１ ＧＡＰ指導活動の推進

指導活動
の実施

※ 各都道府県における今年度の支援内容・状況の問合せ先は、裏面を御覧ください。

２ 地域のモデルとなる農業者等の認証取得

設備改修資材の導入

この内容の範囲内で支援内容を設定



各都道府県問合せ先

都道府県 担当部課 電話番号（直通）

北海道 農政部 食品政策課 011-204-5431

青森県
農林水産部
食の安全・安心推進課

017-734-9352

岩手県
農林水産部
農業普及技術課

019-629-5654

宮城県 農政部 みやぎ米推進課 022-211-2845

秋田県
農林水産部
水田総合利用課

018-860-1785

山形県
農林水産部
農業技術環境課

023-630-2408

福島県 ※ 農林水産部
環境保全農業課

024-521-7342

茨城県 農林水産部 農業技術課 029-301-3931

栃木県 農政部 経営技術課 028-623-2286

群馬県 農政部 技術支援課 027-226-3036

埼玉県 農林部 農産物安全課 048-830-4057

千葉県
農林水産部
安全農業推進課

043-223-2773

東京都 ※ 産業労働局 農林水産部
食料安全課

03-5320-4834

神奈川県
環境農政局 農政部
農業振興課

045-210-4446

山梨県 農政部 農業技術課 055-223-1619

長野県 農政部 農業技術課 026-235-7222

静岡県
経済産業部 農業局
地域農業課

054-221-2626

新潟県 農林水産部 農産園芸課 025-280-5296

富山県 農林水産部 農業技術課 076-444-8292

石川県 農林水産部 農業安全課 076-225-1626

福井県 農林水産部 地域農業課 0776-20-0419

岐阜県 農政部 農産物流通課 058-272-1857

愛知県 農業水産局 農政部 農業経営課 052-954-6411

三重県 農林水産部 農産園芸課 059-224-2543

滋賀県
農政水産部
食のブランド推進課

077-528-3895

都道府県 担当部課 電話番号（直通）

京都府 農林水産部 農産課 075-414-4945

大阪府
環境農林水産部
農政室推進課

06-6210-9595

兵庫県
農政環境部 農林水産局
農産園芸課

078-362-3445

奈良県 農林部 農業水産振興課 0742-27-7442

和歌山県 農林水産部 農業生産局
果樹園芸課 農業環境・鳥獣害対策室

073-441-2905

鳥取県
農林水産部 農業振興戦略監
生産振興課

0857-26-7415

島根県 農林水産部 農産園芸課 0852-22-6011

岡山県 農林水産部 農産課 086-226-7422

広島県 農林水産局 農業技術課 082-513-3585

山口県 農林水産部 農業振興課 083-933-3366

徳島県
農林水産部
もうかるブランド推進課

088-621-2423

香川県 農政水産部 農業経営課 087-832-3411

愛媛県
農林水産部 農業振興局
農産園芸課

089-912-2555

高知県
農業振興部
環境農業推進課

088-821-4545

福岡県
農林水産部
食の安全・地産地消課

092-643-3571

佐賀県 農林水産部 園芸課 0952-25-7120

長崎県 農林部 農業経営課 095-895-2933

熊本県
農林水産部 生産経営局
農業技術課

096-333-2383

大分県
農林水産部
地域農業振興課

097-506-3663

宮崎県
農政水産部
農業連携推進課

0985-26-7126

鹿児島県 農政部 農政課 099-286-3095

沖縄県 農林水産部 営農支援課 098-866-2280

地方農政局等名 担当部課 電話番号（直通）

（本省）生産局
農業環境対策課
GAP推進グループ

03-6744-7188

北海道農政事務所
生産経営産業部
生産支援課

011-330-8807

東北農政局
生産部
生産技術環境課

022-221-6214

関東農政局
生産部
生産技術環境課

048-740-0067

北陸農政局
生産部
生産技術環境課

076-232-4893

地方農政局等名 担当部課 電話番号（直通）

東海農政局
生産部
生産技術環境課

052-746-1313

近畿農政局
生産部
生産技術環境課

075-414-9722

中国四国農政局
生産部
生産技術環境課

086-230-4249

九州農政局
生産部
生産技術環境課

096-300-6271

内閣府沖縄総合事務局
農林水産部
生産振興課

098-866-1653

農林水産省問合せ先

※ 福島県及び東京都は、GAP取組・認証拡大推進交付金以外の
GAPに係る支援事業を実施しています。


