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１ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）とは

○ ＧＡＰとは、生産者自らが、農業生産工程の全体を見通して、食品安全をはじめ様々な観点から注意すべき管理点○ ＧＡＰとは、生産者自らが、農業生産工程の全体を見通して、食品安全をはじめ様々な観点から注意すべき管理点

＜導入のメリット＞

○ とは、生産者自らが、農業生産 程の全体を見通して、食品安全をはじめ様々な観点から注意す き管理点
（点検項目）を定め、これに沿って農作業を実施・記録し、検証を行って農作業の改善に結びつけていく手法。

○ とは、生産者自らが、農業生産 程の全体を見通して、食品安全をはじめ様々な観点から注意す き管理点
（点検項目）を定め、これに沿って農作業を実施・記録し、検証を行って農作業の改善に結びつけていく手法。

（注）ＧＡＰは「Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ（良い農業の実践）」の略。

＜農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入（食品安全の確保の場合）＞ ＜導入のメリット＞

食品安全の確保

（例）農薬の残留、重金属、病原微生物
などど

＜農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入（食品安全の確保の場合）＞

①計画（Plan）

品目や地域の条件等に応じて、農

②実践（Do）

点検項目に沿って農作業を行い、

環境の保全

（例）廃棄物の適正処理、エネルギー節減、
など

などど作業の各段階ごとに考慮すべき危害
要因※等を洗い出し、点検項目を設定
します。

※ 危害要因とは、健康に悪影響をもたらす原因とな
る可能性のある食品中の物質または食品の状態。

記録します。

コストの削減

る可能性 ある食品中 物質または食品 状態。

農作業を行ったら、
記録し、保管します。

点検項目に沿って農
作業を行います。
（例 作業用ハサミを
頻繁に消毒する）

労働安全の確保

（例）農作業中の事故の回避など

（例）農薬・肥料等の資材コスト削減など

③点検・評価（Check）

生産者が話し合い、
考慮すべき危害要因等
を洗い出します。

農作業の各段階ごとに
危害要因等に応じて点検
項目を設定します。

品質の確保

（例）確実な受粉、収穫物の品温管理

生産者が集ま

④見直し・改善（Action）

記録を点検し、改善できる部分を
見出します。

生産者が集ま
り、記録を点検
し、改善点を見
出します。

点検項目を見直し、次期作の作付け
で活用します。
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○ 多くの生産者にとって、ＧＡＰは新たな概念である中で、農林水産省では、「２１世紀新農政２００７」
において、平成２３年度までに２千産地においてＧＡＰの導入を目指す目標を掲げ、ＧＡＰを積極的に推進。

○ 多くの生産者にとって、ＧＡＰは新たな概念である中で、農林水産省では、「２１世紀新農政２００７」
において、平成２３年度までに２千産地においてＧＡＰの導入を目指す目標を掲げ、ＧＡＰを積極的に推進。

