R４．４．１版

ＧＡＰ（農業生産工程管理）
をめぐる情勢

令和４年４月

農産局農業環境対策課

ＧＡＰとは何か
○ ＧＡＰとは、農業における生産工程管理の取組で、これを実施することにより、生産管理の向上、効率性の向上、農業者自身
や従業員の経営意識の向上につながるといった効果があるため、農業人材の育成、我が国農業の競争力強化にも有効。
ＧＡＰ

Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ の略称。
農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の
持続可能性を確保するための生産工程管理の取組。

ＧＡＰをする

農業者がＧＡＰ（活動又は取組）を自ら実施すること。
認証取得の有無は関係ない。

ＧＡＰ認証

第三者機関の審査により、GAPが正しく実施されてい
ることが確認された証明。
日本では、GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAPの３種類
が普及している。

ＧＡＰ認証をとる

ＧＡＰ認証を受けること。これにより、ＧＡＰを実施して
いることが客観的に証明される。

農業者が
「GAPをする」

取引先からの
要請 等

ＧＡＰの実施（例）

GAPの取組効果
食品安全
環境保全

人権保護

55%

農場経営管理

75%
「効果があった」と回答した経営体の割合

出典：「令和元年度GAP導入影響分析のための調査委託事業（R2.3（株）政策基礎研究所）」の調査結果を基に
農林水産省生産局農業環境対策課で作成
(令和元年５月末時点でGAP認証を取得している農業者及び団体を対象に調査を実施し、約600経営体が回答)

＜ 環境保全 ＞

家族経営協定の締結、
技能実習生の適切な労働条件の確保

83%

→ 農場内を点検し、課題や問題点を見つけ、改善。

包装資材のそばに灯油など汚染
の原因となるものを置かない

＜ 人権保護 ＞

77%

労働安全

自らの経営判断で
「GAP認証をとる」

＜ 食品安全 ＞

堆肥置き場や調製施設では、
専用の履物を準備する

85%

＜ 労働安全 ＞
危険な作業はスイッチを止めてか
ら行う（巻き込まれ防止）

廃棄物を農場に放置
しない

農薬空容器は分別
して処分

＜ 農場経営管理 ＞
責任者の配置、教育訓練の実施、
内部点検の実施

危険箇所の掲示
をする

＜ その他 ＞
商品回収テストの実施、
資材仕入先の評価
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国内におけるさまざまなGAP（各ＧＡＰの構成、特徴）
ASIAGAP
JGAP
農林水産省
ガイドライン準拠

GAP

GLOBALG.A.P.

商品回収テストの実施、資材仕入先の評価等

農場経営管理（責任者の配置、教育訓練の実施、内部点検の実施等）
人権保護（強制労働の禁止、差別の禁止、技能実習生の適切な労働条件の確保等）
労働安全（機械・設備の点検・整備、薬品・燃料等の適切な管理、安全作業のための保護具の着用等）
環境保全（適切な施肥、土壌浸食の防止、廃棄物の適正処理・利用等）
食品安全（異物混入の防止、農薬の適正使用・保管、使用する水の安全性の確認等）

「GAP認証をとる」

「GAPをする」
農林水産省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠
GAP

JGAP

ASIAGAP

GLOBALG.A.P.

運営主体

都道府県等

一般財団法人日本GAP協会

FoodPLUSGmbH（ドイツ）

審査会社

－

５社

６社

審査費用の目安

－

約10万円＋旅費

約15万円＋旅費

約44万円＋旅費

東京2020大会
調達基準

△（都道府県の確認がある場合）

○

○

○

GFSI※2承認

－

－

青果物、穀物、茶について
承認※3

青果物について承認

認証取得経営体数※4
（国内農畜産業）

－

4,983

2,403

692

（個別認証の場合※１）

※1 個別認証のほか団体認証があり、団体認証では審査が全員ではなく抽出で行われ、団体事務局への審査も行われる。グループが大きくなるほど、個々の経営体の経費負担は縮小する。
※2 GFSI（Global Food Safety Initiative ）とは、グローバルに展開する小売業者・食品製造業者等が集まり、食品安全の向上と消費者の信頼強化に向け発足した組織 （世界70カ国、約400社が加入するCGF
（The Consumer Goods Forum)の下部組織）。
※3 平成30年10月31日GFSIの承認を取得。
※4 JGAP及びASIAGAPは令和３年３月末現在、（一財）日本GAP協会公表。GLOBALG.A.P.は令和２年１２月末現在、(一社)GAP普及推進機構公表。複数の認証を取得している経営体については重複計上。
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（参考）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達基準
《農産物》

