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４ ⽣産⾏程管理業務規程の作成⽅法 
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4 ⽣産⾏程管理業務規程の作成⽅法 

申請産品が登録を受けると、⽣産者団体は「⽣産⾏程管理業務規程」に基づき GI 産品の⽣産⾏程を管
理し、その品質を担保するとともに、地理的表⽰及び GI マークを適正に使⽤する義務が⽣じます。 

なお、平成 30 年の GI 法改正で、GI マークの使⽤が任意となりましたが、GI 産品でないものに GI マークを
使⽤することはできません。 

 
⽣産⾏程管理業務の審査においては、⽣産者団体が、その構成員である⽣産業者が⾏う⽣産⽅法が明

細書に適合して⾏うことがチェックできる体制となっているかどうかといった点を審査し、不⼗分と判断された場合
は登録が拒否されます（GI 法第 13 条第１項第２号）。 

本章では、GI 法が定める「⽣産⾏程管理業務」の内容とともに、その業務の⽅法を規定する「⽣産⾏程管
理業務規程」に必要な基準について解説をします。 

 

4.1 ⽣産⾏程管理業務とは 

GI 法において⽣産⾏程管理業務とは、以下の業務であると定められています。（GI 法第２条第６項） 
 
 
① 明細書の作成⼜は変更 
② 明細書を作成した農林⽔産物等について当該⽣産者団体の構成員たる⽣産業者が⾏うその 

⽣産が当該明細書に適合して⾏われるようにするため必要な指導、検査その他の業務を⾏うこと 
③ ①及び②に付帯する業務を⾏うこと 
 
 
つまり、⽣産者団体は、申請書の内容に反しないように明細書を作成⼜は変更し（上記①）、⽣産者

団体の構成員である⽣産業者の⽣産⽅法が、①で作成した明細書に適合して⾏われるようにするために必
要な指導、検査その他の業務12を⾏います（上記②）。さらに、その確認や指導等の実績を報告書として
国に提出・保存します（上記③）。これら⼀連の業務を「⽣産⾏程管理業務」といいます。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
12 明細書を作成した農林⽔産物等について⽣産者団体の構成員である⽣産業者が⾏う⽣産が当該明細書に適合して⾏われるようにするための
必要な指導、検査その他業務とは、⽣産者団体がその構成員たる⽣産業者の事務所、倉庫、ほ場等において、⽣産の⽅法の確認や農林⽔産物
等の検査を⾏うこと、特定農林⽔産物等に適切に地理的表⽰や GI マークが使⽤されていることについて確認を⾏うこと、⽣産業者に⽣産基準や適
切な地理的表⽰や GI マークの使⽤⽅法を遵守させるために定期的に講習会を開催すること等をいいます。 
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4.2 ⽣産⾏程管理業務の実施に当たり満たすべき事項 

⽣産者団体が⽣産⾏程管理業務を実施するに当たっては、以下の（１）〜（４）の事項を満たす必
要があり、満たさない場合は登録が拒否されます（GI 法第 13 条第１項第２号）。 

 

（１）明細書の内容が申請書に適合していること［GI 法第 13 条第１項第２号イ］ 
     「3.3 明細書の作成⽅法」を参照ください。 
  

（２）⽣産⾏程管理業務規程で定める⽣産⾏程管理業務の⽅法が、明細書との適合性を確保するための
基準を満たしていること［GI 法第 13 条第１項第２号ロ］ 

 
⽣産⾏程管理業務の⽅法に関する規定を「⽣産⾏程管理業務規程」と⾔い、明細書とともに申請書に添

付して農林⽔産⼤⾂に提出することとされています（GI 法第７条第２項）。「⽣産⾏程管理業務規程」が
満たすべき基準は、GI 法施⾏規則第 15 条において以下のように定められています。 

 
ア  GI 法第 16 条第１項の変更の登録を受けたときは､当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を

