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食品の安全などの消費者のニーズにどのように応えていきますか。
その答えがＧＡＰ手法です

１ はじめに

その答えがＧＡＰ手法です。

ＧＡＰ手法は、生産の工程全体を管理する手法で、誰でも取り組
めるものです。消費者の信頼を確保するとともに、量販店などに対
する産地の評判が高まります。また、環境の保全にも役立ちます。

皆さんもＧＡＰ手法に取り組んでみましょう。

食品の安全に関する国民の高い関心

○ 消費者は、食品の生産から消費までの段階のうち、「生産段階」、「製造・加工段階」に不安感
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問 食品の安全性を確保するためには、食品の生産から消費までのうち、どの段階において、
改善していくことが重要と考えますか（２つ以内の選択）。

生産段階

製造・加工段階

自然環境(水､土壌､大気など) 33.4%

58.9%

79.6%
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流通段階

販売段階

家庭の段階(保存･調理方法など)

外食の段階(保存･調理方法など) 2.4%

4.4%

5.5%

11.4%

資料：内閣府食品安全委員会「食の安全性に関する意識調査」（平成15年９月）

このマニュアルは、産地においてＧＡＰ手法に取り組む際の参考とな
るよう、基礎ＧＡＰを中心として、ＧＡＰ手法の考え方、導入効果、導
入手順等を示しております

－１－

入手順等を示しております。

本マニュアルを参考として、ＧＡＰ手法が全国の各産地で導入される
ことを期待します。



２ ＧＡＰ手法の考え方

（１）ＧＡＰ手法とは何ですか？

ＧＡＰ手法は、生産の工程を管理する手法であり、農作業の計画
を立て、実践した結果をチェックし、記録を残すことで、記録をも
とに作業の改善などを行うものです。

①計画(Plan)
農作業の計画を立て、

②実践(Do)
チェックシートを確認し農作業の計画を立て、

点検項目（チェックシート）
を定めます。

チェックシ トを確認し
農作業を行い、記録しま
す。

（ＰＤＣＡサイクルの繰り返し）

④見直し・改善(Action)

改善点を見直し、次回
の作付けに役立てます。

③点検・評価(Check)

記録を点検し、改善点
を見つけます。

農業生産の方法は 農作物や気象などの条件によって大きく異なりま農業生産の方法は、農作物や気象などの条件によって大きく異なりま
す。したがって、ＧＡＰ手法の点検項目は一律に決められるものではあ
りません。

ＧＡＰ手法は、農作業の各工程ごとで改善点を見出し、次期作につな
げるため、例えば、有機農業や環境保全型農業などの目的を効果的に達
成できる手法（ツ ）と えます

－２－

成できる手法（ツール）といえます。



（２）ＧＡＰ手法を導入するとどのような効果があるのか

ＧＡＰ手法を導入すると、

◇ 安全な農産物を求める消費者の声に応えることができます◇ 安全な農産物を求める消費者の声に応えることができます。

◇ 記録をもとに、農作業の改善につなげれば、コスト低減や品質
向上につながります。

◇ 取組をＰＲすることにより、量販店などに対する産地の評判が
高まります。

結果管理

収 全ての農産物は検査できま

高まります。

収
穫
物
を

検
査
す
る

全ての農産物は検査できま
せん。
農薬（約500種類）の検査だ
けでも、かなりの お金がか
かります。

工程管理

点検項目にしっかり取り組
むことで、安全な農産物が
生産できる。
記録を残せば 消費者 食

農
作
業

記
録
・ 記録を残せば、消費者・食

品事業者への説明や問題
が起った時の原因究明に
役立つ。
お金があまりかからない。

の
各
工
程
を

点
検
す
る

－３－



導入効果の事例

○ＧＡＰ手法の導入効果（アンケート結果）
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※ＧＡＰ手法の取組状況アンケート（１９年８月）（農林水産省調べ）