２ ＧＡＰの推進に向けた取組

○ 具体的には、「基礎ＧＡＰ」等を用いてＧＡＰの普及啓発に努めるとともに、補助事業等により産地のＧＡＰ導入
に向けた取組の支援を実施。

○ 具体的には、「基礎ＧＡＰ」等を用いてＧＡＰの普及啓発に努めるとともに、補助事業等により産地のＧＡＰ導入
に向けた取組の支援を実施。

ＧＡＰ導入に向けた取組に対する支援措置ＧＡＰ普及啓発の主な取組

○食の安全・安心確保交付金

（２１年度予算額：２ ３１４百万円の内数）

○先進的総合生産工程管理体
制構築事業（国直接採択事業）

（２１年度予算額：６３３百万円）

ＧＡＰ導入に向けた取組に対する支援措置ＧＡＰ普及啓発の主な取組

○基礎ＧＡＰの策定

（平成19年3月）
・農業生産工程管理（ＧＡＰ）の （２１年度予算額：２，３１４百万円の内数）

（事業内容）

都道府県や産地段階におけるGAP導入の推進体制
の整備・強化、産地の実態に応じたGAPの導入を支援

（２１年度予算額：６３３百万円）

（事業内容）

①産地段階における、生産から加工又
は流通までの一貫した先進的な生産工
程管理を行うモデル的な取組を支援

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の

普及を目的に策定

・食品安全や環境保全等に係

る汎用性の高い項目に絞った

基礎的なＧＡＰ 程管理を行うモデル的な取組を支援

（取組例：Ｙ農業生産法人、ハウス野菜）

・ハウス毎の品質・収量の情報を自動で
測定・記録できる選別機の整備

（主な事業のメニュー）
○都道府県段階の取組
・品目毎の導入マニュアルの策定

基礎的なＧＡＰ

・管理点（点検項目）は20～25

項目程度

（印字・コード付き

包装機）

・出荷商品のトレーサビリティーに対応で
きる印字・コード付き包装機の整備 等

・ＪＡ営農指導員、法人の管理
者等に対する研修

○産地段階の取組

（県版マニュアル）

○ＧＡＰ手法導入マニュアルの

策定 （平成20年1月）

・産地がGAPを導入する際に参

考となるよう作成

②ＧＡＰの取組内容等に関するデータ
ベースの作成・インターネットを通じた情

○産地段階の取組
・ＧＡＰ講習会の開催・参加
・先進事例調査、市場調査等の調査
・専門家の招聘
・ＧＡＰの取組内容の検討に必要な
水や土壌 残留農薬の分析

（研修会）

考となるよう作成

・基礎ＧＡＰを中心として、ＧＡＰ

の考え方、導入効果、導入手

順等を提示

報提供
水や土壌、残留農薬の分析

２



３ ＧＡＰの取組の状況

○ こうしたＧＡＰの導入・推進に向けた施策の展開等により、ＧＡＰの取組は、毎年、着実に増加。
また、全国では、農林水産省のほか、都道府県、ＪＡグループ、民間の事業者等、様々な主体が策定した

全国におけるＧＡＰの導入状況

また、全国では、農林水産省のほか、都道府県、ＪＡグル プ、民間の事業者等、様々な主体が策定した

ＧＡＰを導入している状況。
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都道府県におけるＧＡＰの導入状況

【北海道】
※【凡例】 導入割合 【北海道】

ホクレンでは、麦の赤カビ病対策な
どの徹底等を図るため、麦のＧＡＰ
を道内の全ての生産者に導入。

※【凡例】 導入割合

0%～20%以下

20%～40%以下

【福井県】

60%～80%以下

40%～60%以下

【福井県】
福井県経済連では、消費者の安全
意識の高まりに対応するため、米
を中心として、生産履歴記帳の徹
底に加え ＧＡＰを取り入れた取組

※調査対象産地数の

80%～100%以下

【栃木県】

底に加え、ＧＡＰを取り入れた取組
をＪＡグループ全体で推進。

うちＧＡＰを導入済
みの産地の割合

【栃木県】
栃木県とＪＡグループが連携
し、県内の全てのイチゴ生産
者を対象に食の安全、品質向
上等の県独自のＧＡＰを推進

【鹿児島県】
鹿児島県では、食の
安心・安全の確保を

上等の県独自のＧＡＰを推進。
図るため，GAPを取り
入れた「かごしまの農
林水産物認証制度」
を導入し、全県で推

（注)農林水産省調べ（平成２１年３月末現在、産地強化計画等を策定した産地を対象に調査）

進。
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○ このように、国内では様々な主体が、それぞれ独自のＧＡＰを推進しており、各ＧＡＰの取組内容を比較すると、
農薬、肥料など各ＧＡＰに共通して設定されている取組がある一方、取組ごとの管理点の数については多岐にわたっ
ている状況。