⾏うことが定められていること（第１号）。 
 
イ  構成員たる⽣産業者が⾏う⽣産が明細書に定められた GI 法第７条第１項第４号から第６号までに掲

げる事項（⽣産地・特性・⽣産の⽅法）に適合して⾏われていることを確認することが定められていること
（第２号）。 

 
具体的には､（ⅰ）から（ⅲ）までの事項を満たす必要があります。 

(ⅰ) 明細書に記載されている⽣産地・特性・⽣産の⽅法について、過不⾜なくその確認の⽅法が担保され
ていること。 

(ⅱ) 各⾏程における確認の⽅法が、⽣産地・特性・⽣産の⽅法を確認する上で必要⼗分な内容となって
いること。 

(ⅲ) その他、⽣産地・特性・⽣産の⽅法に適合した⽣産を⾏っていることに疑義がある場合に、必要に応じ 
確認を⾏うことができる内容となっていること。 

 
 

＜注意点＞明細書適合性の確認に必要な書類について 

明細書に記載されている⽣産⽅法等の基準は、GI 登録のために新たに定められたものではなく、登
録以前より⽣産地において実施されていたものであるはずです。そのため、出荷される GI 産品の明細書
との適合性の確認が、現⾏の栽培⽇誌や資材使⽤履歴、営農指導の記録、選果記録等によって実
施できる場合、新たな確認様式の作成は必ずしも必要ではありません。 
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ウ  確認の結果､構成員たる⽣産業者が⾏う⽣産が明細書に定められた GI 法第７条第１項第４号から 
第６号までに掲げる事項（⽣産地・特性・⽣産の⽅法）に適合しないことが判明したときは､当該⽣産業
者に対し､適切な指導を⾏うことが定められていること（第３号）。 

 
具体的には､以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の事項を満たす必要があります。 
（審査要領別添５ ⽣産⾏程管理業務審査基準 第２の２（２）参照） 
 

(ⅰ) 不適正な⽣産の⽅法を⾏っていた⽣産業者に対する是正の仕組みが、⽣産地・特性・⽣産の⽅法
ごとに設けられていること。 

(ⅱ)  (ⅰ)の是正の仕組みが、⽣産地・特性・⽣産の⽅法通りに⽣産を⾏うために必要⼗分な内容とな
っていること。 

 
エ  構成員たる⽣産業者が GI 法第３条第１項の規定に従って⽣産する産品⼜はその包装等に地理的表

⽰をしていることを確認することが定められていること及び GI 法第４条第１項の規定に従って、GI マークの
使⽤に関する基準を定め、その基準に従って⽣産する産品⼜は包装等に GI マークを使⽤していることを確
認することが定められていること（第４号及び第６号）。 
また､当該確認の結果､構成員たる⽣産業者が GI 法第３条第２項⼜は GI 法第４条の規定若しくは

ＧＩマークの使⽤に関する基準に違反していることが判明したときは､当該⽣産業者に対し､適切な指導を
⾏うことが定められていること（第５号及び第７号）。 

 
具体的には､以下の(ⅰ)から(ⅳ)までの事項を満たす必要があります。 

 
     (ⅰ) ⽣産業者が明細書に記載された⽣産地・特性・⽣産の⽅法通りに⽣産していない農林⽔産物

等に地理的表⽰を使⽤していないか確認し、不正使⽤の場合に指導すること。 

(ⅱ) ⽣産業者が明細書に記載された⽣産地・特性・⽣産の⽅法通りに⽣産していない農林⽔産物等
に GI マークを使⽤していないか確認し、不正使⽤の場合に指導すること。 

（ⅲ）GI マークの使⽤に関する基準を定め、当該基準に基づいて⽣産業者が特定農林⽔産物等⼜は
その包装等に GI マークを使⽤していることを確認し、当該基準に違反している場合に指導すること。 

（ⅳ）⽣産業者が農林⽔産物等に地理的表⽰に類似する表⽰⼜は GI マークに類似する表⽰を使⽤
していないか確認し、使⽤している場合に指導すること。 

 
  オ  実績報告書（審査要領別添５別紙参照）を作成し、当該実績報告書を明細書及び⽣産⾏程管理

業務規程の写しとともに毎年１回以上農林⽔産⼤⾂に提出すること並びに実績報告書の提出時期（提
出時期は、⽣産⾏程管理業務規程において⽣産者団体が定めた年度に基づく）が定められていること
（第８号）。 
また､実績報告書及びこれに関する書類（⽣産⾏程管理業務の対応実績が分かる参考資料）を提出