（国の交付金を活用した産地(88産地）を対象）

○包装資材のコスト縮減（Ａ農協）

○導入効果の事例

○包装資材のコスト縮減（Ａ農協）

レタスを出荷する際に使用する段ボール等の衛生管理を徹底することに
より、個別にレタスを包装する必要がなくなったため、包装資材のコスト
縮減ができた。

○栽培方法等の統一で品質の底上げ（Ｂ農協）

産地における統一規格・指定資材の使用、栽培方法の一元化により、品産地における統 規格 指定資材の使用、栽培方法の 元化により、品
質の底上げができた。

○異物混入のクレームが減少（Ｃ農協）

コンタミ防止対策を点検項目を設定し、取り組んできたことにより、異
物混入が前年比で約５割減少し、クレームが減少した。

－４－

○条件の良い販売先との契約成立（Ｄ生産法人）

販売先数社との契約についてＧＡＰの実践による安全な農作物をアピー
ルできたことにより、条件の良い販売先との契約が成立した。



（１）GAP手法を始めてみましょう

３ ＧＡＰ手法を導入しましょう

ＧＡＰ手法の基礎的な取組をまとめた基礎ＧＡＰを作成しました。

誰でも取り組める内容ですので、まずは、基礎ＧＡＰから始めて
みましょう。

○基礎ＧＡＰって何？

基礎ＧＡＰとは、基礎的な事項について、全国的に汎用性の高いＧＡＰ
手法のモデルです。

各作物ごと（米、麦、大豆、野菜（露地、施設）、果樹、花き）で作成
しています

○基礎ＧＡＰって何？

しています。

各地域の状況に応じてＧＡＰ手法に取り組んでいただくことになります
が、少なくとも基礎ＧＡＰの法令順守事項や農業環境規範といった必ず実
践する項目は、全ての産地で取り組んいただきたいと考えております。

基礎GAPの入手先ホームページ：
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/gap/index.htm

－５－



（２）ＧＡＰ手法の導入手順

① 産地の合意形成

ステップ１ 計画をしましょう（Ｐｌａｎ）

① 産地の合意形成

産地（ＪＡの作物生産部会など）においてＧＡＰ手法を導入するた
めには、参加する生産者の合意形成を図る必要があります。まずは、
ＧＡＰ手法の考え方などについて理解を深めましょう。

＜合意形成に向けた手法の例＞＜合意形成に向けた手法の例＞
・ＧＡＰ手法の講習会への参加
・モデル農家による試行
・先進的な取組産地の事例を活用した勉強会

産地の合意形成において生産者が最終的に納得し、取組に至った理由
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37
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① 産地の信頼確保のため

② 出荷の必要条件であるため

③ 新たな売り先が確保

されるため

○合意形成の事例
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④ 販売価格が高くなるため

⑤ その他

(%)
※ＧＡＰ手法の取組状況アンケート（１９年８月）（農林水産省調べ）

○ＧＡＰ手法の講習会への参加（Ｅ農協）

産地において衛生管理の徹底や栽培管理方法の統一を検討していたとこ
ろ、ＧＡＰ手法の講習会の参加募集があったことから、生産部会長と営農
指導員が参加。その場で知り合った講師に産地での勉強会をお願いした。
その後 国のパンフレットや県のマニュアル等を用いながら 定期的に勉

○合意形成の事例

その後、国のパンフレットや県のマニュアル等を用いながら、定期的に勉
強会を続け、参加する生産者の合意形成を図った。

○モデル農家による試行（Ｆ農協）

県の農業振興事務所からＧＡＰ手法の導入について紹介。以前から農産
物の安全確保の必要性は認識していたことから、部会役員の中ではＧＡＰ

－６－

物 確保 認 部会役員 中
手法を導入することを決定。その後、部会の全体集会を開催し、ＧＡＰ手
法の説明と導入を周知したが、すぐに全員では取り組めないとの考えから、
モデル農家を選定し、１年間の試行を実施。その結果を用いて、産地の合
意形成を図った。



② 産地の体制整備

産地においてＧＡＰ手法を導入するためには、産地における体制整
備が必要です。

産地の体制として 中心的な役割を担うチームを編成することが有産地の体制として、中心的な役割を担うチ ムを編成することが有
効です。チームの構成員としては、生産者だけでなく、地域の普及指
導員、営農指導員など専門的知見を有する者の参加が重要です。