○ このように、国内では様々な主体が、それぞれ独自のＧＡＰを推進しており、各ＧＡＰの取組内容を比較すると、
農薬、肥料など各ＧＡＰに共通して設定されている取組がある一方、取組ごとの管理点の数については多岐にわたっ
ている状況。

ＧＡＰの
推進主体

対象
品目

項目数
（概算）

管理点（点検項目）

食品安全 環境保全 労働安全

その廃棄物 エネル 作業 従業推進主体 品目 （概算）
他農薬 肥料

重金
属

病原
微生物

化学
物質

異物
その
他

水の
保全

土壌の
保全

廃棄物
処理
・利用

エネル
ギーの
節減

生物の
多様性

その
他

作業
者の
安全

従業
員の
福祉

農林水産省
露地
野菜

約２０ 5 3 1 2 - - 7 - 1 1 3 - - 1 - 1

Ａ県 青果物 約５０ 33 5 2 3 - - 23 1 1 2 1 - - 6 - 4

Ｂ県 青果物 約６０ 7 3 1 5 1 5 28 - 1 1 - - - 3 - 28

団体Ｃ 青果物 約３２０ 40 12 4 2 5 8 33 2 4 20 - - - 5 1 90

団体Ｄ 青果物 約１３０ 39 13 5 10 11 10 17 5 5 3 1 3 4 12 7 13

団体Ｅ 青果物 約２００ 67 23 4 6 6 7 67 6 4 13 1 6 1 22 7 22

（注）１つの項目に２つ以上の内容が含まれているものについては、それぞれの内容毎に数を積み上げている。（※項目数(概算)と内訳の合計は一致しない。）

適合性確認
の方法

様々な取組内容

（その他の様々な特徴）

自己点検

取引相手（第２者）
による点検

・汎用性の高い項目に絞っている。

・食品安全分野において、農薬の適正使用に係る項目を中心に設定。

・その他の分野において、品質確保に係る項目を設定

・その他の分野において、販売管理に関する項目を詳細に設定。

５

（農林水産省調べ、平成20年7月時点）

第３者による点検
・食品安全分野において、農薬の飛散低減（ドリフト対策）の項目を設定。

・労働安全分野において、作業者の安全のみならず従業員の福祉に関する項目を設定。



４ 今後の課題

○ こうした取組内容が多岐にわたるＧＡＰの現状のため、農業者は取引先により異なったＧＡＰの実践を求められ
る場合もあり、負担が懸念される状況。このため、複数のＧＡＰに取り組む農業者の負担軽減を図ることが必要。

○ こうした取組内容が多岐にわたるＧＡＰの現状のため、農業者は取引先により異なったＧＡＰの実践を求められ
る場合もあり、負担が懸念される状況。このため、複数のＧＡＰに取り組む農業者の負担軽減を図ることが必要。

○ また、ＧＡＰの取組を消費者や実需者の信頼の向上につなげていくためには、科学的知見や消費者、実需者等の
ニーズを踏まえた、より高度な取組内容を有するＧＡＰの推進が必要。

○ 特に、食品安全の観点からは、農業生産活動におけるリスク管理措置を着実に行い、食品としての安全性を向上
するため、農薬取締法などの法令に定めのある取組と併せて、今後、農林水産省が科学的知見に基づき策定する危
害要因ごとのリスク低減指針等を 各ＧＡＰに適切に反映させることが必要

○ また、ＧＡＰの取組を消費者や実需者の信頼の向上につなげていくためには、科学的知見や消費者、実需者等の
ニーズを踏まえた、より高度な取組内容を有するＧＡＰの推進が必要。

○ 特に、食品安全の観点からは、農業生産活動におけるリスク管理措置を着実に行い、食品としての安全性を向上
するため、農薬取締法などの法令に定めのある取組と併せて、今後、農林水産省が科学的知見に基づき策定する危
害要因ごとのリスク低減指針等を 各ＧＡＰに適切に反映させることが必要害要因ごとのリスク低減指針等を、各ＧＡＰに適切に反映させることが必要。害要因ごとのリスク低減指針等を、各ＧＡＰに適切に反映させることが必要。

