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Ⅰ はじめに 
農林水産省では、食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組の充実を図るため、１９

年４月に食料・農業・農村政策推進本部で決定された「２１世紀新農政２００７」におい

て、農業生産現場でＧＡＰの積極的な導入・推進を図ることとし、当面の推進目標として、

２３年度までに概ね全ての主要産地(２，０００産地)でのＧＡＰの導入を目指していると

ころである。 

こうした推進目標を踏まえ、ＧＡＰの全国的な普及を図るため、農林水産省では、基礎

ＧＡＰの策定、生産者団体、流通団体、消費者団体等による「ＧＡＰ手法導入・推進会議」

（以下、「推進会議」という）の開催を通じた理解の促進、交付金による産地への支援等

により、積極的な導入・推進を図っている。 

これまでの推進の結果、１９年１２月末現在、５９６産地で導入済み（検討中９７１産

地）となるなどＧＡＰの取組は拡大している。 

こうした中で、２０年３月に開催された推進会議において、国、県、民間団体などのほ

か生産者、小売業者など様々な主体がＧＡＰに関して様々な取組を行っているものの、情

報共有や意見交換などが進んでいないことから、推進会議の下でＧＡＰに携わる実務担当

者等によりＧＡＰの普及拡大に向けた情報共有、意見交換を行う場を設置することとされた。 

このため、本年７月から１０月にわたり、「ＧＡＰの推進に係る情報交換会」（以下、「情

報交換会」という）を計４回開催し、各ＧＡＰの取組状況及び課題等について情報共有を行

うとともに、我が国におけるＧＡＰのあるべき姿や具体的な取組の進め方等について意見

交換を行った。本資料はその意見交換の結果を取りまとめたものである。 

 

＜これまでの意見交換の経緯＞ 

○第１回 平成２０年７月１５日（火）１３：３０～１６：００ 

 議 題 １ ＧＡＰをめぐる状況について 

     ２ 各ＧＡＰの取組、課題等について（埼玉県、愛知県経済連、全農千葉県 

本部、農業生産法人片山りんご株式会社、有限会社松本農園） 

     ３ 意見交換 

     ４ 今後の進め方 

○第２回 平成２０年９月５日（金）１３：３０～１６：００  

 議 題 １ 実需者におけるＧＡＰへの取組、課題等について（イオントップバリュ株

式会社、横浜丸中青果物株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、日本生活協

同組合連合会） 

２ 我が国におけるＧＡＰのあるべき姿について 

○第３回 平成２０年９月２４日（水）１４：００～１６：００ 

 議 題   取りまとめに向けた整理・骨子（案）について 

○第４回 平成２０年１０月９日（木）１４：００～１６：００ 

 議 題   取りまとめ（案）について 

 
※ 全て公開で実施。 
 



＜これまでの委員の主な意見＞ 
 
○ＧＡＰの目的・意義 

・ＧＡＰは、危害要因等の管理に有効な手段であり、食の安全確保、環境保全などを進め

る上で、重要な手法である。 

・食の安全確保、環境保全のみならず、労働安全もＧＡＰの主な目的の一つと考えるべき

である。 

・我が国では、生産者がＧＡＰの導入を進めてきた一方で、量販店や小売もＰＢなどを中

心に独自のＧＡＰを策定している。 

・流通・小売サイドとしては、生産者・団体が自発的に取り組むことが重要で、生産者・

団体ごとに現場に応じたＧＡＰの取組を進めてもらいたいと考えている。 

・生産サイドでも、資材価格等が上がる中で、ＧＡＰはコスト削減に役立つほか、品質

向上などにも役立つ手法であり、経営改善の観点からも導入メリットがある。 

・ＧＡＰは、現場毎に創意工夫しながら、各種危害要因を含む問題点に「安上がりに」

（効率的に）対応していく手法である。 

・ＧＡＰは、生産者自らが何をすべきか考え、改善し続けることが目的であり、その目標

として食品安全などがあるのではないか。 

 

