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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF 全農場基本モジュール  

 このモジュールの管理点は、あらゆる農業生産に関連する事項を網羅しており、認証取得を目指す全ての生産者に対して適用されます。   

AF. 1 農場の履歴と管理  

 持続可能な農業にとって重要な要素の一つは、その土地に関する固有の知識と実際的な経験を常に統合し、将来の管理計画と実際の作業に生かしてゆく
ことです。このセクションのねらいは、安全な食品生産と環境保護を確実にするべく、農場を構成する土地、建物、その他の施設の適正な管理を行なう
ことを確実にすることです。 

 

AF. 1.1 農場の履歴   

AF. 1.1.1 生産を行う各圃場、果樹園、温室、囲い地、区画、畜舎/ペンまたはその他の区

域/場所を参照する仕組みが確立されており、農場の図面や地図上で照合できる

ようになっていますか。 

適合するには、各圃場/園地、温室/囲い地/区画/畜舎/畜房または農場

内のその他の区域/場所で標識を見ることで識別ができるか、または農

場の図面や地図でも生産場所の識別の仕組みが相互参照できなければ

なりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

AF. 1.1.2 生産の各区画、またはその他の区域/場所で行われる家畜生産/水産養殖、また

は農業活動についての記録する仕組みが確立されていますか。 

最新の記録では、全生産場所での GLOBALG.A.P.生産履歴がわかるよう

になっていなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

AF. 1.2 農場の管理  

AF.1.2.1 初回検査の際に、登録された全ての生産場所に関するリスク評価を見ることが

できますか。初回以降の検査では、新たな生産場所、または既存の生産場所で

リスクに変化のあった場所（これには借地を含む）についてのリスク評価が閲

覧できますか。このリスク評価では、対象となるサイトで、食品安全、環境、

該当する場合は動物の健康の観点から、持続的な生産ができることが示されて

いますか。 

そのサイトが生産に適しているかを判断するために、リスク評価を行

うことが必要です。リスク評価文書の見直しは、毎年、リスクの変化

を考慮に入れて行い、また、新たなサイトを使用する際にも見直しを

しなければなりません。リスク評価では、圃場履歴や隣接する農・

畜・水産物/環境への影響について考慮しなければなりません（基本的

な情報については、AF別紙 1「リスク評価」、書かなければなりませ

ん。具体的な情報については AF別紙 2参照）。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF.1.2.2 リスク評価（AF.1.2.1）で特定されたリスクを最低限に抑えるための方策を定

めた管理計画がありますか。 

AF.1.2.1で特定した生産場所におけるリスクについて述べた管理計画

の中で、当該生産場所が生産に適していることを根拠づける方策につ

いて説明していることが必要です。 

下位の義務 

AF.2 記録の保持と自己評価/内部検査  

 生産活動を行う上で重要な詳細事項について記録し、その記録を保管しなければなりません。  

AF.2.1 外部審査の際に要求されるすべての記録が閲覧可能で、特定の管理点で 2年以

上の保管を要求している場合を除き、最低 2年間保管していますか。 
生産者は、最低 2年間分の最新の記録を保管しておかなければなりま

せん。新規申請では、登録申請した全区域に関して要求される

GLOBALG.A.P.文書類に関わる全ての農業生産活動について、外部検査

日からさかのぼって最低 3 カ月分、もしくは登録日以降の完全な記録

がなければなりません。家畜認証の場合は、少なくとも初回検査前 1

ローテーション分の記録がなければなりません。 

 

下位の義務 

AF.2.2 生産者または生産者グループは、責任を持って最低年に 1 回、それぞれ内部で

の自己評価または生産者グループでの内部検査を GLOBALG.A.P.基準に照らして

行っていますか。 

以下の文書証拠がなければなりません。 

オプション 1：生産者の責任で行った自己評価； 

オプション 2：生産者グループの責任で行ったグループメンバー全員の

内部検査および QMS内部監査。適用除外禁止。 

上位の義務 

AF.2.3 内部での自己評価または生産者グループでの内部検査の結果、見つかった不適

合に対して、効果的な是正処置を取っていますか。 

必要な是正処置について文書化し、実施していることが必要です。適

用除外禁止。 

上位の義務 
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AF. 3 作業者の健康、安全、福祉  

 どの農場においても、安全で効率的な経営の鍵となるのは「人」であるといえます。生産者自身だけでなく、農場のスタッフ、そして契約労働者が、生
産物と環境保護との質を表す存在であるともいえます。教育と訓練とが、持続可能性達成に向けた前進と、社会資本構築の助けとなるでしょう。このセ
クションの意図するところは、労働現場での安全作業の規範を確かなものとし、その内容を働く者全てが理解すること、彼らが任務を実施するのに必要
な力量を持つこと、そして、安全に働くための適切な器具を支給すること、また、事故が発生した場合には、適切、かつタイミングのよい支援を受けら
れるようにすることです。 

 
 
 
 
 

AF. 3.1  健康と安全  

AF: 3.1.1  

健康と安全に対する危害（ハザード）についてのリスク評価文書を生産者が保

持していますか。 

リスク評価文書は、一般的な内容のものでよいが、その農場の持つ条

件にあった適切な内容でなければなりません。変更があった場合には

（例えば、新しい機械、新しい建造物、新しい農薬の導入、耕作方法

の変更など）、このリスク評価の内容を見直し、更新をしなければな

りません。危害には次のようなものがありますが、これらのみに限定

されるわけではありません：機械の回転部分、動力取り出し装置

（PTO：パワーテイクオフ）、電気、ひどい騒音、塵埃、振動、極端な

高温・低温、ハシゴ、燃料タンク、スラリータンクなど。適用除外禁

止。 

下位の義務 

AF. 3.1.2 AF.3.1.1のリスク評価で特定された事柄を反映した、健康、安全のための手順

文書がありますか。 

健康と安全の手順には、少なくともリスク評価(AF.3.1.1)で特定され

た点が含まれており、農場作業に適応したものでなければなりませ

ん。事故、緊急時の手順、不測事態対応計画、作業現場等ですでに判

っているリスクへの対応などもこれらに含まれるでしょう。手順は毎

年見直し、リスク評価に変更があれば内容を更新しなければなりませ

ん。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF. 3.1.3 作業者全員に対して、健康と安全に関する教育訓練を行なっていますか。 目視での観察を通して、作業者がその責任及び仕事に対する力量を持

つことを証明できることが必要です。 作業指示及び教育記録の証拠を

確認できなければなりません。教育記録があり、教育資料が利用でき

るのであれば、生産者が健康と安全に関する教育を実施してもよいで

しょう（たとえば、外部による教育訓練の実施が必須というわけでは

ありません）。適用除外禁止。 

下位の義務 

AF. 3.2 衛生  

AF. 3.2.1 衛生のリスク評価を文書にしていますか。 衛生に関するリスク評価文書の中で、生産環境の衛生についても言及

していることが必要です。リスクは、生産・供給する産物によって異

なります。リスク評価は、一般的なものでよいが、その農場の持つ条

件にあった適切な内容でなければならず、毎年必ず見直しをし、変更

があった場合には（例えば、新たな作業の導入）、内容を更新しなけ

ればなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

AF. 3.2.2 全作業者向けの衛生指示文書がありますか。 衛生に関する指示書、たとえばはっきりした標識（図）や、作業者が

主に使う言語で書いたものが、見やすいように掲示してあることが必

要です。この指示書には、少なくとも以下の事項が書かれていなけれ

ばなりません： 

－手洗いの必要性 

－切り傷を覆うこと 

－決められた場所での喫煙、飲食 

－感染や健康状態についての通知、これには、病気の兆候（例えば嘔

吐、黄疸、下痢）についての通知を含み、これらの症状のある者は、

生産物や生産物との接触面に直接触れないようにしなければなりませ

ん。 

－適切な防護服の着用。適用除外禁止。 

 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF. 3.2.3 AF3.2.2の衛生についての指示に従って、農場で働く人全員に対し、基本的な

衛生について、毎年教育訓練を行っていますか。 

導入トレーニングとして、衛生に関する教育訓練を文書及び口頭の両

方で実施していることが必要です。新たに加わった作業者全員に対

し、必ずこの教育訓練を受けさせ、出席の確認ができなければなりま

せん。AF.3.2.2の指示全てを教育しなければなりません。農場の所有

者や管理者も含む全員が、少なくとも年に一度、農場の基本的な衛生

に関する教育訓練に参加しなければなりません。 

下位の義務 

AF. 3.2.4 農場の定めた衛生手順が実施されていますか。 衛生手順に書かれている作業を行う者が、検査監査実施中に、任務に

応じた力量を示せなければなりません。また、衛生手順の実践を示

す、目に見える証拠がなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

AF. 3.3 教育訓練  

AF. 3.3.1 教育訓練活動と出席者についての記録がありますか。 教育訓練で取り上げた内容、講師名、日付と出席者名を記録している

こと。出席したことの証拠となるものが必要です。 

下位の義務 

AF. 3.3.2 AF3.1.1のリスク評価で述べられている動物用医薬品、化学薬品、消毒剤、作

物保護製品、殺生物剤やその他の有害物質を扱ったり、投与したりする立場に

ある作業者全員、また、操作に危険を伴う機器や、操作の複雑な機器を扱う作

業者全員が、その力量を示す証明書、または、その資格要件についての詳しい

情報を持っていますか。 

作業を実施する者が記録上で特定でき、その力量、教育訓練の証明書

や教育訓練への参加を証明する記録を示すことができなければなりま

せん。適用除外禁止。 

上位の義務 
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AF. 3.4 危害と応急処置  

AF. 3.4.1 事故と緊急時の手順書があり、それを見やすいように掲示していますか。その

内容を農作業に従事する者全員に伝えていますか。 

事故時の手順書を、利用しやすく、見やすい場所に常時わかりやすく

掲示していること。これらの指示は、作業者が主に使う言語、または

絵文字で書かれていることが必要です。手順では、該当する場合、以

下の事項について明確に書いていなければなりません。たとえば 

－農場の地図、もしくは農場の所在地 

－連絡先担当者名 

－最短距離にある通信手段（電話、無線）の場所 

－最新の電話連絡先（警察、救急、病院、消防、農場内で応急処置の

できる場所への行き方、またはそのための移動手段、電力、水道、ガ

ス会社） 

その他、これに含めることのできるその他の手順としては、 

－地元の医療施設、病院、その他救急サービスへの連絡方法、連絡先

番号（どこで起こったか、何が起こったか、けが人は何人か、どのよ

うな怪我か、誰が連絡したか） 

－消火器の設置場所 

－非常口の場所 

－電気、ガス、水道の緊急停止方法 

－事故や危険な事例についての報告方法 

下位の義務 

AF. 3.4.2 警告標識によって、潜在的な危害があることをはっきりと示していますか。 常設の、読みやすい標識を設置し、潜在的な危害について知らせてい

なければなりません。（例えば、ゴミ捨て用の穴、燃料タンク、作業

場、農薬/肥料/その他化学薬品の保管庫入り口の扉、同様に立入禁止

期間など）。警告標識があり、作業者の使う言語や絵文字で書かれて

いなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

AF. 3.4.3 作業者の健康に害のある物質の安全性に関するアドバイスを閲覧/利用できます

か。 

適切な処置の方法を確認したい時に、そのための情報（例えばウェブ

サイト、電話番号、製品安全データシート等）を利用できることが必

要です。 

下位の義務 
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AF. 3.4.4 常設の施設全てと、屋外での作業場所の近くに救急箱がありますか。 中身の揃った、定期的にチェックをしている救急箱（たとえば、国の

法律や指針に従ったもの）が、全ての常設の施設で利用でき、作業場

所近くへの移動（トラクター、車輌等）の際にも利用できなければな

りません。 

下位の義務 

AF. 3.4.5 農場での作業時間中、応急処置の訓練を受けた人が適切な人数（最低 1 名）農

場に常駐していますか。 

（たとえば過去 5年以内に）応急処置訓練を受けた人が最低 1名、農

作業時間中に常駐していること。ガイドラインとしては、作業者 50 名

につき、訓練を受けた者 1 名。農場での作業には、この規格のモジュ

ールの中で言及している全ての作業が含まれます。 

下位の義務 

AF. 3.5 防護服/防護器具 

AF. 3.5.1 作業者、来訪者および外部委託業者は、法律の要求やラベル上の指示に従っ

た、もしくは所轄官庁が承認した適切な防護服を着用していますか。 

ラベル上の指示、法的要求事項や所轄官庁が承認した要求事項に従っ

た防護服セットを、農場で利用することができ、良い状態に修繕して

いること。ラベルの要求事項や農場での作業に適したものとして、以

下のものがあげられます。長靴や他の適切な履物、防水服、防護つな

ぎ、ゴム手袋、マスク、適切な呼吸用器具（交換用フィルターを含

む）、耳と目の防護具、ライフジャケット等、ラベル指示や農場作業

で必要とされるもの。 

上位の義務 

AF. 3.5.2 使用後、防護服の汚れを落とし、私服を汚染しないような場所に保管していま

すか。 

防護服は清潔にし、使用方法や潜在的な汚染の程度により決められた

スケジュールにより洗濯することが必要です。防護服と防護器具の手

入れの際には、私服とは別に洗濯します。使い捨てでない手袋は、は

ずす前に洗浄します。汚れや、傷みのある防護服や防護器具、期限切

れのマスクフィルターは適切な方法で廃棄しなければなりません。使

い捨てのもの（例 グローブ、つなぎ等）は使用したら捨てなければ

なりません。交換用フィルター等を含む全ての防護服や防護器具等

は、作物保護製品/保管施設の外で保管しなければなりません。また、

衣服や器具を汚染する可能性のあるその他の化学薬品から物理的に離

して保管しなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 
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AF. 3.6 作業者の福祉  

AF 3.6.1 管理者側で 1 名、作業者の健康、安全、福祉についての責任者を明確に定めて

いますか。 

管理者側で 1 名、現時点で国や自治体が定めている法規に適合するこ

とを保証し、そして作業者の健康、安全、福祉に関する方針を実施す

る責任者名を、明確に特定している文書があることが必要です。 

上位の義務 

AF 3.6.2 管理者と作業者との間で、定期的に、双方向のやりとりのある話し合いを行な

っていますか。その話し合いの記録をつけていますか。 

最低年 1回、管理者と作業者との間で、オープンに話し合えるような

ミーティング（たとえば、恐怖や脅迫、報復を伴わないもの）を実施

しており、健康、安全、福祉に関する作業者の懸念事項について書か

れていることが記録によって示せることが必要です。審査員は、この

記録の内容、内容の正確さや、話し合いの結果についての判断を下す

必要はありません。 

推奨 

AF 3.6.3 清潔な食品保管場所、所定の休憩場所、手洗い場所及び水飲み場を作業者が利

用できるようになっていますか。 

手洗い場所、飲料水、食品の保管場所及び食事場所を作業者に提供し

ていなければなりません。 

下位の義務 

AF 3.6.4 農場に住み込む場合、そこは居住が可能な状態の場所で、基本的なサービスや

設備が備えられていますか。 

農場内にある住み込み作業者用の住居は、居住可能な状態の場所で、

しっかりとした屋根、窓、扉があり、流水、トイレ、排水の基本的な

設備があることが必要です。排水設備がない場合は、国や自治体の要

件に適合するのであれば、汚水浄化槽の使用も認められます。 

下位の義務 
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AF. 4 外部委託業者  

AF. 4.1 農場業務を外部委託している場合、その業者の関連情報全てを、農場内で閲覧

することができますか。 

農場に提供しているサービスの内容に応じて、外部委託業者（もしく

はその代理として生産者）が GLOBALG.A.P.管理点に対する適合性の評

価を行なっていなければなりません。適用される管理点への適合証拠

を、外部検査の際に閲覧できなければなりません。疑わしい点がある

場合には、GLOBALG.A.P.の承認を受けた認証機関が、実地検査によっ

て評価内容の検証を行なうことを、外部委託業者は承諾しなければな

りません。生産者は、各委託業務、および契約を結ぶ季節ごとに、確

認を行ない、評価結果に署名をすることによって、外部委託している

部分の管理点に適合することに対し、責任を負います。 

 GLOBALG.A.P.が認めた第三者認証機関が外部委託業者に対する評価を

行っている場合、生産者は次の情報を記載した報告書を外部委託業者

から受け取っていなければなりません。１）評価実施日２）認証機関

名３）検査員氏名４）外部委託業者の詳細５）該当する管理点と適合

基準の各項目に関するコメントを書いた評価報告書。 

生産物の取り扱いを外部委託している場合であっても、生産者を検査

する認証機関は、該当する管理点について検査をしなければなりませ

ん。（該当するスコープの規格を参照） 

下位の義務 

AF. 4.2 外部委託業者と来訪者全員来訪者が、各自に関係のある個人の安全・衛生管理

の手順について知っていますか。 

来訪者と、外部委託業者に関連する個人の健康、安全、衛生管理手順

を正式に伝えていることを示す証拠が必要です（たとえば、来訪者や

外部委託業者全員が読むことのできる場所に、指示書を置いているな

ど）。 

下位の義務 

AF. 5 廃棄物と汚染の管理、リサイクルと再利用  

 廃棄物の量を最小限にするため、現在の業務を見直し、ごみをなるべく出さないようにし、ごみの減量、再利用、リサイクルを行うべきです。  
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AF. 5.1 廃棄物と汚染物質の特定  

AF. 5.1.1 農業経営に関わる全ての区域において、考えられる廃棄物と汚染源について、

特定していますか。 

生産の過程で出ると考えられる廃棄物（たとえば、紙、ダンボール、

プラスチック、油等）、そして汚染源（例えば、余分な肥料、排煙、

油、燃料、騒音、廃水、薬品、ヒツジの薬浴液、飼料由来の廃棄物、

養殖用の網を清掃する際に出る藻等）がリストになっていることが必

要です。 

下位の義務 

AF. 5.2 廃棄物と汚染に対する行動計画  

AF. 5.2.1 廃棄物や汚染物質を出さない、または減らすため、廃棄物管理計画を立て、文

書化にしていますか。また、この計画には、適切な廃棄手段について書かれて

いますか。 

ゴミの減量、汚染、廃棄物のリサイクルについて分かりやすく書いた

最新の計画文書があることが必要です。計画の中で特定された全ての

生産物と排出源とあわせて、大気、土壌、水、騒音、そして軽度の汚

染について考慮したものでなければなりません。 

推奨 

AF. 5.2.2 すべての廃棄物/ゴミは片付けられていますか。 生産場所や保管倉庫のごく近くに廃棄物/ゴミがないことを目視で評価

します。指定の場所に一時的に少量のゴミや廃棄物を置くことや、そ

の日の作業で出た廃棄物は許容します。こぼれた燃料も含め、その他

全てのゴミや廃棄物が、片付けられていることが必要です。 

上位の義務 

AF. 5.2.3 病気の感染源となるリスクがない場合に限り、有機物の残渣を農場で堆肥化

し、土壌改良に役立てていますか。 

有機物の残渣は、堆肥化し、土壌改良に使用します。病気の感染リス

クのないことが確実な堆肥化方法であることが必要です。 

推奨 

AF. 6 環境と環境保護  

 農業活動と環境とを切り離すことはできません。自然界の生物や景観を管理することの重要性もたいへん大きいものです。つまり、植物相と動物相の多
様性によって、生息する生物種の豊富さ、土地や土地景観を構成する要素の構造的な多様化がもたらされます。 
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AF. 6.1 環境と生物的多様性に農業が及ぼす影響（AB.10 水産養殖モジュールも参照）  

AF. 6.1.1 各生産者は、それぞれの事業にかかわる自然界の生物の管理と保護について計

画を立てており、その中で生産活動が環境に与える影響についての認識を示し

ていますか。 

農場内での生物の生息場所を広げ、生物的多様性を維持することを目

指した行動計画を文書にしていなければなりません。これは、個人に

よる計画であっても、地域全体の活動であっても、その中にその農場

が含まれていれば良しとします。この中には、ＩＰＭ実践、作物によ

る養分の利用、保護地域、水の供給、他の土地利用者への影響等に関

する知識を含みます。 

下位の義務 

AF. 6.1.2 生産者は、地域社会や動植物相への利益のために、どのようにして環境を改善

していくか考えていますか。この方針は、持続可能な商業的農業生産と両立可

能であり、農業活動が環境に与える影響を最低限に抑えるために努力すること

を示していますか。 

1）農場内で、または 2）生物の生息場所の質や要素に着目した環境保

全の構想を持って活動しているグループに参加することによって、生

産者が具体的かつ自発的な行動を取っているべきです。行動計画作成

のため、農場内の動植物相についての現在のレベル、位置、状態その

他に関するベースライン審査を行うというコミットメントを保護計画

の中で示していることが必要です。可能な範囲で植物相や動物相の生

息地を広げ、農場の生物的多様性を高めるために優先すべき事柄と、

行動内容について明確にしたリストが保護計画の中に書かれているこ

とが必要です。 

推奨 

AF. 6.2 生産に向かない土地  

AF. 6.2.1 自然の植物相、動物相の生息を促すため、生産に不向きな土地（たとえば、低

湿地、林地、枕地、やせ地等）を保護地域に転換することについて考慮してい

ますか。 

可能であれば、生産に向かない土地や、特定の区域の生態学的価値を

優先し、これらを保護地域とする計画を持っているべきです。 

推奨 

AF. 6.3 エネルギー効率  

AF. 6.3.1 生産者は、農場でのエネルギー使用量をモニタリングした結果を示すことがで

きますか。 

エネルギー使用量の記録があることが必要です。生産者は農場や農作

業で消費されるエネルギーがどこで、どのくらいであるかについて認

識しています。エネルギー使用量が適正となるよう、農機具を選択

し、維持管理すること。再生不可能なエネルギーの使用量は最低限に

抑えるべきです。 

推奨 
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AF 7 苦情  

 苦情を管理することは、生産システム全体の改善につながります。  

AF. 7.1 GLOBALG.A.P.基準に関連する内容の苦情を取り扱う手順がありますか。この手

順では、苦情の適切な記録、講じた処置の記録も含めたフォローアップを行う

ことを保証していますか。 

GLOBALG.A.P.に関連する全ての苦情を記録したり、フォローアップし

たりするための苦情処理の手順が必要です。そのような苦情への対応

が文書で残されています。適用除外禁止。 

上位の義務 

AF. 8 リコール/回収手順  

AF. 8.1 市場からの認証済生産物の回収/リコールを、どのように管理/開始するかを示

した手順書がありますか。その手順を一年に一回テストしていますか。 

生産物の回収/リコールにつながる可能性のある出来事の種類、回収/

リコールの実施について判断を下す責任者、顧客と GLOBALG.A.P.認証

機関（認証機関が処分を発動しておらず、生産者又は生産者グループ

が自発的に生産物を回収/リコールする場合）への連絡の仕組み、在庫

数量の帳尻あわせの方法について具体的に書いた手順書を、生産者が

閲覧できるようにしておかなければなりません。内容が有効であるこ

とを確認するため、一年に一回、手順書のテストを実施しなければな

りません。模擬リコールを行うのでもよいでしょう。テストの記録を

残しておかなければなりません。 

上位の義務 

AF. 9 フードディフェンス（花卉と観葉植物は対象外）  

AF. 9.1 フードディフェンスに関するリスク評価を行っており、その中でフードディフ

ェンスリスクとして特定されたリスクに対処するための手順がありますか。  

業務のあらゆる場面におけるフードセキュリティ上の潜在的脅威を特

定し、評価しなければなりません。フードセキュリティリスクの特定

によって、農場に入ってくるもの全てが安全で安心できる供給源から

のものであることが確実とならねばなりません。従業員や外部委託作

業者の全ての情報がそろっていなければなりません。故意による脅威

が発生した際の是正措置手順を整備していなければなりません。 

上位の義務 
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AF. 10 GLOBALG.A.P. ステータス  

