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事例１ 農薬の適正使用                                （注）農薬散布時に係る点検項目を中心に選定。 

基礎ＧＡＰ（施設野菜） ＪＡあいち版ＧＡＰ（施設（野菜・果樹）） 日生協ＧＡＰ（青果物） ＪＧＡＰ（青果物 Ver2.1） 

    

    

－１－

(1.2.1) 今後散布する予定の農薬のリストがありますか。 

○今後散布する予定の農薬の商品名、有効成分、対象病害虫を

書いたリストがある。 

(4-2) 農薬の使用基準を遵守している。 

①農薬の使用基準を知っているか（ヒヤリング）。 

②対象作物、用量、希釈倍率、休薬期間は守られているか。 

③農薬使用の際の防護装備（マスク、防護メガネ、手袋、長靴、

カッパ、エプロンなど）を持っているか。 
④農薬使用時に防護装備を装着しているか（ヒヤリング）。 
⑤種子、苗に使用された農薬は把握できるか。 

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、使用量を守って使

用しましたか。 

農薬の適切な使用 

 (4-2)使用する作物の登録農薬であることを

確認して購入していますか。 

農薬の適切な使用 

 (4-3) 対象作物に登録のある農薬をラベル
の使用基準どおり使用していますか。 

農薬の適切な使用 

(4-4) 農薬を使用する場合は、農薬が身体に
付着しないような服装等に心がけ、マス

クをかけて作業していますか。 

農薬使用の収穫前日数を確認し、適期収

穫を行ないましたか。 

(1.2.2) 作物の生産国で許可された農薬だけを散布してい

ますか。 

○作物の生産国の使用禁止農薬を使用していない。 

(1.2.3) 輸出用作物は、輸出先で使用禁止の農薬が定められ

ている場合、それに従っていますか。 

○輸出用作物は、輸出先で使用禁止の農薬が定められている場

合、それに従っている。 

(1.2.4) 農薬散布を判断する責任者が決まっていますか。そ

の責任者は農薬に関する十分な知識を持っていますか。

○特定の責任者が、農薬の選択と散布計画の立案と実行の指示

を行っている。その責任者は農薬管理指導士、普及指導員、

毒物劇物取扱者、薬剤師、もしくは都道府県がこれらと同等

と認める資格の証明書を持っている。 

もしくはこれらの資格を持った技術者や、病害虫防除所、

普及指導センターの助言を受けている。 

(1.2.5) 農薬の準備･散布はラベルの指示に従っています

か。 

○すべての農薬の準備(混合･希釈)と散布は、ラベルの指示また

は公的出版物の指示に従っている。 

(1.2.6) 農薬を正確に希釈していますか。 

○農薬を正確に計ることができる器具がある。平らな場所で水

を準備するなど、水を正確に計量している。 

(4-1) 使用した農薬の記録を作成し、保管している。 

①使用した農薬は記録されているか。 

②農薬の使用日、用量、希釈倍率、剤型は記録されているか。 

③使用したのに記録されていない農薬はないか（サンプル調

査）。 
④栽培計画にない農薬は使用されていないか（サンプル調査）。 
⑤栽培計画にない農薬が使用されている場合、農薬取締法、栽  

培区分に抵触しないか。 

⑥農薬の保管庫に使用された記録のない農薬はないか。 

(1.2.8) 農薬散布を適切に記録していますか。 

○農薬散布について、下記の項目を記録している。 

① 対象作物および品種（ポストハーベスト農薬の場合は農産物

のロット番号） 

② 散布場所 （圃場の名称） 

③ 日付 

④ 農薬の商標名および有効成分 

⑤ 希釈倍数と散布量 

⑥ 作業者名 

⑦ 散布の根拠となった病害虫や除草など 

⑧ 農薬散布機・散布方法 

⑨ 使用時期(収穫前日数など) 

⑩ 責任者名 

施肥防除・収穫・処理記録 

 (8-1) 肥料や農薬を使用したときは、生産履
歴記帳シート（栽培日誌）に記帳し、出

荷前までに JA へ提出していますか。 

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。 
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－２－ 