その際、全体を管理する責任者を決定するなどの役割分担も決めま
しょう。

＜チーム構成の例＞
生産部会長（管理責任者）、生産者、普及指導員、営農指導員

産地における中心的な役割を果たしているのは誰か

① 20%④ 2%
⑤ 5% ⑥ 3%

② 39%

③ 31%

① 農業者（生産部会長等） ② ＪＡの職員（営農指導員等）

○営農指導員が定期的に巡回（Ｇ農協）

③ 普及指導員 ④ 市町村等の行政職員

⑤ 民間団体 ⑥ その他

※ＧＡＰ手法の取組状況アンケート（１９年８月）（農林水産省調べ）

○産地の体制整備の事例

ＧＡＰ手法の導入を図るために、部会長（管理責任者）、普及指導員、営農指導
員、生産者３名で構成されるチームを編成。営農指導員は、月２回、生産者を巡
回し、チェックシートの記入状況を確認。

○県や市の行政職員が参画（Ｈ農協）

－７－

ＧＡＰ推進協議会（構成メンバー：部会役員、モデル農家、市の農業担当者、県
の事業担当者、普及指導員 管理責任者：部会長）を立ち上げ、ＧＡＰマニュア
ル案の検討及び試験的な取組を開始。当初は部会員の約１割のメンバーでモデ
ル的に開始。



③ 対象農作物の確認

対象となる農作物によって取り組むべき点検項目が異なります。基
礎ＧＡＰは作物ごとで作成しておりますので、対象となる農作物にあ
わせて活用してください。

④ 生産工程の確認

ほ場の準備から出荷まで対象となる農作物の生産工程ごとに、点検
項目を決める必要があります。基礎ＧＡＰは作物毎に想定される生産
工程が設定されています。実際の生産工程と合致しているか、現場も
含めて確認してください。含めて確認してください。

⑤ 危害要因等の確認

対象となる農作物の各生産工程における危害要因の存在、汚染・混
入の可能性、環境への影響などを確認する必要があります。基礎ＧＡ
Ｐでは、各作物に応じて危害要因を想定して設定しているとともに、
環境 影響は農業環境規範 内容を り込ん おります環境への影響は農業環境規範の内容を取り込んでおります。

参加する生産者がＧＡＰ手法に取り組む意義を理解し、やらされ感
を解消するためには、決められたチェックシートを押し付けるのでは
なく、生産者自らが危害要因等について確認し合うことが大切です。

○危害要因を確認し、取り組む意義を実感（Ｉ生産法人）

ＧＡＰ手法の導入に当たって、数名の生産者がＨＡＣＣＰ講習会を受講
して勉強。その後、生産者が集まり、栽培工程特性要因図（生産工程毎に

○危害要因等の確認事例

起こりうる危害要因を整理した図）を作ることにより、ＧＡＰ手法に取り
組む意義を実感できた。

（事例）栽培工程特性要因図（ほうれんそう）

①土壌 ③土壌消毒 ⑤土壌改良･施肥 ⑦マルチ ⑨被覆資材 ⑪収穫
⑬水洗い ⑮一時保管

重要管理
点
一般的衛生管理項目

⑯出荷

①土壌

重金属等の有
害物質による
汚染

③土壌消毒

農薬の残留

硝酸態窒素過剰

⑤ 壌改良 施肥

硝酸態窒素過剰

⑦マルチ

資材の化学物
質による汚染

⑨被覆資材

資材の化学物
質による汚染

⑪収穫

土や石の混入

作業従事者由来の
病原微生物汚染

病原微生物汚染

重金属等の有害
物質による汚染

土や石の混入
作業従事者由来
の病原微生物汚

不適切な温湿度管理
による病原微生物の
増加

付着土壌による汚染

不適切な温湿度
管理による病原
微生物の増加そ族・昆虫に

よる被害

重金属等の化学
物質による汚染

病原微生物汚染

生産

－８－

②大気

重金属等の化学
物質による汚染

④堆肥の散布

病原微生物汚染

重金属等の有害
物質による汚染

⑥は種

種子の汚染

⑧かん水

重金属等の有
害物質による
汚染

⑩農薬散布

農薬の残留

⑫結束

作業従事者由来の
病原微生物汚染

⑭荷造り

染

資材の化学物質
による汚染

資材の化学物質
による汚染

病原微生物汚染



⑥ 対策方法の検討

危害要因等の確認を基に、その発生や汚染等を抑えるための具体的な
対策方法を検討する必要があります。

対策方法の検討に当た ては 食品安全に関しては 「「食品安全の対策方法の検討に当たっては、食品安全に関しては、「「食品安全の
ためのＧＡＰ」策定・普及マニュアル」（平成17年４月農林水産省公
表）、環境保全に関しては、「やってみよう！農業環境規範」（平成
18年３月農林水産省公表）などを参考にしてください。