AF. 10.1 全ての取引書類上で、GLOBALG.A.P.ステータス（認証済/認証なし）についてわ

かるようになっていますか。 

取引書類（たとえば、請求書）や、必要に応じて、その他の文書類

に、生産物の GLOBALG.A.P.認証について記載していること。 

取引書類上では「認証品」という識別があれば十分です。 (例えば: 

「GLOBALG.A.P 認証品<製品名>」)。非認証製品を「非認証品」とし

て識別する必要はありません。 

認証の有無に関する表示は認証品として販売するしないにかかわらず

義務です。 

適用除外となるのは、取引書類上への GLOBALG.A.P.認証の有無に関

する識別をしない事について、生産者と顧客の間で書面による合意が

ある場合に限ります。 

上位の義務 
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AF. 10.2 直接顧客が GGN番号を誤って使用しないための同意書を、全ての生産者と直接

顧客との間で取り交わしていますか。 

生産者と、その直接の顧客（パッカー、輸出業者、輸入業者など）と

の間で、GGN 番号の誤った使用をしないこと、そして顧客がトレーサ

ビリティと表示の最適規範に従うこと（たとえば、ある生産者の GGN

番号、GLN またはサブ GLN を他の生産者の生産したものに使用しな

い、または、その生産者の認証済み生産物と非認証生産物を混合した

ものに GGN 番号、GLN またはサブ GLN を使用しない）についての合

意がなければなりません。 

生産者の GGN,GLN またはサブ GLN を誤使用しないための合意例は以

下のとおりです。 

・生産者と直接の顧客の間の既存の契約あるいは合意書への追加条項

として記載する。 

・顧客が GGN、GLN あるいはサブ GLN の誤用をしないことを明記し

たレターを発行する。 

・さらに、他の解決策として、GLOBALG.A.P.認証生産物の発注書に

生産者の GGN、GLN あるいはサブ GLN を誤用しないということを記

載することも可能です。 

販売する準備の整った状態の生産物に、GGN、GLN あるいはサブ

GLN を表示しないという生産者と顧客の間での書面による合意がある

場合に限り適用除外。 

下位の義務 

AF. 11 ロゴの使用  

AF. 11.1 GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)の文言、商標、またはロゴマークおよび GGN

（GLOBALG.A.P.ナンバー）は、GLOBALG.A.P.一般規則や、サブライセンス及び

認証契約書に従って使用されていますか。 

生産者や生産者グループは、GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)の文言、商

標またはロゴマークおよび GGN（GLOBALG.A.P.ナンバー）、GLN ま

たはサブ GLN を一般規則 別紙 1 とサブライセンス及び認証契約書に

従って使用しなければなりません。GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)の文

言、商標、ロゴマークを、最終製品、消費者向けの包装、または販売

時に使用してはなりません。ただし、認証保持者は、企業間でのコミ

ュニケーションの際に文言、商標、ロゴマークのいずれかまたは全て

を使用することができます。 

上位の義務 



 

管理点と適合基準  

総合農場認証 – 全農場基本 

日本語版     疑わしい点については、英語版参照のこと 

Code Ref: IFA 4.0-CPCC 
Version: AF V4.0_2 

Page: 17 of 102 

 

© Copyright: GLOBALG.A.P.. c/o FoodPLUS GmbH, 
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne) Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 |  

http://www.globalgap.org 
 

 

 

Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF. 12 トレーサビリティと区分管理 生産者が並行生産/並行所有で登録申請する場合、必須項目となります  

AF. 12.1 並行生産及び/または並行所有（同一の法人が、認証された生産物と認証されていない生産物を生産し、または所有する場合にのみ適用）  

AF. 12.1.1 全ての GLOBALG.A.P.認証生産物と非認証生産物を特定し、区分するための効果

的なシステムがありますか。 

認証生産物と非認証生産物の混合を避けるためのシステムがあるこ

と。関連記録類も含めた、物理的な識別、または生産物の取り扱い手

順を行うことで、混合を防ぐことができます。適用除外禁止。 

上位の義務 

AF. 12.1.2 認証された生産工程により生産される全ての最終生産物を、正しく識別するこ

とを保証するシステムがありますか。 

認証済みのプロセスで生産され、販売する準備の整った全ての最終製

品（農場から直接出荷するもの、および選果したもの）は、GGN,GLN

またはサブ GLN によって識別できなければなりません。 

GLN かサブ GLN を表示しない場合: 認証品を識別するために GGN

番号を表示しなければなりません。オプション 2 のグループの GGN、

グループメンバーの GGN、またはその両方の GGN、オプション１の

個人生産者の GGN が該当します。 

認証されていない生産物に GGN を表示してはなりません。 

GLN を表示するのは、認証品を識別する場合のみとします。 

 

生産者が認証されていない生産物を同様に識別したい場合は、サブ

GLN 使用しなければなりません。すなわち、少なくとも認証生産物用

のサブ GLN を 1 つ、非認証生産物用のサブ GLN を一つ使用します。 

 

異なる生産プロセス由来の生産物(自分の、または購入したもの)を全て

正しく識別し、トレースできる仕組みを整備しなければなりません。 

 

GGN、GLN あるいはサブ GLN を使用しないという生産者と顧客の間

での書面による合意がある場合に限り適用除外。 

上位の義務 

AF. 12.1.3 認証生産物と非認証生産物を適正に出荷する事を確実にするための最終チェッ

ク工程がありますか。 

この確認を行ったことを記録し、認証済生産物と非認証生産物が正し

く出荷されたことを示せなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF. 12.1.4 全ての取引書類上に、認証取得者の GGN、GLN またはサブ GLN 番号と

GLOBALG.A.P.の認証ステータスが書かれていますか。 

認証生産物の販売に関連する取引書類（販売伝票、その他の販売、出

荷書類等）には、認証取得者の GGN、GLN またはサブ GLN 番号を記

載し、GLOBALG.A.P.認証の有無も記載しています。 

取引書類上の認証品の識別(例えば: 「GGN_GLOBALG.A.P.認証<製品

名>」)で十分です。GGN、GLN あるいはサブ GLN の正確な使用につ

いては、AF12.1.2 を参照してください。 

GGN、GLN あるいはサブ GLN を使用しないという生産者と顧客の間

での書面による合意がある場合に限り適用除外。 

上位の義務 

AF. 12.1.5 他の生産者から購入した生産物を識別するための適切な識別手順を実施し、そ

の記録をつけていますか。 

異なる供給元（他の生産者または他の販売業者）からの購入品を識別

するために、業務の規模に応じた手順を決め、文書にし、維持してい

なければなりません。以下について記録していなければなりません。 

-生産物についての説明、 

-GLOBALG.A.P. 認証ステータス、 

-購入した生産物の数量、 

-供給者の詳細、 

-該当する場合、GLOBALG.A.P.認証書のコピー 

-購入した生産物に関するトレーサビリティのデータ/識別コード 

-審査を受ける組織宛の注文書/送り状。 

-承認された供給者のリスト。生産物を購入していない場合は適用除

外。 

上位の義務 

AF. 12.1.6 認証生産物と非認証生産物の販売全てに関する詳細な記録がありますか。 認証生産物と非認証生産物の販売の詳細、とりわけ販売量及び販売内

容について記録すること。記録では、認証生産物と非認証生産物の入

荷量と出荷量の収支に首尾一貫性があることが示せなければなりませ

ん。適用除外禁止。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

AF. 12.1.7 認証生産物と非認証生産物の数量すべてを詳しく記録し、まとめていますか。 認証非認証の入荷、出荷及び在庫量（体積や重量の情報を含む）を記

録しており、マスバランスの検証プロセスを容易にするため、その記

録をまとめたものを保持していること。 

事業の規模に見合ったマスバランスの検証頻度を定めなければなりま

せん。ただし、検証は生産物ごとに最低年 1 回は実施しなければなり

ません。マスバランス検証を実施したことを示す書類を明確に特定で

きなければなりません。 

 

適用除外禁止。 

上位の義務 

AF. 12.1.8 選別作業などの生産物取り扱い中の変換率及び/又はロス（ある生産プロセスに

おける、入りと出の計算）を算出し、管理していますか。 

変換率を取り扱い工程毎に算出し、閲覧することができなければなり

ません。 

生産物の廃棄量を全て記録しなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 
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別添 AF.1 GlobalG.A.P.  ガイドライン | リスク評価 ― 一般 

リスク評価の概要 

 

 

GLOBALG.A.P.の総合農場認証規格では、食品安全や作業者の安全衛生、環境保護の観点から多数のリスク評価が求められています。この指針文書は、生産者によるリスク評価実施

の手引きとなるものです。 

 

 リスク評価の５つのステップ 

リスク評価とは、生産物、働く人々、そして事業を守るために重要なステップであると同時に、GLOBALG.A.P.の要求事項や法規制への適合にとっても重要なステップです。リスク

評価をすることで、作業現場で本当に注意しなければいけないリスク、つまり現実的な危害(ハザード)を引き起こす可能性のあるリスクに焦点を当てることができます。多くの場

合、直接的でシンプル、有効でお金のかからない手段によってリスクを十分に管理することができます。たとえば、流出物を素早く拭き取ることによって、製品への汚染を防ぐこ

とができます。 

すべてのリスクを完全になくすことが求められているわけではありません。ただ、「合理的に実施可能な範囲」であなたの生産物や働く人々を守ることが期待され、要求されてい

るのです。 

ここに書かれている方法が、リスク評価の唯一の方法というわけではなく、他にも有効な手法があります。特に、より複雑なリスクやより複雑な状況に対してはそうです。しかし、

ほとんどの組織にとって、この方法が最も分かりやすいものであると言えます。作業者やその他の人々には、しかるべき管理手順を取らなかったために起こる危害を受けないよう

に保護される権利があります。事故や健康被害によって被害者の人生が台無しにされるだけでなく、収益が失われたり、訴訟が起こることによって、事業にも悪影響が生じます。

リスクを管理する計画を立てるため、生産者が作業現場のリスク評価を行うことが法律で求められています。 

 リスク評価とは?  

リスク評価とは単に、仕事をするなかで、どのようなものが生産物や環境、作業者に危害を与える可能性があるかを、注意深く検討することです。そうすることで、危害を予防す

るためにすでに十分な手段を講じているのか、それともさらなる対応が必要なのかを判断することができます。  

プロセスを複雑にしすぎないようにしましょう。多くの事業において、リスクはよく知られているものであり、必要な管理手段を取るのは難しいことではありません。汚染や怪我

を防ぐために、すでに取っている合理的で実施可能な手段について確認してみましょう。  

リスク評価について考える際、以下を念頭においてください。  
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 危害（ハザード）とは、害の要因となるすべてのものです。例としては、化学薬品、電気、ハシゴでの作業等があります。  

 リスクとは、これらの、またはその他のハザードにより誰かが害を受ける可能性であり、どの程度深刻な害かを示す指標とあわせて、高い・低いで表現される確率のこと

です。 

 

あなたの事業におけるリスクの査定方法  

ステップ 1： 危害を特定する  

ステップ 2 ： 危害を受ける人/モノは何か、どのような危害を受けるのかを見きわめる 

ステップ 3 ： リスクを評価し、対応策を決定する  

ステップ 4： 作業計画と所見を記録し、対応策を実施する  

ステップ 5： リスク評価結果を見直し、必要であれば修正する 

 

ステップ 1  危害を特定する  

まず、生産物、環境、そして作業者にどのような害がありうるかを特定しなければなりません。重要なものを特定するためのコツを以下に挙げます。 

 仕事場を歩き回り、実際に害となり得るものは何かを探す（例えば、状況、機器、生産物、作業慣行等） 

 当てはまる場合、作業者やその代表者の意見を聞きます。作業者は、あなたが一見してわからないことに気づいているかもしれません。  

 機械メーカーの説明書や、農薬の製品データシートをチェックしてみます。これらは、危害を洗い出し、正しく特定する際に非常に役に立つことがあります。  

 過去に発生した事件・事故の記録を見直してみます。これらは、あまり目立たない危害の特定にしばしば役立ちます。（食品）安全危害だけでなく、健康への長期的な危

害（例：高レベルの騒音や有害物質にさらされること）も忘れずに考慮しましょう。  

ステップ 2  危害を受ける人／モノは何か、どのような危害を受けるのかを見きわめる 
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それぞれの危害について、誰が、または何が害を受けるのかを明確にしておかなければなりません。そうすることで、リスクを管理するための最適な方法を特定する助けとなりま

す。  

以下を忘れないようにしましょう。 

 作業によっては（例：収穫作業等）には特殊な要求事項があります。 

 危害によっては、より多くの配慮が必要となります。清掃業者、来訪者、契約業者、メンテナンス作業者など、つねに現場にいるわけではない人びとも考慮に入れます。 

ステップ 3  リスクを評価し、対応策を決定する 

危害を見つけたら、それにどう対処するかを決めなければなりません。法律では、「合理的に実施可能な」すべての手段によって、人々を害から守ることが要求されています。自

分自身で考え出すこともできますが、一番簡単な方法は、現在やっていることを、良いお手本（ベストプラクティス）とされている方法と比較することです。 

まず、あなたが既にやっていることに目を向けて、どのような管理を実施しているか、その作業がどのように組み立てられているかを考えます。これを良いお手本と比較して、標

準レベルに到達するためにすべきことがあるかどうかを見てみましょう。評価の改訂で、次のことを考慮してください。 

 全ての危害を完全になくすことができるか。  

 できないのであれば、リスクをどう管理すれば、害をなくすことができるか。 

 

リスクを管理する際、下の原則をあてはめてみましょう。できれば上から順にあてはめてみましょう。  

 よりリスクの低い方法を試してみる（たとえば、より毒性の低い農薬に変更する）  

 危害へ近づけないようにする（たとえば、防護柵の設置）  

 危害にさらされることが少ないように作業／職務を組み立てる  

 安全器具を支給する（たとえば、防護衣、防護靴、ゴーグル等）  

 安全のための施設の設置（たとえば、応急手当用設備、汚染物質を除去するための洗浄設備等） 

 

健康と安全のためのニーズに対応することに、多額のコストは必要ありません。例えば、車両事故の予防のために危険な死角にミラーを設置することは、リスクを考えると低コス

トの予防策です。単純な予防策をとらなかったために、事故が起こったときにより多くの代償を支払わねばならないこともあります。  

（当てはまる場合には）スタッフにも関わってもらうことによって、あなたの考えが実際に役立つかどうか、また、あらたな危害を招くことがないかを確信することができるでし

ょう。 
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ステップ 4  所見を記録し、是正措置を実施する 

リスク評価の結果を実際の作業に反映させることは、食品安全や作業者の安全衛生そしてあなたの事業にとってプラスとなります。 リスク評価の結果を紙に書いて、それを

スタッフと一緒に読むことで、あなた自身も実践しようという気持ちになるはずです。 結果を紙に書くときは、できるだけシンプルに書きましょう。たとえば、「収穫時の

汚染：圃場に手洗い設備を設置」というような書き方です。 

リスク評価が完璧であることは求められていませんが、ふさわしい内容、かつ十分な内容でなければなりません。たとえば、以下のことを示せることが必要です。  

 適切なチェックが行われたこと 

 影響を受けると思われる人、またはモノが何かをあなたが確認したこと  

 すべての重大な危害に対応していること  

 実施可能な手段であり、手段を取ったあとに残るリスクは低いこと  

 評価を行うプロセスに、スタッフまたはその代表者（当てはまる場合）も参加していること 

良いプランとは、多くの場合、以下のようにさまざまな方法を組み合わせて実施するものです。  

 よりよいリスク管理方法が実施されるまでの暫定的な解決策  

 事故や健康被害につながる最も大きなリスクに対する長期的な解決策  

 最悪の結果を招く可能性のあるリスクへの、長期的な解決策 

 残されている主なリスクと、それらをどのように管理するかについての、スタッフへの教育訓練  

 リスク管理手段が常に機能していることを確認するための、定期的なチェック  

 責任分担の明確化―誰が、いつまでに、どのアクションを起こすか 

必ず優先順位をつけ、最も重要なものから順に着手すること。各アクションを完了するごとに、作業プランに完了のチェックマークをいれてください。 

 

ステップ 5  リスク評価結果を見直し、必要に応じて修正する 

変化することない企業というものはありません。あなたが新たな機器、資材、手順をどうにゅうすることで、遅かれ早かれ、新たな危害が発生します。常々、自分が今しているこ

とへの見直しをすることの意味はここにあります。毎年、現在の業務で行っていることを良いお手本として知られているものに照らして見直すことで、改善を続けることができて

いるか、そうでなくても、少なくとも後退はしていないことを確認することができます。 

リスク評価を以下の視点からもう一度見直してみましょう。 
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 これまでになにか変更はありましたか。  

 改善しなければならない点で、まだ終わっていないものはありますか。  

 スタッフが見つけ出した問題点はありますか。  

 事故やニアミスから学んだことはありますか。  

 必ず、リスク評価の内容が現在の状況に合ったものであることを確認しましょう。 

経営者は、リスク評価の見直しを忘れてしまいがちです。何か問題が起こるまで気づかず、気づいたときにはもう遅いのです。今すぐリスク評価の見直しをする日を決めましょう。

そして毎年の行事として、日誌にその日付を書き込みましょう。  

一年のあいだに大きな変更があったら、見直しの日を待たずに、リスク評価の内容を確認し、必要であれば修正しましょう。できれば、変更の計画があったならリスク評価を合わ

せて実施することを考えるのが一番です。そうすれば、より柔軟に対処することができます。 

出典: リスク評価の 5つのステップ、英国衛生安全委員会事務局 Five steps to risk assessment, Health and Safety Executive; www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
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別添 AF.2 GLOBALG.A.P. ガイドライン| リスク評価 – サイト管理 

管理点 AF 1.2.1 

初回検査の際に、登録された全ての生産場所に関するリスク評価を見ることができますか。初回以降の検査では、新たな生産場所、または既存の生産場所でリスクに変化のあった

場所（これには借地を含む）についてのリスク評価が閲覧できますか。このリスク評価では、対象となるサイトで、食品安全、環境、該当する場合は動物の健康の観点から、持続

的な生産ができることが示されていますか。 

適合基準 AF 1.2.1 

そのサイトが生産に適しているかを判断するために、リスク評価を行うことが必要です。リスク評価文書の見直しは、毎年、リスクの変化を考慮に入れて行い、また、新たなサイ

トを使用する際にも見直しをしなければなりません。リスク評価では、圃場履歴や隣接する農・畜・水産物/環境への影響について考慮しなければなりません（基本的な情報につい

ては、AF別紙 1「リスク評価」、書かなければならない具体的な情報については AF 別紙 2参照）。 

下図の３つの質問のいずれかに対する答えが「Yes」であれば、リスク評価が必要です。 

考慮すべき要因 (注意：これら以外の要因がある場合もあります):  

法規制:  

国や自治体の法規制をまず確認し、法令遵守を確実にしましょう。 

土地の使用履歴: 
1. 過去に栽培した農産物:例えば、ワタの生産では一般的に残留性の高い除草剤を大量に使用するため、後作の穀類やその他の野菜への長期的な影響が考えられます。 

2. 工業用または軍用地としての使用:例えば駐車場として利用されていた土地であれば、ガソリンによる汚染も少なからず考えられます。 

3. 埋立地や鉱山: 下層の土に有害な廃棄物があれば、後作作物を汚染したり、突然の地盤沈下によりその土地で働く人々に危険が及ぶおそれがあります。 

4. 自然植生:病害虫、雑草の生息場所となっているかもしれません。  

土壌: 

リスク評価では、土地の使用目的に適した土壌構造か、土壌侵食の起きやすさはどうか、土壌の化学性は栽培する作物に適しているかについて網羅すべきでしょう。 

侵食: リスク評価では農場や下流の土地や水に影響を与えるような、水／風によって表土が失われているか、その可能性があるかを判断しなければなりません。 

水系: 洪水、または土壌侵食のおそれ 

風の影響: 強風によって、農産物が被害を受けるおそれがあります。 
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水:  

水質: 1. 用途に適していることが所轄官庁によって確認されていること。地域の基準がない場合は、ISO17025レベル（または同等の基準）での理化学および微生物検査が可能な、

適切な検査機関の結果が閲覧可能で、灌漑用水の水質が WHOの衛生ガイドライン「農業と水産養殖における廃水の使用」の P39、表 3に規定されている基準に適合していることが確

認できなければなりません。(巻末の WTO 技術レポートシリーズ 778、1989の表 3を参照のこと)。2. 飲用水の水質基準：WHO 飲用水の水質基準のガイドライン（第 3 版）― 

2008年第１巻の添付書類１と２を含む。 

入手のしやすさ: 年間を通じて、または少なくとも生育期間中は水が入手できますか。 

水の使用許可: 栽培する農作物に必要であると予測される水量の確保、他の利用者の水利権、国や自治体の法規制や慣習により、時によっては農業以外の使用が優先される可能性

があります。環境への影響；合法であっても取水によってその水資源に依存する動植物に悪影響を与える可能性があります。 

洪水: 想定外に発生する洪水– 微生物汚染および化学物質汚染の原因となる。 

その他の影響: 

1. 農業機械の操作時に発生するホコリ、煙や騒音 

1.その場所は「新しい圃場」の

定義にあてはまる場所といえま

すか。 

 

2.これまでの生産過程が、現在の

生産に対するリスクとなる可能

性がありますか。 

リスクの可能性があります。別紙１に従い

リスク評価を実施してください。 

3.現在の生産に対するリスクと

なるような、環境要因の変化が

ありましたか。 

生産システムへのリスクはあ

りません。リスク評価の必要

はありません。 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 
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2. 上流から流れてくるシルト（沈泥）や農薬を含んだ廃水による、下流の圃場の汚染 

3. 散布農薬のドリフト 

4. 作物、作物残渣や堆肥を用いる作業の際に集まってくる昆虫 

5. 近隣の自然環境や環境保護地域から飛来する害虫の被害 

6. 近隣の工業地域や輸送施設（交通量の多い道路も含む）から排出される煙、排気、ホコリ 

7. 近隣住民による盗難 

8. 近隣の農業活動 

9. 市場への輸送のしやすさ 

10. 労働力の手配のしやすさ 

11. 資材の入手のしやすさ 

WHO 技術レポートシリーズ 778, 1989. 農業と水産養殖における廃水利用の健康指針 

表 3.廃水の農業利用において推奨される、微生物的水質ガイドライン a 

カテゴリー 再利用の方法 この水に接触する

グループ 

腸内線虫数 b (算術平均

数か、1ℓあたりの虫卵数
c) 

糞便性大腸菌群数 s 

(100mL ごとの幾何平均数 
c) 

求められる微生物基準の達成に必要な廃水処理 

A 生食用の高い農産物、

運動場、公園の散水 d 

作業者、消費者、公

衆 

≤ 1 ≤ 1000 d 微生物基準を達成できるよう設計された一連の廃水安定化

池での処理、またはそれと同等の処理を行う 

B 穀類、工芸作物、飼料

作物、牧草地、樹木へ

の灌水 e 

作業者 ≤ 1 推奨基準なし 蠕虫や糞便性大腸菌群を除去するための 8日から 10日

間の安定化池での処理、またはそれと同等の処理を行う 

C カテゴリーBの局所的な

灌水で、作業者や公衆

へ接触がないもの 

なし 適用外 適用外 灌漑技術で必要となる前処理。ただし、少なくとも一次沈

殿池での処理を行う。 

a 特殊な場合においては、地域の疫学的、社会文化的、環境的な要因を考慮しなければならず、それに応じてガイドラインを修正すべきこともあります。 
b回虫 Ascaris、鞭虫 Trichuris、および鉤虫 
c 灌水期間中 
d 公衆が直接接触する可能性のあるホテルの芝生のような公共の場所の芝生については、より厳しいガイドライン(100ml中に 糞便性大腸菌群が 200以下)を適用すること。  
e 果樹の場合、収穫の 2週間前には灌水を終了すること。また地面に落ちた果物は拾わないこと。スプリンクラー潅水は行わないこと。  
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WHO 飲用水の水質基準のガイドライン2008. 

