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ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）
の導入・推進について

農林水産省生産局

総務課生産技術課準備室

平成１９年６月

2

○ＧＡＰ手法（Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ）とは
農業生産者自らが、食品の安全の確保、品質の改善、環境保全等様々な目的を達成するために、
①農作業の点検項目を決定し、
②点検項目に従い農作業を行い、記録し、
③記録を点検・評価し、改善点を見出し、
④次回の作付けに活用する、
という一連の「農業生産工程管理手法」（プロセスチェック手法）。

※ＨＡＣＣＰ方式も、「点検項目や管理点を定めて工程管理を行う手法である」という共通点を有する。

(2)実践
（Do）

(4)見直し・改善
（Action）

(1)計画
（Plan）

(3)点検・評価
（Check）

繰り返しが
重要

ＧＡＰ手法は、作物、地域によって異なるものであり、
また、農業者や産地が目指す方向（環境保全目的、
輸出目的、品質向上目的など）によっても異なる。

GAP手法とは何か
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有機農業におけるＧＡＰ手法実践のイメージ

作付準備 防 除 収穫・出荷耕起・整地 播種・定植 施 肥

土壌調査
環境の視認

発生予察
農薬散布

収穫機の清掃・点検
異物混入、機械の清掃

耕深の確保
適切な整地

薬剤消毒
品種の確認

成分の確認
肥料散布

土壌調査
環境の視認
堆肥の適切な
取扱

発生予察
農薬散布
→天敵活用

収穫機の清掃・点検
異物混入、機械の清掃

耕深の確保
適切な整地

薬剤消毒
→温湯消毒
品種の確認
→非ＧＭ品種
の確認

成分の確認
肥料散布
→有機肥料の
散布

慣行農業

有機農業

１年目

２年目

堆肥が完熟して
いない

有機肥料の投入
量不足

暑さにより天敵が
死亡し、天敵密度
が不足

土壌調査
環境の視認
堆肥の適切な
取扱
堆肥発酵温度
の確認

発生予察
天敵活用
天敵使用時の
温度の確認

収穫機の清掃・点検
異物混入、機械の清掃
選果場の清掃

耕深の確保
適切な整地

温湯消毒
非ＧＭ品種の
確認

有機肥料の
散布
土壌診断の
実施

病害虫が大発生葉が黄化堆肥より臭気が発生

記録の点検

問題の
改善

雑草片の混入クレーム

包装の封をするまで
長時間放置し、風に
より雑草が混入

記録の点検、問題の改善を継続
３年目以降

ＧＡＰ手法により、農作業の改善点を見出し、次期作に繋げることにより、有機農業の目的を効果的に達成！！
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GAＰ手法は何を目指すものなのか

○農産物の収穫後に検査を行う管理方法（結果管理）よりも、農作業の各工程を記録・点検す
る方法（工程管理）の方が、より効果的に安全な農産物を生産できるとともに、消費者・食品
事業者への説明や問題が起こった時の原因究明に役立ち、管理コストも優れている。

○ＥＵＲＥＰＧＡＰを中心として全世界においてＧＡＰの取組が普及する中、今後とも、消費者・
食品事業者に国産の農産物を選択してもらうためには、我が国の農業者や産地においても
ＧＡＰ手法の普及が必要である。

消費者が我が国農業に求めているものは、農産物の食品としての安全性の確保、環境の保
全、農産物の品質の向上などであり、生産工程を管理する手法の導入により、消費者や食品
事業者等の信頼の確保を目指す。
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消費者のニーズに応えるためには、どうすべきか

•基準値設定では、市場流通から除外すべ き農産物（食品）
が増加する可能性。（図の塗りつぶした部分）

• モニタリングでは一定の率で見逃す可能性。

①基準値による管理

○農産物の生産工程でのリスク低減対策は、国際的には、

① 最終産物の有害物質の残留基準の設定と検査よりも

② 生産工程の各段階における有害物質の吸収抑制・低減が有効 との考え方が主流。

例えば、コーデックス委員会※では②の考え方に基づき、実施規格（コード・オブ・プラクティス）を策定。

• ＧＡＰ手法により、生産工程をコントロールする方が、農産物全体の
リスクを大幅に低減。

（斜線部分の面積が①より②の方が大きい。）

②生産工程で吸収抑制対策を実施

（イメージ）
※消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、１９６２年にＦＡＯ（国連食糧農業機関)及びＷＨＯ
（世界保健機関) により設立された国際的な政府間機関。
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全体が左へシフト
（暴露量が低くなる）

○具体的な吸収抑制技術

(例えば、重金属の場合)