Ｋ農協（滋賀県）

○農林水産省が公表した優先的にリスク管理を行うべき危害要因○産地が複数のＧＡＰに対応している事例

有害化学物質Ｋ農協（滋賀県）

米について取引先策定のＧＡＰ、団体策定の

ＧＡＰの双方に対応

Ｃ農協（高知県）

有害化学物質
カドミウム、かび毒(デオキシニバレノール(DON)、ニバレ
ノール(NIV)) 等
有害微生物
腸管出血性大腸菌、サルモネラ 等

Ｃ農協（高知県）

野菜（トマト）について、取引先策定のＧＡＰ、

団体策定のＧＡＰの双方に対応

麦類の麦類のDONDON・・NIVNIV汚染低減のための指針（概要）汚染低減のための指針（概要）

○リスク低減の指針（麦のかび毒）

１．赤かび病防除のための取組
（１）品種の選択
（２）生育状況の把握

麦類の麦類のDONDON・・NIVNIV汚染低減のための指針（概要）汚染低減のための指針（概要）
（平成20年12月農林水産省策定）

（２）生育状況の把握
（３）適期防除
（４）農薬の選択
２．栽培管理・乾燥調製の工程での取組
（１）適期、適切な収穫
（２）前作の残さ等の処理

（赤かび病被害麦）

６

（２）前作の残さ等の処理
（３）乾燥調製
３．かび毒検査の活用



○ また、食品安全に加え、ＧＡＰの重要な目的である環境保全と労働安全についても、法令や国の基本的な指針等の
内容を各ＧＡＰに適切に反映させることが必要。

○ また、食品安全に加え、ＧＡＰの重要な目的である環境保全と労働安全についても、法令や国の基本的な指針等の
内容を各ＧＡＰに適切に反映させることが必要。

農作業安全のための指針農作業安全のための指針

○環境保全に関する基本的な指針（例） ○労働安全に関する基本的な指針（例）

環境と調和の取れた農業生産活動規範環境と調和の取れた農業生産活動規範

・農作業を安全に行う上で農業者等が留意すべき事項等について
定めたもの

農作業安全のための指針農作業安全のための指針
（平成14年3月農林水産省策定）

・農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項をとりまとめたもの
・農林水産省が実施する補助事業等については、規範を実践する農業者
に対して講じていくことを基本とし、その推進を図る
・具体的な点検項目として 「土づくりの励行」 「適切で効果的・効率的な