表7.7は、飲用水の微生物的な水質の検証のための指針となる値を示しています。表中の個々の数値をそのまま適用することは避けるべきです。このガイドラインの数値は、これら

のガイドラインおよびその他の関連文書に書かれた情報と併せて解釈し、適用するべきです。病原菌に対する感受性にばらつきがあるため、特定の水質の飲用水を飲んだ影響が集

団によって異なる可能性もあります。ガイドラインを修正するには、対象となる集団を特定し、場合によっては特に影響を受けやすいサブグループに焦点を絞る必要があります。

国や地方の所轄官庁は、国の基準を設定するに当たり、その集団の特性質に合わせることが望まれます。 

 

 

表 7.7 微生物学的水質の検証のためのガイドライン値a (表5.2も参照のこと) (pp142-144) 

微生物 

 

ガイドライン値 

直接飲用するすべての水 

大腸菌または耐熱性大腸菌bc  

 

試料100-ml で不検出 

配水システムに入る前の処理水 

大腸菌または耐熱性大腸菌b 

 

試料100-ml で不検出 

配水システム内の処理水 

大腸菌または耐熱性大腸菌b 

 

試料100-ml で不検出 

 

a 大腸菌が検出されたら、速やかに調査を実施しなければなりません 

b 糞便性の汚染の指標としては大腸菌のほうが正確ですが、耐熱性大腸菌のカウント数も代替の選択肢として許容可能です。必要に応じて、適切な確認試験を実施しなければなりま

せん。全大腸菌群は、特に衛生上重要でない微生物がほぼすべての未処理の水に多く含まれている熱帯地方においては、水の供給者の衛生品質の指標として許容できません。 

C 特に発展途上国においては、村落給水の大多数で糞便汚染が広く認められています。このような状況下では特に、水供給を徐々に改善してゆくために中期的な目標を設定すべきで

す。 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB 農作物基本  

CB.1 トレーサビリティ  

 トレーサビリティによって食品のリコール/回収が容易となり、対象になった生産物の問題の原因や正確な情報を顧客に提供することを可能にします。  

CB. 1.1 GLOBALG.A.P.登録農産物は、生産された GLOBALG.A.P.農場（および関連す

る他の GLOBALG.A.P.登録場所）や生産物取扱い施設までトレース(遡って追

跡)できますか。また、そこからの行き先を辿れますか。 

文書化された識別とトレーサビリティのシステムがあり、それによっ

て GLOBALG.A.P.登録生産物を栽培した登録農場、または生産者グル

ープの場合は、グループ内の登録農場までさかのぼることができ、か

つ、直接の顧客へと辿ることができなければなりません。（ひとつ川

上、ひとつ川下）。収穫時の情報が栽培記録上の生産物ロット、もし

くは特定の生産者の農場名とリンクしていなければなりません。（オ

プション 2 認証での生産物の分離の問題については、一般規則パート

III を参照）。収穫後の生産物の取り扱いを認証範囲に含めている場合

は、それらについても網羅していなければなりません。適用除外禁

止。 

上位の義務 

CB. 2 繁殖種苗  

 繁殖材料の選択は生産の過程において重要な役割を占めるものです。また、適正な品種を使うことによって、肥料や作物保護製品の使用回数を減らすこ
とができます。繁殖材料の選択は、植物の良好な生育と、品質の良い生産物のための前提条件です。 

 

CB. 2.1 品質と植物の健康  

CB. 2.1.1 種子の品質（有害な害虫、病気、ウイルスなどがない）について保証した文書

がありますか。 

種子の品質記録／証明書を保管しており、閲覧できなければなりませ

ん。それには、品種の純度、品種名、バッチ番号および種子販売業者

が記されてなければなりません。 

推奨 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 2.1.2 購入した繁殖材料の品質保証書または、種苗の生産に関する認証について保証

している文書がありますか。 

繁殖材料が、合法的なものであり、または国の法律による定めがない

場合には、業界組織によるガイドラインに適合していることを示す記

録、そしてその繁殖材料が使用目的に適合していることを示す記録が

なければなりません。（たとえば、品質保証書、引渡し条件書、署名

入り書簡、または GLOBALG.A.P.認証を持つ種苗業者、もしくは

GLOBALG.A.P.が同等性を認めた基準による認証を持つ種苗業者から

購入したものでなければなりません。） 

下位の義務 

CB. 2.1.3 農場内の施設での育苗の際には、植物の健康のための品質管理システムを運用

していますか。 

目に見える病虫害発生の徴候を監視するシステムも含めた品質管理シ

ステムを整備しており、かつ、その監視システムの最新記録を閲覧で

きなければなりません。育苗施設とは、繁殖材料を生産するあらゆる

場所を指します（農場内で接木用材料の選別する作業も含む）。「監

視システム」には、母本（訳注：母体となる植物）、または圃場、ま

た該当する場合には、源となる植物の記録と識別を含まなければなり

ません。記録は、決められた頻度で定期的に記録しなければなりませ

ん。耕作されている樹木や植物を自家用にのみ（すなはち、販売目的

でなく）使用する場合は、これで十分です。台木を使用する場合は、

文書を調べ、その台木が何処から来たものであるかについて、特に注

意しなければなりません。 

下位の義務 

CB. 2.2 薬品処理と粉衣  

CB. 2.2.1 購入した全ての繁殖種苗（種子、台木、苗木、苗、挿し木）において行なわれ

た化学的処理は記録されていますか。 

種子又は一年生作物の根茎に生産者が処理を行う場合、使用した製品

名、対象となる害虫及び/又は病気についての記録をしなければなりま

せん（例 記録/種子袋等）。貯蔵目的で種子処理を行っている場合

も、使用した薬品を示す証拠を保持しておかなければなりません。 

下位の義務 

CB. 2.2.2 農場内で育苗する場合、繁殖種苗への作物保護製品の処理について記録してい

ますか。 

農場内での育苗では購入した繁殖種苗に使用した全ての農薬の記録が

閲覧でき、記録には場所、日付、商品名、有効成分、作業者名、承認

者名、使用理由、使用量、使用機器が含まれていなければなりませ

ん。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 2.3 遺伝子組換え作物（GMO 作物）（遺伝子組換え品種を使用していない場合は対象外）  

CB. 2.3.1 GMO 作物の植え付け、または試験栽培は生産国の全ての関連法規に適合してい

ますか。 

登録農場または登録農場のグループは、生産国で適用される法律の写

しを保持し、それに従い遵守しなければなりません。特定の変更事項

または固有の識別情報、もしくはこれら両方について記録しておかな

ければなりません。具体的な生産方法と管理に関するアドバイスを受

けていなければなりません。 

上位の義務 

CB. 2.3.2 GMO 作物を栽培している場合、関連文書類が閲覧可能ですか。 GMO 品種または GMO 作物、もしくはこれら両方を栽培する場合、こ

れらの植え付け、GMO 品種または GMO 作物、もしくはこれら両方の

栽培、あるいは生産に関する記録文書を維持しなければなりません。 

下位の義務 

CB. 2.3.3 生産者は直接の顧客に対し、生産物が GMO である旨の情報を提供しています

か。 

連絡の証拠となる文書がなければなりません。 上位の義務 

CB. 2.3.4 GMO 種苗（すなわち、作物または試作作物）の取り扱いについてのプランを作

っており、その中で、（たとえば、隣接する非 GMO 作物への予期せぬ混合）

生産物の完全性について維持していますか。 

従来の作物を汚染するリスクを最小限にするため、GMO 種苗（すなは

ち、作物または試作作物）をどのように取扱い、貯蔵するかについて

述べた計画文書があり、生産物の完全性を維持することが閲覧できな

ければなりません。 

下位の義務 

CB. 2.3.5 GMO 作物を保管する際には、他の作物との偶発的な混合が起こらないような方

法をとっていますか。 

GMO 作物の保管の際の完全性と識別について、目視による評価を行な

わなければなりません。 

上位の義務 

CB. 3 圃場履歴と圃場管理  

CB 3.1 生産者は播種/定植率、播種/定植日を記録していますか。 播種/定植率、日付についての記録をつけており、閲覧できなければな

りません。   

下位の義務 

CB. 3.2 可能な場合、一年生作物の輪作を行なっていますか。 定植日または防除記録、もしくはこの両方から輪作について検証でき

なければなりません。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 4 土壌管理  

 土壌とは農業生産の基礎となるものであり、この価値ある資源の保護と改善は大変重要です。正しい土壌の保全によって、土壌が長期間肥沃さを保ち、
生産性と収益性への一助となります。 

 

CB. 4.1 農場の土壌地図がありますか。 土壌の断面図や土壌分析、区域（地域）の土壌分布地図に基づいて、

区画ごとの土壌タイプが特定されていなければなりません。 

推奨 

CB. 4.2 土壌構造を改良または維持し、土壌が圧縮硬化しないようにするための技術を

活用していますか。 

その土地に適した技術を利用している。土壌が硬化していることを示

すような証拠があってはいけません。 

下位の義務 

CB. 4.3 農地の耕作技術を駆使して、土壌浸食の起こる可能性を減らしていますか。 土壌浸食（たとえば、水食や風食）を最小限に抑えるための管理や対

応策をとっているといった証拠を残さなければなりません。（たとえ

ば、マルチング、等高線に沿った耕作技術の採用、排水、叢生や緑

肥、区画境界における樹木や潅木による植栽等）。 

下位の義務 

CB. 5 施肥  

 施肥に関する判断の際には、作物の栄養要求、土壌中の栄養分、農場の家畜糞尿や作物残渣から得られる栄養分について考慮しなければなりません。適
正使用のための正しい施肥と、養分の損失や汚染を起こさないような保管手順を守らなければなりません。 

 

CB. 5.1 養分要求量  

CB. 5.1.1 全ての施肥は作物に特有な栄養要求性や土壌の状態を考慮して行なっています

か。 

生産者は作物の養分要求量及び土壌の肥沃度を考慮していることを示

すことができなければなりません。その証拠になる分析記録や作物固

有の性質についての文献的証拠を示せなければなりません。適用除外

禁止。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 5.2 施肥量と肥料の種類についてのアドバイス  

CB. 5.2.1 施肥（有機肥料・無機肥料）に関するアドバイスは力量があり資格がある人に

よって行なわれていますか。 

施肥記録には、肥料（有機又は無機）の選定をした技術責任者が外部

アドバイザーの場合、力量のある組織（例 公共相談窓口）に雇われ

た場合以外は、公的な資格、特別なトレーニングコース等から得た教

育訓練と技術的な力量を示せなければなりません。 

施肥量と有機・無機肥料の種類を決める技術上の責任を生産者が負

い、それが施肥記録上に示されている場合、技術的知識に裏打ちされ

た経験（例 技術文献の利用、特別なトレーニングコースへの参加

等）を持っていたり、またツールを使用していること（ソフトウエア

ーや農場での検出方法等）を確認できなければなりません。 

下位の義務 

CB. 5.3 施肥記録  

  有機肥料と無機肥料を土壌や葉面への施肥する場合は、以下の 5.3.1 から 5.3.6 の内容を全て記録しなければなりません。  

CB. 5.3.1 どこの圃場、果樹園または温室ですか？ すべての施肥について、地理的な地域、認証登録作物の作られている

圃場、果樹園、及び温室の名称と関連付けられて情報を記録していな

ければなりません。水耕栽培や養液栽培についても同様に記録を保持

する必要があります。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 5.3.2 施肥日は？ すべての施肥記録上に、正確な施肥日（日／月／年）を記録していな

ければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB: 5.3.3 施肥の種類は？ すべての施肥記録上に、商標名、肥料の種類（例：N、P、K）および

濃度（例：17-17-17）を記録していること。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 5.3.4 施肥量は？ すべての施肥記録上に、使用する製品の量を重量または体積で記録し

なければなりません。実際の施肥量が常に推奨される施肥量と同じと

は限らないため、必ず記録が必要です。適用除外禁止。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 5.3.5 施肥の方法は？ すべての施肥記録上に、使った散布機械の種類や施肥方法（例えば灌

水施肥、または機械散布）適用できるのであれば、使用した機械を詳

しく記録していなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 5.3.6 作業者の詳細は？ すべての施肥記録上に、施肥を行った作業者の氏名を記録していなけ

ればなりません。全ての施肥が生産者自身の場合、1 度だけ作業者の詳

細記録があれば適合となります。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 5.4 肥料の保管   

 肥料の保管は 5.4.1 から 5.4.7 の管理点を満たしていなければなりません。  

CB. 5.4.1 作物保護製品とは別に保管されていますか。 最低限の要求事項は、物理的障壁（壁、シートなどの仕切り等）を設

けることによって、肥料と作物保護製品との物理的交差汚染を防止す

ること。肥料を作物保護製品と一緒に散布する場合は（たとえば微量

要素や葉面散布肥料）、密閉容器に入れたものならば作物保護製品と

一緒に保管してもよい。 

下位の義務 

CB. 5.4.2 覆いのある場所で保管していますか。 覆いのある場所は、無機肥料（粉末、粒状及び液状の）をあらゆる環

境影響（日光、霜及び雨）から保護するのに適しています。リスク評

価（肥料の種類、天候条件、一次保管場所）に基づいて保管を実施す

る場合、ビニールカバーでもよい。保管庫では地面や床に直接置いて

はいけません。農場に石灰や硫酸カルシウムを置くことは許されてい

ます。 バルクの液体肥料は、流出防止が可能で、製品安全性データシ

ート（MSDS）の保管要求事項を満たしている場合に限り、容器を屋

外で保管することができます。                          

下位の義務 

CB. 5.4.3 清潔な場所で保管していますか。 無機肥料（粉末、粒状、液状など）はごみなどの廃棄物のない場所で

保管し、ねずみ等の繁殖場所とならないようにし、こぼれたり漏れた

ものは取り除かなければなりません。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 5.4.4 乾燥していますか。 無機肥料（粉末、粒状、液状など）のための保管場所は、換気が良好

で、雨水の浸入やひどい結露のない場所でなければなりません。地面

には直接置いてはいけません。  バルク液体肥料は、流出防止が可能

で、製品安全性データシート（MSDS）の保管要求事項を満たしてい

る場合に限り、容器を屋外で保管することができます。                                                                                                                                        

下位の義務 

CB. 5.4.5 水源汚染のリスクを軽減するような適切な保管方法をとっていますか。 全ての肥料は、水源や地下水へのリスクを最小限にするような方法で

適切に保管しなければなりません。液体肥料の保管場所は、最も大き

い容器の 110%にあたる容量の容器に入れ、非浸透性の壁で囲まれて

いなければなりません。また、水路に近接する場合や、洪水のリスク

等も考慮する必要があります。 

下位の義務 

CB. 5.4.6 収穫物と一緒に保管していませんか。 肥料は収穫物と一緒に保管してはいけません。 上位の義務 

CB. 5.4.7 無機肥料の最新の在庫記録、または閲覧可能な使用記録がありますか。 在庫記録（肥料の種類と量）が閲覧可能で、最低 3 ヶ月毎に 1 度は更

新されていなければなりません。 

下位の義務 

CB. 5.5 有機肥料  

CB. 5.5.1 農場では、人糞尿を含む生活雑排水汚泥の使用を禁止していますか。 人糞尿を含む生活雑排水汚泥は GLOBALG.A.P.登録作物に使用しては

いけません。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 5.5.2 有機肥料の施肥の前に、その供給元、性質、意図した使用目的のリスク評価を

行っていますか。 

根拠書類には少なくとも以下の潜在リスクを考慮していることが示さ

れていなければなりません：有機質肥料の種類、堆肥化の方法、雑草

や種子の混入、重金属の含有、施用の時期、有機肥料の施用場所（た

とえば、作物の可食部との接触、畝間施用等）。これにはバイオガス

施設由来の原料にも当てはまります。別紙 CB 1 微生物学的ハザード参

照。 

下位の義務 

CB. 5.5.3 有機肥料の持つ養分量を考慮に入れていますか。 施肥する有機肥料は、分析を実施したり、公定規格などにより、養分

(N,P,K)の含有量を確認していなければなりません。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB: 5.5.4 有機質肥料を保管する際には、環境汚染のリスクを軽減するような適切な保管

方法をとっていますか。 

有機質肥料を保管する際には、決まった場所に保管しなければなりま

せん。地表水への汚染を防止するための適切な対策を取る必要があり

ます（たとえば、コンクリートの土台と壁、または専用の漏出防止コ

ンテナ等）。また、具体的には、地表水面から最低 25 メートル離して

保管しなければなりません。 

下位の義務 

CB. 5.6 養分含量  

CB. 5.6.1 購入した肥料には、養分含量(N,P,K)を示す証拠文書が添付されていますか。 GLOBALG.A.P.の認証作物に過去 12 ヶ月間分の全ての肥料に関して、

N, P, K 含量の詳細を記した文書（若しくは公定規格が分かる文書）が

なければなりません。 

下位の義務 

CB. 5.6.2 購入した無機肥料には、重金属も含めた化学成分を示す証拠文書が添付さ

れていますか。 

 

GLOBALG.A.P.認証作物に施肥した過去 12 ヶ月分の無機肥料全てにつ

いて、重金属も含めた化学成分を書いた文書がなければなりません。 

推奨 

CB. 6 灌漑/滴下施肥   

 水は限りある天然資源です。潅漑用水の有効利用のため、灌漑は適切な予報に従い、なおかつ（または）用水を有効利用できる技術装置を使用して行な
うべきです。水の使用に関する一般要求事項は別紙 CB 2 参照 

 

CB. 6.1 灌漑の必要性の予測  

CB. 6.1.1 作物が水をどれだけ必要としているか、系統的に予測する方法を利用していま

すか。 

灌漑の必要量計算ができ、それらはデータ記録によって裏付けられた

ものでなければなりません。（たとえば、雨量計、培地用の排水トレ

ー、蒸発計、土壌水分張力計（土壌種類や土壌地図から水分の％決

定））。これらデータは地域範囲で蓄積することでも適合となりま

す。 

推奨 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 6.2 灌漑/灌水施肥の方法  

CB. 6.2.1 生産者は、水資源保護の観点から、採用している灌漑方法の正当な根拠を示す

ことができますか。 

ここでの趣旨は、水のムダ使いの防止です。灌漑システムの利用が効

果的であり、生産者は、技術的に有効で、手頃な価格設定である、最

も効率的な灌漑システムを使用し、水利用における地域のあらゆる制

約に関する法律に従っていることが要求されます。       

上位の義務 

CB. 6.2.2 水の使用量を適正にし、ムダを減らすための水管理プランがありますか。 農場における効率的な水の利用を目的とする行動計画が文書化されて

いなければなりません。農場がこの行動計画に参加または適用を受け

るのであれば、効率的な水の利用は地域活動か、もしくはそのような

個人計画のどちらかで適合となります。 

推奨 

CB. 6.2.3 灌漑/灌水施肥に使用した水量を記録していますか。 水量計ごと、または灌漑区域ごとの日付と水量を示した記録がなけれ

ばなりません。生産者が灌漑プログラムに加入している場合は、計算

上の灌漑期間の水量と実際の水量を記録していなければなりません。 

推奨 

CB. 6.3 灌漑用水の水質  

CB. 6.3.1 未処理の汚水を潅漑/灌水施肥に使用することを禁止していますか。 潅漑/灌水施肥用に未処理の汚水を使用してはいけません。処理済の汚

水や再生水を使う場合、水質はＷＨＯ発行の「農業と養殖での排水と

排泄物の安全利用に関するガイドライン・1989」に適合していること

が要求されます。また、水源の汚染が疑われる場合は（たとえば、上

流に村落がある等）、農家は水質が灌漑用水の水質に関する WHO ガ

イドライン、または地域の規制に適合していることを、水質分析によ

って示せなければなりません。リスク評価の方法については、別紙

AF.１の表 3 リスク評価参照。適用除外禁止。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 6.3.2 潅漑/灌水施肥用水の汚染リスクに関する年次評価は完了していますか。 リスク評価では、全ての灌漑/灌水施肥用水の水源に対する潜在的な微

生物学的、化学的または物理的汚染について考慮せねばなりません。 

リスク評価の中には少なくとも、： 

・水源の特定、 

・灌漑方法、 

・灌漑時期（作物の生育期間中）、 

・作物の灌漑用水への接触、を含めること。 

作物の種別としては、：                     

・生食及び食べる前に裸の状態で移送される農作物 

・生食及び食べる前に裸の状態で移送されるか、リスク若しくは病原

菌汚染の事故が過去にある農作物 

・生食及び食べる前に被覆された状態で移送、土から離れて栽培され

る、病原菌汚染が過去にない農作物 

・加工された農作物、とすること。 

別紙 CB.1 微生物学的ハザード参照。 

下位の義務 

CB. 6.3.3 リスク評価(CB.6.3.2)に従った頻度で、灌漑用水の分析は行われていますか。 作物の性質を考慮したリスク評価の結果に従った頻度で水質分析を行

なわなければなりません。分析サンプルは灌漑システムの出口やそれ

に可能な限り最も近いポイントで採取しなければなりません。 

下位の義務 

CB. 6.3.4 CB.6.3.2 のリスク評価に従い、試験分析では微生物的汚染を考慮しています

か。  

リスク分析（微生物汚染のリスクがある場合）に従い、試験所の分析

を通じて、関連する微生物汚染に関係する記録を保持しなければなり

ません。 

下位の義務 

CB. 6.3.5 適切な試験機関が分析を実施していますか。 ISO17025 レベル、または同等の基準に準拠した、微生物分析のできる

適切な試験機関による分析結果でなければなりません。 

推奨 

CB 6.3.6 リスク分析で要求する場合、問題がある分析結果の場合は、次の収穫サイクル

の前に処置を実施していますか。 

記録は是正措置及び/又は意思決定に際して有効である必要がありま

す。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 6.4 灌漑/灌水施肥用水の供給  

CB. 6.4.1 環境保護のため、持続可能な水源から取水していますか。 持続可能な水源とは、通常の（平均的な）状態で十分な水を供給でき

る水源のことを意味します。 

下位の義務 

CB. 6.4.2 必要な場合には、監督官庁から取水に関する助言を受けていますか。 必要な場合には、取水に関しての文書連絡（たとえば、書状、許可証

等）がなければなりません。 

下位の義務 

CB. 7 総合的病虫害管理  

 総合的病害虫・雑草管理(IPM)とは、利用可能な病害虫・雑草抑制技術全てについて注意深く考察した上で病害虫・雑草の増加を抑える適切な方法を統
合し、作物保護製品やその他の手法による防除を経済的に正当化できるレベルに保ち、人の健康や環境へのリスクを減らし、又は最低限に抑制すること
です。IPM ツールボックスは、IPM 技術の普通作物及び園芸作物の商業生産への適用に対して、代替手段を提供するために苦心して造られています。異
なる作物及びエリアでの病害虫・雑草の発生について、自然の変化を考慮すると、どの IPM システムも地域の物理的（気候、地理的）、生物的（病害
虫の分布相、天敵の分布相）、そして経済的（導入助成金があるかどうかや、その不足、すべての輸入国の要求事項）な条件との関連で実施されなくて
はなりません。 