の⽇から５年間保存すること（第９号）。 
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＜注意点＞ ⽣産業者の個選による出荷（⽣産者団体を経ない出荷）がある場合 
GI 産品として登録された後は、⽣産者団体には⽣産⾏程管理業務規程に基づいた⽣産を⾏うこ

とや⾃らが定めた地理的表⽰や GI マークの使⽤に関するルールに従うこと等の義務が課せられます。 
このため、申請された⽣産⾏程管理業務規程において、産品の出荷時に、共選によってのみ選

果・選別を⾏い、出荷規格に合致するものしか出荷しないと定められているにも関わらず、⽣産者団
体の構成員である⽣産業者が、出荷規格を遵守することなく個選で出荷している場合などには、⽣
産者団体の構成員が⽣産⾏程管理業務規程を遵守できないこととなるため、登録できません。 

共選と個選の問題は、名称に関する審査（産品の名称から産品を特定できるか）にも関係し、
過去の申請産品でも問題になることが多かった点です。個選については、明細書に定められた産品の
基準を満たすのであれば、必ずしも共選と同じ管理を⾏う必要はありませんが、申請産品の出荷⽅
法として共選と個選の両⽅が存在する場合は、双⽅を包含した⽣産⾏程管理業務規程とする必要
があります。 

 
 

 

（３）⽣産者団体が⽣産⾏程管理業務を適確かつ円滑に実施するに⾜りる経理的基礎を有していること 
［GI 法第 13 条第１項第２号ハ］ 

 
     「経理的基礎」とは、⽣産者団体が⽣産⾏程管理業務を安定的かつ継続的に⾏うに⾜る財政基盤を

有していることをいい、当該⽣産者団体の規模、構成員からの会費収⼊の状況、構成員たる⽣産業者に
対して⾏う指導・検査等の業務の内容等を総合的に考慮するとされています。 

具体的には、 「経理的基礎」を有するか否かは、添付書類（財産⽬録、貸借対照表、収⽀計算表、
事業計画書等）に記載された⽣産者団体の経理状況が⽣産⾏程管理業務規程に規定された業務を
安定的かつ継続的に実施するのに⼗分か否かといった点が考慮されます。 

 
 

（４）⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること 
［GI 法第 13 条第１項第２号ニ］ 

 
申請団体には、「⽣産⾏程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制」が求められます。特定

の⽣産業者に対してのみ便宜を供与したり、当該業務に関係する利害関係者の不当な介⼊を受けたり、
⽣産者団体⾃らの利益のみを追求した結果、当該業務の公正性が損なわれるといった事態に陥ることを
回避するための体制が整備されていることをいいます。「公正な実施を確保するため必要な体制が整備され
ている」か否かは、添付書類（組織規程、組織図等）から以下のような点を考慮して判断されます。 

 
（ア）⽣産⾏程管理業務に従事する役員等の選任・解任の⽅法等が定款等に定められているか否か。 
（イ）⽣産⾏程管理業務の実施について監督できる体制が構築されているか否か。 
（ウ）⽣産⾏程管理業務に従事する者の⼈数や業務分担、設備の設置状況。 
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4.3 ⽣産⾏程管理業務規程の作成⽅法 

⽣産⾏程管理業務規程の作成⽅法について、項⽬ごとに記載例を交えて解説します。 
 
【記載例③⽣産⾏程管理業務規程】 

 
⽣産⾏程管理業務規程 

 
年 ⽉ ⽇ 

１ 作成者 

住所（フリガナ）：（〒○○○－○○○○）東京都
ト ウキ ョウト

千代⽥区
チ ヨ ダ ク

霞が関
カスミガセキ

○丁⽬○番○号 

名称（フリガナ）：○
マル

○
マル

農業
ノウギョウ

協同
キョウドウ

組合
ク ミ ア イ

     