・水田の湛水管理

・低吸収品種の導入

・土壌のｐＨ調整効果のある石灰質肥料の施用 等

生産工程管理の導入
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ＧＡＰの国際的な動き

○民間の欧州小売業組合が中心となり作成、運営
（小売業の寡占状況：英国では上位10社の占拠率は60％以上、日本では上位5社の占拠率は7％）

○各種法令（食品安全、環境、作業の安全）の遵守等、全ての作業における留意点を重要管理点
として作成・公表 （青果物、観葉植物、コーヒー、紅茶、畜産、養殖）

○農産物の取引に当たって、ＥＵＲＥＰＧＡＰへの取組、認証を求めるか否かは、食品事業者個々
の判断

例） テスコ：ＥＵ内の大手量販店
支店がある国によって要求度は異なる（英国は認証を要求、チェコは認証を推奨）

○ヨーロッパ以外の国、例えば中国でも、ＥＵＲＥＰＧＡＰを基に作成した「チャイナＧＡＰ」を実践。

民間におけるＧＡＰの取組の例
（ヨーロッパにおけるEUREPGAP（ユーレップギャップ））
民間におけるＧＡＰの取組の例
（ヨーロッパにおけるEUREPGAP（ユーレップギャップ））

○ 同等性の確認

他国の民間ＧＡＰの重要管理点と認証制度について、ＥＵＲＥＰＧＡＰ

事務局が確認

同等性を確認された民間ＧＡＰの認証審査により、ＥＵＲＥＰＧＡＰ認証

が可能

同等性が確認された民間ＧＡＰ・・・・・１８
（うち青果物については １４）

ＪＧＡＰ（日本ＧＡＰ協会）は、同等性確認済み

同等性が確認された民間ＧＡＰ

イギリス、オーストリア、オランダ、ケニア、スイス、スペイン、チリ、

デンマーク、ドイツ、ＮＺ、フランス、メキシコ、 日本 １３カ国

○ 認証件数（平成１８年１２月現在）

約５．９万件（農家・農家グループ）ＥＵ域内 約４７，０００件

ＥＵ域外 約１３，０００件

（他に同等性確認の他ＧＡＰに基づく認証 約１万件）

トルコ 約３２００件 イスラエル 約９５０件 ２００～５００件

南ア 約１４００件 アルゼンチン 約８３０件 ＮＺ、ペルー、モロッコ、エクアドル

チリ 約１１００件 ケニア 約５８０件 タイ、ブラジル、中国、豪州、エジプト

インド 約９５０件

(参考)ＥＵ域内の農家戸数（農林水産省ＨＰ）

約670万戸（2000年）
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21世紀新農政 2007（抜粋）

平成１９年４月４日
食料・農業・農村政策推進本部決定

Ⅲ．国民・消費者の視点に立った食料政策の展開
１．食品の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組の充実
（１）「危害の未然防止」に重点を置いた食品の安全確保に向けた取組の推進
リスク分析の枠組みに則って的確なリスク管理措置を検討・策定するため、引
き続き、我が国において潜在的に問題発生の可能性がある有害な化学物質や
微生物による食品汚染実態の調査を実施する。また、農業生産や食品加工の
現場段階において、新たにGAP（農業生産工程管理手法）や食品製造段階で
のGMP（適正製造規範）等の工程管理手法を積極的に導入・推進し、生産から
食卓までの食品安全を確保する。なお、野菜・果樹や米麦等の産地を対象とし
た農家への研修・指導等を通じ、平成23年度までにおおむね全ての主要な産
地（2,000産地）においてGAPの導入を目指す。
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21世紀新農政2007のポイント