 

CB. 7.1 IPM システムの実践に対する支援を、訓練やアドバイスを通して得ています

か。 

外部の顧問が支援する場合は、公的組織に所属しない場合に限り、教

育及び技術的力量は公的な資格や特別な訓練コースの修了書等を示せ

なければなりません。 

技術責任者が生産者である場合は、経験から得た知識が技術知識（た

とえば、IPM 技術文献の参照、特別訓練コースへの参加等）及び/又は

ツールの使用（ソフトウェアー、農場での検出方法）によって補完さ

れなければなりません。 

下位の義務 

 CB.7.2 から CB.7.4:生産者は以下に分類できる活動についてそれぞれ少なくと

も一つ実施している証拠を示せること 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 7.2 「予防」 生産者は生産規範の選択など、病虫害被害の発生率や強さを低減し、

それによって防除の必要性を下げるための活動を少なくとも１つ行な

っている証拠を示せなければなりません。 

上位の義務 

CB. 7.3 「観察とモニタリング」 生産者は、a)いつ、どの程度、害虫やその天敵が存在するかを判断す

るための情報を入手し、b)それを利用して必要な害虫防除技術の計画

をたてるための活動を少なくとも１つ行なっている証拠を示せなけれ

ばなりません。 

上位の義務 

CB. 7.4 「防除」 生産者は、病虫害が農作物の経済的価値に悪影響を及ぼす場合、特定

の手段による防除を行なうという証拠を示せなければなりません。必

要に応じて、農薬を使わない方法を考慮する必要があります。 

上位の義務 

CB. 7.5 ラベルに書かれた抵抗性を強めないための推奨事項を守り、作物保護製品の効

果を保つようにしていますか。 

病害虫や雑草などへの防除が繰り返し必要な時、製品のラベル上に抵

抗性を強めないための具体的な推奨事項（存在する場合）が書かれて

いれば、それに従わなければなりません。 

下位の義務 

CB. 8 作物保護製品  

 病虫害が農作物の経済的価値に悪影響を及ぼす場合、作物保護製品(PPP)の使用も含め、特定の防除手段による干渉を行なう必要性が生じることがあり
ます。作物保護製品は適正に使用し、取扱い、保管することが重要です。  

 

CB. 8.1 作物保護製品の選択  

CB. 8.1.1 栽培中の作物への使用が当該国で承認されている作物保護製品の最新リストを

保持していますか。 

作物保護製品の商品名を記したリストが閲覧可能であり（有効成分の

組成、または有益な微生物名も含む）、それは過去 12 ヶ月以内に

GLOBALG.A.P.認証農場で栽培した作物に対して承認されたもののリ

ストでなければなりません。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.1.2 現時点で作物保護製品は（登録する公的な制度がある国では）、登録されたも

のだけを適用農作物に使用していますか。 

使用したすべての農薬は使用国の関係政府機関に公式で現時点で登録

されているか、認可を受けているものでなければなりません。公的な

登録制度が存在しない場合は、この事項に関する GLOBALG.A.P.ガイ

ドライン（別紙 CB.4）、および国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の「農薬

の流通と使用に関する指導的規約」を参照すること。別紙 CB4 参照 

地方政府により PPP 最終適合のための公的農場試験が実施されている

場合。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.1.3 製品のラベル上に示されている通り、適用のある対象に対して作物保護製品を

使用していますか。 

その農作物にふさわしい作物保護製品を使用しており、病害虫または

雑草、農薬による処置の対象について、使用の正当な根拠（ラベル上

の推奨事項、または公的登録機関の出版物）を示せなければなりませ

ん。生産者がラベル表示以外の作物に作物保護製品を使用している場

合は、その国で、その農作物に対してその作物保護製品を使用するこ

とについて、公的な承認を受けているという証拠がなければなりませ

ん。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.1.4 登録済作物保護製品の請求書を保管していますか。 使用した登録済作物保護製品を購入した際の請求書を記録管理のため

に保管し、それを外部検査の際に閲覧できるようにしなければなりま

せん。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.2 作物保護製品の種類及び使用量のアドバイス  

CB. 8.2.1 作物保護製品は力量のある人員が選定していますか。 作物保護製品の記録に、技術責任者が作物保護製品を選定しているこ

とが示されている場合、その者はアドバイザーの資格を持っており、

公的な資格か、特定の訓練コースへ参加した証明書などで説明できる

技術的力量がなければなりません。アドバイザーや政府からの Fax や

e-mail も可。 

作物保護製品の記録に、作物保護製品の選定をする技術責任者は生産

者であることが示されている場合には、経験を技術的知識、によって

補っていることが要求されます。（たとえば、製品の技術文書、特定

の教育訓練コースへの出席等） 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.3 散布記録  

 8.3.1 から 8.3.10:全ての作物保護製品の記録は保持され、以下の基準を満たすこと  

CB. 8.3.1 作物名及び/又は品種名? すべての防除記録上に、処理した作物の名前および品種名、またはい

ずれかを具体的に記録していなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.3.2 散布場所は? すべての防除記録上に、地理的な区域、作物がある農場と農地、果樹

園または温室の名称または関連づけられる情報を記録していなければ

なりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.3.3 散布日は? すべての防除記録上に、正確な散布日（日／月／年）を記録していな

ければなりません。実際の散布日（1 日以上かかった場合は終了日）を

記録する必要があります。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.3.4 商品名及び有効成分名は? すべての防除記録上に、完全な商品名（剤形を含む）及び有効成分若

しくは学名での有益な生物の名称を記録していなければなりません。

有効成分は記録され、商品名から有効成分がわかるようになっていな

ければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.3.5 作業者は? 防除記録上で、農薬散布を行なった作業者を特定していなければなり

ません。同一人物が全ての農薬散布を行なう場合、作業者の詳細は一

度の記録で適合と判断されます。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.3.6 散布の正当性は? すべての防除記録上に、処理した病害虫または雑草の名称を記録して

いなければなりません。通称が用いられている場合、ラベルに記載さ

れた名称と一致していなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.3.7 散布の技術責任者は? 作物保護製品の使用及び適用量を決定する技術責任者名を記録されて

いなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.3.8 散布した製品の量は? すべての防除記録上に、重量または体積、または水（もしくはその他

の溶媒）の全量、 およびリットル当たりの薬のグラム数、または国際

的に認められた単位で、散布することになっている作物保護製品の量

を記録していなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.3.9 使用した防除機器名称は? 散布した農薬全てにつき、防除機械の種類（さまざまな装置を使って

いる場合、個々に特定できるように）、散布方法（例えば背負い式噴

霧器、大容量散布、極少量散布、灌漑システムを利用した散布、粉剤

散布、霧状散布、空中散布、その他）について、すべての防除記録上

に詳細に記録していなければなりません。適用除外禁止 

下位の義務 

CB. 8.3.10 使用後の出荷制限期間（収穫前期間）は? すべての作物保護製品の散布について、製品ラベルや他の情報源で閲

覧できる収穫前期間を記録していなければなりません。ラベルに記載

されていない場合、公的な情報で収穫前期間を定めていなければなり

ません。適用除外禁止。花卉および観賞用植物は除く。 

上位の義務 

CB. 8.4 収穫前期間（花卉および観賞用植物は対象外）  

CB. 8.4.1 登録された収穫前期間に従っていますか。 明確な手順書および資料があり、防除記録および処理場所からの作物

収穫日によって、作物に散布した作物保護製品のすべての収穫前日数

を守っていることが実証できなければなりません。継続的に収穫を行

なう場合は特に、その農地や果樹園、温室ごとに（例えば、警告標

識、散布時期表示等）、全ての収穫前期間に適合することを確実にす

るための適切なシステムがなければなりません。8.6.4 参照。花卉およ

び観賞用植物以外、適用除外禁止。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.5 あまった混合済み散布液の処分  

CB. 8.5.1 あまった混合済み散布液やタンクのゆすぎ液は、国や自治体の規制や、食品安

全や環境の基準に従って廃棄していますか。 

散布液やタンクゆすぎ液の残りを作物に適用する場合は、ラベルの投

与率を超えていないことが最優先されます。混合液やタンクゆすぎ液

の残りは、食品安全や環境の基準に従って廃棄していなければなりま

せん。記録を保持することが要求されます。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.6 残留農薬分析 (花卉及び観賞用植物は対象外)   

CB. 8.6.1 生産者は、行き先国の（すなわち、生産者が生産物を販売しようとしている市

場）最大残留基準値（MRLs）に関する情報が適切であることを証明できます

か。 

生産者もしくはその顧客は、生産物を販売する市場（国内及び/又は海

外を問わず）の定めた MRL 基準のリストを持っていなければなりませ

ん。MRL 基準を知るには、顧客との間で市場の基準を確認しているや

りとりを示すか、もしくは販売先となる特定の国（または国のグルー

プ）を選び、現在該当する国の MRL 基準に見合った残留物検出システ

ムに適合している証拠を示せなければなりません。一群の国を販売先

として考える場合、残留物検出システムが最も厳しい国の MRL 基準に

適合していることが要求されます。 別紙 CB 5 残留農薬分析参照 

上位の義務 

CB. 8.6.2 生産者が販売先として考える市場の MRL 基準に対して、適合するための措置を

とっていますか。 

生産者が販売先として考える市場の MRL 基準が、国の基準よりも厳し

い場合、生産者または顧客は、生産サイクルの中で MRL を考慮に入れ

ている（たとえば、必要に応じて作物保護製品の散布体制を変える、

および/または生産物の残留テスト結果を活用する）ということを実証

することができなければなりません。 

上位の義務 

CB. 8.6.3 生産者は、当該国の最大残留基準に適合するかどうかを確定するためのリスク

評価を完了していますか。 

生産者は、PPP 使用や MRL 超過の潜在リスクを判断するリスク評価

を完了させて証明できなければなりません。リスク評価は別紙 CB 6 ガ

イダンス MRL を超えた場合で説明されている基準に基づくこと。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.6.4 要求された場合にリスク評価に基づいた残留試験の証拠はありますか。 

 

 

リスク評価結果に基づき、GLOBALG.A.P.に登録された作物の作物保

護製品残留分析結果、または、農場まで追跡可能な第三者による作物

保護製品残留モニタリングシステムに関する最新の文書証拠や記録が

提示可能でなければなりません。残留農薬検査がリスク評価の結果と

して要求される場合、サンプリング手順、登録分析機関等に関する要

求事項は、次のとおりです。 

一般的にリスク評価は、別紙 CB.6 の最大残留基準値リスク評価に準じ

て、残留農薬分析を行い、分析の回数を特定する必要性や、いつ、ど

こで、サンプルや分析の種類を選ぶかを結論付けることが要求されま

す。 

残留農薬分析が必要ないと決定したリスク評価は以下の内容が特定さ

れることが必要です。 

4 年若しくはそれ以上の履歴において、分析による検証で検出が無い

（たとえば、基準超過、無登録作物保護製品等）、 

さらに、使用無し若しくは最低限の作物保護製品の使用 

さらに、限られた収穫期には、作物保護製品を使用しない（散布後収

穫までの指定期間以上の期間をもつこと） 

さらに、第三者によるリスク評価の検証（たとえば、認証機関の検査

員、専門家等） 

例外としては、作物保護製品を使用しない作物、よく管理された環

境、及び産業として一般的に作物保護製品の残留がないものがあげら

れます。（マッシュルームはその例である） 

上位の義務 

 8.6.5 から 8.6.7:残留農薬の分析を実施する場合は、以下の事項に従っていますか。  

CB 8.6.5 正しいサンプリング手順に従って行っていますか。 サンプリング手順に適合していることを示す根拠書類がなければなり

ません。別紙 CB 5 残留農薬分析参照。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB 8.6.6 残留検査は国内所轄官庁による ISO17025 認証取得の分析機関若しくは同等基

準の分析機関で行っていますか 

認証書などの見出しか写しに、残留農薬分析のために使用した試験機

関が所轄の国内当局から ISO17025、またはそれと同等の規格の認証を

受けていることを明白に示す証拠（文書、証書の写し等）がなければ

なりません。どの場合も、試験機関は検定試験（たとえば FAPAS)に

参加していることの証拠を示せる必要があります。別紙 CB 5 残留農

薬分析参照。 

下位の義務 

CB 8.6.7 MRL 基準を超えた場合の対応計画を整備していますか。 残留農薬分析で栽培中の作物の MRL （生産国、または販売先国）を超

えていることが示される場合に取るべき対応措置および行動（顧客へ

の連絡、製品の追跡調査等を含む）の明確な手順書がなければなりま

せん。別紙 CB 5 残留農薬分析参照。 

上位の義務 

CB. 8.7 作物保護製品の保管   

 作物保護製品の保管は基本ルールとともに安全な保管及び使用が確実であること。  

CB. 8.7.1 国や自治体の規制に従って作物保護製品を保管していますか。 作物保護製品保管施設はすべて該当する国、地方および地域の現行の

法規に従っていなければなりません。 

上位の義務 

 8.7.2 から 8.7.8:作物保護製品の保管場所については、：  

CB. 8.7.2 堅固なつくりですか。 作物保護製品の保管施設は頑丈で堅固なつくりで建てられていなけれ

ばなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.3 安全な場所ですか。 保管施設は施錠して安全を確保していなければなりません。適用除外

禁止。 

上位の義務 

CB. 8.7.4 温度条件は適切ですか。 作物保護製品は、ラベル表示の保管要求事項どおりの材質で、適切な

場所に保管されていなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.7.5 耐火性はありますか。 作物保護製品の保管施設は、耐火性の材質（最低要求基準 RF30:30 分

間は炎に絶えられること）建築されていなければなりません。適用除

外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.6 換気は良好ですか（人が入れる保管庫の場合）。 保管施設は有害な気体の発生を防止するために、十分かつ絶え間ない

換気が行われていなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.7 明るさは十分ですか。 保管施設は自然光若しくは人工照明によって、十分な明るさのある場

所に設けられており、棚にあるすべての製品ラベルを容易に読みとれ

ることが保証できなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.8 他の資材と分離していますか。 最低限の要求事項は、物理的障害（壁、シート等）を用いることによ

り、作物保護製品と他の資材との交差汚染を防止していなければなり

ません。 

下位の義務 

CB. 8.7.9 作物保護製品の保管棚は、非吸収性の素材で作られていますか。 作物保護製品の保管施設は流出に備えて装備を行なわなければなりま

せん。（例えば、金属、硬化プラスチック若しくは不浸透性のビニー

ルで覆われたもの等） 

下位の義務 

CB. 8.7.10 作物保護製品の保管施設は流出に対して貯留ができますか。 農薬保管施設には貯留タンクがあるか、もしくは、庫内で最大の液体

容器の 110％にあたる容量の槽で流失をせき止める構造になってお

り、貯蔵所の外部への漏出・浸出や汚染が生じないことが確実でなけ

ればなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.11  作物保護製品を計量し、調合するための施設がありますか。 農薬保管施設または農薬の調合場所が異なる場合は、その調合場所に

計量設備があり、毎年生産者によって、容器の目盛りや、はかりの較

正をしたことが検証でき、かつ、安全で効率的な作物保護製品の取扱

いのための器具（たとえば、バケツ、水源など）が備えられていなけ

ればなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 



 

管理点及び適合基準  

総合農場認証 –農 作物基本 

日本語版   疑わしい点については、英語版参照のこと 

Code Ref: IFA 4.0 -CPCC 
Version: CB V4.0_2 

Page: 50 of 102 

 

 

© Copyright: GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS GmbH, 
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne) Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 |  

http://www.globalgap.org 
 

 

Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.7.12 この保管施設は流出にも対応できますか。 保管施設及びすべての所定の調合場所には、作物保護製品が流出した

場合に使用するため、容器に入った不活性吸収剤すなわち砂、床ブラ

シとちり取りとポリ袋が、標識を付けた決まった場所に備えていなけ

ればなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.13 鍵と保管施設への出入りを、作物保護製品取扱いの正式訓練を受けた労働者に

のみ限定していますか。 

保管施設には鍵がかかっており、作物保護製品の安全な取扱いと使用

について正式訓練を受けたことを実証できる人が立ち会っていなけれ

ばその場への出入りを認めてはいけません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.14 すべての作物保護製品は購入時のパッケージのまま保管していますか。 現在保管施設にあるすべての作物保護製品は購入時の容器やパックの

まま保管しなければなりません。容器が破損した場合に限り、新しい

パッケージに入れ、元のラベルの全情報を記載することが要求されま

す。CB.8.9.1.参照。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.7.15 GLOBALG.A.P.に登録された作物への使用が承認されている作物保護製品は、

保管施設内で、他の目的で使用される作物保護製品と分けて保管されています

か。 

作物保護製品は登録され、そして/又は対象作物以外への使用（例 庭

への使用等）を目的とする作物保護製品は、作物保護製品と明確に区

分され、分けて保管しなければなりません。 

下位の義務 

CB. 8.7.16 保管棚の中で、粉剤は液剤より上段に保管していますか。 液剤を棚で保管する場合は、決して粉剤または粒剤の上段に保管して

はなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.7.17 作物保護製品の最新の保管一覧表若しくは使用記録は閲覧可能ですか。 保管内容（種類及び量）を記した保管一覧表が閲覧可能であり、最低

3 ヶ月に一度更新されていなければなりません。 

下位の義務 

CB. 8.8 作物保護製品の取扱い (作物保護製品の取扱いがない場合は対象外)   

CB. 8.8.1 作物保護製品に接触する全ての作業者は、任意で毎年健康診断を受けています

か。 

作物保護製品と接触する全ての作業者は、自発的に毎年健康診断を受

けていなければなりません。これらの健康診断は、国、地方、または

地域の実施規定に基づいたもので、結果を使用する場合は個人情報開

示の法律を尊重する必要があります。 

推奨 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.8.2 農場における農薬散布後の再入場を取り決めた手順書はありますか。 ラベルの指示に従い、作物に散布した作物保護製品ごとの散布後の立

ち入り禁止期間を示す明確な手順書がなければなりません。立ち入り

禁止期間がラベルに示されていない場合は、特定の要求事項はありま

せんが、作業者が散布エリアに再入場する際には、作物上の散布液は

乾いていることが要求されます。 

上位の義務 

CB. 8.8.3 事故時の手順書は、作物保護製品や化学品の保管庫から 10ｍ以内の分かりやす

い場所にありますか。 

AF.3.4.1 で述べた情報を詳しく書いた事故時の手順書は、事故発生初

期の基本的な応急処置をわかりやすく示していなければなりません。

また、作物保護製品/化学品保管施設と調合場所から 10ｍ以内の、誰も

が届く場所になければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.8.4 作業者の偶発的な汚染に対処するための施設がありますか。 農場内の全ての作物保護製品/化学品保管施設、全ての充填/調合場所で

目が洗えるようになっており、10m 以内にきれいな水源があり、中身

が全て揃った救急箱と、緊急連絡先の電話番号、または事故発生時の

基本的な手当を書いた手順書がなければなりません。全て、恒久的で

明確な標識をつけていなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB 8.8.5 作物保護製品を混合する場合、ラベルの指示、適正な取り扱い及び混合の手順

に従っていますか。 

適切な計量器具を含めて、作物保護製品を混合するための適切な設備

を備えていなければなりません。そうすればラベルの指示どおりの正

しい取り扱いと、混合方法を守ることが可能となります。適用除外禁

止。 

下位の義務 

CB. 8.9 空の作物保護製品容器   

CB. 8.9.1 空容器を、同一の製品を入れたり、輸送したりする以外の目的で再利用してい

ませんか。 

空容器は、ラベルに記載された同一製品を入れたり、運んだりする以

外の目的で、これまで再利用されたことがなく、現在も再利用されて

いないという証拠がなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.9.2 空容器の処分は、人が汚染を受けることのない方法で行っていますか。 空容器を処分するために使用するシステムでは、安全な保管場所、処

分前の安全な取扱いシステム、および人への汚染を防止する処分方法

を確保することで、確実に人が空容器に接触しないようになっていな

ければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.9.3 空容器は環境汚染を起こさないような方法で処分していますか。 空容器を処分するために使用するシステムは、安全な保管場所、処分

前の取扱いシステムおよび環境に対して責任ある処分方法を確保する

ことによって環境、水路、動植物の汚染の危険を最小限にとどめるよ

うになっていなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.9.4 利用可能ならば、公的な回収および処分システムを利用していますか。 公的な回収および処分システムがある場合、生産者がそれに参加して

いることを示す文書記録がなければなりません。 

下位の義務 

CB. 8.9.5 回収システムがある場合、回収システムの規則に従った適切な保管、表示、取

り扱いをしていますか。 

空容器は再利用せず、公的回収・処分制度がある場合、その要求事項

に応じて適切な保管、表示、取扱いをしていなければなりません。 

下位の義務 

CB. 8.9.6 空の容器は、散布用機械についている高圧洗浄装置を使用して、または少なく

とも 3 回水で洗浄していますか。 

作物保護製品散布機には、容器用の高圧洗浄装置が付いているか、ま

たは処分の前に容器を 3 回洗浄することを文書化していなければなり

ません。適用除外禁止。 

上位の義務 

CB. 8.9.7 空容器のすすぎ液を散布用機械のタンクに戻していますか。 容器取扱用具の使用により、または散布作業者向けの手順書により、

空の作物保護製品容器のゆすぎ液は必ず調合時に散布用機械のタンク

に戻していなければなりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

CB. 8.9.8 空容器は、処分の時まで、安全に保管していますか。 処分前のすべての空容器用に決まった安全な保管場所があり、作物や

包材から隔離していなければなりません。（例えば、恒久的な標識を

つけ、人や動物の接近を物理的に制限していること。） 

下位の義務 

CB. 8.9.9 容器の処分または破壊に関するすべての地元の規則を守っていますか。 空容器の処分に関して、すべての関係する国、地方、および地元の法

規を守っていなければなりません。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

CB. 8.10 使用期限切れの作物保護製品   

CB. 8.10.1. 使用期限切れの作物保護製品は、安全に保管し、識別し、認可または承認され

たルートを経て処分していますか。 

期限切れの作物保護製品が公的な認可を受けた経路で処分されたこと

を示す記録文書がなければなりません。これが不可能な場合は、期限

切れ作物保護製品を安全に保管し、識別できるようにしていなければ

なりません。 

下位の義務 

CB 8.11 肥料及び作物保護製品に分類されない適用物質   

CB 8.11.1 

 

肥料及び作物保護製品に分類されない、作物または/あるいは土壌に施される物

質がある場合は、記録が行われていますか。 

自家製作物保護製品、植物強化剤、土壌改良剤、その他の物質を認証

作物に使用する場合、記録が参照可能でなければなりません。これら

の記録には、物質名（どの植物の由来か）、商品名、圃場、日付、量

（購入した場合には）を含める必要があります。当該国にそのような

薬剤を登録するスキームがある場合、登録されていなければなりませ

ん。 

下位の義務 

CB 9 器具  

CB 9.1 食品安全や環境に注意を払う機器（たとえば、肥料散布器、作物保護製品散布

器、灌漑システム、重量測定、温度管理に使用される機器）は、定期的に点検

し、適用される場合は少なくとも年に一度は校正を行っていますか。 

機器はあらゆる修理、オイル交換等の実施に関して最新のメンテナン

スシートに記録し、良い状態に保っていなければなりません 。 

たとえば： 

肥料散布機：最低限、直近 12 ヶ月以内に専門業者、肥料散布機業者、

農場の技術責任者の校正実施後からの記録を残すこと。 

 作物保護製品散布器： 別紙 CB.7 目視確認、機器適用のための機能テ

ストのガイダンスを参照。作物保護製品の適用機器（自動及び手動）

は直近 12 ヶ月以内に適正運転を証明し、これらは公的なスキーム（ス

キームがある場合）に参加し、その力量を示すことができる人員によ

り実施され、証明されるか文書化されていること。 

下位の義務 

CB. 9.2 可能な場合、生産者は第三者による較正・認証制度に参加していますか。 生産者が第三者による較正認証制度に参加していることを示す文書が

なければなりません。 

推奨 
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ANNEX CB.1 GLOBALG.A.P. ガイドライン | 微生物ハザード 

1.- イントロダクション 

このガイドラインの範囲は、生鮮果実や野菜の収穫時の衛生ハザードの特定と、これらのハザードを回避する方法の理解を支援するものです。化学的および物理的なハザードにつ

いては、グローバル GAP 基準のいくつかのセクションで触れられています。 

衛生が考慮されていないと、生産物中の微生物（病原菌を含む）が存在しやすい条件に近づき、消費者の食中毒の原因となりうる微生物ハザードを生じさせることになります。 

それぞれの農場に固有の条件によって様々な衛生ハザードがあり、個々のケースで確立されるべき軽減手順すべてを一つの文書で説明することはできません。そのため、このガイ

ドラインは包括的なものではなく、ある特定の農場のすべてのハザードを反映したものと捉えられるべきではありません。 

2.- 基本的な衛生ハザード  

生産者が知っておかなければならず、自分の農場で評価をしなければならない微生物汚染の汚染源としては、主要なものが五つあります。一度リスクが特定されると、生産サイク

ルのいずれかの時点で二次汚染が起こりうることを考慮しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

水 

2. 

