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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止（注１）

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

水の使用

3
使用する水の水源（水道、井戸水、開放水路、ため池等）の確認と、水源の汚染が分かった場合には用途に見
合った改善策の実施（特に、野菜の洗浄水など、収穫期近くや収穫後に可食部に直接かかる水に注意）（注
１）

肥料・培養液の使用

4 堆肥を使用する場合は、病原微生物による汚染を防止するため、数日間、高温で発酵した堆肥を使用（注１）

作業者等の衛生管理

5 作業者の衛生管理の実施（注１）

6 ほ場や施設から通える場所での手洗い設備やトイレ設備の確保と衛生管理の実施（注１）

機械・施設・容器等の衛生管理

7 栽培施設の適切な内部構造の確保と衛生管理の実施（注１）

8 安全で清潔な包装容器の使用（注１）

収穫以降の農産物の管理

9 貯蔵・輸送時の適切な温度管理の実施（注１）

10 収穫・調製・選別時の汚染や異物混入を防止する対策の実施（注１）

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

11 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

12 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

13 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

14
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

15 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

土壌の管理

16 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注２）

廃棄物の適正な処理・利用

17 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

18 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

19 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

特定外来生物の適正利用

20 セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する環境省の許可取得及び適切な飼養管理の実施（法令上の義務）

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

21 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

22 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

23 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

24 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

No. 差分項目

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(野菜)

服装及び保護具の着用等
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No. 差分項目

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(野菜)

作業環境への対応

25 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

26 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

27 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

28 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注３）

事故後の備え

29 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注４）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

30 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

31 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

生産工程管理の実施

32

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注５）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

33
上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注６）
①野菜の出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②野菜の出荷に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期間

（注１）当該取組事項については病原微生物対策が含まれている。農産物の用途が加熱を伴う加工用に限定される
場合には、生で食べられる場合と比較し、農産物に付着した病原微生物による食中毒発生の可能性は低い
が、耐熱性の毒素を作る又は加熱しても生き残る病原微生物も存在するため、汚染低減対策に取り組むこ
とが望ましい。

（注２）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場
合に必要となる取組。

（注３）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
器・貯蔵場所への表示については法令上の義務。

（注４）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手
続は、使用者の義務とされている。
なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
る。
また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。

（注５）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
を行った場合はその結果も含む。

（注６）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。
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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

カドミウム濃度の低減対策

3
過去の米穀や生産環境におけるカドミウムの情報を踏まえ、必要に応じて、出穂前後３週間の湛水管理等の低
減対策を実施し、その効果を確認

収穫以降の農産物の管理

4 米穀の清潔で衛生的な取扱い（法令上の義務）

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

5 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

6 水田からの農薬流出を防止する対策の実施

7 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

8 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

9
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

10 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

11 水田代かき後の濁水流出の防止対策の実施

土壌の管理

12 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注１）

廃棄物の適正な処理・利用

13 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理（法令上の義務）

14 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

15 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

16 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

17 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

18 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

19 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応

20 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

21 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

22 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

23 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注２）

施設の管理・運営体制の整備

24 施設の適正な管理･運営及び施設の管理者とオペレータとの責任分担の明確化

差分項目

服装及び保護具の着用等

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(米)

No.
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(米)

事故後の備え

25 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注３）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

26 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

27 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

特定の米穀についての保管・処理

28 用途限定米穀、食用不適米穀の適切な保管（法令上の義務）

29 用途限定米穀、食用不適米穀の適切な販売･処分（法令上の義務）

生産工程管理の実施

30

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注４）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

31

上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注５）
①米穀等の取引等に関する記録については原則３年間（法令上の義務を含む）（注６）
②米穀等の取引等に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な
期間

（注１）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合
        に必要となる取組。
（注２）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については法令上の義務。
（注３）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注４）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
        を行った場合はその結果も含む。
（注５）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。
（注６）米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成21年法律第26号）第６条及び米穀
        等の取引等に係る情報の記録に関する省令（平成21年財務省令・農林水産省令第1号）第７条に基づく期間の
　　　　記録の保存は法令上の義務。
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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

かび毒（DON・NIV）汚染の低減対策

3 麦類のDON・NIV汚染低減対策の実施

収穫以降の農産物の管理

4 麦の清潔で衛生的な取扱い（法令上の義務）

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

5 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

6 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

7 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

8
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

9 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

土壌の管理

10 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注１）

廃棄物の適正な処理・利用

11 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

12 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

13 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

14 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

15 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

16 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

17 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応

18 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

19 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

20 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

21 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注２）

施設の管理・運営体制の整備

22 施設の適正な管理･運営及び施設の管理者とオペレータとの責任分担の明確化

事故後の備え

23 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注３）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

No. 差分項目

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(麦)

服装及び保護具の着用等
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(麦)

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

32 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

33 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

生産工程管理の実施

34

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注４）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