農薬飛散事故防止 
(4-5) 粒剤等の飛散しくにい農薬を使用した
り、風がほとんどない時間に作業を行う

ようにしていますか。 

農薬飛散事故防止 
(4-6)散布機の調整は適切に行っていますか。

農薬飛散事故防止 
(4-7) 住宅地や田畑に近接した農地で農薬を
散布する時には､散布前に近隣住民や田

畑所有者に周知するようにしています

か｡ 

(参考)基礎ＧＡＰ(露地野菜) 

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、農薬の飛散低減対策を

行いましたか。 

(1.2.7) 農薬散布を準備する場所は、農産物や環境に危害の

無い状態ですか。 

○農薬散布を準備する場所は、農産物や環境に危害の無い状態

である。 

(1.2.9) 農薬の使用時期（収穫前日数）と使用回数は守られ

ていますか。 

○農薬散布記録と収穫日の記録によって、使用時期が守られて

いることが分かる。特に連続して収穫する作物は、誤って収

穫してしまうことを防ぐ工夫をしている。農薬散布記録とラ

ベルの指示によって使用回数が守られていることがわかる。 

(1.2.13) 農薬散布機の使用前点検を毎回行い、性格に散布

できることを確認していますか。 

○ノズル、ホース、接合無のチェックなどを行い、試運転を行

うことで正確に散布できることを確認している。部品・油の

交換や修理を行った場合はその記録を残す。 

(1.2.14) 農薬散布機を年 1 回以上整備し、使用直前での故

障発見を回避していますか。 

○年 1回以上、農薬散布機の点検、修理、オイル交換などの整

備を行い、その記録を残している。外部の整備サービスがあ

る場合は、それを利用している。 

(1.3.1) 自分の圃場を含む周辺圃場からの農薬ドリフト（飛

散）の危険性について把握していますか。 

○周辺圃場で栽培されている作物を把握し、そこからの農薬ド

リフト（飛散）の危険性について認識している。自分の圃場

内のドリフト（飛散）の危険性を認識している。 

(1.3.2) 自分の圃場を含む周辺圃場からの農薬ドリフト（飛

散）の危険性を減らすための対策を行っていますか。 

○周辺の生産者とコミュニケーションをとることなどによっ

て、周辺地からのドリフト（飛散）対策を行っている。自分

の圃場内のドリフト（飛散）についても対策を行っている。 

(4-3) 混植している作物相互の汚染や隣接ほ場への農薬の

飛散などがおこらないようにほ場、作業場、散布方法を

管理している。 

①混植ほ場はあるか。 

②隣接するほ場の作物は把握されているか。 

③混植作物、隣接ほ場への汚染防止のために、散布時の風向、

風力の注意、散布機、ノズルの変更、圧力の低減、散布方向

に注意しているか（ヒヤリング）。 
④汚染防止のため、使用する農薬の適用対象、休薬期間、剤型

を考慮して選定しているか。 
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(6.1) 収穫と、圃場から農産物取り扱い施設までの輸送につ
いて、農産物の安全に関するリスクを検討しましたか。

