
目標値 実績 達成率

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

７名 ７名 100%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

５経営体 ５経営体 100%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

20名 25名 125%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

５経営体 ３経営体 60%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

２名 ２名 100%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

１経営体 １経営体 100%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

１名 ３名 300%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

９経営体 ９経営体 100%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

９名 ６名 67%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

６経営体 10経営体 167%

平成３０年度　農業生産工程管理推進事業交付金に関する評価表

　ＧＡＰ認証の取得拡大については、
目標を達成しているが、ＧＡＰ指導体
制の構築は目標を達成できていな
い。
　成果目標の一部が未達成であった
ことから、今後も引き続きＧＡＰの実
施又は認証取得を目指す農業者等
に対する現地指導を行うことを求め
るよう改善計画の作成を指導する。

事業実施
主体名

事業実施年度
及び目標年度 成果目標の内容

成果目標の達成状況
取組の内容及び達成・未達成の要因取組メニュー

　ＧＡＰ指導体制の構築について、各農林水産総合センター職員等がＪＧＡＰ指導員
基礎研修を受講し、ＧＡＰを指導するための基礎知識を習得することができた。また、
ＧＡＰ認証取得をめざす農業者等へ現地指導を行ったことで、２名のＧＡＰ指導員を
新規に育成することができた。
　ＧＡＰ認証の取得拡大について、ＪＧＡＰ指導員基礎研修を受講した職員が支援対
象経営体に対して、認証の受審に向けた指導を行ったことで、認証の取得につな
がった。

　ＧＡＰ認証の取得拡大について、ＧＡＰの理解促進に向けた研修会や先進地視察研
修会を実施し、さらに50経営体のＧＡＰ認証取得を目指す経営体に対して、重点的に
指導を行ったことにより、10経営体が認証審査を受審することができた。
　ＧＡＰ指導体制の構築について、28名の農林水産事務所等の職員がＪＧＡＰ指導員
基礎研修、ＡＳＩＡＧＡＰ基礎差分研修等を受講し、ＧＡＰ指導に係る知識を習得した。
　しかし、50経営体に対して現地指導を行ったが、認証取得を目指す経営体を中心に
重点的な指導を行っており、１経営体あたりの指導に時間を要したため、新規のＧＡ
Ｐ指導員の育成数は６名となり、目標を達成できなかった。

平成30
年度

平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築について、３回のＧＡＰ取組現地実践研修を実施したことで、
各農業改良普及（支）所で、国際水準ＧＡＰを指導するための知識を習得することが
でき、11経営体のＧＡＰの実施又は認証取得をめざす農業者等に対する現地指導や
ＪＧＡＰからＡＳＩＡＧＡＰへのレベルアップ指導等を行い、７名の新規ＧＡＰ指導員を育
成することができた。
　ＧＡＰ認証の取得拡大について、ＧＡＰ指導体制の構築によって育成したＧＡＰ指導
員が、認証取得予定の経営体に対して、指導を行い、４経営体が年度内に審査を受
審し、１経営体が審査受審の契約を締結した。

地方農政局の意見

　成果目標は達成されている。

　ＧＡＰ指導体制の構築については、
目標を達成しているが、ＧＡＰ認証の
取得拡大については、達成できてい
ない。
　成果目標の一部が未達成であった
ことから、当該経営体がＧＡＰ認証取
得することを求めるよう改善計画の
作成を指導する。

　成果目標は達成されている。

　成果目標は達成されている。
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3 岡山県

鳥取県

島根県
平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築について、各普及部の職員がＪＧＡＰ指導員基礎研修を受講
したことで、ＧＡＰ指導の知識を習得した。また、ＧＡＰ取得を目指す高校、農業者に
対する現地指導を行い、25名のＧＡＰ指導員を新規に育成することができた。
　ＧＡＰ認証の取得拡大について、３経営体が年度内に受審の契約を締結したが、２
経営体がほ場整備等に時間を要し、年度内の認証の受審は困難と判断したため、目
標を達成することができなかった。
　今後の対応として、当該経営体がＧＡＰ認証を取得できるよう、指導していく。

4 広島県
平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築について、12名の農業技術指導所職員等がＪＧＡＰ指導員研
修や現地研修会を受講し、国際水準ＧＡＰの指導に必要な知識を習得した。そのう
ち、３名が農業者等に対して、国際水準ＧＡＰの実施に向けた指導を行ったことで、目
標達成につながった。
　ＧＡＰ認証の取得拡大について、年度内のＧＡＰ認証審査に向けて支援対象経営体
の担当者と打ち合わせを行い、ＧＡＰ指導員による指導を計画的に行ったことで、９経
営体が認証を取得することができた。