35
上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注５）
①麦の出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②麦の出荷に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期間

（注１）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合
        に必要となる取組。
（注２）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については、法令上の義務。
（注３）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注４）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
        を行った場合はその結果も含む。
（注５）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。
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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止（注１）

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

水の使用

3
使用する水の水源（水道、井戸水、開放水路、ため池等）の確認と、水源の汚染が分かった場合には用途に見
合った改善策の実施（特に、収穫期近くや収穫後に可食部に直接かかる水に注意）（注１）

肥料・培養液の使用

4 堆肥を使用する場合は、病原微生物による汚染を防止するため、数日間、高温で発酵した堆肥を使用（注１）

作業者等の衛生管理

5 作業者の衛生管理の実施（注１）

6 ほ場や施設から通える場所での手洗い設備やトイレ設備の確保と衛生管理の実施

機械・施設・容器等の衛生管理

7 栽培施設の適切な内部構造の確保と衛生管理の実施（注１）

8 安全で清潔な包装容器の使用（注１）

りんごにおけるかび毒（パツリン）汚染の低減対策

9 りんごにおけるかび毒（パツリン）汚染の低減対策の実施

収穫以降の農産物の管理

10 貯蔵・輸送時の適切な温度管理の実施（注１）

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

11 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

12 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

13 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

14
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

15 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

土壌の管理

16 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注２）

廃棄物の適正な処理・利用

17 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

18 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

19 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

特定外来生物の適正利用

20 セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する環境省の許可取得及び適切な飼養管理の実施（法令上の義務）

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

21 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

22 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

23 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

24 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(果樹)

服装及び保護具の着用等

No. 差分項目
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(果樹)

作業環境への対応

25 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

26 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

27 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

28 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注３）

事故後の備え

29 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注４）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

30 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

31 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

生産工程管理の実施

32

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注５）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

33
上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注６）
①果実の出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②果実の出荷に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期間

（注１）当該取組事項については病原微生物対策が含まれている。農産物の用途が加熱を伴う加工用に限定される場
        合には、生で食べられる場合と比較し、農産物に付着した病原微生物による食中毒発生の可能性は低いが、
        耐熱性の毒素を作る又は加熱しても生き残る病原微生物も存在するため、汚染低減対策に取り組むことが望
        ましい。
（注２）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合
        に必要となる取組。
（注３）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については法令上の義務。
（注４）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注５）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
        を行った場合はその結果も含む。
（注６）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。
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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

収穫以降の農産物の管理

3 作業者の衛生管理の実施

4 荒茶加工施設における衛生的な水の使用

5 手洗い設備やトイレ設備の確保と衛生管理の実施

6 収穫・運搬・荒茶加工に使用する器具類等の衛生的な保管、取扱、洗浄

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

7 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

8 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

9 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

10
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

11 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

土壌の管理

12 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注１）

廃棄物の適正な処理・利用

13 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

14 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

15 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

16 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

17 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

18 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

19 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応

20 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

21 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

22 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

23 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注２）

事故後の備え

24 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注３）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

No. 差分項目

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(茶)

服装及び保護具の着用等
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(茶)

25 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

26 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

ボイラー使用時の登録・主任の設置

27 ボイラーの設置・使用に必要な届け出、取扱作業主任者の設置（法令上の義務を含む）

28 ボイラーの定期自主検査の記録の保存（法令上の義務）

生産工程管理の実施

29

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注４）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

30

上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注５）
①茶の出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②ボイラーの自主点検の記録については３年間
③上記①、②に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期間

（注１）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合
        に必要となる取組。
（注２）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については、法令上の義務。
（注３）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注４）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質、周辺の
        水源への汚染状況の検査等を行った場合はその結果も含む。
（注５）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。

情報の記録・保管
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１　食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の確認と衛生管理

1 ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止

農薬の使用

3 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

4 農薬の使用の都度、容器又は包装の表示内容を確認し、表示内容を守って農薬を使用（法令上の義務）

5 農薬散布時における周辺作物への影響の回避（法令上の義務）

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

6 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

7 発生予察情報の利用などにより病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

8 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

肥料による環境負荷の低減対策

9
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準やJAの栽培暦等で示している施肥量、施
肥方法等に則した施肥の実施

10 堆肥を使用する場合は、外来雑草種子等の殺滅のため、適切に堆肥化されたものを使用

土壌の管理

11 土壌の侵食を軽減する対策の実施（注１）

廃棄物の適正な処理・利用

12 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

13 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

14 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

15 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

16 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

17 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

18 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応

19 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

20 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

21 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理

22 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注２）

事故後の備え

23 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注３）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

24 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

25 登録品種の種苗の適切な使用（法令上の義務）

生産工程管理の実施

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(その他作物（食用）)

服装及び保護具の着用等

No. 差分項目
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(その他作物（食用）)

26

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注４）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