○次世代（次の段階）のＧＡＰのイメージ 

・様々なＧＡＰが存在する中、「最大公約数」（食の安全など基本的な目的の達成のた

めに共通して行うべき標準）を定めるなど標準化を進めるためのプラットフォームを

設けるべきである。 

・一方で、地域や目的によりＧＡＰの内容は異なるもので、各産地がプラットフォーム

＋αとして品質向上などに活用することで（製品）差別化につながることから、各産

地の独自性も考慮すべきである。 

・ＰＤＣＡのＰ（計画）のところをどのように進めるか、危害要因分析を含め産地全員

でよく話し合い、ＧＡＰの取組の意義を理解することが重要であり、進め方を含めた

プラットフォームを作るべき。 

・Ｐ（計画）で決めたことをどのように実現するべきかという仕組み、ＰからＤＣＡへ

つなげるための実行の仕方（適合性の確認の仕方を含む）をプラットフォームに含め

るべきである。 

・産地の生産者・ＪＡ・行政等全員によって危害要因分析から検討を始める考え方は素晴

らしいが、各産地でＧＡＰの事項をそれぞれ検討するようにした場合、各産地の取組内

容に濃淡が出るなどの可能性があるのではないか。 

・プラットフォームには、指導者の育成など体制づくりを含めるべきである。 

・生産現場での導入を促進する観点から、具体的な方法を指導できる仕組みづくりが必要

である。 

 

○考慮すべき点 

・（欧州のＧＡＰなど）国際レベルを満たしたＧＡＰで統一化・標準化を目指すべきで



ある。 

・高度な内容のＧＡＰを導入して、産地によって結果が４０点であったとしても、改善

すればよく、あくまで高い山頂を目指すべきである。 

・国内向けについては、我が国で求められる項目について全ての生産者が取り組める「全

員参加型」を目指すべきである。 

・高い安全性と品質を求める我が国の消費者ニーズに応えられるものであるべきであり、

当然国際レベルより高くなるが、現時点でも生産現場での食の安全に対する配慮は概

ね高いレベルにあり、記録を残すこと以外、ＧＡＰ達成のハードルは高くない旨、生

産者を啓発すべきであろう。 

・輸出向けについては、輸出先（東アジアなど）のニーズに応じた取組が求められるの

ではないか。 

 

○川中・川下との連携のあり方 

・食品の安全性を確保するため、フードチェーンの最初の起点としてＧＡＰがあると認識

するべきではないか。 

・生産段階のみならず、中間流通、小売など各段階で工程管理に取り組むなどフードチ

ェーン全体で連携して取り組むべき。 

 

○具体的な取組の進め方 

・具体的な検討を進めるため、ワーキンググループを設置することが適切である。 

・ワーキンググループには、先進的なＧＡＰの実践者を入れるなど現場での進め方に重点

をおいたより具体的な検討をすべきではないか。 

・ＧＡＰの主目的である食の安全確保に向けて、ワーキンググループに消費者を入れるな

ど消費者の視点を考慮すべきである。 

・データベースについては、新しい危害などについての知見も含めるべき。また、現場の

課題を解決するため、問合せに応え得るような体制が構築されることが望ましい。 

・データベースでは、生産現場での指導に活用できるよう成功事例なども提供されること

が望ましい。 

 

○ 他の施策との連携 

・ＧＡＰとトレーサビリティとの連携を図るべきである。 
・エコファーマーや農地・水・環境保全向上活動など様々な施策を包含していく手段と

なることが望ましい。 

 

○ その他 

・記帳などが生産者の負担になっていることから、国は研究機関等と連携してシステムの

技術開発を行うべきである。 

 
 
 
 



Ⅱ 我が国におけるＧＡＰのあるべき姿 
１ ＧＡＰの目的・意義 

  消費者の食の安全に対する信頼確保に応える必要がある中、ＧＡＰは、農業生産工程を

管理し、改善していくためのもの、即ち、生産者自らが何をすべきか考え、改善し続ける

ための手法であり、食の安全確保、環境保全、労働安全といった主な目的に加え、品質向

上やコスト削減等の経営改善など様々な目的の実現にもつながる。 

ＧＡＰは、生産者や団体が自発的に取り組み、産地の状況に応じて創意工夫しながら

進めることにより、直面する問題点を効率的に解決していく手法としても重要である。 

 