環境と調和の取れた農業生産活動規範環境と調和の取れた農業生産活動規範
（平成17年3月農林水産省策定）

・具体的には、農作業安全に関する講習会への参加や、危険箇所
の周知徹底・改善、安全性の高い機械の選択、機械の整備点検
等を示している

○農作業安全一般対策

具体的な点検項目として、「土づくりの励行」、「適切で効果的 効率的な
施肥」、「効果的・効率的で適正な防除」等を示している

○土づくりの励行
たい肥の施用や稲
わらのすき込みなど

研修会への参加による
安全意識の高揚 等

○危険箇所での作業及び危険箇所の整備
転落、転倒などの

わらのすき込みなど
有機物の供給に努
める。

○適切で効果的・効率的な施肥
都道府県の施肥基準や土壌

転落、転倒などの
危険箇所の周知
徹底、改善 等

○機械の導入・利用・管理

都道府県の施肥基準や土壌
診断結果等に則した施肥量、
方法で施肥

都道府県の
施肥基準

○機械の導入 利用 管理
・安全性の高い
機械の選択
・機械の使用前後
の点検・整備 等

○効果的・効率的で適正な防除
・病害虫・雑草が発生しにくい栽培
環境づくり
・病害虫の発生状況の把握、農薬や
他 防除手段 組 合わ 等

粘着トラップ
による害虫発
生状況の把握

７

他の防除手段の組み合わせ 等

上記の他、「廃棄物の適正な処理・利用」、「エネルギーの節減」
「新たな知見・情報の収集」、「生産情報の保存」を示す

上記の他、安全で快適な作業環境、燃料、農薬等の管理、道具の安全
使用など広範にわたり農作業安全上の留意事項を示す。



○ なお、昨年、農林水産省が開催した「ＧＡＰの推進に係る情報交換会」の取りまとめでも、国が食品安全、環境保
全 労働安全について共通して求められる事項を整理し 標準化を進めるなど 共通の基盤づくりを進めることが適

○ なお、昨年、農林水産省が開催した「ＧＡＰの推進に係る情報交換会」の取りまとめでも、国が食品安全、環境保
全 労働安全について共通して求められる事項を整理し 標準化を進めるなど 共通の基盤づくりを進めることが適

【とりまとめの主な内容】

全、労働安全について共通して求められる事項を整理し、標準化を進めるなど、共通の基盤づくりを進めることが適
切であるとされたところ。
全、労働安全について共通して求められる事項を整理し、標準化を進めるなど、共通の基盤づくりを進めることが適
切であるとされたところ。

【ＧＡＰの推進に係る情報交換会】 【とりまとめの主な内容】【ＧＡＰの推進に係る情報交換会】

ＧＡＰに係る学識経験者やＧＡＰに取り組
む生産者、流通業者、実需者等の実務担当者
で構成

様々なＧＡＰが存在し、
今後のＧＡＰの方向性につ
いても関係者の間で様々な

我が国における今後のＧＡＰの
推進方向について一定の共通の認
識を持って進められるようにする

＜委員の構成＞

植原 千之 イオントップバリュ(株)取締役
岡田 貴浩 横浜丸中青果(株)執行役員
片山 寿伸 片山りんご(株)代表取締役

いても関係者の間で様々な
考え方

識を持って進められるようにする
ことが重要

片山 寿伸 片山りんご(株)代表取締役
加藤 浩生 ＪＡ全農ちば営農直販部営農対策

グループ営農技術センター長
坂 芳則 埼玉県農林部農産物安全課長
篠原 温 千葉大学大学院園芸学研究科教授
壽原 克周 日本生活協同組合連合会産直担当 共通の基盤づくり

我が国におけるＧＡＰの一層の推進に向けて、共通の基盤づくりを
進めることが適切であり、国において具体的な取組を進めることが重
要。

壽原 克周 日本生活協同組合連合会産直担当
副島 陽一 (社)全国農業改良普及支援協会

常務理事
戸井 和久 (株)イトーヨーカ堂青果部シニア

マーチャンダイザー
中嶋 康博 東京大学大学院農学生命科学研究科

○ 我が国のＧＡＰのあるべき姿として、
① 消費者が求める高い安全性等の多様なニーズに対応
② 我が国の農業生産の実態に即し
③ 全ての生産者が実践可能

共通の基盤づくり

中嶋 康博 東京大学大学院農学生命科学研究科
准教授

原 広志 愛知県経済連営農総合室営農企画
担当課長

松本 武 (有)松本農園取締役

③ 全ての生産者が実践可能
④ 科学的知見等に基づく
等の点を考慮しつつ、ＧＡＰの主な目的である食品安全、環境保全、
労働安全について、共通して求められる事項を整理し、標準化
（チェクシートの例も提示）
○ 産地主導の体制づくりのため 具体的な実行の仕方や指導のあり方を