○収穫と、圃場から農産物取扱い施設までの輸送について、病

原菌、化学物質、異物混入のリスクを検討している。 

(6.2) 収穫の過程で、農産物の安全に関するリスクを減らす

ための対策、ルール、手順がありますか。 

○6.1.の検討結果に基づき、収穫の過程で考えられる農産物の

安全に関するリスクを減らすための対策、ルール、手順が文

書化もしくは表示されている。 

例えば、農産物に病原菌がつくのを防ぐため、病気やケガ

のある人は作業をしない。トイレの後には手を洗う。作業場

所から 500 メートル以内のところに手を洗う設備がある。ご

み、たばこの吸殻、ガラスなどの異物が混入しないようにす

る。くり返し使う収穫コンテナや収穫器具（はさみ、ナイフ

など）は清潔に保つ。収穫用コンテナを他の目的に使用して

いない。 

(6.3) 圃場から農産物取扱い施設までの輸送において、農産
物の安全に関するリスクを減らすための対策、ルール、

手順がありますか。  

○6.1.の検討結果に基づき、圃場から農産物取扱い施設までの

輸送で考えられる農産物の安全に関するリスクを減らすため

の対策、ルール、手順が文書化もしくは表示されている。 

例えば、農産物輸送に使われているトラックやコンテナな

どが他の目的でも使われている場合、病原菌、化学物質、異

物混入による汚染がないよう、定期的に清掃している。 

(6.4) 6.2.と 6.3.で定めた対策、ルール、手順を作業者全員
に周知し、実行させていますか 

(7.1) 農産物取扱いの作業と施設について、農産物の安全に
関するリスクを検討しましたか。  

○農産物取扱いの作業と施設について、病原菌、化学物質、異

物混入のリスクを検討した記録がある。記録は年１回以上更

新している。 

(7.2) 農産物取扱いの作業の過程で、農産物の安全に関する
リスクを減らすための対策、ルール、手順がありますか。

○7.1.の検討結果に基づき、農産物取扱いの作業の過程で考え

られる農産物の安全に関するリスクを減らすための対策、ル

ール、手順が文書化もしくは表示されている。 

例えば、農産物に病原菌がつくのを防ぐため、病気やケガ

のある人は作業をしない。手洗い、宝石類の着用、つめの長

さ、衣服の清潔さ、喫煙・休憩・食事の場所などに関してル

ールを定める。選別で取り除かれた農産物やごみは特定の場

所にまとめ、その場所を定期的に清掃・消毒する。 

(7-1) 作業中に喫煙、飲食をしない 

①喫煙、飲食しながら作業をしていないか。 

②作業期間中の休憩時の飲食の場所は適切か。 

③ほ場、作業場などに吸い殻、飲食品の包材ゴミなどがない 

(7-2) 収穫された農産物は、品目・量・収穫時期などを記録

し、保管している。 

①収穫記録を持っているか（収穫量が記録されている栽培管理な

どの記録も可。） 

②収穫記録に品目、数量、収穫日は記録されているか。 

③収穫量と生産計画は大きくかけ離れていないか。 

④収穫記録は整理されているか。 

(7-4) 収穫した農産物への異物混入の防止策をとっている 

①農産物への異物混入の点検は行われているか。 

②農産物を取り扱う際、帽子、手袋、決まった服装を着用してい

るか。 

③収穫品を取り扱う際、装身具を外しているか。 

④備品の定位置管理は行われているか。 

(7-5) 収穫した農産物への交叉汚染の防止策をとっている 

①農産物の動線は明確か 

②作業場に化成肥料は置かれていないか 

③作業場で使用する洗剤は、飛散や汚染の危険性がないように管

理されているか。 

(9-1) 作業場の整理・整頓・清掃を日常的に実施している 

①作業場で使用する備品、資材の識別、分別は行われているか。 

②作業場に不要なものはないか。 

③集荷作業場、選果作業場の埃、ゴミは異物混入や汚染の原因に

なりうるほどか。 

④清掃は行われているか。 

⑤清掃は異物混入や汚染を防止できる頻度か。 

⑥整理、整頓、清掃の記録はあるか。 

(9-2) 手足の洗い場を作業場と区分けして設けている 

①手足の洗い場はあるか 

②手足の洗い場は作業上と隔離されているか。 

③手足の洗い場の汚水は農産物を汚染する危険が考えられない

ところに排水されているか。④清掃は行われているか。 

⑤清掃は異物混入や汚染を防止できる頻度か。 

⑥整理、整頓、清掃の記録はあるか。 

衛生管理 

(9-1)トイレの後や作業の前には手洗いを励行

し、清潔な作業着を着用していますか。 

収穫コンテナの洗浄等収穫物の病原微生

物等による汚染予防対策を行いました

か。 

衛生管理 

(9-2) 喫煙・飲食は決めた場所で行っています
か。 

衛生管理 

(9-3) 帽子の着用などにより異物の混入を防止

するなど、衛生に注意した農産物の調製を

行っていますか。 

(9-5) 作業前後には、出荷調製用の架台の清掃

を行っていますか。 

（参考）基礎ＧＡＰ（果樹) 