２ 次の段階のＧＡＰのイメージ 

（１）我が国におけるＧＡＰのあるべき姿 

ア．ＧＡＰについては、現在、国、都道府県、民間団体など様々な主体が策定したも

のがあるが、こうしたＧＡＰを比較すると、別紙１のとおり、食品安全など共通した

内容がほとんどである一方で、取組方法の設定などに違いがあるのが現状である。ま

た、品質向上など独自の取組を行っている事例も見られる。 

海外では、欧州において小売業組合が独自のＧＡＰを策定し、一部の量販店で取引

条件とするとともに、アジアにおいても中国、韓国等で独自のＧＡＰを策定している。 

 このように、様々なＧＡＰが存在し、今後のＧＡＰの方向性についても関係者の間

で様々な考え方があることから、我が国における今後のＧＡＰの推進方向について一

定の共通の認識を持って進められるようにすることが重要である。 

 

イ．ＧＡＰの推進に当たっては、生産者がその目的・意義（メリット）を十分理解し、

主体的に取り組むようにすることが特に重要である。産地主導での品質向上やコス

ト削減をはじめとする経営改善を含む効果的な取組とするためには、ＰＤＣＡのＰ

（計画）について産地の生産者全員でよく話し合い、問題点を共有することが重要

であり、このためＰＤＣＡの具体的な実行の仕方（適合性の確認の仕方を含む）や

指導のあり方を含めた体制づくりが必要である。 

全て産地での取組に任せる場合には、共通する管理点についても取組方法がバラバ

ラになってしまい、また、必要な管理点についての漏れが生じるなども懸念されるこ

とから、我が国の消費者が求める高い安全性をはじめとする多様なニーズへの対応等

を考慮しつつ、我が国のＧＡＰに共通して求められる事項を整理し、チェックシート

の例も示した上で標準化する必要がある。標準化されたＧＡＰについては、生産者に

よる目的・意義の理解を十分図りながら、計画的・段階的に推進していくことが望ま

れる。産地での取組に共通のベースがあることは、流通・小売サイドでも評価や活用

がしやすくなる。 

なお、輸出に向けては、東アジアや欧州など輸出先のニーズに応じた取組が求め

られる。 

 

ウ．これらを踏まえ、我が国におけるＧＡＰの一層の推進に向けて、以下のとおり共通

の基盤づくり（プラットフォームの構築）を進めることが適切である。なお、共通



の基盤づくり（イメージ）は別紙２のとおりである。 

１）我が国におけるＧＡＰのあるべき姿として、 

①我が国の消費者が求める高い安全性をはじめとした多様なニーズに対応するもの、 

②我が国の農業生産の実態に即したもの、 

③全ての生産者が実践できるもの、 

④科学的知見等に基づくもの 

などの点を考慮しつつ、ＧＡＰの主な目的である食の安全確保、環境保全、労働安全

について共通して求められる事項を整理し、標準化を進める。 

２）産地主導での効果的な取組を促進するための体制づくりを行うため、具体的な実

行の仕方（適合性の確認の仕方を含む）や指導のあり方を整理する。   

 

（２）川中や川下との連携 

フードチェーンにおける最初の起点としてＧＡＰがあるが、川中や川下における工程管

理等の取組と連携することにより、フードチェーン全体で食の安全確保等に向けた取組が

推進されることが望ましい。 

 