持続可能性に配慮した農産物の調達基準（概要）

＜要件＞
① 食材の安全を確保するため、農産物の生産に当た
り、日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じ
られていること。
② 周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を
確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係
法令等に照らして適切な措置が講じられていること。
③ 作業者の労働安全を確保するため、農産物の生産
に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な措置
が講じられていること。

（要件①～③を満たすことを示す方法）
ア ASIAGAP、
GLOBALG.A.P.、
組織委員会が認める認証
スキーム ※ JGAPなど
イ 「農業生産工程管理（GAP）の
共通基盤に関するガイドライン」
に準拠したＧＡＰに基づき生
産され、都道府県等公的機関
による第三者の確認

＜要件を満たした上で推奨される事項＞
・有機農業により生産された農産物

・障がい者が主体的に携わっ
て生産された農産物

・世界農業遺産や日本農業遺産など国際機関
や各国政府により認定された伝統的な農業を
営む地域で生産された農産物

（海外産で、上記要件の①～③の確認が困難な場合）
組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき生産され、トレーサビリティが確保されているものを優先

＜国産を優先的に選択＞
＜国産優先＞

（生鮮食品）

（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的な
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的
機能の発揮等への貢献を考慮）
な機能の発揮等への貢献を考慮）

加工

（加工食品）

主要な原材料である農産物が本
基準を満たすものを、可能な限り
優先的に調達

サプライヤー（ケータリング事業者等）
出典：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作成資料
※ 農林水産省追記：JGAPのほかに「有機JAS認証の審査項目に加えてGAPガイドラインの差分項目を確認する方法」などがある。
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ＧＡＰの取組・認証取得の拡大に向けて① （ＧＡＰをする）
見えない価値（例）
第１期：2017年～2020年（東京2020大会まで）

JGAP認証（例）
第2期：東京2020大会後～2030年

【目標】〈国際水準に達する取組が浸透〉
【目標】〈生産現場が変わる〉
【KPI】平成30年度中に、各県内のＧＡＰ指導体制に
ほぼ全ての国内の産地で国際水準のＧＡＰを
実施
おける指導員数を全国で1,000人以上育成確保

施 策

国際水準ＧＡＰの取組拡大に向けて

○ 生産現場への周知徹底
ＧＡＰは「農業者」の経営改善上、必要不可欠な取組との共通認識。
都道府県等のＧＡＰは、オリパラ調達基準を満たす農林水産省ガイドライン準拠に統一。
→将来的に、国際水準のＧＡＰに向けて発展的解消。
○ 農林水産省関連事業等において優先採択等を設定。
○ 各県内で高い水準で指導できる人材の育成確保を図り、ＧＡＰ指導体制を構築。
○ 全国農作業安全確認運動、農薬危害防止運動等の関連運動と連携強化。
○ 農業教育機関におけるＧＡＰ教育を促進。
実習を含むＧＡＰ教育の拡充へ向け高等学校学習指導要領を改訂。
○ オリパラ調達で推奨される有機農業、農福連携、農業遺産も一体的に推進。
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ＧＡＰの取組・認証取得の拡大に向けて② （ＧＡＰ認証をとる）
第1期：2017年～2020年（東京2020大会まで）

第2期：東京2020大会後～2030年
JGAP認証（例）

【目標】東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
【目標】〈フードチェーンが変わる〉
必要な食材量を余裕を持って十分に供給でき
・ 日本発ＧＡＰ認証がアジアで主流の仕組み
るＧＡＰ認証取得農産物等の出荷量確保
（デファクトスタンダード）となる
【KPI】・ 令和元年度末までに現状の３倍以上の認証
取得
・ 日本発ＧＡＰ認証の仕組みが国際承認を得る
（GLOBALG.A.P.と同等の扱い）

施 策

ＧＡＰ認証の取得拡大に向けて

○ 価値を共有する流通業者等を結集し、オールジャパンでの協力体制を構築。
○ 地方における審査員の育成確保の促進、団体認証の推進により、審査コスト削減と
認証体制強化を図る。
○ 日本発ＧＡＰ認証の仕組み（ASIAGAP）が国際承認を取得（平成30年10月）。
○ 日本発ＧＡＰ認証のアジアでの認知向上を図る。
○ 優良事例表彰によるメリット周知とともに認証取得支援を実施。
（なお、認証取得は販売戦略、取引先要請等に基づき農業経営者が判断することが基本。）
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ＧＡＰ認証をめぐる日本国内の食品製造・小売事業者の動き