27
上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注５）
①農産物の出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②農産物の出荷に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期

（注１）土壌侵食を軽減する対策は、降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合
        に必要となる取組。
（注２）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については、法令上の義務。
（注３）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注４）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
        を行った場合はその結果も含む。
（注５）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。
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１　食品安全を主な目的とする取組

原木林、きのこ生産場所、きのこ関連施設の環境の確認と衛生管理

1 原木林、きのこ生産場所、きのこ関連施設やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止

農薬の使用

2 農薬使用前における防除器具等の十分な点検、使用後における十分な洗浄

3 農薬の使用の都度、容器又は包装の表示内容を確認し、表示内容を守って農薬を使用（法令上の義務）

4 農薬散布時における周辺作物への影響の回避（法令上の義務）

（菌床栽培の場合）培地への水の使用

5 菌床栽培の場合、培地に使用する水の確認

（菌床栽培の場合）菌床資材の使用

（菌床栽培の場合）機械・施設・容器等の衛生管理

7 菌床栽培の場合、培地調製、種菌接種等の衛生的な実施

8 菌床栽培の場合、菌床容器等の適切な保管

9 菌床栽培の場合、施設の温度・湿度等の環境条件の適切な管理

収穫以降のきのこの管理

10 きのこの清潔で衛生的な取扱い（法令上の義務）

乾燥加工時の管理

11 作業者の衛生管理の実施

12 乾燥加工施設における衛生的な水の使用

13 手洗い設備やトイレ設備の確保と衛生管理の実施

14 収穫・運搬・乾燥に使用する器具類等の衛生的な保管、取扱、洗浄

２　環境保全を主な目的とする取組

農薬による環境負荷の低減対策

15 農薬の使用残が発生しないように必要な量だけ秤量して散布液を調製

16 農薬散布時における周辺住民等への影響の回避

廃棄物の適正な処理・利用

17 きのこ生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施（法令上の義務）

18 きのこ生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）

エネルギーの節減対策

19 施設・機械等の使用における不必要・非効率なエネルギー消費の節減

生物多様性に配慮した鳥獣被害対策

20 鳥獣を引き寄せない取組等、鳥獣による農業被害防止対策の実施

３　労働安全を主な目的とする取組

危険作業等の把握

21 きのこ生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限

22 機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限

23 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応

24 きのこ生産作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理

No. 差分項目

有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(きのこ)

服装及び保護具の着用等

6 菌床栽培の場合、菌床資材、種菌の安全性の確認と適切な保管・取扱
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有機ＪＡＳとＧＡＰガイドラインの差分項目(きのこ)

25 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用

26 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・消毒剤・燃料等の管理

27 農薬、消毒剤、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）（注１）

事故後の備え

28 事故後のきのこ生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）（注２）

４　農業生産工程管理の全般に係る取組

技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

29 きのこ生産者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用

30 登録品種の種菌の適切な使用（法令上の義務）

ボイラー及び圧力容器使用時の登録・主任の設置

31 ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届け出、取扱作業主任者の設置（法令上の義務を含む）

32 ボイラーの定期自主検査の記録の保存（法令上の義務）

生産工程管理の実施

33

以下の手順による生産工程管理の実施
①栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を基に点検項目等を策定
②点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作業を行う場合は作業者ごとの取組内容、
取引先からの情報提供を含む）を記録し、保存
③点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存（注３）
④自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し
⑤自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証
団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組み等を活用

記録の保存期間

34

上記の項目に関する記録について、以下の期間保存（注４）
①きのこの出荷に関する記録については１～３年間（保存期間は取扱う食品等の流通実態に応じて設定）
②菌床栽培における菌床資材、工程別作業の記録については３年間
③ボイラー及び圧力容器の自主点検の記録については３年間
④上記①から③に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期
間

（注１）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に基づき毒劇物に指定されている農薬の飛散・漏出防止、容
        器・貯蔵場所への表示については法令上の義務。
（注２）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に定める要件を満たす事業については労災保険への加入手続
        は、使用者の義務とされている。
　　　　なお、自営農業者であっても、特別加入することによって災害補償を受けることができることとなってい
        る。
　　　　また、技能実習生を受け入れる場合には、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）等に基づき
        労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じることが実習実施機関等に義務づけられている。
（注３）産地の農業者団体等が取組の効果を確認するために、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等
        を行った場合はその結果も含む。
（注４）農業生産工程管理（GAP）を実践する観点からの記録の保存期間。

情報の記録・保管


	有機JASとGAPの差分項目目次（起案用）.pdf
	別紙「有機JASとGAPガイドラインの差分項目」（両面印刷）
	有機JASとGAPの差分項目目次（起案用）.pdf
	白紙
	別紙「有機JASとGAPガイドライン差分項目」.pdf
	野菜
	米
	麦
	果樹
	茶
	その他
	きのこ