代表者（管理⼈）の⽒名及び役職：代表組合⻑  ○○ ○○ 
ウェブサイトのアドレス：http://www.××××××/  
 
２ 農林⽔産物等の区分 
 （申請書と同⼀の内容を記載） 
 区分名：第１類 農産物類 
 区分に属する農林⽔産物等：果実類（りんご） 
 
３ 農林⽔産物等の名称 
（申請書と同⼀の内容を記載） 

 名称（フリガナ）：○
マル

○
マル

りんご、Marumaru Ringo 

 
４ 明細書の変更 

⽣産者団体○○は、法第 16 条第１項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る
明細書の変更を⾏うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GI 法の規定に基づく⽣産⾏程管理業務の⽅法
の基準を満たすために必須の記載事項です。 
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５ 明細書適合性の確認 
  
 
 
 
 
 
＜記載例＞ 
〈果樹･野菜の場合〉 

（１）品種の確認 
品種「Ａ」については、⽣産者団体○○が⼀元的に管理しており、⽣産業者からの申込みを受けて品種

「Ａ」を配布することとし、申込み・配布の状況について記録する。 
⽣産者団体○○は、栽培期間中に全ほ場を巡回し、この申込み・配布の記録と照らし合わせて、⽣産業

者が品種「Ａ」を使⽤しているか否かを確認する。 
 
（種⼦などを⽣産業者が⾃ら購⼊する場合の記載例） 
  ⽣産者団体〇〇は、⽣産業者が⾃ら品種「A」の種⼦を購⼊する場合には、播種前に⽣産業者から種
⼦の購⼊⽇、購⼊先、種苗メーカー、品種（商品名）、購⼊量を記載した種⼦購⼊明細書を提出させる
とともに、栽培期間中に全ほ場を巡回し、⽣産業者が品種「A」を使⽤しているか否かを確認する。 
 

（２）栽培の⽅法の確認 
⽣産者団体○○は、⽣産業者にほ場の場所や⽣産資材の使⽤履歴等を記載した⽉報（様式は別紙

のとおり）を作成・提出させ、その記載内容を確認するとともに、栽培期間中に全ほ場を巡回し、栽培の⽅
法を遵守しているか否かを確認する。 
 

（３）出荷規格・最終製品の確認 
「○○みかん」の選果は、⽣産者団体○○が指定する共同選果場において⾏うこととし、この際に、（１）

及び（２）の確認の記録を確認するとともに、⽣産者団体○○の職員が選果状況を確認することで、出荷
規格の遵守及び最終製品を確認する。 
 

（４）臨時の調査 
上記によるほか、明細書に記載の⽣産⽅法が遵守されていないことが疑われる場合には、⽣産者団体○○
は、臨時に、現地調査を実施し事実確認を⾏う。 
 
（個選による出荷がある場合の記載例） 
  個選は⽣産者団体〇〇の定める「〇〇みかん」出荷規格表に則り⽣産業者が⾃ら⾏い、その結果を記
録する。個選を⾏った⽣産業者から出荷された「〇〇みかん」については、⽣産者団体〇〇が、その記録を
確認するとともに、抽出検査を⾏い、選果状態を確認することで出荷規格の遵守及び最終製品を確認する。 

【記⼊上の注意点】 
・ 明細書の「４ 農林⽔産物等の⽣産地」欄、「５ 農林⽔産物等の特性」欄及び「６ 農林⽔産物
等の⽣産の⽅法」欄に記載されている⽣産地・特性・⽣産の⽅法の全てを過不⾜なく確認でき、その⽅
法として必要⼗分な内容（⽣産現場での確認を必ず含める等）としてください。 

・ 明細書に適合した⽣産が⾏われない疑いがある場合には、必要に応じ確認を⾏う内容としてください。 
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〈⿊⽑和種（⽜⾁）の場合〉 
（１）⽣産者団体〇〇は、以下の⽅法により、明細書の⽣産の⽅法に記載された各基準を満たしているか