令和４年４月１日時点：56社

【参考１】

農林水産省では、GAP認証農産物を取り扱う意向を有する実需者を「GAPパートナー」として募集し、ＨＰに掲載！

「GAPパートナー」の取組やお問い合わせ先等の詳細情報に
ついては、GAP情報発信サイト「Goodな農業！GAP-info」に
掲載しております。

Goodな農業！GAP－info
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団体認証と個別認証の違い

【参考２】

○個別認証で求められる取組の一部が団体の取組として共通化され、個々の負担が軽減。
○団体（グループ）が大きくなるほど、個々の経営体の経費負担は縮小。

団体認証と個別認証の仕組み

団体認証の特徴

団体認証 対象：複数の経営体により構成された団体
団体事務局
・農協の生産部会を担当する営農指導員
・コンサルタント会社等
（複数の経営体を傘下にした販売グループ等）

経営体の指導、
共通取組事項の管理、
取組状況の確認、とりまとめ

経営体Ａ

経営体Ｂ

このため、同数の個別認証と比べ審査件数が少なくなる。
等

経営体Ｃ

※１：構成員数の平方根の1/2以上の数を対象に抜き打ち検査を行う場合がある。
※２：団体のうち、団体認証の取得対象となる経営体

・・・

は1つの審査の対象範囲を表す

個別認証

対象：個々の経営体

経営体Ａ

経営体Ｂ

は1つの審査の対象範囲を表す

団体認証の場合、審査は全員ではなく抽出(※１)で行われる。
抽出数は構成員数（※２）の平方根の数字（小数点以下切上げ）による。
このほか、団体事務局・集出荷施設等への審査も行われる。
(例) 36経営体の場合
36 → ６経営体（件）
10経営体の場合
10 → ４経営体（件）

経営体Ｃ

・・・

審査費用＜例：50経営体でJGAPを取得した場合＞
団体認証

審査件数： 50経営体＋団体事務局等２件＝10件
審査費用： 10件×10万円＝100万円（※３、※４）

個別認証

審査件数： 50件
審査費用： 50件×10万円＝500万円（※３）

団体認証なら、個別認証と比べ、5分の1の費用で審査が可能。
（経営体数や認証の種別等により費用は変動）
※３：別途審査員旅費がかかる。
※４：その他、内部検査員・監査員の養成費、検査の外注費用がかかる場合がある。
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輸出促進に向けた規格・認証の国際規格化

【参考３】

１．農林水産省では、「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）」や「未来投資戦略」等を踏まえ、
日本発のGAP認証の国際承認に向けた取組を官民連携して推進。
２．こうした取組の結果、日本発のGAP認証「ASIAGAP」が平成30年10月31日にGFSIの承認を取得。
３．欧米を中心とした世界の食品小売・製造事業者において、GFSI承認認証規格による認証が取引条件
となりつつある中、今回の承認によりASIAGAPを取得した農業者の取組が国際標準で評価。
「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太方針）」（平成30年6月15日閣議決定）（抜粋）

「未来投資戦略2018 」（平成30年6月15 日閣議決定）（抜粋）

第２章の５の（４）の①農林水産新時代の構築
（前略）ＧＡＰなど規格・認証の活用や国際規格化を戦略的に推進（後略）

第２のⅠの［４］の１の（３）のii）輸出の促進
（前略）国際水準のGAP（農業生産工程管理）（中略）などの規格・認証の戦略的
活用を推進（後略）

GFSI（世界食品安全イニシアティブ）

GFSIボードメンバー

カーギルをはじめとした世界的に展開する食品企業が集まり、
食品安全の向上と消費者の信頼強化のため、協働して食品安
全管理規格の承認等を行う民間団体。

Chairs:コストコ、モンデリーズ Vice-Chairs：アマゾン、ダノン
Member：ｱﾎｰﾙﾄﾞ、ｱﾏｿﾞﾝ、ｲｵﾝ、ｳｪｸﾞﾏﾝｽﾞ、ｳｫﾙﾏｰﾄ、ｶｰｷﾞﾙ、
ｶﾙﾌｰﾙ、ｺｶｺｰﾗ、 ｺｽﾄｺ、ﾀﾞﾉﾝ、ﾄﾞｰﾙ、ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ、ﾒﾄﾛ、
ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ、ﾈｽﾚ、中糧集団有限公司 等

GFSI

GFSI承認認証規格
が取引条件となり
つつある

民間の規格・認証
承認

認証
平成30年10月31日、
日本発のGAP認証「ASIAGAP」
がGFSI承認を取得

農場

小 売
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GAP拡大の推進

【令和３年度予算額 296（283）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 82百万円の内数）