その際、生産者が取り組みやすい内容とするため、既に産地で作成さその際、生産者が取り組みやすい内容とするため、既に産地で作成さ
れている栽培基準などを見直すことから始めるなど、産地で工夫しま
しょう。また、地域の普及指導員や営農指導員など専門的知見を有する
者による指導、助言も重要です。

チェックシートの点検項目に何を入れてますかチェックシ トの点検項目に何を入れてますか

95
73

8
30
32

① 食品安全に関すること
② 環境の保全に関すること
③ 経営の改善に関すること
④ 品質の向上に関すること
⑤ 労働安全に関すること 32

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

⑤ 労働安全に関すること
⑥ その他

(%)
※ＧＡＰ手法の取組状況アンケート（１９年８月）（農林水産省調べ）

⑦ チェックシートの作成⑦ チェックシ トの作成

上記③～⑥の検討結果に基づき、基礎ＧＡＰの点検項目を見直しする
ことにより、チェックシートを作成します。その際、産地の目指す方向
に応じて必要な点検項目を追加、削除することも可能です。

チェックシート（生産者用）を最終確認したら、生産者に配布しま
（産 ） 確

○チェックシートの様式を工夫した事例

しょう。また、チェックシート（産地用）もチームで確認します。なお、
チェックシートの様式は、生産者が簡単に取り組めるよう工夫すること
も大切です。

－９－

・記帳の簡素化のため、チェックリストを一枚紙両面とした。
・チェックシートをカレンダー様式とした。
・生産履歴記帳の様式にチェックシートを組み込んだ。



① チェックシートへの記録

ステップ２ 実践しましょう（Ｄｏ）

生産者は、チェックシートの氏名を記入します。点検項目に従って
作業を実施し、作業が終わったら、作業日誌などに記録するとともに、
忘れないうちにチェックシートに記録します。また、チェックした日
付を書いておくと、記録の点検の際に役立ちます。余白には、その日
の天気、農作業をしている時に気づいた点などを記入します。

なお 実践 きなか た（しなか た）点検項目に は 余白なお、実践できなかった（しなかった）点検項目については、余白
にその理由を記入します。

○チェックシートへの記録の仕方（例）

農作業が終わったらチェックし
ましょう

・忘れないうちに、すぐにチェッ
クすることが重要です。

・チェックした日付を書いておく
と、記録の点検の際に役立ちと、記録の点検の際に役立ち
ます。

・生産履歴記帳様式に記録す
る場合は、詳細に記録する必
要はありません要はありません。

・実践できなかった点検項目に
ついては、余白にその理由を
記入しましょう。

－１０－



① チェックシートの点検・評価

参加した生産者は 全ての 連の作業が終了したら 「来年に向け

ステップ３ 点検・評価しましょう（Ｃｈｅｃｋ）

参加した生産者は、全ての一連の作業が終了したら、「来年に向け
て」に生産工程についての情報交換、反省点、改善すべき点などを記
入します。他の生産者や産地の指導者と相談して記入すると効果的で
す。

なお、産地の指導者は産地用のチェックシートについても、同様に
記入します。

② 改善点の見出し

参加した生産者による意見交換会等を開催し、次期作に向けた改善
点の検討を行います。特に実践できなかった点検項目について、具体
的にどのように改善すればよいか検討します。

なお、改善すべき点が多く、一時に対応しきれない場合は、食品安
全に係るリスクや市場に対するインパクトの大きさなどを考慮して、
優先度の高いものから対応するようにします。

また、食品安全、環境保全などを取り巻く情勢や流通等のニーズな
どの変化に応じて、点検項目の追加を検討することも大切です。どの変化に応じて、点検項目の追加を検討することも大切です。