○国際的な食料事情の変化に対応した新たな食料戦略の確立

○我が国農林水産物・食品の市場の拡大

○ ＷＴＯ農業交渉、ＥＰＡ交渉への戦略的取組

・ 国際食料情報の一元的な収集・分析体制の整備、国民食料会議（仮称）
の議論を通じ食料問題に関する認識を国民全体で共有

○イノベーション・知的財産の力による農業の潜在的な力の発揮

○担い手への施策の集中化・重点化

○農地政策改革

○食料供給コストの縮減

○農林漁業体験活動を通じた食や農への理解の増進

○食品の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組の充実

○暮らしを守る鳥獣害対策の展開
・ 鳥獣の個体数管理・防除と生息環境整備を総合的に推進

○農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し

○食品リサイクルの推進

○バイオマスの利活用の加速化

○地球環境保全に対する農林水産業の積極的な貢献

農地の「利用」を担い手にまとめて再配分する仕組みの構築など農地政
策を抜本改革→担い手が創意工夫を活かせる魅力ある農業経営の確立

世界最大の食料純輸入国である我が国の食料戦略を確立→不透明感を増
す世界の食料事情の中で、食料の安定供給を確保

Ⅰ 食と農に関する新たな国家戦略の確立

地域の創意工夫による取組を後押し→「美しい国」の原点である農山漁
村の活力を引き出し、底上げにつなげる

バイオマスなど再生可能な資源を生産・活用する農林水産業の新たな展
開を支援→循環型社会の実現・地球環境の保全

生産から食卓まで的確な工程管理を実施→食品の安全と消費者の信頼を確保

Ⅲ 国民の視点に立った食料政策の展開

農林水産業の潜在能力を最大限発揮させ、21世紀の戦略産業に。国民が求めるおいしく安全な食料の安定供給を実現

・ 輸出環境の整備、日本食・食材の海外情報発信等により、農業の潜在能
力を発揮し、平成25年までに輸出額を１兆円規模に拡大

・ 新たな経営安定対策の推進により、創意工夫を生かせる農業経営を実現

・ 地域の面的集積を促進する機能を持つ組織が、担い手に農地の「利用」を
まとめて再配分する新たな仕組みを構築

・ 農協系統の経済事業改革の徹底等により生産資材価格を低減

・ ITを活用した新たな農業生産技術など革新的な技術開発を推進し、生産
性・品質の向上等を加速

・ GAP(農業生産工程管理手法）等の導入により、生産から食卓まで的確な工
程管理を実施
・ 食品産業全体でのコンプライアンスの徹底

・ 「教育ファーム」等を通じ、実体験を生かした食育の推進

・ 農林水産分野における地球温暖化対策に関する戦略、国土の生物多様
性の保全に関する戦略を策定

・ 食品産業と農業が連携して食品の循環利用の環(リサイクル・ループ）を構築

・ 平成23年までに国産バイオ燃料を５万kl生産。大幅生産拡大に向け技術開
発を推進(技術開発により、2030年頃には600万klの生産が可能(農水省試算))
・ 家畜排せつ物等の地域のバイオマスの総合的な利活用の推進

・ 各府省連携の下、居住者・滞在者の受入体制の強化等により、団塊世代や
若者の活力を最大限活用

Ⅳ 資源・環境対策の推進

Ⅴ 農山漁村の活性化

Ⅱ 国内農業の体質強化
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国民･消費者の視点に立った食料政策の展開

今後の展開（21世紀新農政2007）

1. 食品の安全と消費者の信頼の確保に向けた
取組の充実

2.農林漁業体験活動を通じた食や農への理解
の増進

○ 生産・加工現場に、新たにＧＡＰ(農業生産工程管理手法)

や食品製造段階でのＧＭＰ(適正製造規範)等の工程管理手法

を導入し、生産から食卓までの食品安全を確保

○ 「教育ファーム」や農山漁村での子供達の長期宿泊体験活動
の一層の推進を図り、教育の場として農林漁業の体験活動を積
極的に導入

○ 農林漁業体験活動の場で、食事バランスガイドを活用し、
「日本型食生活」を普及

○ 学校給食、観光等地域全体が一丸となって地産地消に取り組
む先進事例を全国に普及

農林漁業体験活動の促進

目標：23年度までにおおむね全ての主要な産地(2,000産地)にお
いてＧＡＰ(農業生産工程管理手法)を導入

○ 企業トップの意識改革、行動規範の策定等を通じ食品産業
全体でのコンプライアンスを徹底

※ＧＡＰ(農業生産工程管理手法)

肥料や農薬を基準通りに施用することや、完熟のたい肥を使用
するなど、食品の安全確保等のために、農業生産の作業ごとに
特に注意を払って管理する項目などをあらかじめ定め、それを
実施して記録に残し、次期の作業の改善に役立てる手法

食品の安全に関する国民の高い関心

○ 食と農に関する正しい知識が不十分

～食に関する誤った知識～

○ 消費者は、食品の生産から消費までの段階のうち、「生産段
階」、「製造・加工段階」に不安感

生産段階
（肥培管理、農薬散布、収穫時の管理など）

製造・加工段階

自然環境(水､土壌､大気など)

流通段階

販売段階

家庭の段階(保存･調理方法など)

外食の段階(保存･調理方法など)

資料：内閣府食品安全委員会「食の安全性に関する意識調査」（平成15年９月）

・ 畑からイチゴがにょきっと生えてくる絵を描く子ども

資料：（株）博報堂生活総合研究所「農業に関するお絵かき調査」（１２年３月）

2.4%

4.4%

5.5%

11.4%

33.4%

58.9%

79.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

写真：（社）中央酪農会議ＨＰより
写真：近畿農政局「食、農、環境学習のすすめ」より
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ＧＡＰＧＡＰ((農業生産工程管理手法農業生産工程管理手法))の
導入