８

注）役職は当時（平成20年10月）のもの
○ 産地主導の体制づくりのため、具体的な実行の仕方や指導のあり方を
整理



「ＧＡＰの推進に係る情報交換会」とりまとめ（抜粋）

（注）本資料はあくまでイメ ジであり 内容を決定するものではない

（参考）

「我が国におけるＧＡＰの推進に向けた共通の基盤づくり（イメージ）」

目的（例） 対象（例） 管理点（例） 取組方法（例）

食品安全 農薬

病原微生物

散布

保管

ラベルの確認

使用時期の確認（収穫前日数）

（注）本資料はあくまでイメージであり、内容を決定するものではない。

環境保全 廃棄物処理 廃棄 自治体の条例に基づき廃棄

病原微生物 保管 使用時期の確認（収穫前日数）

散布機の年１回の補修・・・
・・・

・・・

・・・

・水の保全 リサイクル 生分解性プラスチックの活用

労働安全 作業者の安全 農業機械の点検 農業機械の定期点検

・・・
・・・

・・・

・・・

作業者の福祉

コスト削減 肥料 購入 共同購入（まとめ買い）

・・・

・・・ 農業機械の年１回の補修

削減 肥料

農業機械

購入

施肥

共同購入（ま 買 ）

品質向上 糖度 温度管理 温室の夜間温度の低下

・・・
・・・

・・・

品質向上 糖度

酸度

温度管理

摘果・剪定

温室の夜間温度の低下

・・・
・・・

・・・

我が国のＧＡＰに共通して求められる事項を整理し、標準化 具体的な実行の仕方や指導のあり方の整理

９



標準的な農業生産工程管理（ＧＡＰ）の作成上の留意点

１ より高度な内容の実践と実行可能性の確保
標準的なＧＡＰに位置づける取組は、該当分野における法令遵守事項、国が定
める基本的な指針その他の目的の達成に必要なより高度な内容の実践であって、
技術面・コスト面等の観点から生産現場で実行可能なものの設定を考慮

２ 実行内容の検証の容易さ
① 標準的なＧＡＰで取組む管理点は、実行した内容の可否を客観的に判断しや
すい具体的な表現による設定を考慮
② 実行した内容 適合性 確認を適正に行えるよう 記帳 方法や必要な証拠② 実行した内容の適合性の確認を適正に行えるよう、記帳の方法や必要な証拠
書類等の保存を考慮

３ 選択制の許容
① 生産工程管理の目的の達成に有効な取組が複数ある場合 生産者の事情に① 生産工程管理の目的の達成に有効な取組が複数ある場合、生産者の事情に
応じ、より取組み易い内容を選べるような選択肢の設定を考慮

② 適合性の確認方法については、消費者・実需者等の信頼の向上の観点から、
自己点検に加え、産地の責任者等による点検、取引相手による点検又は第３者
による点検を選択的に導入することを検討。

４ 発展性
標準的なＧＡＰの対象とする食品安全、環境保全、労働安全に係る共通の基盤
としての取組に加え、各主体が独自の内容を容易に付加できるよう取組の発展性
を考慮を考慮

５ 参考情報の付記
我が国の農業生産の取組方向に関する情報、また、標準的なＧＡＰの実践に当た
り、各管理点の必要性を理解し易くするため、各管理点の設定目的や関係する法令
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、科学的データ等の参考情報を付記