Ⅲ 具体的な取組の進め方 

１ 共通の基盤づくりに向けた検討方法 

 ２（１）で示した共通の基盤づくりに向けて具体的な検討を進めるため、ワーキンググ

ループを設置することが適切である。なお、ワーキンググループには、様々なＧＡＰの推

進主体の関係者、研究機関の専門家、ＧＡＰを先進的に実践している生産者、消費者等を

参画させることが望ましい。 

 また、様々なＧＡＰの情報、最新の知見、導入事例などの情報をデータベースで体系的

に整理し、現場で効果的に活用できるよう相談窓口の機能を含めて、分かりやすく提供さ

れることが望ましい。  

  さらに、ＧＡＰの取組に係る関係者の相互理解を図るため、生産者、指導者、実需者など

幅広い関係者が情報交換するなど交流する場を積極的に設けることが望ましい。 

 
２ 他の施策との連携 
 トレーサビリティ、川下での生産者情報の公開など他の取組と補完し合うことにより、

ＧＡＰの取組効果を高められるよう、先進的な取組なども踏まえつつ、具体的に検討する

ことが望ましい。 

 
３ その他 
 生産者の負担軽減に資するため、現場で使いこなせる記帳方法や記帳システムなど技術

開発等民間企業や研究機関と連携して進めることなどが望ましい。 

 
Ⅳ おわりに 
   今後、本資料を推進会議に報告し、関係者等との連携の下、国において具体的な取組
  を速やかに進めることが重要である。 



別紙１ 様々な主体が策定したＧＡＰ

目的

ＧＡＰの
推進主体

対象
品目

項目数
（概算）

適合性
確認の
仕方

食品安全 環境保全 労働安全

そ
の
他農薬 肥料

重金
属

病原性
微生物

化学
物質

異物
その
他

水の
保全

土壌
の
保全

廃棄物
処理
・利用

エネル
ギーの
節減

生物の
多様性

そ
の
他

作業者
の安全

従業員
の福祉

施設
農林水産省

施設
野菜

約２０ 5 3 1 2 - - 7 - 1 1 3 - - 1 - 1 自己点検

栃木県 いちご 約５０ 33 5 2 3 - - 23 1 1 2 1 - - 6 - 4 自己点検

鹿児島県 青果物 約６０ 7 3 1 5 1 5 28 - 1 1 - - - 3 - 28
第３者
認証

日本生活協同
組合連合会

青果物 約３２０ 40 12 4 2 5 8 33 2 4 20 - - - 5 1 90 ２者点検

日本ＧＡＰ協会 青果物 約１３０ 39 13 5 10 11 10 17 5 5 3 1 3 4 12 7 13
第３者
認証

欧州小売業
組合

青果物 約２００ 67 23 4 6 6 7 67 6 4 13 1 6 1 22 7 22
第３者
認証

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

（注2）項目数について各ＧＡＰで取組内容が異なっている場合がある。

ＧＡＰの
推進主体

特徴的な取組

農林水産省 ・基礎的な項目に絞っている。

（各ＧＡＰの特徴）

栃木県
・食品安全分野において、農薬の適正使用に係る項目を中心に設定。
・その他の分野において、いちごの品質向上に係る項目を独自に設定（例：受粉用のミツバチの適正管理 等）

鹿児島県 ・その他の分野において、販売管理に関する項目を設定。

日本生活協同
組合連合会

・その他の分野において、販売管理に関する項目を詳細に設定。

（農林水産省調べ）

組合連合会

日本ＧＡＰ協会
・ＥＵＲＥＰＧＡＰとの同等性認証を取得。
・食品安全分野において、ＥＵＲＥＰＧＡＰでは設定していない農薬の飛散防止（ドリフト対策）等の項目を設定。

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



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

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

    

    