5 山口県
平成30
年度
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事業実施
主体名

事業実施年度
及び目標年度 成果目標の内容

成果目標の達成状況
取組の内容及び達成・未達成の要因取組メニュー 地方農政局の意見

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

１名 １名 100%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

21経営体 18経営体 86%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

27名 15名 56%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

９経営体 ６経営体 67%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

20名 20名 100%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

４経営体 ４経営体 100%

ＧＡＰ指導体制
の構築

ＧＡＰ指導員の新
規育成数

14名 24名 171%

ＧＡＰ認証の取
得拡大

ＧＡＰ認証の新規
取得経営体数

７経営 ２経営体 29%

　ＧＡＰ指導体制の構築については、
目標を達成しているが、ＧＡＰ認証の
取得拡大については、達成できてい
ない。
　成果目標の一部が未達成であった
ことから、３経営体がＧＡＰ認証を取
得することを求めるよう改善計画の
作成を指導する。

　ＧＡＰ指導体制の構築、ＧＡＰ認証
の取得拡大ともに目標を達成できて
いない。
　成果目標が未達成であったことか
ら、今後も引き続き農業者等に対す
る指導すること、３経営体がＧＡＰ認
証を取得することを求めるよう改善
計画の作成を指導する。

　成果目標は達成されている。

　ＧＡＰ指導体制の構築については、
目標を達成しているが、ＧＡＰ認証の
取得拡大については、達成できてい
ない。
　成果目標の一部が未達成であった
ことから、当該経営体がＧＡＰ認証を
取得することを求めるよう改善計画
の作成を指導する。

徳島県
平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築について、17名の各農業支援センター等の職員がＪＧＡＰ指
導員基礎研修及びインターネット研修を受講し、ＧＡＰ指導員の充実を図った。
　また、２回の農業者向けＧＡＰ研修の開催し、吉野川支援センターにおいて、ＧＡＰ
認証の取得を目指す農業者を指導したことで、１名がＧＡＰ指導員となり、目標を達成
した。
　ＧＡＰ認証の取得拡大については、18経営体が年度内に審査受審の契約を締結す
ることができたが、３経営体から受審のための整備を年度内中に完了することが困難
と判断したため、辞退の申し出があり、目標を達成することができなかった。
　今後も引き続き普及指導員によるＧＡＰ指導を行い、目標達成を図る。

7 香川県
平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築については、88の経営体（産地）の農業者等に対して指導を
行ったが、１経営体あたりの指導に時間を要したため、12名の農業改良普及センター
職員等の指導実績が３件以上とならず、目標を達成できなかった。
　ＧＡＰ認証の取得拡大については、２回の公募により、６経営体が認証を取得する
ことができた。しかし、３経営体については、ＧＡＰ指導員が審査に向けて指導を行っ
たものの、審査のための準備に時間を要し、年度内に審査を受審することが困難と
判断したため、目標を達成することができなかった。
　引き続きＧＡＰの取組を支援していくことで目標達成に努める。

9

　ＧＡＰ指導体制の構築について、各地域農業振興センター職員等がＪＧＡＰ指導員
基礎研修を受講したことにより、ＧＡＰ指導に必要な知識を習得し、ＪＧＡＰ認証模擬
審査、ＧＡＰ指導現地研修会を実施したことで、ＧＡＰ指導員の充実を図った。それに
よって、24名のＧＡＰ指導員を新規育成することができた。
　ＧＡＰ認証の取得拡大について、２経営体がＧＡＰ認証を取得することができたが、
５経営体において、販売先からのＧＡＰ認証取得の要望が少なかったこと、認証審査
の受審に向けた準備に時間を要する見込みとなったことから、認証審査の受審を次
年度以降にする必要があると判断したため、目標達成できなかった。
今後はＧＡＰ指導員が中心となり、認証取得の意向のある経営体に対して認証審査
受審に向けての準備がスムーズに進行するよう指導を行い、認証取得件数の増加に
努める。

8 愛媛県
平成30
年度

　ＧＡＰ指導体制の構築について、各愛媛県地方局職員等がＪＧＡＰ指導員基礎研修
及びＪＧＡＰ指導員定期研修を受講したことで、ＧＡＰの指導に必要な知識を習得し
た。また、農業者等を対象とする研修会やセミナーを複数回開催し、現地指導を行っ
たことで、20名のＧＡＰ指導員を育成した。
　ＧＡＰ認証の取得拡大については、ＧＡＰ指導体制の構築によって育成したＧＡＰ指
導員がＧＡＰ認証の取得を目指す経営体に対して指導を行ったことにより、４経営体
が認証を取得することができた。

高知県
平成30
年度

6