６ その他必要となる事項



○標準的なＧＡＰの管理点に関係する法令、指針等の内容

分野
該当法令、
指針等

管理点に関係する内容（例） 分野
該当法令、
指針等

管理点に関係する内容（例）

（農林水産省生産局技術普及課調べ）

食品安全基
本法

・農薬使用者は適正使用の指導を受ける

・登録された農薬の使用

食料・農業・農
村基本法
循環型社会基
本法
農薬取締法 ・農薬散布に伴う周辺環境への被害防止対策の実施

廃棄物の処理及 廃棄物の適正処理 保管
農薬取締法 ・表示事項（適用作物、回数等）の遵守

・使用状況の帳簿への記載

・登録期限を越えた農薬の不使用

肥料取締法 ・保証票のある肥料の使用

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律

・廃棄物の適正処理、保管
・廃棄物の野焼きの禁止（営農活動上をやむを得ない
ものを除く）

悪臭防止法
・住宅集合地域における燃焼に伴って悪臭が生ずるも
のの焼却の禁止

食
食 衛生

・衛生的（清潔）な取扱いの実施

・以下に該当する食品の販売禁止

・農薬の残留基準値を超える食品

環
境
保
全

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

・家畜排せつ物の適正処理、保管

・たい肥等の有機物の適切な施用による土づくり
品
安
全

食品衛生法
農 食

・健康被害が懸念される有害物質（重金属等）

を含む食品

・異物の混入により健康を損なう恐れのある食品

環境と調和の取
れた農業生産活
動規範

・都道府県の施肥基準や土壌診断結果等に則した効果
的・効率的な施肥

・病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり
(輪作、抵抗性品種等）
・病害虫の発生状況の把握に基づく効果的・効率的な
防除

指針

・農薬の飛散低減対策

（風向きへの注意、飛散の少ない剤の選択等）

・麦類のかび毒（DON、NIV）の汚染低減の指針

（適期の防除・収穫等）

防除
・作物の残渣等の有機物の利用、使用済みプラスチッ
ク等の廃棄物の適正処理、使用済み資材の再利用等

・エネルギー（電力、燃料等）の消費の節約

労働安全衛生法

毒物及び劇物取指針

マニュアル

（適期の防除・収穫等）

・水稲のカドミウム吸収抑制の対策技術マニュアル

（出穂前後の湛水管理等）
労
働
安
全

毒物及び劇物取
締法

・毒物（劇物）の適正保管、廃棄等

消防法 ・燃料の適正保管、使用

農作業安全の

・農作業安全一般対策（安全研修の受講等）
・危険箇所の把握と周知徹底、改善
・安全で快適な作業環境の確保

11

農作業安全の

指針

・安全で快適な作業環境の確保
・機械の導入・利用・管理
・燃料、農薬等の管理
・道具の安全使用

注）下線は法令で義務づけられている事項



目的 達成に

標準的なＧＡＰにおける管理点の設定（イメージ）
（農薬の使用基準遵守の例）

農薬使用前に 下記の点について理解し

工程管理の
目的

農薬の

目的の達成に
必要なポイント
（必要性・実現性）

管理点（イメージ）

１ 農薬使用につい 理解すべき内容を具体

設定上の留意点
（客観性の確保等）

農薬使用前に、下記の点について理解し
ていますか。
（１）農薬の使用に関する規制
（２）不適正使用防止対策
①普及指導員、病害虫防除員等による指
導を受ける。

農薬の
使用基準遵守

１．農薬使用につい
て十分に理解し
ているか

理解すべき内容を具体
的に規定

指導を受ける者を複数
設定

導を受ける。
②農薬使用に関する研修会等を受講する。

等を行い、理解を深める。

２．農薬使用の際、
表示を確認した

農薬使用前に、容器または包装に表示の
次の内容を確認していますか

確認の対象となる表示
を複数設定表示を確認した

か
次の内容を確認していますか。
（１）登録番号、（２）対象作物
（３）使用量又は希釈倍率
（４）使用時期、 （５）製剤の使用回数
（６）有効成分の種類毎の総使用回数
（７）最終有効期限

表示で確認する内容を
具体的に規定

を複数設定

３．農薬は正確に希
釈したか

（７）最終有効期限
（８）使用上の注意

農薬を正確に希釈できていますか。
（１）容器等の目盛りを使って希釈している

正確な希釈に必要な取
組を具体的に規定

農薬散布機は散布直後に十分に洗浄され
ていますか。

（１）タンク部分、散布機の外側やホース等
の部品が洗浄されている

４．散布機は十分に
洗浄されている
か

組を具体的 規定

洗浄の方法を具体的に
規定

の部品が洗浄されている
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・
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・
・