(1.2.1) 今後散布する予定の農薬のリストがありますか。 

○今後散布する予定の農薬の商品名、有効成分、対象病害虫を

書いたリストがある。 

(4-2) 農薬の使用基準を遵守している。 

①農薬の使用基準を知っているか（ヒヤリング）。 

②対象作物、用量、希釈倍率、休薬期間は守られているか。 

③農薬使用の際の防護装備（マスク、防護メガネ、手袋、長靴、

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

農薬は、栽培マニュアルや農薬ラベルに

記載されている薬剤、使用量を守って使

用しましたか。 

農薬の適切な使用 

 (4-2)使用する作物の登録農薬であることを

確認して購入していますか。 

農薬の適切な使用 

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

農薬の適切な使用 

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

クをかけて作業していますか。 

農薬使用の収穫前日数を確認し、適期収

穫を行ないましたか。 

(1.2.2) 作物の生産国で許可された農薬だけを散布してい

ますか。 

○作物の生産国の使用禁止農薬を使用していない。 

(1.2.3) 輸出用作物は、輸出先で使用禁止の農薬が定められ

ている場合、それに従っていますか。 

○輸出用作物は、輸出先で使用禁止の農薬が定められている場

合、それに従っている。 

(1.2.4) 農薬散布を判断する責任者が決まっていますか。そ

の責任者は農薬に関する十分な知識を持っていますか。

○特定の責任者が、農薬の選択と散布計画の立案と実行の指示

を行っている。その責任者は農薬管理指導士、普及指導員、

毒物劇物取扱者、薬剤師、もしくは都道府県がこれらと同等

と認める資格の証明書を持っている。 

もしくはこれらの資格を持った技術者や、病害虫防除所、

普及指導センターの助言を受けている。 

(1.2.5) 農薬の準備･散布はラベルの指示に従っています

か。 

○すべての農薬の準備(混合･希釈)と散布は、ラベルの指示また

は公的出版物の指示に従っている。 

(1.2.6) 農薬を正確に希釈していますか。 

○農薬を正確に計ることができる器具がある。平らな場所で水

を準備するなど、水を正確に計量している。 

(4-1) 使用した農薬の記録を作成し、保管している。 

①使用した農薬は記録されているか。 

②農薬の使用日、用量、希釈倍率、剤型は記録されているか。 

③使用したのに記録されていない農薬はないか（サンプル調

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

培区分に抵触しないか。 

⑥農薬の保管庫に使用された記録のない農薬はないか。 

(1.2.8) 農薬散布を適切に記録していますか。 

○農薬散布について、下記の項目を記録している。 

① 対象作物および品種（ポストハーベスト農薬の場合は農産物

のロット番号） 

② 散布場所 （圃場の名称） 

③ 日付 

④ 農薬の商標名および有効成分 

⑤ 希釈倍数と散布量 

⑥ 作業者名 

⑦ 散布の根拠となった病害虫や除草など 

⑧ 農薬散布機・散布方法 

⑨ 使用時期(収穫前日数など) 

⑩ 責任者名 

施肥防除・収穫・処理記録 

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

荷前までに JA へ提出していますか。 

肥料や農薬の使用状況など栽培履歴の記

帳を行い、購入伝票とともに保管しまし

たか。 



【事例１】農薬の適正使用（続き） 

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

    

    

 

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

ようにしていますか。 

農薬飛散事故防止 
(4-6)散布機の調整は適切に行っていますか。

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

畑所有者に周知するようにしています

か｡ 

（参考)基礎ＧＡＰ(露地野菜) 
飛散低減ノズルへの交換や強風時に散布

を行わないなど、農薬の飛散低減対策を

行いましたか。 

(1.2.7) 農薬散布を準備する場所は、農産物や環境に危害の

無い状態ですか。 

○農薬散布を準備する場所は、農産物や環境に危害の無い状態

である。 

(1.2.9) 農薬の使用時期（収穫前日数）と使用回数は守られ

ていますか。 

○農薬散布記録と収穫日の記録によって、使用時期が守られて

いることが分かる。特に連続して収穫する作物は、誤って収

穫してしまうことを防ぐ工夫をしている。農薬散布記録とラ

ベルの指示によって使用回数が守られていることがわかる。 

(1.2.13) 農薬散布機の使用前点検を毎回行い、性格に散布

できることを確認していますか。 

○ノズル、ホース、接合無のチェックなどを行い、試運転を行

うことで正確に散布できることを確認している。部品・油の

交換や修理を行った場合はその記録を残す。 

(1.2.14) 農薬散布機を年 1 回以上整備し、使用直前での故

障発見を回避していますか。 

○年 1回以上、農薬散布機の点検、修理、オイル交換などの整

備を行い、その記録を残している。外部の整備サービスがあ

る場合は、それを利用している。 

(1.3.1) 自分の圃場を含む周辺圃場からの農薬ドリフト（飛

散）の危険性について把握していますか。 

○周辺圃場で栽培されている作物を把握し、そこからの農薬ド

リフト（飛散）の危険性について認識している。自分の圃場

内のドリフト（飛散）の危険性を認識している。 

(1.3.2) 自分の圃場を含む周辺圃場からの農薬ドリフト（飛

散）の危険性を減らすための対策を行っていますか。 

○周辺の生産者とコミュニケーションをとることなどによっ

て、周辺地からのドリフト（飛散）対策を行っている。自分

の圃場内のドリフト（飛散）についても対策を行っている。 

(4-3) 混植している作物相互の汚染や隣接ほ場への農薬の

飛散などがおこらないようにほ場、作業場、散布方法を

管理している。 

①混植ほ場はあるか。 

②隣接するほ場の作物は把握されているか。 

③混植作物、隣接ほ場への汚染防止のために、散布時の風向、

風力の注意、散布機、ノズルの変更、圧力の低減、散布方向

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

を考慮して選定しているか。 



【事例２】農薬の保管 

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

 
 