否かを確認する。 
ア 品種及び種雄⽜の⾎統の確認 

と畜前に〇〇〇協会が発⾏した⼦⽜登記証明書の記載内容を確認することにより⾏う。 
イ 出⽣地、最⻑飼養地の確認 
と畜前に〇〇〇センターから提供された個体識別情報を確認することにより⾏う。 

ウ ⾁質等級の確認 
肥育⽜の枝⾁について△△△協会が発⾏する⽜枝⾁格付明細書を確認することにより⾏う。 
 

（２）⽣産者団体〇〇は、（１）に記載の確認時に、明細書の⽣産の⽅法に記載された各基準が遵守さ
れていないと疑われる場合には、臨時で調査を実施する。 

 
〈⽔産物の場合〉 

（１）□□⿂を漁獲する漁業（◇◇漁業）は、△△県知事の定める漁業調整規則に基づき、操業⽔域、
漁業種類及び⽔揚漁港が定められ、それらの操業規制の下でのみ操業が許されている。そして、それらの
操業規制は明細書の⽣産の⽅法で⽰される漁獲の⽅法と同⼀の内容となっている。⽣産者団体〇〇は、
同職員が⽔揚漁港において□□⿂を⽔揚げする漁船が△△県の許可を有した◇◇漁船であることを⽰
す舷側に表⽰された許可番号を確認することにより、明細書の⽣産の⽅法に記載の漁獲の⽅法を遵守
して漁獲されたものであることを確認する。 

 
（２）⽣産者団体〇〇は、同職員が当該漁船から漁港に⽔揚げされた□□⿂について、⾊、傷の有無、氷

使⽤の有無を⽬視で確認することにより、明細書に記載の鮮度管理が⾏われていることを確認する。 
 
（３）⽣産者団体〇〇は、（１）⼜は（２）の確認時の記録を別紙様式により⾏う。なお、明細書の⽣

産の⽅法に記載された各基準が遵守されていないと疑われる場合には、臨時で調査を実施する。 
 

〈加⼯品の場合〉 
（１）⽣産業者は、□□の原材料となる××、△△、〇〇が明細書に記載の基準を満たしたものであることの

証明となる納⼊伝票を保存するとともに、明細書の記載の⽅法(原材料、製造⽅法及び最終製品の形
態)を遵守して□□を製造した記録として所定の様式による⽣産⽇誌を毎⽇記⼊するとともに、毎⽉１
０⽇までに前⽉分の⽣産⽇誌を⽣産者団体◇◇に提出する。 

 
（２）同団体は、同団体職員及び品質管理担当者（同団体構成員から互選された⽣産業者で複数の者

を置く）により（１）で⽣産業者から提出のあった⽣産⽇誌の記載内容の確認を⾏うとともに、毎⽉１
回全⽣産業者に対して⾏う巡回確認（各⽣産業者の原材料の納⼊伝票や⽣産⾏程、最終製品の形
態について現地確認を⾏う。）を実施し、これらにより⽣産業者が明細書に記載の⽣産⽅法を遵守して
⽣産していることを確認し、所定の検査報告書に記録の上、毎⽉末までに団体の⻑に報告する。 

 



77 
 

 
（３）同団体は、⽣産業者の⽣産する製品について、同団体職員及び品質管理担当者による品質確認検

査を概ね３か⽉ごとに⾏い、⾊、⾹り、味、⾷感が明細書に記載の品質基準を満たしていることを確認し、
所定の検査報告書に記録の上、毎⽉末までに団体の⻑に報告する。 

 
（４）（２）及び（３）の確認等において、⽣産業者が明細書に記載の⽣産の⽅法を遵守しないで⽣産

していることが疑われた場合には、同団体は同団体職員及び品質管理担当者による臨時の現地調査を
⾏うものとする。 なお、調査担当者は、その結果を所定の現地確認・指導状況報告書にとりまとめの上、
すみやかに同団体の⻑に報告する。 

 
 