＜対策のポイント＞
持続可能な農業構造の実現や、コロナ禍を踏まえた新しい生活様式への対応を図る観点から、GAP認証審査のオンライン化や団体認証の取得推進、農業
教育機関や輸出に取り組む農業者等への支援など、国際水準GAPの取組の拡大に向けた取組を支援します。
＜事業目標＞
○ ほぼ全ての国内の産地で国際水準GAPを実施［令和12年度まで］
○ 日本発GAP認証（ASIAGAP）をアジアで主流の仕組みとする［令和12年度まで］

＜事業の内容＞
１．持続的生産強化対策事業のうちGAP拡大推進加速化事業
273（283）百万円
① 国際水準GAP普及推進交付金
国際水準GAPの取組の拡大に向け、指導員による指導活動や農業教育機関
の認証取得を、都道府県向け交付金により機動的に支援します。
② 畜産GAP拡大推進加速化
畜産GAPの普及・推進体制の強化に向け、指導員等の育成やGAP認証取得
等の取組を支援します。
③ GAP認証審査のオンライン化推進
新しい生活様式に対応したオンラインでの認証審査体制の確立に向け、現地審
査との比較検証や先行事例に関する調査等の取組を支援します。
④ 団体認証の取得推進による産地全体のリスク低減実証
産地におけるGAPの団体認証取得等を通じて、農作業事故等の産地リスクを
分析評価し、低減する取組を支援します。
⑤ 国際水準GAPガイドライン普及促進
国際水準GAPガイドラインを普及促進するための研修を全国で開催する取組
を支援します。
⑥ 日本発GAPの国際化推進
日本発GAP認証（ASIAGAP）の利用拡大及び輸出促進のため、海外実需
者に対する研修等の取組を支援します。
２．グローバル産地づくり緊急対策事業（令和２年度第３次補正予算）のうち
有機JAS認証、GAP認証取得等支援
82百万円の内数
農産物の輸出拡大に向け、GAP認証（GLOBALG.A.P.、ASIAGAP）の
取得等や審査員候補者の育成、審査機関の新規参入の取組を支援します。
３．日・アセアン連携によるGAP理解度向上推進
23（－）百万円
日本発GAP認証の理解度向上のため、アセアン各国の意向に応じた研修開催
や専門家派遣等に係る調整を行う調整員をアセアン事務局に派遣します。

＜事業イメージ＞
認証取得支援に関する事業
○ 【農産】農業教育機関への認証取得支援
定額
国 農産 定額
都道府県
農業教育機関
○ 【農産】 JA等による団体認証を通じた産地リスク低減

(1①の事業)

定額
国 農産 定額
民間団体等
産地（JA等）
○ 【農産・畜産】輸出に取り組む農業者等への認証取得等支援

(1④の事業)

国

農産

定額

民間団体等

定額、1/2

農業者等

(2の事業)

畜産

定額

都道府県

定額

農業者等

(1②の事業)

指導・普及、審査体制、国際化に関する事業
○ 【農産・畜産】GAP指導活動等の推進
国

定額

都道府県

(1①の事業)
(1②の事業)

国

定額

民間団体等

(1⑤の事業)

○ 【農産】GAP認証審査体制の強化(オンライン化、審査員育成、審査機関参入)
民間団体等 (1③の事業)
定額
国
(2の事業)
民間団体等 定額、1/2
審査員候補者等
○ 【畜産】畜産GAPの普及・推進体制の強化を図るための取組の支援
国

定額

民間団体等

審査員の育成・充実、畜産GAP国際規格化に向けた (1②の事業)
(1③の事業)
協議、飼養管理の研修、認証審査のオンライン化等

○ 【農産】ASIAGAPの普及拡大による国際化推進
定額
国
民間団体等 (1⑥の事業)
国 拠出金

アセアン事務局

(3の事業)