  
 

 

 

農薬を整理・整頓して保管していますか。 (1.5.1) 農薬は国や地域の規則に従って保管されています

か。 

○農薬は国や地域の規則に従って保管されている。 

(1.5.3) 農薬保管庫には危険性を警告する表示があり、鍵が

かかっていますか。また鍵の管理責任者が決まっていま

すか。 

○農薬保管庫に危険性を警告する表示があり、鍵がかけてある。

また、鍵の管理責任者が決まっている。 

(1.5.4)農薬は適切な場所に保管されていますか。  

○農薬の保管場所は下記の項目を満たしている。 

①強固なつくりである。 

②適切な温度条件が保たれている。 

③通気性がある。（立ち入り可能な保管場所の場合） 

④ラベルが読める程度の明るさがある。 

⑤農薬関係以外のものは置かれていない。 

⑥引火しにくい材質でできている。（30 分耐火） 

⑦棚は非吸収性の材質ができている。 

(1.5.6) 農薬がこぼれないようになっていますか。 

○開封した農薬は蓋や明け口がきちんと閉められており、こぼ

れないようになっている。 

適正保管 

(7-1)農薬は、カギをかけて保管するようにし

ていますか。  

適正保管 

(7-2)「毒物」、「劇物」に該当する農薬は、保

管庫に「医薬品外毒物」、「医薬品用外劇

物」の表示をしていますか。  

適正保管 

(7-3)農薬を別の容器へ移し替えないように

していますか。  

適正保管 

(7-4)ガソリンなどの揮発油は安全な容器に

保管していますか。 

適正保管 

(7-5)重油タンクに防油堤を設置しています

か。 

(5-1)農薬は鍵がかかる場所に保管されており、鍵の管理者

が明確になっている。 

①鍵の保管場所は施錠できるか。 

②鍵の保有者は特定できるか。 
③農薬を使用しない時、保管庫は施錠されているか。 
④鍵の保管場所は誤使用、盗難防止のために効果があるか

（ヒヤリング）。 
(5-2)農薬は、作業場とは区分けした安定した場所に保管し

ている 

①農薬は、作業場所を汚染しないように区分けして保管され

ているか。 
②農薬は、振動、地震によって落下して飛散する危険性がな

いよう保管されているか。 
(5-3)家庭用殺虫剤などの薬剤が管理されている。 

①家庭用殺虫剤、殺鼠剤、防虫剤などの薬剤が作業場で使用

されていないか。 
②その薬剤は、飛散や汚染の危険性がないように使用されて

いるか。 
③その薬剤は、整理、整頓されているか。 
(5-3)農薬管理台帳が作成され、その使用と在庫の状況が記

録・保管されている。 

①農薬の管理台帳はあるか。 
②管理台帳に農薬ごとの対象作物、用途は記載されている

か。 
③管理台帳は３ヶ月以内に更新されているか。 
④更新が必要な要件（農薬の追加、削除など）が発生以降に

更新されているか。 
⑤農薬と台帳に記載された内容は一致するか。 
⑥農薬の購入、使用の記録はあるか。 
⑦農薬は有効期限内に使用されているか。 
⑧農薬の在庫数量は一致するか。 
（以下略） 

(1.5.2) 農薬の在庫は台帳で管理されていますか。 

○農薬の在庫台帳があり、入庫と出庫の記録がつけられている 

(1.5.7) 農薬どうしが、こぼれた際に混ざらないようになっ

ていますか。 

○液状の農薬は、万が一流出した時に備えて粉剤・粒剤・水和

剤などの下に保管しておく。もしくはトレーを利用して混ざ

らないように保管している。 

(1.5.8)容器からの農薬流出に対処する設備がありますか。

○農薬保管庫は、倒れた場合に農薬が拡がらないよう、内容量

にあったトレーや囲いがある。農薬保管庫とすべての農薬の

調合場所は、農薬流出の際に対処できるように、砂、ほうき、

ちりとり、ごみ袋などが用意されている。 

 