６ 明細書適合性の指導  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜記載例＞ 

（１）⽣産者団体〇〇は、５の確認時において、明細書に記載の⽣産地・特性・⽣産の⽅法の各基準のい
ずれかを満たしていないと疑われる場合には、当該⽣産業者に対して警告を発し、是正を求める。なお、
警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合には、⽣産者団体〇〇は、組織規約の規定に基づき、
当該⽣産業者を除名する等ができるものとする。 

 
（２）⽣産者団体〇〇は、年に⼀回以上、構成員である⽣産業者に対し、講習会等の機会を設け、明細

書に記載の⽣産地・特性・⽣産の⽅法の各基準を遵守するよう指導する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【記⼊上の注意点】 
・不適正な⽣産を⾏っていた⽣産業者に対する是正の仕組みが明細書に記載の⽣産地・特性・⽣産
の⽅法について全て網羅されており、またその内容が必要⼗分なものであるように記載してください。 

 
・明細書に記載の⽣産地・特性・⽣産の⽅法の各基準について、⽣産業者の周知徹底を図るため、 
少なくとも年⼀回以上の講習会等の開催を⾏う規定を含めてください。 



78 
 

 
７ 地理的表⽰等の使⽤の確認 

 
＜記載例＞ 

（１）⽣産者団体〇〇は、５の確認時において、明細書に記載の⽣産の⽅法の各基準をいずれも満たした
みかんについてのみ地理的表⽰である「〇〇みかん」及び GI マークが使⽤されているかを確認する。この際、
地理的表⽰である「○○みかん」及び GI マークを使⽤している者及びこれらの使⽤がされているもの（例
えば、出荷⽤のダンボール箱）についても確認する。 

 
（２）また、（１）の確認において、以下のみかんがないかも確認する。 

ア 明細書に記載の⽣産の⽅法の各基準をいずれも満たしていないみかんであるにもかかわらず、地理的表
⽰である「〇〇みかん」が使⽤されているみかん 

イ 地理的表⽰である「〇〇みかん」のみが使⽤されているみかん 
ウ GI マークのみが使⽤されているみかん 
エ 地理的表⽰である「〇〇みかん」に類似する表⽰⼜は GI マークに類似する標章が使⽤されている 

みかん 
 
 

＜GI マークを使⽤しない基準を設けた場合の記載例＞ 
（１）⽣産者団体〇〇は、５の確認時において、明細書に記載の⽣産の⽅法の各基準をいずれも満たした

みかんについてのみ地理的表⽰である「〇〇みかん」が使⽤されているかを確認する。この際、地理的表⽰
である「○○みかん」を使⽤している者及びこれらの使⽤がされているもの（例えば、出荷⽤のダンボール箱）
についても確認する。なお、GI マークは（□□に使⽤する場合を除いて）使⽤しない。 

（２）また、（１）の確認において、以下のみかんがないかも確認する。 
ア 明細書に記載の⽣産の⽅法の各基準をいずれも満たしていないみかんであるにもかかわらず、地理的表

⽰である「〇〇みかん」が使⽤されているみかん 
イ 地理的表⽰である「〇〇みかん」に類似する表⽰が使⽤されているみかん 
ウ GI マーク⼜は GI マークに類似する表⽰が使⽤されているみかん 

上記のアからエに該当するものがないかを必ず確認
する内容としてください。 

【記⼊上の注意点】 
・明細書に記載の⽣産地・特性・⽣産の⽅法の各基準を満たす産品のみに地理的表⽰及び登録
標章（GI マーク）が使⽤されているか確認する⽅法について、その内容が必要⼗分であるように
記載してください。 

・その際に、不適正な使⽤がないか否かも合わせて確認する内容としてください。 
・平成 30 年の GI 法改正により、GI マークの使⽤義務はなくなりましたが、⽣産⾏程管理業務規
程は、団体の構成員全員が遵守すべきルールですので、GI マークの使⽤ルールは、⽣産業者個々
の判断ではなく、⽣産者団体として定め（GI マークの使⽤を義務とする若しくは使⽤しない⼜は特
定の場合にのみ使⽤する（輸出向けのみ使⽤する等））、⽣産⾏程管理業務規程において明
確化してください。 
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８ 地理的表⽰等の使⽤の指導 