動物、鳥、は

虫類の有無 

3. 

厩肥、有機肥

料の使用 

4. 

人間 

（作業者） 

5. 

物資 

二次汚染 

生産物 
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3.- ハザードの特定  

 

ハザード、そしてリスクを回避するための最良の方法は、予防措置をとることです。ところが、予防は一般的な問題ではありません。ある特定の農場の状態に関連付けられるリス

クに着目しなければならないからです。このセクションは、ハザードを特定し、衛生関連のハザードを回避するための、生産者のためのガイドとなります。 

ハザードの可能性が低いと判断されても、継続的に状況の監視を行うことが推奨されます。 

3.1 一般事項： 

3.1.1 農産物の特性  

まず考慮しなければならない要因は、その農産物の本質的な特性です。これらの条件にはハザードの危険性を向上させるものもあり、生産者はそのことについて考える必要があり

ます。以下に示されている、「意思決定系統図」として知られている単純なツールを使用することができます。 

農産物の特性に伴う固有のハザードを確定するための意思決定系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産物の栽培中に直接土

壌と接触する 

ハイリスク：土を除去、回避して生産物を

取り扱わなければならない 

ホコリや水を捕らえやすい生産物（表面が粗い

もの、ざらざらしたもの、葉物野菜、等） 

高ハザードの可能性 
生産物の収穫中に直

接土壌と接触する 

高ハザードの可能性 一般的に低ハザード 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
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その特性からハザードが高いとされる農産物には、より注意深い措置をとらなければならず、ある特定のハザードを回避するために、おそらく複数の措置を組み合わせることを考

慮しなければならないでしょう。 

3.2.- 特定のハザード 

3.2.1.- 水 

3.2.1.1. 収穫の直前に使用される水  

水源や配水システムによっては、人間や動物によって水が汚染される可能性があります。水に病原菌が含まれていたり、病原菌が生き残って消費者まで到達したりする可能性によ

り、ある程度のハザードがあります。特に、その特性からハザードが高いとされる農産物（前セクション参照）の危険性が高くなります。 

農産物によっては収穫の直前またはそれより少し前に、以下のような目的のために水が使用されています。  

 土壌灌水方法（水耕法）を含む灌漑 (CB.6.3) 

 農産物の日光による損傷の管理 

 最終的な、作物保護製品の散布 (CB.8) 

灌漑の場合、灌漑用水は地域の基準に適合しなければなりません。収穫前に水を使用し、水が農産物の可食部に接触する場合は、ハザードはより高くなり、汚水や動物、鳥などか

らの汚染を回避するための措置がとられなければなりません。 

日光による損傷の管理や作物保護製品の管理のために収穫直前に水を使用する場合は、汚水や動物、鳥などからの汚染のない水源からのものでなければなりません。 

3.2.1.2 収穫後の農産物や用具の洗浄のための水(FV.3) 

生産物の洗浄に使用する水は安全な水源からのものでなければならず、できれば微生物を除去するような処理が行われた水道水が望ましいとされています。洗浄の手順で使用され

る水の衛生に関する最良慣行（ベストプラクティス）を作り上げるために考慮すべき、基本的な側面が四つあります。 

a) 常に新鮮な水道水を使用すること。井戸水の場合は、水を汚染の可能性から守るための抽出システムが設計、構築、維持されていなければなりません。 

b) 再循環水の場合は、殺菌剤を使用した処理が行われていなければなりません。一般的に水処理の弱点は、その効果を維持するための管理と監視にあります。これらが忘

れられてしまったり、甘すぎたりすることが多いため、記録や監視の頻度、是正措置について特に重要視しなければなりません。 

c) 洗浄に使用されるタンク、パイプの洗浄。設備は毎日洗浄、消毒し、翌日まで乾燥した状態が保たれていなければなりません。  
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d) 水を交換する頻度。それぞれの個別のケースについて、生産物の種類や洗浄設備の設計、管理者からの情報によって決定付けられなければなりません。消毒薬の供給業

者は、その決定のためのガイダンスを提供しなければなりません。  

e) 水を補給する場合は、必ず水道水か清潔な処理済の水のみを使用すること。 

f) 絶対に灌漑用水（水道水の基準を満たしていない限り）で農産物を洗ったり、「リフレッシュ」させたりしないこと。 

3.2.1.3 収穫済み農産物の冷却のための水と氷 

前述の意思決定系統図は冷却プロセスで使用される水や氷のハザードを査定するために使用できます。しかしながら、氷の保存に関しては、いくつか考慮点を追加する必要が生じ

ます。 

 氷の水源  

o 氷は必ず飲用水（水道水と同等）から作られたものでなければならない。生産者は供給業者を訪問し、管理された水道水から作られていることを確認することで

氷の水源についての情報を得ること。 

 氷の保存 

o 氷は常に土から隔離されていなければなりません。 

o 動物や鳥による想定外の汚染を回避するために、氷はフタを閉じたタンクや似たような構造の中で保存されなければなりません。 

 氷の取扱い 

o 氷の取扱いや粉砕のために使用するすべての用具は清潔でなければならず、キャビネットで保管されなければなりません。 

o 絶対に非飲用水を、氷を洗ったり維持したりするために加えてはなりません。  

収穫後の水からの微生物汚染のハザードを決定するためのガイドライン 
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Washing /cooling equipments are  
cleaned every day? 

Washing /cooling equipments  
must be cleaned every day NO 

Yes  

Water/Ice is supplied from a source  
that delivers/use drinking water  
(potable standard).? 

No Yes 

Test the water for E coli bacteria .   
Are detectable levels of E coli in  
the analysis ?  

The water source, storage tanks,  
distribution systems  can be  
contaminated  with animal or bird  
faeces? 

Yes 
No 

Isolate or close all the  
contamination points in  
the system  

Water is changed  for every  
washing? 

NO YES 

Water is recirculated  with  adition of  
sanitizer  Low  hazard probability 

NO YES 

Water need to be  treated before  
use or change  source of water 

Are there frequent  control  
measures, corrective actions and  
records 

NO YES 
Control measures for sanitizer  
concentration  and records must be  
implemented Low  hazard probability 
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オーストラリア政府「農場における生鮮農産物のための食品安全ガイドライン」に基づく。 

葉や茎の一部も収穫される生産物は、土を生産物から取り除いて汚染の可能性を低減させるために、洗浄／冷却前の予備洗浄が必要です。 

3.2.1.4 収穫シーズン中に洪水、豪雨等、管理不能な条件からもたらされる水  

危害の要因となりうる汚染物質（有毒物質を含む水、糞便物質、動物の死骸など）は、大規模な洪水等により、農産物のサイトに沈殿する可能性があります。かつて洪水にさらさ

れた土と接触した可能性のあるすべての設備を洗浄、殺菌することで、二次汚染を予防すること。 

FDAでは、洪水と接触したすべての農産物は「劣化した」製品とされ、人間が摂食するためのものとして販売することはできません。  

そのシーズン中に洪水の被害にあった領域を、生産物や梱包材を保管するために使用してはなりません。 

3.2.2.- 動物、鳥、は虫類の存在  

動物、鳥、は虫類は、消費者や作業者の病気の原因となりうる、生産物や資材の微生物汚染の要因となる可能性があります。収穫中や、輸送を含む農場出荷後の取扱いの間に、こ

れらが農場の生産物へ接触しないように、必要な措置をすべてとらなければなりません。 

以下の図は、収穫中の動物の存在に焦点を置いた、基本的な意思決定系統図です。 
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収穫中の動物の存在によるハザードを特定するための意思決定系統図 

Is there animal husbandry in adjacent 

fields

Yes :High hazard probability

Physical barriers and mneasures to 

avoid leaking of wastes from 

animals must be implemented 

No

Is there livestock husbandry in the 

farm

Yes No

Livestock is confined Yes

Domestic animals are forbidden 

in the farm and there are 

measures to avoid their presence 

at the farm 

No: High hazard probability

NO Yes

Livestosck must be confined.  

Measures must be took  to avoid 

domestic animals in the farm 

specially at harvest. Work animals 

must be controlled NO

Work animals are controlled in 

their displacement in the farm 

and their wastes are inmediatly 

recovered 

YES

Wildlife (birds, etc) is non 

abundant or may be managed 

No: High hazard probability

YES

The farm has a lower risk from 

animals  
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動物やげっ歯類、鳥を誘引するようなポイントは避けなければなりません。そのため、すべての廃棄された生産物には覆いがかけられているか、収穫のセクションから運び出され

ていなければなりません。直接げっ歯類、動物やは虫類と接触したことが疑われる生産物はすべて、生食用のものからは取り除かれなければなりません。収穫済みの生産物を保管

／維持するために使用される領域では、ペストコントロールのシステムが機能していなければなりません。 

3.2.3 .- 農産物への厩肥の使用と、農場で厩肥を保管する条件(CB.5.5) 

厩肥やその他の肥料は、その起源により、微生物汚染の潜在的な汚染源です。そのため、微生物汚染の可能性を低減させるために、この種の天然肥料の使用は管理されなければな

りません。収穫中には、以下の側面について特別な注意を払わなければなりません。 

1.-土壌の中や土壌の近くで生育する農産物は、土壌で生き延びる可能性のある病原菌の影響を、最も受けやすい農産物です。厩肥中の病原菌は土の中で生き延びる可能性

が高いため、低い位置で生育する農産物で灌漑や激しい雨によって土がかかる可能性のあるものも、リスクにさらされています。通常、可食部が土と接触しない農産物は、

地面と接触した農産物（風で落下等）が収穫されなければ、その農産物が汚染の可能性はより低くなります。  

2.- 厩肥の使用から生鮮果実や野菜の収穫までの時間は、できるだけ長くなければなりません。未処理の有機肥料は、収穫シーズンの６０日前から使用してはなりません。 

3.- 近隣の土地からの厩肥による汚染の可能性を回避すること。灌漑用の水路からの浸水や汚染を探してください。激しい雨が厩肥の積み重ねに降ると、収穫中の領域へ浸

水するおそれがあります。 

4.- 生鮮果実や野菜の生産エリアや、収穫用の用具や資材の保管に使用されるエリアの近くに厩肥の保管場や処理場を設置しないこと。 

5.-収穫で使用した用具や設備、例えばトラクター、トラックや輸送車は、生産農場に入る前に厩肥のあるエリアを通過してはいけません。未処理の厩肥に接触した設備

（トラクターや用具など）は、収穫エリアへ近づく前に洗浄されなければなりません。 

3.2.4.- 人員（作業者）の安全衛生  

すべての生鮮農産物の生産オペレーションにおいて、従業員の適切な衛生状態は非常に重要な要素です。  

従業員が以下を与えられていれば、適切な衛生基準への適合が促進される可能性があります。 

• 従業員のための衛生設備 

• 保健と衛生に関する情報と教育訓練が、すべての従業員に対して与えられている。  

• 指示命令の法令順守についての監視 
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3.2.4.1 従業員のための衛生設備 

衛生基準の基本的な面に適合するため、従業員は特定の設備や備品を使用できなければなりません。 

a) 農場内のトイレ設備。ハザードを予防するために、農場内の作業者は適切なトイレ設備へアクセスできなければなりません。農場内で使用する衛生的なトイレの設置場所やシス

テムは地域の法規制に従いますが、基本的には以下が推奨されます。 

 すべての作業者が簡単に設備にアクセスできなければならず、いつでも必要なときにトイレを使用する許可が与えられなければなりません。  

 土、水、農産物や作業者自身への汚染のおそれを回避するため、共用トイレは良好で清潔な状態でなければなりません。  

 トイレ使用後に必ず手を洗わなければならないことを示す標識が設置されていなければなりません。 

 残渣の除去は、収穫物、土地、農産物や資材を汚染しないような方法で行わなければなりません。 

b) 手洗い  

 作業員の手洗い用に、せっけんだけでなく清潔な水も準備されていなければなりません。  

 水は密閉されて蛇口のついたタンクにいれ、影になった場所で保管することができます。  

 水は毎日入れ替えなければなりません。 

 農場の個別の状況により、タンクは頻繁に、徹底的に洗浄しなければなりません。  

3.2.4.2.- すべての従業員のための衛生と保健についての情報とトレーニング 

すべての従業員と監督者は衛生についての基本的な指導とトレーニングを受けなければなりません。 

a)基本的な指導の内容には、以下が含まれていなければなりません。 

 手の洗いかた  

 いつ手をあらわなければならないか 

 切り傷や怪我の取扱い 

 出血してしまったときの対処のしかた 

 農場内で飲食、喫煙、ガムをかむこと、つばを吐くことが禁止されていることを示す標識を掲示すること  

 トイレの使用  

 農場内の非衛生的な状況（鳥、げっ歯類、およびこれらがいたことを示す証拠、家畜、ゴミの取扱）の見つけかた 
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さらに監督者は、病気の兆候の認識の仕方や、病気の取扱いについてのトレーニングを受けなければなりません。  

b) トレーニングには少なくとも、衛生の観点からの特定の農産物や梱包（材）の取扱いが含まれていなければなりません。衛生原理の適用と指導のフォローアップは、監督者の

業務に含まれなければなりません。  

5.- 資材 

5.1- 収穫用のコンテナと道具 

 生産物を汚染したり損傷させたりしないように、清潔で良好な状態で維持されなければなりません。  

 作業者は、清潔で良好な状態のコンテナや道具のみを使用するようにトレーニングされていなければなりません。次の収穫で使用する前に、トレーラーや箱から可能な限

り汚れを取り除いてください。 

 厩肥、動物／人間の糞便や血液に接触したことが疑われる、もしくは鳥の糞がついたコンテナや道具はすべて、次の使用までに洗浄、消毒されなければなりません。  

 収穫用のコンテナは、収穫済みの果実や野菜以外の資材や物質を運搬するために使用されるべきではありません。農業従事者は、この点についてトレーニングを受けなけ

ればなりません。 

 廃棄物、副産物や非食用の危険な物質のコンテナはそれぞれ個別に特定されなければなりません。これらは、生鮮果実や野菜、または生鮮果実や野菜の梱包材を入れるた

めに使用されてはいけません。 

5.2.-収穫用の機械類と設備  

 収穫に機械類を使用するときは、農産物の物理的な損傷を防ぐため、適切に校正、操作されなければなりません。 

 中に農産物が残っていないことを確認するために、機械類は毎日点検されなければなりません。 

 収穫用の機械類は製造者のアドバイスや個別の作業状態に基づいて洗浄、清掃されなければなりません。 

5.3.-輸送  

 梱包された生鮮果実や野菜の輸送に使用される車輌は、衛生上有害な物質の輸送に使用されてはなりません。 

 二次汚染を回避するために、いかなる車輌も適切に清掃され、必要であれば消毒されなければなりません。 

 汚れた車輌や 、生産物の残りが入っている車輌は絶対に使用してはなりません。 

5.4.-収穫済み農産物の一時保管  

 収穫済みの生産物は常に清潔な場所に保管されなければなりません。 

 収穫済みの生産物は、熱や動物、その他汚染源となる可能性のあるものすべてから保護されていなければなりません。 

 ペストコントロールが実施されていなければなりません。  
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ANNEX CB.2 GLOBALG.A.P. ガイドライン | 水の使用 

リスク 問題  ステータス アクション 

物理的 

水不足 

河川流域やそのエリアは、水源の水を乱用したせいで水不足に直面し

ていますか。水不足は現在の、または計画されている、生産者の水の

使用に影響しますか。生産者は、河川流域やそのエリアの水不足の重

大な要因となっていますか、又は将来そうなる可能性がありますか。 

  

干ばつ 

河川流域やそのエリアは、降雨が不定期であるために水不足に直面し

ていますか。この現象は生産者の水の使用に影響しますか。農場の水

使用にはどの程度の柔軟性がありますか。この現象は、環境、社会、

そして文化的な問題に影響を及ぼしますか。 

  

洪水 

河川流域は、不定期な降雨や水の管理のせいで洪水に直面しています

か。この現象は生産者に影響を及ぼしますか。この現象は、環境、社

会、そして文化的な問題に影響を及ぼしますか。 

  

水質汚染 

河川流域は、水質汚染に直面していますか。現在の、または潜在的な

汚染源は上流か、生産者の地下水のエリアと同じところにあります

か。この汚染は、環境、社会、そして文化的な問題に影響を及ぼしま

すか。 

  

代替水源 

乱用されておらず、汚染されていない代替水源はありますか。この水

を定期的に生産者に割り当てることはできますか。この水は、厳しい

状況（干ばつ、汚染等）下で、生産者に割り当てることができます

か。一時的な厳しい状態に対処するための（新しい）貯蔵のしくみは

ありますか。代替水源や貯水システムが環境に与える影響は何です

か。 

  

法律的 水の割当てと 
河川領域やそのエリアは、プランやスキームに従って管理されていま

すか。このプランやスキームについて、一般の人びとや関係者の意見
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管理計画 

が集められ、水に関する関係当局に承認されていますか。実施されて

いるプランは定期的に更新されていますか。生産者の水の使用はプラ

ンやスキームに含まれていますか。含まれていない場合、生産者の水

の使用は、プランやマネジメントスキームの割当てに一致しています

か。このプランは環境、社会、および文化的な問題を適切に考慮して

いますか。 

水使用の許可 

 

水の使用許可を維持するための手順がありますか。生産者は、自身の

水の使用に適した許可証を持っていますか。その許可証は他の（水使

用の）許可証と相互に影響しますか。 

  

未承認の水の使用 

生産者は、関連する許可を得ずに（部分的に）水を使用しています

か。他の使用者は、関連する許可を得ずに水を使用していますか。こ

の、未承認の水の使用は生産者自身の水の使用許可証や水の使用その

ものに影響を与えますか。この、未承認の水の使用は環境、社会およ

び文化的な問題に影響を与えますか。 

  

優先使用 

河川流域やそのエリアでの、水の使用の優先順位付けはされています

か。生産者の順位は、他の使用者と比較してどの程度ですか。極端に

厳しい状況（干ばつ、汚染等）を見越した、特別な規制はあります

か。極端に厳しい情況と優先的な水の使用者についての現行のシナリ

オを考慮すると、生産者の水の使用にリスクはありますか。優先権を

持つ使用者に水を供給するために、許可証の適用が制限される可能性

はありますか。 

  

評判について 

水をめぐる対立 

 

河川流域や地下水のエリアは、国家の、地域の、または文化的／倫理

的な境界をまたがっていますか。河川流域やそのエリアに、水をめぐ

る対立はありますか。その理由は何ですか。これらの衝突は、紛争解

決のための対話プロセスによって対処されていますか。生産者がある

特定のエリアにおける水をめぐる対立に巻き込まれた場合、このほか

の地理的なエリアにもオペレーションをしている地域はありますか。

似たような水の使用者で、河川流域やそのエリア、または近隣のエリ

アで水をめぐる対立に巻き込まれた人はいますか。 

  

環境問題 

河川領域やそのエリアの淡水の現在の情況はどのようなものですか。

河川領域やそのエリアの環境や生物多様性の傾向はどのようなもので

すか。これらの環境的な傾向が農場のオペレーションにマイナスの影

響を与える可能性はありますか。農場での水の使用は、主要な環境や

生物多様性の性質に、重大な影響を直接又は間接的に与えますか。生

産者は、環境に関する（公式な）声明やプランを開発、発表しました
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か。そのプランは、水の使用に関して発生した紛争や懸案事項に対応

するものですか。このプランは定期的に実施、監査、更新が行われて

いますか。このプランは、一般の人びとも入手できますか。 

社会的問題 

河川領域やそのエリアにおける、水に関する問題（飲用水へのアクセ

スや、適切な消毒、等）についての現在の社会状況はどのようなもの

ですか。これらの側面についての社会的な傾向はどのようなものです

か。社会的な要求や申し立ては、農場の運営に対してマイナスの影響

を与えますか。農場の水の使用は、河川流域やそのエリアの住人の飲

用水へのアクセスや衛生に直接または間接的に、重大な影響を与えま

すか。生産者は、これについて（公式な）声明やプランを開発、発表

しましたか。そのプランは、水の使用に関して発生した紛争や懸案事

項に対応するものですか。このプランは定期的に実施、監査、更新が

行われていますか。このプランは、一般の人びとも入手できますか。 

  

文化的問題 

河川領域やそのエリアにおける、水に関する主要な文化的問題は何で

すか。その進捗はどのようになっていますか。文化的な傾向、要求や

申し立ては、農場の運営に対してマイナスの影響を与えますか。農場

の水の使用は、河川流域やそのエリアの文化遺産に直接または間接的

に、重大な影響を与えますか。生産者は、これについて（公式な）声

明やプランを開発、発表しましたか。そのプランは、水の使用に関し

て発生した紛争や懸案事項に対応するものですか。このプランは定期

的に実施、監査、更新が行われていますか。このプランは、一般の人

びとも入手できますか。 

  

農場での水の管理 

農場では、水はプランに従って管理されていますか。プランには過

去、現在、そして未来の水の使用の登録が含まれていますか。このプ

ランは持続的、効率的に水を使用するための条項が含まれています

か。このプランは農場の水の管理に関して発生した紛争や懸案事項に

対応するものですか。このプランは定期的に実施、監査、更新が行わ

れていますか。このプランは、一般の人びとも入手できますか。 

  

資金について 
融資 

生産者は定期または不定期の、外部からの融資を必要としています

か。（現在の、および潜在的な）投資家は、資金供給のための評価の

中で、水に関する基準を考慮していますか。投資家に要求される、特

別な点（水の管理プラン、水の使用許可等）はありますか。投資家

は、自身が設定する水に関する基準への適合について、限界値を設定

していますか。 

  

保険 生産者は作業者のための保険に加入していますか。（現在の、および   
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潜在的な）保険者は、自身の評価で、水に関する基準を考慮していま

すか。保険者に要求される、特別な点（水の管理プラン、水の使用許

可等）はありますか。保険者は、自身が設定する水に関する基準への

適合について、限界値を設定していますか。 

水の価格 

生産者は水の使用料を支払っていますか。この料金/税金/関税はどのよ

うに決定されますか。これはオペレーション上のコストと（環境）外

部性（外部経済）を含みますか。この料金体系は安定しており、予測

可能で透明性の高いものですか。水の料金が定期的または不定期的に

上がる可能性はどの程度ありますか。 

  

 

 

ANNEX CB.3 GLOBALG.A.P. ガイドライン| 総合的病害虫管理ツールキット 

 

1. 導入 

本書は、IPM 手法を普通作物や園芸作物の商業生産に適用する際に選びうる技術を整理して集めたもので、IPM を実施するために可能な措置を提供するために作成されました。地

域や作物で発生する病害虫が様々であることを考慮すると、全ての状況に対応できるような、IPM に関する特定のモデルを設定することは不可能です。それゆえ、本書で分析され

ている考察や、与えられている例はすべてを包括するものではなく、IPM をそれぞれの地域の農業ごとに適用する為のものです。いかなる IPM システムも地域の物理的（気候、地

理的）、生物学的（病害虫の分布相、天敵の分布相）、そして経済的（導入助成金があるかどうかや、その不足、すべての輸入国の要求事項）な条件との関連で実施されるため、

これは非常に重要な検討事項です。  

1.1 定義  

総合的病害虫・雑草管理 (IPM) は、使用可能なすべての病害虫（雑草を含む 以下同様）防除技術を注意深く検討し、さらに病害虫の数を低減させ、かつ農薬その他による防除を

経済的に理にかなうレベルにとどめ、人間や環境へのリスクを低減させるか最小限にするように適切な方法を統合させることです。IPM は、農業―エコシステムの破壊を可能な限

り最低限にとどめ、自然の病害虫防除機能を促進させるような、健全な作物の生育を重視しています。  (International Code of Conduct on the Distribution and Use of 

Pesticides, FAO 2002).  