（以下略） 

(1.5.5) 農薬は購入時に入っていた容器のままで保管され

ていますか。 

○農薬は購入時に入っていた容器のままで保管されている。容

器が壊れてしまった場合、新しく入れ替えた容器には元の容

器のラベル表示が書き写されている。



【事例３】品質向上や環境保全等の独自の取組 

栃木県版ＧＡＰ（いちご） 栃木県版ＧＡＰ（トマト） 

 
 

 

 
 
 

＜収穫、収穫作業＞ 

・２月以降の暖候期は、毎日収穫とし、収穫終了時間はハウス内気温

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

＜収穫、収穫作業＞ 

・保管中のコンテナ上に断熱・遮光シート等を被服する。 

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

覆すること 

＜選別作業、予冷＞ 

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

○品質向上 

＜育苗、育苗管理＞ 

・追肥、かん水等の肥培管理の日常管理を徹底する。 

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

を確認すること。 

＜栽培管理、電照等使用＞ 

・生育状況に応じて、電照、炭酸ガス施用資料に基づき、処理開始時期・

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

すること。 

＜栽培管理、ミツバチ利用＞ 

・ハウス内温度、湿度を適正に管理しつつ、規定の群数を入れ、開花状

況やミツバチの活動状況を観察し、受粉、着果状況を確認する。 

・最終出荷の１ヶ月程度前まではミツバチを利用する。 

・農薬使用時にミツバチへの影響日数等を確認する。また農薬散布の際

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

○環境保全 

＜着果処理、マルハナバチによる着果処理＞ 

【セイヨウオオマルハナバチを利用する場合】 

・マルハナバチ受入前に飛散防止ネットを天窓、サイド換気口等に展帳、 

出入り口を２重被覆する。 

・ネットに破れがないか確認、補修する。 

・巣箱を移動する時は出入り口をふさぎ、周囲16mm 以下の網目の網や

袋等で巣箱を覆う。 

・利用終了後の巣箱はビニール袋で覆い密閉した状態にして日向に放置 

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

及び出入り口に同ネットを張ること 

（環境）巣箱をハウス外へ持ち出す場合、定められた方法により移動すること 

＜着果処理、マルハナバチによる着果処理＞ 

【クロマルハナバチ（在来種）を利用する場合】 

・マルハナバチ受入前に飛散防止ネットを天窓、サイド換気口等に展帳、

出入り口を２重被覆する。 

・ネットに破れがないか確認、補修を実施 

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

及び出入り口に同ネットを張ること 



我が国におけるＧＡＰの推進に向けた共通の基盤づくり（イメージ）

目的（例） 対象（例） 管理点（例） 取組方法（例）

（注）本資料はあくまでイメージであり、内容を決定するものではない。

別紙２

目的（例） 対象（例） 管理点（例） 取組方法（例）

食品安全 農薬

病原微生物

散布

保管

ラベルの確認

使用時期の確認（収穫前日数）

散布機の年１回の補修・・ ・・ ・・

環境保全 廃棄物処理

水の保全

廃棄

リサイクル

自治体の条例に基づき廃棄

生分解性プラスチックの活用

散布機の年１回の補修
・

・

・

・

・

・・・

・・・

労働安全 作業者の安全

作業者の福祉

農業機械の点検 農業機械の定期点検

・・・

・・・

・・・ ・・・

農業機械の年１回の補修

コスト削減 肥料

農業機械

購入

施肥

共同購入（まとめ買い）

・・・

・・・
農業機械 施肥

品質向上 糖度

酸度

温度管理

摘果 剪定

温室の夜間温度の低下

・・・
・・・

・

・・

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

酸度 摘果・剪定

・・・
・・・

・・

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

①我が国の消費者が求める高い安全性をはじめとした多様なニーズに対応する、
②我が国の農業生産の実態に即している、③全ての生産者が実践できる、④科学
的知見等に基づく等の点を考慮しつつ、ＧＡＰの主な目的である食の安全確保、環
境保全、労働安全について共通して求められる事項を整理、標準化を進める。

産地主導での効果的な取組を促進するための体制づくりを行なう
ため、具体的な実行の仕方（適合性の確認の仕方を含む）や指導の
あり方を整理する。