収穫に使う手袋、ハサミの衛生状態を確

認しましたか。 

（参考）基礎ＧＡＰ（果樹) 

果実の物理的損傷を最少にする丁寧な取

扱いを実施しましたか。 

（参考）基礎ＧＡＰ（果樹) 

罹病果や落下果など汚染されたものある

いは汚染の可能性のある果実は分別しま

したか。 
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(7.3) 7.2.で定めた対策、ルール、手順を作業者全員に周知
し、実行させていますか。 

(7.4) 適切な施設で農産物を保管・選別・包装していますか。

○農産物を保管・選別・包装する施設は下記の項目を満たして

いる。 

① 定期的に清掃されており清潔である。 

② 食品業界で使用が許可されている清掃用品や潤滑油を使用

している。 

③ 清掃用品や潤滑油は、農産物と離れた場所に置かれている。 

④ 農産物の上にある照明は壊れた時に破片が飛び散らないよ

うになっている。 

⑤ 動物、害虫などが入れないようになっている。入ってしま

った場合の駆除対策があり、対策を記録している。 

⑥ 床は乾燥している。 

⑦ 保管する場所は温度と湿度が管理されている。 

⑧ 7.1.の検討結果に基づき、農産物の安全に関するその他の

リスクが軽減されている。 

(4.4) 農産物を最後に洗う水、または輸送時に農産物と触れ

る氷は衛生的に取り扱われており、飲んでも害がないも

のですか。 

○農産物を最後に洗う水や農産物と触れる氷を衛生的に取り

扱っている。また、水質検査を年１回以上行い、日本もしく

は地域の飲用水の基準または WHO（世界保健機構）の基準に

適合していることを確認している。 

(4.5) 農産物を洗う水をくり返し使う場合、その水をろ過、

消毒し、pH や消毒剤の温度を定期的に点検しています

か。 

○農産物を洗う水をくり返し使う場合、その水をろ過・消毒し、

pH や消毒剤の濃度を定期的に点検し、記録している。ろ過は、

水中の固形物や浮遊物を効率的に取り除くもので、定期的に

行っている。 

(4.5) 適切な検査機関で水質分析を行っていますか。 

○水質分析を行う検査機関は、保健所、厚生労働省登録機関、

国際標準化機構(ISO)17025 を取得している機関、もしくはこ

れらと同等とみなされる機関である。 

(4.6) 収穫後に保冷剤を使用する場合、安全に配慮していま

すか。 

○保冷剤は誤飲や破損の際の安全に関して配慮がなされてい

る。 

(6-2)収穫された農産物の洗浄に使用する水は、飲料水と同

等の水を使用している。 

①収穫物の洗浄に使用する水は飲用適か 

②溜水を使用して収穫物を洗浄していないか。 

(9-3) トイレに手洗い場がある 

①トイレはあるか 

②トイレに手洗い場はあるか。 

③手洗い場に衛生用の備品はあるか。 

④トイレ後の手洗いを行っているか。 

(9-4) ペットや野鳥、部外者などが作業場に入らないように

している。 

①作業場の出入口、窓にはしめることができる扉はあるか。 

②作業場の開放時間（常時／搬入・搬出時／定時）は 10 分以内

か。 

③作業場の天井、外壁、内壁に隙間（破損、通風孔など）がある

か。 

④隙間に防鳥ネットを設置しているか。 

⑤出入口に遮蔽板を設置しているか。 

⑥集出荷場の出入口、天井、外壁、内壁に動物通過（足跡、通過

痕、体毛）の痕跡がないか。 

⑦集出荷場の出入口、天井、外壁、内壁に動物生息（糞、餌場、

営巣）の痕跡がないか。 