1.2 目標 
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グローバル GAP の枠組みへ IPM を適用する目的は、持続可能な生産を保証することで、これには作物保護も含まれます。適切な化学製品の使用を含む、使用可能な全ての病害虫防

除と抑制の手法を統合し、適用することで達成可能となります。  

IPM の最後の単語はマネジメントです。これは非常に重要なことです。なぜなら、何が問題で、その問題がどの程度重要かについての知識がなければならないことを示唆している

からです。病害虫の管理においては、この情報は標準化された病害虫監視システム（発生予察）を適用することによってしか入手できません。  

1.3 枠組み 

本書では、IPM の 3 つの基本的な柱を実践する際に使える可能性のある、潜在的なアプローチをリストアップしています。そのアプローチとは、園芸作物における病気、雑草、害

虫の予防、監視、管理です。この項では、生産者が自身の IPM プログラムを開発するときに考慮できるように、異なるアプローチの例を提供するように設計されております。IPM

ツールについての包括的そして最終的な文書としては意図されておらず、定期的に更新されます。 

世界中の異なる場所での異なる作物は、異なる IPM メソッドの組み合わせを必要とします。しかしながら、全体的な IPM の哲学は一般的で普遍的なものです。IPM は、（物理的、

生物的、および経済的な）地域の条件に合わせられる柔軟なシステムで、その下で特定の作物が特定の地域で生産されると認識されなければなりません。そのため、すべての状況

で使用できる一般的な IPM モデルを開発することは不可能です。ここに挙げられている例のリストは、ガイドラインです。完全なものではありませんが、現地の生産者が IPM プロ

グラムを設計、実施するためのガイドとしては十分なものです。  

生産者は少なくとも毎年、自身が実施している作物保護について厳しく評価をしなければならず、また、自身の生産物について、他の IPM の実施の可能性についても体系的に評価

しなければなりません。地域の技術的な専門家は IPM プランを地域―作物―害虫、病気や雑草それぞれについて分析をすることができ、どの IPM の方法やその組み合わせが成功し

たかの検証を行うことができます。このような情報は、同じようなエリアの生産者だけでなく、世界の他の似たようなエリアにおける IPM の実施を向上させるために、非常に役に

立ちます。  

1.4 IPMの３つの柱 

グローバル GAP では、IPM 技術における 3 つの時系列的なステップを特定しています。これらは、 IOBC 国際生物防除機構 http://www.iobc-wprs.org/index.html の原則に従っていま

す。 

(1)予防 

防除の必要性を回避するために、害虫、病気や雑草に関する問題を予防するための最大限の努力がはらわれなければなりません。これには、害虫、病気や雑草の発生やその程度を

予防、低減させるための栽培技術の採用や農場レベルにおける管理が含まれます。 追加 

 

(2) 監視と評価  

http://www.iobc-wprs.org/index.html
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監視とは、作物やその周辺での害虫、病気や雑草の成長や場所について、存在の有無、ステージ（卵、幼虫、等）や強度（個体数レベル、まん延レベル）について体系的に検査を

行うことです。生産者に対して各自の作物の害虫、病気や雑草についての警告を発するため、これは IPM における最も重要な活動の一つです。これにより、生産者は最も適切な防

除方法についての判断をすることができ、監視と記録保持の部分が IPM プログラムにおいていかに重要かが明らかになっています。 

(3)防除  

監視により要防除水準に達したことや、作物の価値への経済的な打撃や病気/害虫が他の作物へのまん延を予防するために防除が必要であることが示されたら、異なる IPM 技術を使

用することができます。IPM プログラムでは、効果的に害虫、病気や雑草の防除ができるのであれば、人間や環境へのリスクを低減させる、化学的でない方法が優先されます。し

かしながら、現状ではこれらの多くは交信かく乱剤のディスペンサーを設置したり、自然の天敵の個体数を維持したりする等の予防的なものです。さらなる監視の結果、管理が不

十分であることが示されたら、化学的作物保護製品の使用を検討することができます。そのような場合、IPM のアプローチと矛盾しない選択性の高い農薬を選び、状況に応じて使

用すること。  

農場で IPM を実施するためには、生産者は自分達の作物や生産地に関係する IPM の側面について、基本的な知識を習得しなければなりません。この基本的な知識はセクション２で

説明されています。  

2 基本的な知識の開発 

IPM で成功するためには、以下についての基本的な知識を有していることが重要です。 

• 作物に影響を与える可能性のある、主要な害虫、病気と雑草  

• それらを管理するために使用できる可能性のある戦略や手法  

この目的のために、生産者は以下についての情報を収集しなければなりません。  

 

2.1 害虫、病気と雑草 

生産者は以下の基本的な情報を持っていなければなりません。  

2.1.1 特定のエリア、地域、または国内において、ターゲットとなる作物に関連する害虫、病気や雑草のリスト 

2.1.2 関連する害虫、病気や雑草と、それらの天敵の生態についての以下のような基本的な情報（ファクトシート） 

 それらのライフサイクルについての情報 

o 異なるライフステージと、それらが出現するおおよその日（複数日のこともある） 

o 生育条件（生育限界最低温度、シーズンごとの群れの数、害虫、病気や雑草の発生シーズンおよび加害・発病シーズン）  

o 越冬場所（害虫の場合）  

 関連する害虫（異なるステージ）、病気、および雑草と、それらによる典型的な被害のフォトガイド 
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 関連する天敵（異なるステージ）のフォトガイド 

 経済的被害許容水準（EIL）と要防除水準  

 輸出先のマーケットでの検疫の状況を含む、生物学的知識 

 

2.2 作物保護製品 

生産者は、以下についての基本的な知識を持っていなければなりません。 

2.2.1 標的としている作物に関連する害虫、病気や雑草に使用できる登録農薬のリスト 

2.2.2 それらについての基本的な情報（ファクトシート） 

 化学的な分類（ピレスロイド系、DMI など） 

  “作用性”（浸透移行性システミック、トランスラミナー、揮散性 ベーパーアクション、 接触毒、 食毒）  

 薬量・希釈倍数 

 残留基準・最大残留許容量（自国と輸出先国） 

 薬剤の消長: 

o リエントリーの間隔  

o 収穫前使用日数 

 最適な使用方法（散布、灌注など） 

 最適使用時期 

 作期ごとの総使用回数 

 天敵や受粉媒介昆虫への選択性 

 作用機作 

 

2.3 その他の防除手法 

 他の防除手法についても、上記のような情報が入手可能でなければなりません。 

2.4 教育訓練: 

以下の項目について関連する人員の教育訓練（自組織の人員、または専門のコンサルタント） 

 害虫、病気や雑草と関連する天敵の認識 

 記録保持を含む手法の採用と監視 

 IPM の原理、技術、方法、および戦略 

 作物保護製品と使用方法についての知識 

 

3 作付け前に使用できる可能性のあるIPMの手法 
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IPM のアプローチでは、予防的および消毒的な方法は不可欠な要素です。多くの予防的な手法は、害虫、病気や雑草についての将来的な問題を予防、低減させるために作物の植え

付け前に実施することができます。 

3.1 リスク分析 

区画のリスク分析を行うこと 

3.1.1 区画の履歴 

 過去三年間に、この区画でどのような作物が栽培されていましたか。 

 過去のこの区画における、害虫、病気や雑草についての主要な問題はどのようなものでしたか。 

 常に可能とは限りませんが、過去の作物保護製品の使用についての情報を収集することが推奨されます。 

 過去にこの区画では、どの作物保護製品が使用されましたか。  

 過去にこの区画での農薬の使用が以下にあてはまる可能性はありますか。   

 （土壌内の農薬の蓄積などにより）あなたの作物への残留の問題となる可能性がありますか。 

 （樹木やブドウなどつる性植物等の永年作物中の天敵が駆除されてしまったなどの原因により）次の農作期の害虫や病気の発生の原因となる可能性があ

りますか。 

 

3.1.2 周囲の作物と植物 

周囲の作物や植物が、あなたの作物に与える可能性のある影響を評価してください。 

 周囲の作物について実施されている IPM 手法は何ですか。 

 周囲の作物についての農薬の使用はどのようになっていますか。農薬ドリフトのリスクはどれくらいありますか。 

 周囲の作物や植物によってもたらされる可能性のある害虫や病気にはどのようなものがありますか。 

 

3.1.3 土壌と水のサンプル 

以下をチェックするために、土壌と水のサンプルを分析してください。 

 病気や害虫の有無（線虫を含む） 

 残留農薬、重金属、その他の毒物の有無 

 土壌の栄養レベル 

3.1.4  リスク分析の解析と評価  

リスク分析の解析と過去の監視の記録（4.2 参照）（新しい区画について、そのような記録がある場合）に基づき、ある特定の作物についての、関連する特定の害虫、

病気や雑草についての問題を予防または低減させるためにとるべき手段を確認します。  
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3.2 予防 

状況に応じて、新しい区画に対する、以下の予防的措置を考慮しなければなりません。  

3.2.1 土壌 

（土壌の）病害虫、線虫、（根の）病気や雑草を予防するために、以下の手段をとることができます。  

 作物により、作物ローテーションプログラムに従う輪作 

 作物により、休閑期、 

 土壌や栽培培地の消毒（太陽熱、くん蒸、水没処理、蒸気処理、熱湯消毒、等） 

 有益な土壌中の微生物やそれ以外の生物の生育促進や増加 

 越冬する特定の害虫や病気の数を減少させるための、清潔な耕作地や作物残渣の衛生管理（果樹の場合は果物を含む） 

 

3.2.2 水 

以下を確実にするために、予防措置が取られなければなりません。  

 清潔な水（害虫、病気や化学薬品の残留について、地域の法規に適合していること。必要であれば、これらの含有量を低減させること。） 

 最適な灌漑法および滴下施肥法の使用 

 

3.2.3 植物 

害虫、線虫や病気に関する問題を低減させるために、以下の予防措置をとることができます。 

 最適な、抵抗性品種の選択 

 抵抗性台木（接木）の使用 

 害虫や病気のない、スターティングマテリアル（種子や苗木）。根圏内の害虫や病原菌の検査を含む場合もある。 

 最適な植え付け間隔や植栽密度  

 

3.2.4 気候 

気候条件は害虫や雑草だけでなく、病気の進展にも大きな影響を与えます。そのため、以下を考慮する必要があります。 

 害虫や病気の発生や成長・まん延を予防、または低減させるための栽培上の手法; 

 農業気象学的な監視ステーションの設置、または情報提供や警告発信サービスの利用 （発生予察事業） 

 

3.2.5 時期 

主要な害虫、農作期中の病気や雑草の（最初の）出現に関し、以下を考慮すること。 

 主要な害虫、病気や雑草についての問題を低減させる（回避する）ために最適な植栽日を選択する可能性 

 ある特定の害虫や病気がまん延する可能性の高い時期を回避するための、早生種や栽培期間が短い種の選択 

 

3.2.6 場所と区画の選択 

周囲の作物が、特に問題のある有害な害虫や病気の発生源となりうるかを分析すること。  
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4 栽培中に適用できる可能性のあるIPM手法 

4.1 予防 

予防措置は、IPM アプローチにおける不可欠な要素です。目的は、害虫、病気や雑草を許容限界値よりも低く抑えることです。いかなる場合であっても、生産者は各自の特定

の状況下で、それぞれの作物や場所に関連する害虫、病気や雑草にもっとも適切な予防措置を考慮しなければなりません。 

4.1.1 農場の清浄度（衛生） 

衛生上の手法は害虫、病気や雑草が農場に入り込むことや、その後の作物への拡散を予防することを目的としています。 

4.1.1.1 以下により、媒介生物を介した害虫や病気、雑草の伝染を予防します。 

 昆虫、動物、ペット、そ属などの媒介生物を特定すること。 

 これらの媒介生物を作物に近寄らせないための措置を特定すること。 

 区画の境界や隣接するエリアに害虫がいる可能性を特定すること。  

4.1.1.2 以下により、人間を介した害虫や病気、雑草の伝染を予防します。 

 健康な植物やエリアの後で、病気に感染している植物やエリアの作業をすること。 

o 適切な衣服、手袋、靴、ヘアネットを着用すること。（作物による） 

o 特に他の生産者の区画に行った後は、農場に入る前に手、靴、衣服を消毒すること。（作物による） 

4.1.1.3 以下により、設備や資材を介した害虫や病気、雑草の伝染を予防します。 

 新しい農場に入る前に、すべての設備（機械類を含む）と資材を洗浄すること。 

 作物により、（可能であれば）異なる農場では異なる、専用の設備や資材を使用すること。 

 清潔な収穫用の箱やコンテナを使用すること。 

4.1.1.4 以下により、作物残渣を介した害虫や病気、雑草の伝染を予防します。 

 剪定、収穫、葉取り、その他の有機的な残渣を生じる作業の後で、果樹園の清掃をすること。  

 いかなる作物残渣も農場の近くに保存しないこと。 

4.1.1.5 近隣の区画からの農薬ドリフトを予防すること。 

望ましくない農薬ドリフトのリスクを取り除くために、近隣の区画の生産者と合意を交わし、連絡手段を体系化すること。 

4.1.2 栽培上のおよび技術的な手段 

4.1.2.1 最適な栽培管理（肥料、灌漑、等）。過剰な肥料は害虫管理としては 、肥料の不足と同じくらい有害となりうることを念頭に入れておくこと。肥料が多

すぎると師部や木部の遊離アミノ酸につながり、アブラムシなどの害虫が増殖する可能性が高くなります。 

 

最適な作物の手入れをすることが、害虫や病気の攻撃への耐性がより強い、健康な作物の育成につながります。 

4.1.2.2 林冠管理と微気象  
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剪定、樹冠全体の管理や葉取りなどの栽培上の手段を使用し、病害虫を予防したり抑制したりするために作物群落内が最適な微気象（湿度、温度、光、空

気）となるようにすること。 

4.1.2.3 作付け体系 

害虫、病気や雑草の問題を予防、抑制するために異なる作付け体系を使用することができます。  

 雑草を予防し、天敵を活性化させるためにカバークロップを育てる（草生） 

 特殊な作付け体系：混作、帯状栽培、帯状収穫、 パーマカルチャー 

 作付け体系に関連する他の慣行（ナメクジやカタツムリなどの病害虫の進入を防ぐための休閑地のフィールドマージン） 

 

4.1.2.4 防除技術 (施設栽培) 

特に施設栽培の作物では、作物から有害な害虫を防除するために、特定の害虫の進入を抑制するための防虫ネットやビニールトンネル内の UV カットフィ

ルム、エアロックや 2 重ドアなどの異なる技術を使用することができます。 

4.1.2.5 マルチング 

マルチング(プラスチックマルチ、反射マルチ、藁マルチ等)が特定の害虫、病気や雑草を最小限に抑えるために役立つかを評価すること。 

4.1.2.6 他の技術的手法 

 予防のための他の技術的な手段をとることが可能か、分析をすること。 

 作物や生産物の物理的損傷を予防すること。 

 

4.1.3 生物学的保護管理 

4.1.3.1 作物内や作物の周囲の天敵や受粉媒介者の個体数を増加させるための手段 

 異なる作付け体系の使用（帯状栽培、帯状収穫、混作、パーマカルチャー、その他） 

 生垣を含む境界作物の使用（花粉のある植物、蜜のある植物、天敵の代替的な宿主の居場所となる植物（バンカー植物）） 

 農場内での被覆作物の使用（花粉のある植物、蜜のある植物、天敵の代替的な宿主の居場所となる植物（バンカー植物）） 

 天敵の誘引物質の使用 

 天敵や受粉媒介者の隠れ場所や巣を与えること 

 落葉樹の場合は、休眠期に食料源を与えること 

 化学的な管理が必要になったら、選択的な化学薬品を、選択的配置および選択的なタイミングでの散布で使用すること。  

 プッシュ―プル・テクノロジーの使用（誘引と駆除、忌避剤の使用） 

4.1.3.2 管理対象のそ属を捕食する鳥類の営巣地を与えること 

4.1.3.3 農薬の使用による天敵の個体数の減少を防ぐこと 

 天敵と、選択的な農薬の使用 
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 選択的な使用法（スポット処理、浸透移行のある製品の土壌への施用、樹木の根元部分への誘引スプレーの使用、誘引と駆除、等） 

 

4.2 モニタリング（発生予察）と意思決定支援ツール 

予察は化学的な作物保護製品による防除の数を低減させるための主要なツールであり、信頼の置ける持続可能な IPM プログラムの基本となるものです。できれば、監視は

意思決定支援ツールとの組み合わせで使用します。 

4.2.1 組織 

 発生予察の責任を負う人物を指名します。 

 この人物は、以下の教育訓練を受けなければなりません。 

o 害虫、病気や雑草の認識  

o 発生予察の技術 

o 記録保持. 

 この教育訓練は、定期的に再受講されなければなりません。  

 

4.2.2 観察 

農場の監視および予察のプログラムを体系化すること。 

 どの害虫、病気や雑草の監視をすべきか、そして何故それらを監視すべきかを特定すること。 

 どのように監視すべきかを決定する（農作物の主要部分の直接観察、トラップ、指標植物、等） 

 年間のどの時期、そして害虫のどのライフステージで監視をすべきかを決定する。  

 既存のエリア全体の監視・警告システムへ参加する。 

 監視の頻度を決定する。 

 監視ユニットを構成するエリアを決定する。 

 ユニットエリアごとのサンプリング・ポイントの数を決定する。 

 

4.2.3 記録保持 

 以下を含む記録シート（コンピュータまたは紙ベース）を準備すること。  

o 監視対象の区画と作物の特定  

o 監視者の氏名 

o 監視日 

o 監視対象の害虫、病気や雑草の名称 

o サンプル数 

o 観察事項数  

o （害虫の場合）観察されたライフサイクルのステージ 

o 要防除水準との比較 
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o 区画内の位置  

o 意思決定 

 記録シートは異なる年や異なる区画と比較ができるように保管しておかなければなりません。  

 

4.2.4 警告システムと意思決定ツール 

 監視や天気予報の情報と組み合わせた予測モデルや意思決定支援システムの使用（温度に基づく生物季節コンピュータモデル、積算温度モデル、等） 

 エリア全体の警告システムの使用  

 

4.2.5 評価・意思決定 

 関連する害虫、病気や雑草について、防除が必要かを判断するために、要防除水準を使用すること。 

 ある特定の防除を行うためにとられた意思決定を文書にしておくこと。 

 シーズンの終わりに記録の分析を行い、結論を導き、次のシーズンの IPM プログラムの適応について計画をたてること。 

 

4.3 防除 

防除をしなければならない場合は、化学的でない方法で、適用できるものがいくつかあるかもしれません。農薬を使用しなければならない場合は、最適な防除法を用いることで、

また農薬に対する抵抗性発現を予防することで、農薬の使用を最低限に抑えることができます。  

いくつかのケースでは、例えば害虫、病気や雑草について植物検疫の適合性を得なければならないとき、第三国から植物検疫上の要求事項が求められます。このような場合、作

物保護製品の使用は避けられないことがよくあります。農産者が特別な検疫上の問題によって化学的な作物保護製品の使用を強要される場合、そのような使用の必要性を支持す

るような防除と監視の方法についての情報を使用および提供しなければなりません。 

4.3.1 機械的/ 物理的な管理 

化学的な方法に頼る前に、生産者は有害な害虫、病気や雑草を除去するために以下のような機械的または物理的な技術を評価しなければなりません。  

 害虫  

o 害虫被害にあった葉、果実や植物の標識や隔離（消毒） 

o 害虫の吸引除去(ライガス属等) 

o その他 

 病気 

o 損傷を受けた葉、果実や植物の標識や隔離（消毒） 

 雑草  

o 草刈り機による除草, 

o 草取り手取り 

o 中耕除草 ？ 
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o その他 

 

4.3.2 交信物質  

害虫管理のために、交信物質を様々な方法で使用することが可能です。 

 以下を含む、誘引と駆除 

o 交信物質による大量捕殺 

o 捕殺作物  

o ベイトスプレー法 

 化学不妊化（この手法は SIT 法の代替手法となりえます）：害虫の自然集団のオスが、不妊剤が含まれている餌に誘引されます。 

 忌避剤 

 交信撹乱法 

 

4.3.3 “増強的な”生物的防除管理 

害虫の集団や病気を管理するために、様々な天敵や微生物製品を放出したり使用したりすることができます。 

 有害な昆虫やダニを管理するための、シーズンごとの接種や天敵の大量放飼および大量増殖 

 有害な昆虫やダニを管理するための、昆虫病原性ウィルス（NPV 核多角体病ウィルスまたはバキュロウィルス）、糸状菌類、細菌類、および線虫の使用 

 根や葉の病気を管理するための、拮抗性の糸状菌類や細菌類の使用 

 

4.3.4 不妊虫放飼 (SIT) 

この、エリア全体で使用する技術は、世界中の多くの場所で害虫の個体数を管理するために使用され、成功をおさめています。たとえば、ミバエ（チチュウカイミバエ

等）、チョウ目の一部（オオタバコガやコドリンガ）、その他畜産学的に重要なハエ（ラセンウジバエ）は、大量増殖された不妊虫を頻繁に放出することで管理され

ています。（注：ラセンウジバエやその他の害虫の場合、標的となる害虫の雄雌双方が放飼されます。） 

4.3.5 天然製品の使用. 