○ 全国推進会議の設置
○ 研修の実施､マニュアルの作成･配布
○ シンポジウムの開催

産地の取組に対しては交付金による支援

リスク管理措置の必要なし

リスク分析の枠組に則った的確なリスク管理

必要に応じて

フードチェーン全体にわたる食品安全確保のための取組の強化

リスクが低い場合

ＧＭＰＧＭＰ((適正製造規範適正製造規範))の導入

○研修の実施、マニュアルの作成・配布
○シンポジウムの開催

生 産 段 階

適適 切切 なな 工工 程程 管管 理理 のの 導導 入入

食品加工段階 消 費 段 階

安全で健やかな

食生活の実現

安全で健やかな

食生活の実現

リスク管理措置の
検討･策定･実施

正確な情報を

親しみやすい形で

タイムリーに提供

正確な情報を

親しみやすい形で

タイムリーに提供

正確な情報提供

支
援

特性の整理

有害化学物質
有害微生物

食品の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組の充実
～～ 農場から食卓まで農場から食卓まで､､科学に基づき科学に基づき､､「危害の未然防止」に重点を置いた取組を推進することにより「危害の未然防止」に重点を置いた取組を推進することにより､､食品の安全を確保食品の安全を確保 ～～

養殖水産物を対象とした
適正養殖規範適正養殖規範 の策定・普及

フードチェーンに
おける汚染実態の調査

農 産 物

水 産 物

(注１)
ＧＡＰ(Good Agricultural Practice)とは、
農業生産において、食品安全、環境負荷低減、
労働安全、品質向上などさまざまな目的で、適
切に工程管理を実施する手法。

(注２)
ＧＭＰ(Good Manufacturing Practice)とは、
原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまで、
適切な管理組織、作業管理、構造設備により、
製品の品質と安全性の確保を図る取組。

○ 食中毒の予防

○ 新鮮でおいしい食品の選択

○ 食品の適切な調理・保存

○ 食品のマーク・表示の活用

消費者自らの取組

大企業のみならず、中小の食品企業も対象とし、企業トップの大企業のみならず、中小の食品企業も対象とし、企業トップの
意識改革、企業における規範意識高揚のための取組意識改革、企業における規範意識高揚のための取組を徹底を徹底

加 工 食 品

地域ブロック単位できめ細かくトットッ
プセミナー等を開催プセミナー等を開催
（農林水産省、各地方農政局等、(財)食品産業センター、各地域
食品産業協議会が共催）

「行動規範策定の手引き」「事故対応「行動規範策定の手引き」「事故対応
マニュアル」等を広く配布マニュアル」等を広く配布

食品企業のコンプライアンスの徹底
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国の取組方針

○ＧＡＰ手法に取り組んでいる産地や農業者の数は限定されているのが現状であることから、
まずは、基礎的な事項について、一定の作物ごとに全国的に汎用性の高いＧＡＰ手法のモ
デル「基礎ＧＡＰ」等を活用して、全ての販売農家、産地の関係者を対象に、ＧＡＰ手法自体
の普及を図る。

情報交換

普及啓発

実践支援

国が実施するＧＡＰ手法の導入・推進に向けた施策（平成１９年度）

○農林水産省ホームページに専用コーナー
を開設

○ＧＡＰ手法推進パンフレットの配布
○全国的に汎用性の高い基礎的なＧＡＰ手法
モデル（基礎ＧＡＰ）の公表

○「ＧＡＰ手法･導入の基本マニュアル（仮称）」の公表（７月を目途に公表）
○普及指導員を対象とした研修
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援

○「ＧＡＰ手法導入・推
進会議」を開催し、国
の取組方針を周知す
るとともに、情報共有、
意見交換を通じて、
国全体としてＧＡＰ手
法の導入・推進を図
る。

12

（参考）基礎GAPの活用について
○生産者や産地がGAP手法に取り組みやすくなるよう、基礎的な事項について、一定
の作物ごとに全国的に汎用性の高いＧＡＰ手法のモデル「基礎GAP」を農林水産省が
作成、公表。

○現在、公表済みの基礎ＧＡＰは以下のとおり。（生産者用・産地用）
施設野菜、露地野菜、果樹、米、麦、大豆、花き

http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/gap/index.htm

○各作物に共通に必須項目は以下の２つ。
①食品の安全面から法令順守事項（農薬取締法等）
②環境保全の面から農業環境規範

その他、作物の事情に応じて重要項目を設定。
（例えば露地野菜では、土壌の有害物質汚染防止、病原微生物防止）

○現場で活用する場合には、必要に応じ、生産者や産地それぞれが目指す目的に応じ
た点検項目を追加して取り組む。
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（参考） 食の安全・安心確保交付金

• 先進地調査の実施

• 資料（書籍等）の購入

• 研修会参加

• 記帳用チェックリスト作成・配布

• 研修会の開催

• 土壌、水質、残留農薬、病原微生物等の分析費用

• 実証ほの設置・運営

平成１９年度決定額：２，５１３百万円の内数

（２，７０２百万円の内数）
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