⑧関係者以外立入禁止の看板（展示物）は設置されているか。 

⑨ペットを飼育している場合、ペットが作業間に進入することは

ないか。 

(9-5) 喫煙場所を作業場や資材置き場とは区分して設けて

いる 

①喫煙場所はあるか 

②喫煙場所と作業場、資材置き場は異なる場所か。 

③喫煙場所は移動されていないか。 

(9-6) 農産物の水洗い場所を作業場とは区分して設けてい

る 

①農産物の水洗い場はあるか 

②水洗い場は作業場と隔離されているか。 

③農産物の水洗いの汚水は作業場を汚染する危険が考えられな

いところに排水されているか。 



事例３ 品質向上や環境保全等の特色ある取組 

栃木県版ＧＡＰ（いちご） 栃木県版ＧＡＰ（トマト） 

 
 

 

 
 
 
－５－ 

＜収穫、収穫作業＞ 

・２月以降の暖候期は、毎日収穫とし、収穫終了時間はハウス内気温

が高くなる９時までとする。 
（品質）時期により収穫間隔、収穫時期を定めた計画を立てること 

＜収穫、収穫作業＞ 

・保管中のコンテナ上に断熱・遮光シート等を被服する。 

・収穫コンテナは露天に置かない。 
（品質）いちごを収穫したコンテナは直射日光を避け、水滴等が付着しないよう被

覆すること 

＜選別作業、予冷＞ 

・収穫果実は、ほ場から予冷庫へ速やかに搬入する。 
（品質）収穫果実は速やかに品温を下げること 

○品質向上 

＜育苗、育苗管理＞ 

・追肥、かん水等の肥培管理の日常管理を徹底する。 

・定植前に花芽分化を検境にて確認する。 
（品質）無病でクラウン径の太い生産性の高い苗の育成に努め、定植時に花芽分化

を確認すること。 

＜栽培管理、電照等使用＞ 

・生育状況に応じて、電照、炭酸ガス施用資料に基づき、処理開始時期・

処理期間等を設定する。 
（品質）電照、炭酸ガス施用量は株の生育状況や天候を考慮しながら、適正に使用

すること。 

＜栽培管理、ミツバチ利用＞ 

・ハウス内温度、湿度を適正に管理しつつ、規定の群数を入れ、開花状

況やミツバチの活動状況を観察し、受粉、着果状況を確認する。 

・最終出荷の１ヶ月程度前まではミツバチを利用する。 

・農薬使用時にミツバチへの影響日数等を確認する。また農薬散布の際

は、巣箱をハウス外に出して実施する。 
（品質）ミツバチが活動しやすい環境をつくること。 

○環境保全 

＜着果処理、マルハナバチによる着果処理＞ 

【セイヨウオオマルハナバチを利用する場合】 

・マルハナバチ受入前に飛散防止ネットを天窓、サイド換気口等に展帳、 

出入り口を２重被覆する。 

・ネットに破れがないか確認、補修する。 

・巣箱を移動する時は出入り口をふさぎ、周囲16mm 以下の網目の網や

袋等で巣箱を覆う。 

・利用終了後の巣箱はビニール袋で覆い密閉した状態にして日向に放置 

する、熱湯を巣箱に注ぐ等により確実にハチの殺処分を実施する。 
（環境）ハウス開口部に飛散防止ネット（周囲16mm 以下の網目）で開口部覆うこと

及び出入り口に同ネットを張ること 

（環境）巣箱をハウス外へ持ち出す場合、定められた方法により移動すること 

＜着果処理、マルハナバチによる着果処理＞ 

【クロマルハナバチ（在来種）を利用する場合】 

・マルハナバチ受入前に飛散防止ネットを天窓、サイド換気口等に展帳、

出入り口を２重被覆する。 

・ネットに破れがないか確認、補修を実施 

（環境）ハウス開口部に飛散防止ネット（周囲16mm 以下の網目）で開口部覆うこと

及び出入り口に同ネットを張ること 