害虫、病気や雑草を管理するために、様々な天然製品を使用することができます。この場合も、それらの製品が IPM のアプローチと矛盾せず、健康や食品安全に関する

問題を引き起こさないことを確認するために、入念な配慮が必要です。 

 油(鉱物油と植物油); 

 植物油来の製品(天然ピレトリン, アザジラクチン等) 

 せっけん 

 珪藻土 
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 その他 

注：該当する場合は、これらの製品が生産国で PPP に適切に登録されているかに注意すること。 

4.3.6 化学的作物保護製品 

化学的な作物保護製品による防除が必要な場合は、製品は事前に選択されていなければなりません。グローバル GAP プロトコル V3 の CP CB 8.1.4 のリストは、その目

的のために役立つものです。以下についても検討しなければなりません。 

4.3.6.1. 警告システムと意思決定 

適用時期と標的について、最適な決定をするためには以下の情報が必要です。  

 標的である害虫、病気や雑草に対して最大限の効果を得るために最適な使用時期はいつですか。 

 リエントリー間隔と収穫前使用日数についての情報 

 正確な使用間隔についての情報 

 以下についての気象予測の情報 

o 使用時の問題を予防するための、風と温度の状態  

o 防除後の期間中に雨が降る可能性  

 害虫が、そのライフサイクル中で敏感な時期かを判断するための、予測モデルとフィールド観察の適用。使用を最適化し、追加使用を避けるために

重要となる可能性があります。 

4.3.6.2.  要防除水準 

関連する害虫、病気や雑草についての要防除水準を書面にしておくこと。 

4.3.6.3.  製品の選択 (「2.2. 作物保護製品」を参照) 

 化学製品を使用するまえに、全体の根絶、スポット処理、個体数の是正、天敵との整合性、等のゴールを設定し、それにあった製品を選択すること。 

 現地混用をする場合は、回避すべきような混用の効果が分かっているかどうか確認すること。 

4.3.6.4 抵抗性管理 

農薬に対する抵抗性が発達すると、(1) 使用できる農薬の数が減り (2) より頻繁に、より多くの農薬が必要になることが多く、MRL を超えるリスクが高ま

ります。そのため、化学農薬に対する抵抗性の発達を防ぐために抵抗性管理プランを 有していることが非常に重要です。 
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4.3.6.5 施用 

農薬を最適な方法で施用することで、農薬使用の効果を最大限にする一方、使用量を大幅に減らすことができます。 

 最適な散布機（ノズルの種類、サイズを含む）と散布技術を特定し、使用すること。 

o 圧力 

o 運転速度 

o 水の量 

o 作物保護製品と関係がある場合は、水の pH  

o 展着剤の使用 (効果的な展着剤や固着剤) 

 散布機の定期的な較正（キャリブレーション）  

 較正の記録の保持 

 天敵に対する選択性のある処理方法の使用  

 注：4.1.3.1 の「作物内や作物の周囲の天敵や受粉媒介者の個体数を増加させるための手段」と 4.1.3.3 の「農薬の使用による天敵の個体数の減少

を防ぐこと」 を参照のこと 

作物の天敵の個体数に影響を与えることなく、また IPM プログラムに統合できるように化学農薬が使用できる、以下のような選択的な方法が使用できる

可能性を検討すること。 

o 低濃度の静電散布 

o スポット処理  

o 帯状散布 

o 植物の一部のみの処理  

o 作物内の害虫や天敵の活動が活発でないタイミングでの使用 

o ベイトスプレー, 

o ベイトとトラップの使用（ミバエ等） 

4.3.6.6 作物保護製品の施用の責任を負う個人を指名すること。その人物は、以下を満たしていなければなりません。  

 農薬散布についての定期的な教育訓練を受けている こと 

 機器校正（散布機のキャリブレーション）の知識を有していること 

 

4.3.6.7 廃止された作物保護製品（オブソレートストック）  

 廃止された作物保護製品（オブソレートストック）は安全に維持、特定され、認定または承認されている経路で廃棄されなければなりません。 

 

4.3.6.8 空の作物保護製品の容器 

 空になった作物保護製品の容器は再利用しないこと 
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 廃棄する前に 3 回すすぐこと 

 空の容器を安全かつ確実に保管すること 

 法的要求事項／適正規範に従って廃棄すること 

 
 

5 使用できる可能性のあるIPMポストハーベストの手法 

5.1 ポストハーベスト処理 

ポストハーベストによる防除が必要になったら、以下の要素を考慮しなければなりません。 

5.1.1 手法と製品の選択 

防除の手法と製品を選択する際は、以下を考慮すること。 

 熱処理、凍結処理、放射線処理、洗浄、CO2などの化学的でない手法が優先されなければなりません。 

 化学農薬を使用しなければならない場合は、残留性の短い製品を優先して事前に選択しておかなければなりません。  

5.1.2. 施用方法 

化学的な作物保護製品の使用量を最小限にするために、以下のポイントについて配慮しなければなりません。 

 散布用の機器は較正されていなければなりません。（包装ラインでの製品量に対する散布量） 

 散布量は、較正済みの測定機器を使用して準備しなければなりません。 

5.1.3. 使用記録 

グローバル GAP の CPCC に従って使用記録を維持しなければなりません。  

5.2 保存と輸送 

5.2.1 監視 

 そ属、鳥類や昆虫類の隠れ場所を探します。 

 それらが存在する証拠を探します。（糞、毛、羽） 

 貨物置場や、トロッコやボートなどの輸送手段の状況を見直します。 
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5.2.2 予防 

保管や輸送中の害虫や病気を排除するために、様々な手段をとることができます。 

 保管と輸送のパッケージを最適化すること。 

 保管と輸送の情況を最適化すること。 

o 最適な気候条件（気温、相対湿度、空気の移動、換気、等）  

o 雰囲気調整 (ULO 超低酸素分圧貯蔵等) 

 清潔な箱、コンテナ、温度管理貯蔵庫、トラック等  

 駆除手法等による、保管中の生産物の害虫や病気（そ属を含む）の予防 

5.2.3 防除 

保管や輸送中の害虫や病気を管理するために、様々な防除手法を使用することができます。 

 トラップ 

 交信物質（フェロモンなど） 

 生物学的病害虫防除 

 化学的な管理 

 冷凍や加熱 

 雰囲気調整 

 その他 

参考文献: 

Fundacion para el Desarrollo Frutícola (2ª Ed. 2004): Guia para el Monitoreo de plagas. Santiago de  Chile 50pp.  
IOBC-OILB, 2004, Guidelines for Integrated Production. Principles and technical guidelines. 3rd edition, Switzerland. 
Pimentel, D. (ed.), 1997, Techniques for reducing pesticide use, economic and environmental benefits. John Wiley & Sons. 444 p. 
Pimentel, D. (ed.), 1991, Handbook of Pest Management in Agriculture. Vol. II. 2nd edn. CRC Press, Boca Raton.  
PRINGLE, K.L. 2006. The use of economic thresholds in pest management: apples in South Africa. South African Journal of Science 102: 201-204. 
Stern, V.M., Smith, R.F., Van Den Bosch, R. & Hagen, K.S. (1959). The integrated control concept. Hilgardia 29, 81-101. 
FAO, International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, 2002 
EISA: Code on Integrated Farming 
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ANNEX CB.4 GLOBALG.A.P. ガイドライン | 適用範囲の拡大が許可されている国での作物保護製品の使用 

 

使用国での登録制度 安全な使用のための基準 (作業者と環境) 個別の農産物への PPP の使用許可 

登録制度がない: PPP 輸入についての何らかの管理が行わ

れているかもしれません。 

使用されている PP には、使用者が「農薬の流通及び使用

に関する国際行動規範」 (FAO Rome 2002)に沿って安全

に製品を使用できるように明確なガイダンスがなければな

りません。 

適用範囲を拡大して使用することが許可されている 

登録制度がある: 輸入された PPP は、生産国を表示して販

売することが許可されています。これは、その PPP につ

いての国の表示への追加となる可能性もあります。 

直接輸入された PPP の使用者には、使用者が安全に製品

を使用できるような明確なガイダンスが供給されなければ

なりません。このガイダンスは、表示の翻訳や卸売業者か

ら供給される注意書きの形式の場合もあります。 

1. 輸入された PPP に国の承認と一致する表示が貼付され

ている。 

  2. 輸入された PPP に、最新の国の承認と一致しない表示

が貼付されている。この場合、PPP は、国の承認が有効

な作物に対してのみ使用することができます。 

  3.国の表示で作物が適用範囲に含まれていない。適用範囲

を拡大して使用することは、国の体制により明確に禁止さ

れていない限り、認められます。 

   

例外: 

PPP 承認前の最終的な試験として、生産者が政府と協力してフィールドテストを行った場合、生産物の一部は廃棄されるか更に分析されるかしますが、その生産者はグローバル

GAP 認証を受けることができます。試験に使用された面積（サイズ）について、明確なトレーサビリティがなければなりません。生産者は、自身が生産国における法規制に完全に

適合するフィールドテストに参加したことを示す、意味のある入手可能な書類を保持していなければなりません。さらに、これらの試験の管理について、明確な手順がなければな

りません。試験中の PPP を認証の対象となる生産物に使用することは許可されておらず、残留試験では、その製品の残留が確認されてはなりません。 
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ANNEX CB.5 GLOBALG.A.P. 解釈ガイドライン| CB.8.6 – 残留分析 

管理点 解釈 

CB.8.6.1 1. すべてのケースにおいて、生産物が取引される予定の国/地域（生産国であっても）で適用される最新の MRL のリストの証拠や、生産者（及びその直接の顧客）がこ

の情報を組み込んでいることを示す、その他の書類が入手できなければなりません。 

 2. 顧客とのコミュニケーションが生産者から提示される場合は、レターの形態やその他の検証可能な証拠として提示されます。顧客は現在または将来の顧客のことで

す。 

 3. 上記 2 への代替策として、たとえば生産者がまだだれと取引をするか分からない場合、生産者は生産物の出荷予定先の国/地域のなかで最も厳しい MRL（またはイン

ポートトレランスがあり、MRL と異なる場合はインポートトレランス）の残留スクリーニングシステムに参加することができます。その地域でハーモナイズされた

MRL がある場合は、それに適合していなければなりません。生産者が生産物を生産国内の市場で販売する場合は、上記の１で規定されているように、最新の適用される

（国が定める）MRL のリストが入手可能でなければなりません。 

 4. 異なるバッチの生産物を、異なるマーケットの MRL に適合させようとしている場合は、認証済みの生産物の、内部での分離とトレーサビリティが必要です。（例：

アメリカ、EU、生産国向の生産物を同時生産する場合など） 

 5. この管理点は、例えば生産者が自身の生産物を生産国でのみ販売し、その旨を登録時に申告しているかを検証するために、生産者の登録時に与えられた情報と登録後

に CB に送られたすべての更新情報とで相互参照されなければなりません。 

CB.8.6.2 1.PPP 業界／生産者団体や技術的な責任を負うアドバイザーにより、より厳しい MRL を考慮するために必要な、生産の手法をどのように適応させるべきか（収穫前期

間の延長等）についてのガイダンスが策定されなければなりません。 

 2. 生産者が国内の市場のみで自身の生産物を販売しその旨を登録時に生産者が申告している場合は、この管理点は適合しているとみなされます。（生産国における収穫

前期間、使用量等の管理点は既に GAP の規制で網羅されているため） 

 3. この管理点については、生産者の登録時に提出された情報と登録後のすべての更新情報が相互参照されなければなりません。 

CB.8.6.5 1. リスク分析に従い、少なくとも以下の最低限の要求事項を満たすサンプリングプランがなければなりません。 

o サンプルの頻度が定義されている（例：X kg、個、パッケージごとに 1 サンプル、または 1 週間／月／年ごとに１サンプル） 

o サンプル方法の詳細（(GCMS-MS、 LCMS-MS、特殊な方法、等） 

リスク評価は少なくとも毎年行われなければなりません。 

 2. リスクに基づく手順に従って考案されたサンプリングプラン 

3. サンプリングのための、標準化された作業手順―Codex か EU の法規制に基づくもの 

 4.  検討事項：二次汚染、サンプルのトレーサビリティ（ラボまでと、残留分析結果からサンプル源まで）、プロセス、サンプル／宅配便の作業慣行:  

CB.8.6.6 1. 信頼性を検証するための試験（PT）は ISO17025 認定の一部です。しかしながら、ISO17025 の認定取得中のラボや、同等基準（GLP 等）の認定を取得したラボが

PT へ参加することは重要です。 

 2. 適切な限界値（検出限界 0.01ppm 等）まで検出できる技術がなければなりません。 

 3. トレーサビリティを維持すること。 

CB.8.6.7 1. グローバル GAP一般規則の立証責任を参照のこと。 

 2. 結果のトレーサビリティを検証すること：MRL超過の本質と根源を特定しなければなりません。  

 3. ラボの結果を解釈し、適切なアクションについて同意すること。（関連するレファレンスグループを関与させること―専門家、業界、生産者、検査ラボ、等） 

 4. MRLを超過した場合に要求される、是正措置の実施（必要な場合）や、関連する管理や手順の修正を行うこと。 
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 5. MRLの超過について、関係者へ連絡すること。 

ANNEX CB.6 GLOBALG.A.P. ガイドライン | CB.8.6.3 残留基準値のリスク分析  

背景 

今日の消費者は年間を通じて、様々な種類の高品質な生鮮食品や加工食品を、手ごろな価格で選択することになれています。このような需要を満たすためには、多くの場合、作物

保護製品（PPP）を「できるだけ少量を、必要なだけ」という原理に従って使用することで、栽培中の植物をペストや病気から保護しなければなりません。 

食品の取引を可能とし、適正農業規範（GAP）への適合性を確認し、そして人間の健康が保護されていることを確実にするための、食品や飼料中の一連の PPP 残留基準を設定する

ために、法的に許容可能な MRL が設定されています。 

これらの商取引上の基準への適合を確実にするための実際的な手段をとることは、一次農産業とグローバル GAP を含むフードチェーンに従事する、すべての人びとに利益をもたら

します。グローバル GAP の主要なツールは、グローバル GAP 基準とそれを正しく実施することなのです。 

しかしながら、生産者のレベルでは相当な注意が払われているにもかかわらず、MRL への 100％の適合を達成することが常に可能であるとは限りません。それでも、MRL の超過を

防ぐことは食品生産チェーン全体の責任です。 

グローバル GAP プロトコルへの適合性を高めるために、生産者は PPP の使用に関するリスクを査定しなければなりません。添付されている書類は生産者が自身の農場での生産期

間中の手順を修正できるように、MRL の超過がどのように発生するかの例を示しています。 

オンラインで入手可能な「GLOBALG.A.P. TOOLKIT FOR PRODUCERS（生産者のためのグローバル GAP ツールキット）」は、手順全体を通じた手引書として、リスク査定を支

援するものです。 

MRL 超過の主な原因 

 適正農業規範や表示の指示への不適合。不適切または非合法な PPP の使用を含む。 

 生産方法をチェックする際に適切な品質保証基準が適用されていない。 

 生産国（COP）と出荷先国（COD）の MRL の差異や、生産者が最終的な生産物が修正された MRL に適合するように自身の GAP を変更できないほどの、栽培シーズン中

MRL の頻繁な変更など、MRL の適用や MRL のコミュニケーションに関するその他の法的な障害。 

 異常な農産物の情況、気候条件や農学的条件など、例外的な状況を経験している場合。 
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I. 生産者レベル (農場レベル) 

生産者による管理が可能なケース 

 PPP の表示に記載されている指示への不適合 

o 使用方法 

o 収穫前期間 

o 取扱いと混合  

o 濃度や噴霧量の計算ミス 

o 栽培慣行（被覆の有無）  

 （副作物等への）未登録の PPP の使用 

 添加物や油脂の、不適切な使用 

 合法でない PPP や、正当でない入手源からの処方の使用  

 一般的な適正農業規範（設備・器具の洗浄、スプレー混合液の排出、水の管理を含む管理慣行、等）や PHI への不適合 

 誤ったデリバリーシステム、散布器の不適切な使用や設備・器具の劣悪な状態（校正、合わないノズル） 

 処理済の植物から産出されたコンポストの使用 

 （輪作における）次の農産物への残留 

 サンプリング方法 (生産者によるもの): 

o 農場／パックハウス内でのサンプリング中の二次汚染 

o 農場／パックハウス内でのヒューマンエラーによる不正確なサンプル収去 

生産者による管理可能性が最小限となるケース  

 計画よりも早期の収穫につながり、それゆえ PHI を低減させる、適用後の急速な植物の成長 

 非常に近くに植えられている周囲の農産物からのスプレーのドリフト 

 

II. 農場外レベル (農場出荷後) 

生産者による管理が可能なケース 

 下流の処理（パックハウス等。上述参照）で使用されるポストハーベスト処理についての、表示されている指示との不適合 

 劣悪な管理慣行（保健衛生に関する指示や、生産物と PPP の直接接触を避けるように設計されている PPP の安全な保管と輸送に関する指示の不履行、等） 
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生産者が直接管理しないもの 

 世界規模でハーモナイズされた MRL の欠如 

o PHI が出荷先国の MRL に適用不可 (EU で生産された生産物には関連なし) 

o MRL の引き下げや a.i.の撤回、およびこれらの変更についての不十分なコミュニケーション 

o 生産国 と 出荷先国で異なる MRL 

o 様々な MRL の要求を規定する多数の法的または私的な基準を使用する場合、どの MRL に適合すべきかについての混乱 

 サンプリング方法 (第三者によるもの): 

o サンプリング中の二次汚染  

- 農場内 

- 倉庫内  

- 店舗内 

o ヒューマンエラーによる不正確なサンプル収去 

- 農場内 

- 倉庫内 

- 店舗内 

o 土壌内や植物資材内で均一に分けられていない乾燥物質 

o サンプルサイズが小さすぎる 

o ハーモナイズされたサンプリング法がない 

 検査と検査ラボ 

o 残留分析についての本質的に大きなエラーマージン 

o 誤った分析法が使用されている 

o 偽陽性 （植物由来の活動の干渉、劣悪なラボの手順、マトリックス効果） 

o 認証、認定を取得したラボの、矛盾する力量 

 使用された統計的手法、および保守的な MRL 設定 

o EU 法規によると、MRL は特定の統計手法を用いた、限られたフィールドトライアルに基づいて設定されています。この文脈では ALARA（合理的に達成できる限

り、できるだけ低く）という原理が採用されています。 

o MRL が保守的に設定されているため、そして統計的な手順が実施されているため、一定の小さな割合で MRL の超過が生じてしまうことは数学的に不可避です。こ

のような超過についての数学的な可能性は法規制を改定することでしか取り除くことはできません。 
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ANNEX CB.7 GLOBALG.A.P. ガイドライン| 目視検査と散布器の機能テストのためのガイドライン 

 
1. ポンプ、（フタを閉めた状態の）スプレー溶液タンク、パイプ、ホース、フィルターに漏れがあってはなりません。 

2. 測定、スイッチ入切、圧力・流量調整のすべての装置の機能は信頼性が高くなければならず、漏れがあってはなりません。 

3. ノズル機器は作物保護製品の適切な散布にふさわしいものでなければなりません。すべてのノズルは全く同じ（種類、サイズ、原料、生産）でなければならず、均一のジェット

噴霧（同一の形状の、均一なスプレーなど）を発生させなければならず、ノズルのスイッチを切ったあとで水滴が漏れてはなりません。 

4. 噴霧器（スプレー）のすべての異なる部品（ノズルホルダー／キャリア、フィルター、ブロワー）は良好な状態で、確実に機能しなければなりません。 

 

参考文献:  DIN EN 13790-1:2004. Agricultural machinery - Sprayers; Inspection of sprayers in use - Part 1: Field crop sprayers 
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目次 

セクション  FV 青果物 

FV.1 土壌管理(土壌くん蒸をしていない場合は対象外) 

FV.2 培地（培地を使用していない場合は対象外） 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 青果物  

FV. 1 土壌管理 (土壌くん蒸をしていない場合は対象外)  

FV. 1.1 土壌くん蒸 (土壌くん蒸をしていない場合は対象外)  

FV. 1.1.1 土壌くん蒸剤使用の正当な根拠を文章にしたものはありますか。 使用場所、日付、有効成分、使用量、使用方法、作業者名を含めた、

土壌くん蒸剤使用に関する正当性の根拠となる文書があること。土壌

くん蒸剤として臭化メチルの使用は認められません。 

下位の義務 

FV. 1.1.2 くん蒸後、作付けまでの期間を守っていますか。 くん蒸後、作付けまでの期間を記録しなければなりません。 下位の義務 

FV. 2 培地(培地を使用していない場合は対象外）  

FV. 2.1 適用可能な場合、生産者は培地のリサイクルプログラムに参加しています

か。 

生産者はリサイクルした量、日付の記録をとっていなければなりませ

ん。納品書、荷受書でも良いです。リサイクル参加プログラムに参加

可能であるが参加しない場合、その正当な根拠がなければなりませ

ん。 

推奨 

FV. 2.2 培地をリサイクルするために化学薬品での殺菌を行う場合、殺菌場所、実

施日、薬品名、使用方法、作業者名、作付までの期間を記録しています

か。 

培地の殺菌を農場内で行う場合、圃場や果樹園、温室の名称を記録し

ていなければなりません。農場外での殺菌の場合は、培地の殺菌を行

った会社の名称及び所在地を記録しなければなりません。以下の事項

を正しく記録しなければなりません：殺菌日（年月日）、薬品名及び

有効成分名、使用機械（例 1000ℓタンク等）、使用方法（例 ドレ

ンチング、噴霧等）、作業者名（すなわち、実際に薬品を使って殺菌

を実施したものの氏名）、作付までの期間。 

上位の義務 

FV. 2.3  天然由来の培地を使用する場合、特定保護区域からのものでないことを証

明できますか 

天然由来の培地を使用する場合は、その供給もとを証明する記録がな

ければなりません。特定保護地域から採取したものでないことが証明

できなければなりません。 

推奨 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 3 収穫前 (別表 CB 1 GLOBALG.A.P. ガイドライン 微生物学的ハザード参照)  