○点検・評価の事例

○チェックの仕方を改善（Ｊ農協）
生産者による打合せを年１回開催し、実施状況の報告や意見交換を実施。

打合せの結果を踏まえ、推進協議会（チーム）でチェックシートの点検
項目の見直しを行った。（１年目に県のマニュアルに沿って策定した点検
項目について、実際に実践した結果、本当に産地で必要かどうかを判断）。

また 実践した生産者の意見を踏まえ チ クの仕方についても改善また、実践した生産者の意見を踏まえ、チェックの仕方についても改善
した。具体的には、実践できた点検項目は「レ」を記入し、実践できな
かった点検項目は「○」を記入（「×」であると生産者がチェックを付け
たくなくなるため）。
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① チ クシ ト 見直し

ステップ４ 見直し・改善しましょう（Ａｃｔｉｏｎ）

① チェックシートの見直し

意見交換会等での検討を踏まえ、チェックシートを見直します。次期
作ではこのチェックシートを活用して実践します。

② ＰＤＣＡサイクルの繰り返しによるレベルアップ② ＰＤＣＡサイクルの繰り返しによるレベルアップ

生産工程管理の内容を継続して改善していく枠組み（ＰＤＣＡサイク
ル：Ｐｌａｎ → Ｄｏ → Ｃｈｅｃｋ → Ａｃｔｉｏｎの繰り返
し）を取り入れることにより、産地の目指す方向（輸出目的、品質向上
目的など）に応じて、取組内容のレベルアップを図っていただきたいと
考えております。
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工程

目的
食：食品安全
環：環境保全
労：労働安全

点検項目 点検項目の必要性

研修会参加やパンフレットなどに 産地全体で安全性や品質等を向上させ

（参考）チェックシートの点検項目の例（基礎ＧＡＰ：露地野菜）

食・環
研修会参加やパンフレットなどに
より情報を収集しましたか。

産地全体で安全性や品質等を向上させ、
環境と調和のとれた農業生産に取り組む
ため、情報収集を行うとともに、栽培暦等
にしたがった生産管理を実施します。食・環

栽培マニュアル、栽培基準を読
みましたか。

たい肥等の有機物の施用による

環境と調和のとれた農業生産活動の基盤
となる技術である土作りのため、土壌への
有機物の供給などを行います 有機物を

（１）
準備

環
たい肥等の有機物の施用による
土づくりを行いましたか。

有機物の供給などを行います。有機物を
施用する場合は、肥料成分が過剰となら
ないよう施肥時に調整することに留意しま
す。

食
用水の水源は何か知っています
か（河川、地下水、ため池など）。

用水が原因となって作物が汚染される
恐れがあるため、地域全体で用水の安
全性を確認します全性を確認します。

食

土壌のカドミウム、ヒ素等の有害
物質による土壌汚染はないかど
うか、土地の生産履歴やほ場の
周辺環境を確認しましたか。

土壌汚染の心配のあるほ場については、
事前に土壌分析を行い、確認することも
重要です。また、カドミウムなどについて
は吸収性の低い作物に転換することも検
討します。

種子の更新や品種確認などによる銘柄確

（２）
育苗

食
種子証明書・購入伝票を保管し
ていますか。

種子の更新や品種確認などによる銘柄確
保のために実施します。また、農薬の使
用状況を確認し、栽培管理における農薬
の使用回数を調整する必要があります。

食
農薬は、栽培マニュアルや農薬
ラベルに記載されている薬剤

防除暦に従って防除します。また、使用
時には必要量を調整し、農薬の使用時期、
希釈倍数または使用量を確認し 記録に食 ラベルに記載されている薬剤、

使用量を守って使用しましたか。
希釈倍数または使用量を確認し、記録に
残します。残液は適切に処分し、使用後
の散布器具は洗浄して保管します。

食・環
肥料は、栽培マニュアルによる
施肥基準に基づいて施用しまし
たか

施肥は、作物に栄養を供給するために不
可欠ですが、過剰に施用された肥料成分
は環境に影響を及ぼします。このため、Ｊ
Ａ等が指導する施肥基準や施肥方法を

（３）
栽培
管理

たか。
等 指導す 施肥 準や施肥方法
参考にして、作目、作型、土壌条件、品種、
生育状況に応じた施肥を行います。

食・環

農薬は、防除基準（栽培マニュ
アル）や農薬ラベルに記載され
ている薬剤、使用量を守って使
用しましたか

防除暦に従って防除します。また、使用
時には必要量を調整し、農薬の使用時期、
希釈倍数または使用量を確認し、記録に
残します。残液は適切に処分し、使用後

用しましたか。
の散布器具は洗浄して保管します。

環
防除には発生予察情報を活用し
ましたか。

病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づ
くりを行うとともに、被害が生じると判断さ
れる場合には効果的・効率的な防除を行
います。
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工程