 
＜記載例＞ 

（１）⽣産者団体〇〇は、７において確認された以下の場合について、当該表⽰を⾏った⽣産業者に対し
警告を発し、是正を求める。なお、警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合には、⽣産者団体〇
〇は、組織規約の規定に基づき、当該⽣産業者を除名する等ができるものとする。 

ア 明細書に記載の⽣産の⽅法の各基準をいずれも満たしていないみかんであるにもかかわらず、地理的表
⽰である「〇〇みかん」が使⽤されている場合 

イ 地理的表⽰である「〇〇みかん」のみが使⽤されている場合 
ウ GI マークのみが使⽤されている場合 
エ 地理的表⽰である「〇〇みかん」に類似する表⽰⼜は GI マークに類似する標章が使⽤されている場合 

 
（２）⽣産者団体〇〇は、６（２）に記載の講習会等の機会において、構成員である⽣産業者に対し、

適切な地理的表⽰の使⽤等について普及啓発を図るものとする。 
 

 
９ 実績報告書の作成等 

 
＜記載例＞ 
⽣産者団体○○は、４⽉１⽇から翌年３⽉ 31 ⽇までを⼀年度として、年度終了後１か⽉以内に、以

下の書類を作成し、農林⽔産⼤⾂に提出するものとする。 
 

【記⼊上の注意点】 
・以下（１）〜（４）の内容を必ず網羅した内容としてください。 
・報告書は、必ず毎年１回以上農林⽔産⼤⾂に提出してください。 
・年度終了後から報告書提出までの期間設定は、⽂書整理期間等を踏まえた合理的なものとして
ください。（不必要に⻑い期間とならないようにしてください。） 
また、年度の設定については、産品の⽣産サイクルに合わせたものとすることも可能です。 
（例：9 ⽉〜翌年 8 ⽉末）  

【記⼊上の注意点】 
・７で記載された地理的表⽰等の不正使⽤を⾏っていた⽣産業者に対し、是正する仕組みがあり、 
また、その内容も必要⼗分なものであるように記載してください。 

 
・地理的表⽰等の適正な表⽰について、⽣産業者の周知徹底を図るため、少なくとも年⼀回以上の 
講習会等の開催を⾏う規定を含めてください。 
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（１）審査要領別添５「⽣産⾏程管理業務審査基準」別紙により作成した⽣産⾏程管理業務実績報

告書 
（２）⽣産⾏程管理業務の対応実績が分かる資料として、以下の資料 

⽣産者団体○○が作成した検査記録（地理的表⽰等の使⽤状況の記録を含む） 
（３）提出時における最新の明細書 
（４）提出時における最新の⽣産⾏程管理業務規程 
 

 
 
 
 

10 実績報告書等の保存 

 
＜記載例＞ 

⽣産者団体○○は、９（２）において提出した資料に加えて以下の書類を、⽣産者団体○○の事
務所に、その提出の⽇から５年間、保存するものとする。 

ア ⽣産者団体○○の構成員である⽣産業者が作成し⽣産者団体○○に提出させた⽉報 
イ ・・・・・・・ 

 
 
11 連絡先 
  住所： 
  宛名： 
  担当者の⽒名及び役職： 
  電話番号： 
  ファックス番号： 
  電⼦メールアドレス： 
 

 
 
 

【記⼊上の注意点】 
・「９ 実績報告書の作成等」において、「⽣産⾏程管理業務の対応実績が分かる資料」として提

出した、⽣産者団体⾃⾝が作成した資料に加えて、当該資料を作成する際に使⽤した資料の具
体名（例えば、各⽣産業者から提出された⽉報等）を記載するようにしてください。 

 
・保存期間は、実績報告書等の提出⽇から５年間となるように記載してください。 

明細書の⽣産者団体の連絡先を記載してください
（申請書の記載例を参照してください）。 