FV. 3.1 作物保護製品に用いる水の水質  

FV. 3.1.1 作物保護製品の希釈に用いる水質のリスク評価を行っていますか。 書面でのリスク評価を実施していなければなりません。それには、水

源、作物保護製品のタイプ（除草剤、殺虫剤等）、散布時期（作物の

成長段階）、散布箇所（作物の可食部位、その他の部位、作物間の地

面等）が含まれます。そして必要な場合には是正措置をとらなければ

なりません。 

上位の義務 

FV. 3. 2. 有機質肥料の施用   

FV. 3.2.1 有機質肥料は、定植前もしくは蕾が出る前（たとえば、樹になる作物の場

合）に施用しており、生育期間中は施用していませんか。 

施用から収穫までは、食品安全に害のない期間をあける（CB5.5.2参

照）ようにしなければなりません。施肥記録と収穫記録とでこのこと

が示せなければなりません。 

上位の義務 

FV. 3. 3. 収穫前の確認   

FV. 3.3.1 作物の生産区域内で、食品安全への潜在的なリスクとなるような、動物の

著しい活動の形跡がありますか。 

適切な手段によって、栽培地域内での汚染（コンタミネーション）の

可能性を下げることができます。考えられる原因として次のものがあ

ります：圃場の近隣の家畜、圃場に数多く集まってくる野生生物、鼠

族（そぞく）、飼われている動物（生産者のペットや部外者の犬の散

歩等）。適用可能な場合、適切な緩衝地帯、物理的な障壁、フェンス

を用いるべきです。 

下位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 4 収穫  

FV. 4.1 一般(別紙 CB.1 GLOBALG.A.P. ガイドライン - 微生物学的ハザード参照)  

FV. 4.1.1 収穫及び農場を出荷するまでの輸送工程に関する衛生リスク分析は実施さ

れていますか。 

生産物に合わせて、物理的、化学的、微生物的汚染要因、人の伝染病

についてのリスク評価を文書化し、更新（たとえば、毎年の見直し）

していなければなりません。それには FV4.1.2から FV4.1.12までの項

目を包含しなければなりません。リスク評価は、農場の規模、作物及

び経営の技術水準に見合ったものでなければなりません。適用除外禁

止。 

上位の義務 

FV. 4.1.2 収穫工程に関する衛生管理手順書は作られていますか。 リスク評価に基づき、収穫過程の衛生管理手順書を保持しなければな

りません。 

上位の義務 

FV. 4.1.3 収穫作業に関する衛生管理手順書の内容が実施されていますか。 農場管理者もしくは他の者を指名し、衛生管理手順実施の責任者とし

なければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

 

FV. 4.1.4 作業者は、収穫作業の前に衛生管理について具体的な教育訓練を受けてい

ますか 

AF3.2.2の内容を上回る衛生上の要求事項がある場合、作業者が収穫

作業の衛生管理手順に関する具体的な教育訓練を受けた証拠がなけれ

ばなりません。文書（適切な言語で書かれたもの）又は図、もしくは

両方を用いた教育訓練を受け、収穫中の生産物に対する物理的（カタ

ツムリ、石、昆虫、ナイフ、果物の残渣、時計、携帯電話等）、微生

物的、化学的汚染を防止しなければなりません。 

上位の義務 

FV. 4.1.5 収穫作業の実施に際し、汚染を避けるための指示及び手順が文書化されて

いますか。 

作業者が、教育された指示と手順に従っていることを示す、目に見え

る証拠がなければなりません。 

上位の義務 

FV. 4.1.6 収穫に用いられる 容器や器具を清潔に保ち、メンテナンスし、汚染され

ないようにしていますか。 

再利用可能な収穫容器、収穫用具（例 はさみ、ナイフ、剪定ばさみ

等）及び収穫用機器（例 機械）は、清掃され、メンテナンスされて

いなければなりません。汚染を防ぐための清掃と殺菌のスケジュール

を立てていなければなりません。記録が閲覧できなければなりませ

ん。 

上位の義務 
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 4.1.7 リスク評価で必要とされている場合、収穫物を運搬する車両を清潔にし、

メンテナンスしていますか。 

収穫物の運搬以外の目的にもその車両を使用する場合、汚染（例、

土、汚れ、有機肥料、木片等）を避けるため、スケジュールに従って

清掃とメンテナンスを行っていなければなりません。 

上位の義務 

FV. 4.1.8 作物に直接触れる収穫作業者が、清潔な手洗い施設を利用できるようにな

っていますか。 

手洗い用設備は清潔で衛生的な状態に保ち、作業者の手の洗浄・消毒

ができなければなりません。作業者は、作業開始前、トイレに行くた

び、ハンカチ/ティッシュを使った後、汚染された物を扱った後、喫煙

及び飲食後、休憩を取り作業に戻る前、その他、作業者の手が汚染源

となりうる場合にはいつでも、手を洗うか、アルコール入りの手指用

消毒剤を使用しなければなりません。適用除外禁止。 

上位の義務 

FV. 4.1.9 収穫作業場付近に、収穫作業者が利用できる清潔なトイレがありますか。 農場の衛生施設は、生産物汚染の潜在的なリスクを最小にするような

デザイン、構造、配置とし、直接行きやすい場所に設置しなければな

りません。常設または仮設トイレ（落とし便所も含む）は清掃しやす

い材質でできており、衛生的に保たなければなりません。トイレは作

業場から適度な近さ（たとえば 500ｍや 7分など）にあることが望ま

しいです。 

トイレが作業場の近くにない、もしくは不適当である場合は不適合と

なります。作業者が収穫時に直接生産物に触れない場合のみ適用除外

（たとえば 乗用収穫機での作業など）。 

下位の義務 

FV. 4.1.10 収穫物専用の容器を使用していますか。 収穫物容器は、収穫物専用に使用しなければなりません（たとえば農

薬、潤滑油、化学洗剤、植物やその他残渣、弁当箱、道具等を入れな

い）。別用途にも使用しているトレーラーやカートなどを使う場合

は、使用前に必ず清潔にしなければなりません。 

上位の義務 

FV. 4.1. 11 温室でのガラス及び硬化プラスチックの取り扱い手順は文書にされていま

すか。 

温室におけるガラス及び/又は硬化プラスチックの取り扱い手順を文書

にしたものを保持していなければなりません。 

下位の義務 

FV. 4.1.12 収穫物を扱う際に使用する氷（や水）は、飲用水から作ったもので、生産

物を汚染しないような衛生的な状態で取り扱っていますか。 

収穫場所で使用する氷や水は、どんな場合であっても、飲用水から作

り、生産物を汚染しないような衛生的な取扱いをしなければなりませ

ん。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 4.2 収穫場所での最終包装（収穫又は最終包装を行なう際に、生産物に人の手が最後に触れるのが圃場である場合に適用）  

FV. 4.2.1 収穫作業の衛生手順の中で、農場での一時保管も含めた収穫物の扱いや、

圃場、果樹園や温室で包装し、取り扱う生産物について考慮しています

か。 

農場、果樹園又は温室で包装し、取り扱う全ての生産物は、収穫衛生

リスク評価の結果に従い、その日のうちに圃場から移動しなければな

りません。収穫物を農場で一時保管する場合、食品安全上の要求事項

を満たさなければなりません。 

上位の義務 

FV. 4.2.2 包装済みの生産物が汚染されないようにしていますか。 圃場で包装する全ての生産物が汚染されないようにしなければなりま

せん。 

上位の義務 

 

FV. 4.2.3 圃場で包装した生産物を集荷/保管/発送する全ての場所を、清潔で衛生的

な状態に保っていますか。 

包装済の生産物を農場で保管する場合は、保管場所を清潔にしなけれ

ばなりません。 

上位の義務 

FV. 4.2.4 圃場での包装に使用する包装資材は、汚染されないように保管しています

か。 

包装資材は、汚染されないように保管しなければなりません。 上位の義務 

FV. 4.2.5 包装資材の破片や、その他生産物由来でない廃棄物を圃場から取り除いて

いますか。 

包装資材の破片や、その他生産物由来でない廃棄物を圃場から取り除

かなければなりません。 

下位の義務 

FV. 4.2.6 包装済みの生産物を農場で保管する場合、（適用可能な場合）温度や湿度

管理を行ない、それを記録していますか。 

農場内で包装済みの生産物を保管する場合は、（適用可能な場合）衛

生リスク評価の結果と品質要求事項に従って温度・湿度管理を行な

い、記録しなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5 生産物取扱い (生産者の所有権の下で、トリミング（不要な部分を取り除く調整作業）、洗浄、選別、薬品処理、調整作業、包装、キュアリング

（加熱処理）、貯蔵、運搬などの取扱いが行なわれる場合は該当する) 

 

FV. 5.1 衛生上の規則  

FV 5.1.1 収穫した作物を扱う際の衛生上のリスク評価を行なっていますか。その中

で、生産物取扱いの衛生上の側面について網羅していますか。 

考えうるリスクについてのリスク評価を文書化し、更新（毎年見直

し）したものがあり、その生産物とその取扱い作業固有の物理的、化

学的、微生物的汚染要因とヒトの伝染病に関するリスクの可能性、深

刻さについて評価したものがなければなりません。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.1.2 生産物取扱い作業の衛生管理手順は文書化されていますか。 リスク評価に基づき、生産物取扱い作業の衛生管理手順書を保持しな

ければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.1.3 収穫した生産物取扱いに際し、衛生管理手順文書の内容を実践しています

か。 

農場管理者または他の指名された者は、生産物取扱いの衛生リスク評

価の直接の結果としての衛生管理手順を実施しなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.2 個人の衛生管理  

FV. 5.2.1 作業者は生産物取扱いの前に、個人の衛生管理に関する具体的な教育訓練

を受けていますか。 

作業者が生産物取扱いのリスク評価の衛生項目に関する教育訓練を受

けた証拠がなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.2.2 生産物取扱いに関する衛生指示を、作業者が実践していますか。 作業者が、衛生指示に従っているという証拠がなければなりません。 下位の義務 

FV. 5.2.3 全ての作業者が、清潔で作業に適した、生産物を汚染しないような作業着

を着ていますか。 

リスク分析に従って、全ての作業者が清潔で作業に適した作業着（た

とえばスモック、エプロン、腕カバー、手袋）をつけていなければな

りません。これらは生産物と作業の技術的なレベルに合ったものでな

ければなりません。 

推奨 

FV. 5.2.4 喫煙、飲食、ガムを噛むことができるのは、生産物から離れた、所定の場

所に限定していますか。 

喫煙、飲食、ガムを噛むことができるのは、指定の場所に限定し、生

産物取扱い区域や保管区域では決して許可してはなりません（水は飲

んでもよい）。 

下位の義務 

FV. 5.2.5 生産物取扱いを行う場所では、作業者と来訪者向けの主要な衛生指示を伝

えるための標識をはっきりと掲示していますか。 

生産物取扱いを行う場所に主な衛生指示をはっきりと表示しなければ

なりません。 

下位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.3 衛生設備  

FV. 5.3.1 作業場所近くに、生産物を取扱う作業者が使える、清潔なトイレと手洗い

設備がありますか。 

トイレを衛生的に保ち、手を触れなくても閉まる扉をつけていない限

り、生産物を取り扱う場所に直結する形で設置してはいけません。

（交差汚染の可能性がない範囲で）トイレのできるだけ近くに手洗い

設備を作り、そこに手洗い・殺菌用の無香料の石鹸、水、手を乾かす

設備を備えておかなければなりません。トイレに行くたびごと、ハン

カチ/ティッシュの使用後、汚染された物を取り扱った後、喫煙、食

事、飲水後、休憩後、作業に戻る前、その他、作業者の手が汚染源と

なる可能性がある時は常に、手を洗わなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.3.2 作業に戻る前に、手洗いすることを作業者に指示する標識をはっきりと掲

示していますか。 

生産物取扱いの前に手を洗うことを明確に示した標識がなければなり

ません。トイレに行くたびごと、ハンカチ/ティッシュの使用後、汚染

された物を取り扱った後、喫煙、食事、飲水後、休憩後、作業に戻る

前、その他、作業者の手が汚染源となる可能性がある時は常に、手を

洗わなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.3.3 作業者のための適切な更衣室はありますか。 必要に応じた着替えや、防護用の作業着の着用は着替え用の設備で行

わなければなりません。 

推奨 

FV. 5.3.4 作業者用の鍵付きロッカーがありますか。 着替えをする場所に、作業者の私物を安全に保管するための設備を設

置しなければなりません。 

推奨 

FV. 5.4 生産物を取扱う場所及び保管施設   

FV. 5.4.1 生産物を取扱う場所や保管施設、器具を清潔にし、メンテナンスして汚染

を防止していますか。 

汚染を防ぐため、生産物を取扱う施設や器具（例えば加工ラインや機

械、壁、床、貯蔵場所、パレット等）は、清掃とメンテナンスのスケ

ジュールに従って、清掃およびメンテナンスをしなければなりませ

ん。このスケジュールでは、清掃とメンテナンスを行う最低限の頻度

についても定めていなければなりません。清掃とメンテナンスの記録

をつけなければなりません。 

下位の義務 

FV. 5.4.2 生産物への化学物質汚染を起こさないように、洗剤、潤滑剤等を保管して

いますか。 

洗剤、潤滑剤等は、選果場から離れた所定の場所に保管し、化学物質

による汚染を防がなければなりません。 

下位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.4.3 生産物に接触する可能性のある洗剤、潤滑油等は、食品業界で使用が認め

られたものですか。ラベルの指示を正しく守っていますか。 

生産物に接触する可能性のある洗剤、潤滑剤等が、食品業界での使用

を認められたものであることを示す書面での証拠（例えば、ラベル上

の具体的な注意書き、または製品データシート）がなければなりませ

ん。 

下位の義務 

FV. 5.4.4 フォークリフトその他の自走式運搬車輌は全て清潔で、よくメンテナンス

されており、排気ガスでの汚染が起こらないよう適切な機種のものを使用

していますか。 

場内での運搬車輌が生産物の汚染原因とならないように、特に排気ガ

スには注意を払い適切にメンテナンスしなければなりません。フォー

クリフトやその他の自走式運搬車輌は、電気またはガスで動く形式の

ものであるべきです。 

推奨 

FV. 5.4.5 選果を行う場所にある除外された生産物や廃棄物は、指定の場所で保管

し、その場所は定期的に清掃し、又は消毒をしていますか。 

生産物の汚染を避けるために、除外品や廃棄物は、明確に決められ

た、隔離された指定の場所に保管しなければなりません。これらの場

所は定期的に清掃し、または消毒しなければなりません。ただし、そ

の日の業務で出た規格外品や廃棄物を置いているのは許容されます。 

下位の義務 

FV. 5.4.6 選別、計量、保管場所の天井照明には、飛散防止ランプを使用するかもし

くは防護カバーをつけていますか。 

生産物や生産物取扱い用資材の上に吊り下げた電球や照明器具は、飛

散防止型、もしくは防護/シールドがつけてあり、割れても食品に混入

しないようにしなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.4.7 ガラス製品や、硬質プラスチック製品の取扱い手順を文書にしたものがあ

りますか。 

生産物を取扱う場所、調製、保管区域で、ガラス製品もしくは硬質プ

ラスチック製品が割れたときの手順を文書化していなければなりませ

ん。 

下位の義務 

FV. 5.4.8 包装資材は清潔に保ち、衛生的かつ清潔な状態で保管していますか。 包装資材（再利用可能な木製の枠箱を含む）は使用するまで清潔で衛

生的な場所に保管し、生産物を汚染しないようにしていなければなり

ません。 

下位の義務 

FV. 5.4.9 施設への動物の出入りを制限していますか 動物の侵入を防ぐための対策が整っていなければなりません。 下位の義務 

FV. 5.5 品質管理  

FV. 5.5.1 生産物を農場で選果及び/又は保管する場合、もしくはこれら両方を行な

っている場合、（適用可能な場合）温度や湿度管理を行ない、記録してい

ますか。 

農場内で選果済みの生産物を保管する場合は、衛生リスク評価の結果

に従い、（適用可能な場合、または空調のある倉庫の場合）温度・湿

度管理を行ない、記録しなければなりません。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.5.2 計量器具や温度管理機器の検査の手順はありますか。 衛生リスク評価に従って器具が較正されているかを調べるため、計量

器具や温度管理機器を定期的に検査しなければなりません。 

下位の義務 

FV. 5.6 有害生物の防除  

FV. 5.6.1 選果及び保管区域におけるモニタリング及び有害生物の捕獲のための手順

はありますか。 

聞き取りによる認識を持っているかを評価する。目視評価。適用除外

禁止。 

 

下位の義務 

FV. 5.6.2 害虫害獣のモニタリングと駆除のプロセスが有効に機能していることを示

す視覚的な証拠がありますか。 

目視評価。適用除外禁止。 下位の義務 

FV. 5.6.3 害虫害獣駆除のための検査や、講じた必要な処置に関する詳細な記録を保

持していますか。 

モニタリングの実施スケジュールを立てており、駆除に際しての検査

と、検査結果に対するフォローアップの計画についての記録がなけれ

ばなりません。 

下位の義務 

FV. 5.7 収穫後の洗浄 (収穫後の洗浄がない場合は対象外)  

FV. 5.7.1 生産物の最終洗浄に使用する水源は、飲用適または所轄官庁によって洗浄

に適しているとされていますか。 

その水は所轄官庁によって洗浄に適しているとされており、または、

過去 12 カ月以内に、洗浄用機械への給水ポイントでの水質分析を行

っている、もしくはこれらの両方がなされていなければなりません。

分析対象となる各項目のレベルは、WHO の基準値以内であるか、ま

たは所轄官庁によって、食品業界での安全性が認められたレベルでな

ければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.7.2 洗浄水を再循環させて生産物の最終洗浄を行っている場合、この水は濾過

され、ｐＨ、消毒剤の濃度と処理レベルを定期的にモニターしています

か。 

水を再循環させて生産物の最終洗浄を行っている場合、この水をろ過

し、消毒し、pH、消毒剤濃度や処理レベルを、定期的にモニターして

いなければなりません。この記録をつけていなければなりません。固

形物や浮遊物を効果的にろ過する装置を必ず設置し、使用率や水量に

従った濾過装置の定期的な洗浄スケジュールを決め、文書にしていな

ければなりません。フィルターの自動逆洗や、消毒剤の自動注入量の

変更を記録することができない場合は、手順/方針の中でこのプロセス

について説明していなければなりません。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.7.3 適切な試験機関が水質分析を行なっていますか。 洗浄用水の分析を、現時点で有効な ISO17025認定 、もしくはそれと

同等な国の認定を受けた試験機関が行っていること、または、試験機

関が現在認定取得手続き中であることを証明する文書がなければなり

ません。 

推奨 

FV. 5.8 ポストハーベスト処理 (ポストハーベスト処理を行っていない場合は対象外)   

FV. 5.8.1 ラベルに表示された指示を全て守っていますか。 明確な手順と文書がなければなりません。（たとえば、ポストハーベ

スト殺生物剤、ワックス及び作物保護製品の使用記録があること）、

それにより使用した化学薬品のラベル指示に従っていることが実証で

きなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.2 収穫した作物のポストハーベスト処理に使用する殺生物剤、ワックス、お

よび作物保護製品は、使用国内で公式に登録されているものですか。 

作物に使用したすべての殺生物剤、ワックス、作物保護製品は、使用

国の適切な政府機関で公式に登録又は認可されたものでなければなり

ません。その国での使用と、その作物への使用が認められているとい

うことが殺生物剤、ワックス、作物保護製品のラベル上に示されてい

なければなりません。公式の登録制度がない場合は、GLOBALG.A.P. 

ガイドライン（CB別紙４、補外法が許可されている国での作物保護

製品の使用）、及び FAO の殺虫剤の使用と流通に関する指導規則を

参照しなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.3 栽培している作物に使用した、または使用が認可されているポストハーベ

ストに適用する作物保護製品の最新リストを持っていますか。 

現在栽培中、もしくは過去 12ヶ月以内に栽培した GLOBALG.A.P.登

録作物に対して、ポストハーベストで防除処理用に使用した殺生物

剤、ワックス、作物保護製品の最新文書リストで、自治体や国の規制

の変更を反映し、商品名（有効成分も含む）を書いたものがなければ

なりません。適用除外禁止。 

下位の義務 

FV. 5.8.4 収穫後の作物取扱の技術的責任者は、ポストハーベストに適用する殺生物

剤、ワックス、作物保護製品の使用に関する自身の力量と知識を実証する

ことができますか。 

ポストハーベスト処理用の殺生物剤、ワックス、作物保護製品使用の

技術的責任者は、国内で認められた証明書や正式なトレーニング参加

によって、十分な技術能力のレベルに達していることを実証できなけ

ればなりません。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.8.5.  ポストハーベスト処理に用いられる水源は、飲用適もしくは所轄官庁によ

る適正確認がおこなわれていますか。 

所轄官庁によって、使用に適した水であることが明らかにされている

か、または、過去 12ヶ月以内に、洗浄用機械への給水ポイントでの

水質分析が行われている、もしくはこれら両方が満たされていなけれ

ばなりません。分析結果は、いずれもWHOの基準値以内か、または

食品業界での使用に適した水として、所轄官庁が許容するレベルでな

ければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.6. ポストハーベスト処理に用いられる殺生物剤、ワックス及び作物保護製品

は、生産物や他の資材から離して保管されていますか。 

殺生物剤、ワックス及び作物保護製品等は、収穫物の化学汚染を避け

るために、隔離された、指定の場所で保管しなければなりません。 

上位の義務 

 ポストハーベスト処理について、以下の項目を含め、全て記録していますか。  

FV. 5.8.7 作物の識別情報（例 ロットもしくはバッチ番号）。 すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿に、処理した作物のロットまたはバッチ番号を記録していな

ければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.8 処理をした場所 

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿に、地理的な区域、処理を行った農場または生産物の取扱場

所の名前または照会情報を記録していなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.9 処理日  

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿に、正確な使用日（年/月/日）を記録していなければなりま

せん。 

上位の義務 

FV. 5.8.10 処理の内容 

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿には、製品散布に使用した処理の種類（たとえば噴霧、滴

下、ガスくん蒸等）を記録していなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.11 処理剤の商品名 すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿には、使用した製品の商品名を記録していなければなりませ

ん。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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Nº 管理点 適合基準 レベル 

FV. 5.8.12 使用量   

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿には、使用した製品の量を、水またはその他の溶媒 1 リット

ル当たりの重量または体積で記録していなければなりません。 

上位の義務 

FV. 5.8.13 作業者名  

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿に、散布を行なった作業者の氏名を記録していなければなり

ません。 

下位の義務 

FV. 5.8.14 使用の正当な根拠  

 

すべてのポストハーベスト用殺生物剤、ワックス、作物保護製品の使

用記録簿には、処理の対象となった病気/害虫の一般名称を記録してい

なければなりません。 

下位の義務 

FV. 5.8.15 ポストハーベスト用作物保護製品の使用に際して、CB8.6を考慮していま

すか。 

収穫後のすべての殺生物剤および作物保護製品の使用に関し、生産者

が管理点 CB.8.6について考慮し、それに従って行動していることを

示す文書証拠がなければなりません。 

上位の義務 

http://www.globalgap.org/
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