目的
食：食品安全
環：環境保全
労：労働安全

点検項目 点検項目の必要性

飛散低減ノズルへの交換や強
風時に散布を行わないなど 農

強風時に農薬散布を行わないことをはじ

（３）
栽培
管理
(続き)

食・環
風時に散布を行わないなど、農
薬の飛散低減対策を行いました
か。

めとして、状況に応じた飛散防止対策を
行い、行ったことを記録に残します。

食・環
ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管
理）実践指標の管理ポイントを

ＩＰＭを実践する上で必要な農作業の工
程と各工程における具体的な取組内容
を示したＩＰＭ実践指標の管理ポイントを
チェックして、ＩＰＭの取組程度を把握し食 環 理）実践指標の管理ポイントを

チェックしましたか。
チェックして、ＩＰＭの取組程度を把握し
ます。前年の実施状況や今年度の目標
と照らし合わせ、自らの取組の評価を行
い、翌年度の取組に反映させます。

食
農薬使用の収穫前日数を確認し、
適期収穫を行いましたか。

農薬の適正使用は、使用時に確認しま
すが、収穫前にも、収穫可能な時期であ
ることを再確認します。

（４）
収穫・
調製・
出荷

食
収穫コンテナの洗浄等収穫物の
病原性微生物等による汚染予防
対策を行いましたか。

収穫物に直接触れる作業者は、健康状
態が良好なことを確認します。また、収穫
物と接触するコンテナ、作業台などは収
穫物を汚染しないように、定期的に洗浄
します。作業場所は当面の作業に必要
なものだけを整理しておくこととし、異物
混入予防や小動物 すみかとならな よ食 労

選別・調製作業前に作業者の健
混入予防や小動物のすみかとならないよ
う対策をとります。

食・労
製作 作

康状態を確認しましたか。

環
作業機械等は定期的な点検・整
備を実施しましたか。

温室効果ガスであるＣＯ２の排出抑制や
資源の有効活用のため、施設・機械・器
具等は点検整備・補修・温度管理を行い、
電力や燃料などの不必要・非効率的な
エネルギー消費がないようにします

（５）
全般

エネルギー消費がないようにします。

環
野菜の残渣等をたい肥や飼料と
して利用したり、鍬き込んだりして、
適正な処理をしましたか。

循環社会の推進のため、野菜の残渣等
の有機物は有効な利用を進めるとともに、
病害虫の蔓延防止等が必要な場合は適
正な処理を行います。

生産資材は用途別に整理して保管しま
す 特に農薬は鍵の掛かる保管庫で区全般

食
肥料や農薬を整理・整頓して保
管していますか。

す。特に農薬は鍵の掛かる保管庫で区
分して保管し、有効期限が過ぎた農薬等
は処理業者に委託するなど、適正に処
理します。

環
マルチや肥料袋などは業者委託
などにより適正に廃棄しましたか。

循環型社会の推進のため、使用済みプ
ラスチック等の廃棄物は地域の回収体
制・方法に従って処理します制・方法に従って処理します。

食・環
肥料や農薬の使用状況など栽培
履歴の記帳を行い、購入伝票とと
もに保管しましたか。

栽培暦にしたがった資材であることを確
認して、購入します。
生産活動の内容が確認できるよう、肥料・
農薬の使用状況等を記録し、保存します。
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お問い合わせは、
農林水産省 【代表０３－３５０２－８１１１】農林水産省 【代表０３ ３５０２ ８１１１】

生産局 生産技術課 新技術第２班 （内線４７７３）

または、お近くの
地方農政局 生産経営流通部 農産課

沖縄総合事務局 農林水産部 農畜産振興課

にご相談下さい。にご相談下さい。

※ＧＡＰのホームページ
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/gap/index.htm
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