［お問い合わせ先］生産局農業環境対策課（03-6744-7188）
畜産振興課
（03-6744-2276）

９

ＧＡＰの拡大推進

【令和４年度予算概算決定額 256（296）百万円】
（令和３年度補正予算額 87百万円の内数）

＜対策のポイント＞
持続可能な農業構造の実現の観点から、ＧＡＰ指導員による指導活動、農業教育機関や環境負荷低減に取り組む団体の認証取得への支援など、国際
水準ＧＡＰの取組の拡大に向けた取組を支援します。
＜政策目標＞
○ ほぼ全ての国内の産地で国際水準ＧＡＰを実施［令和12年度まで］
○ 日本発ＧＡＰ認証（ＡＳＩＡＧＡＰ）をアジアで主流の仕組みとする［令和12年度まで］
＜事業の内容＞
１．ＧＡＰ拡大推進加速化
234（273）百万円の内数
① 国際水準ＧＡＰ普及推進交付金
国際水準ＧＡＰの取組の拡大に向け、ＧＡＰ指導員による指導活動、農業教
育機関や環境負荷低減に取り組む団体の認証取得を都道府県向け交付金により
機動的に支援します。
② 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化
畜産ＧＡＰの普及・推進体制の強化に向け、指導員等の育成、ＧＡＰ認証取
得等の取組、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理の普及拡大を図るために必
要な科学的知見の収集等の取組を支援します。
③ 団体認証の取得推進による産地全体のリスク低減実証
産地におけるＧＡＰの団体認証取得等を通じて、農作業事故等の産地リスクを分
析評価し、低減する取組を支援します。
④ 国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進
国際水準ＧＡＰガイドラインを普及促進するための研修を全国で開催する取組を
支援します。
➄ 日本発ＧＡＰの国際化推進
日本発ＧＡＰ認証（ＡＳＩＡＧＡＰ）の利用拡大及び輸出促進のため、海
外実需者に対する研修等の取組を支援します。
２．グローバル産地づくり緊急対策（令和３年度補正予算）のうち
有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証取得等支援等
87百万円の内数
農産物の輸出拡大に向け、ＧＡＰ認証（ＧＬОＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.、ＡＳＩＡＧ
ＡＰ等）の取得等や審査員候補者の育成、審査機関の新規参入の取組を支援し
ます。
３．日・アセアン連携によるＧＡＰ理解度向上推進
22（23）百万円
日本発ＧＡＰ認証の理解度向上のため、アセアン各国の意向に応じた研修を開催し、
その研修や専門家派遣等に係る調整を行う調整員をアセアン事務局に派遣します。

＜事業イメージ＞
認証取得支援に関する事業
○ 【農産】農業教育機関や環境負荷低減に取り組む団体の認証取得への支援
農業教育機関
定額
国 農産 定額
（1①の事業）
都道府県
産地（ＪＡ等）
○ 【農産】 ＪＡ等による団体認証を通じた産地リスク低減
国

農産

定額

民間団体等

定額

産地（ＪＡ等）

（1③の事業）

○ 【農産・畜産】輸出に取り組む農業者等への認証取得等支援
国

農産

定額

民間団体等

農業者等

定額、1/2

(2の事業)

指導・普及、審査体制、国際化に関する事業
○ 【農産・畜産】ＧＡＰ指導活動等の推進
（1①の事業）
定額
国
都道府県 （1②の事業）
国

定額

民間団体等

（1④の事業）

○ 【農産】ＧＡＰ認証審査体制の強化(審査員育成、審査機関参入)
定額
国
(2の事業)
民間団体等 定額、1/2
審査員候補者等
○ 【畜産】畜産ＧＡＰの普及・推進体制の強化を図るための取組の支援
審査員の育成・充実、アニマルウェルフェアに配慮した飼
定額
国
民間団体等 養管理の科学的知見の収集、消費者への情報共有等 （1②の事業）

○ 【農産】ＡＳＩＡＧＡＰの普及拡大による国際化推進
アセアン事務局
定額
国
民間団体等 （1➄の事業） 国 拠出金

（３の事業）

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-7188）
畜産局畜産振興課
（03-6744-2276）10

（農林水産大臣賞）

JGAP

（生産局長賞） GLOBALG.A.P.

JGAP

ＪＡ三重中央 美杉清流米部会（三重県）
山間地の条件不利地における部会全員での取組を実現

アットファーム株式会社・株式会社Ｃow’s family （北海道）

ルールや手順の明確化による同レベルでの作業を実現

＜取組と効果＞

＜取組と効果＞

◯ 年齢や経営規模の異なる多様な部会員の意見がある中、４名の担い手
による団体認証の先行取得と、それをもとにした１年間の勉強会を通じ、
意思統一を図った上での部会全体での団体認証取得

◯ 酪農経営体では日本で初となるGLOBALG.A.P.の認証取得をTMRセン
ター、JA及び普及センター等の関係機関の協力のもとに実現

◯ JAが事務局を担い、部会員にとって分かりやすいGAPマニュアルを作成
することで高齢者の多い部会員の個々の負担を軽減
◯ 個々の農場のリスクをJAがとりまとめ、部会全体で評価・共有することで
部会全体での安全意識が向上
◯ 部会全体の栽培記録データをJAが関係機関の協力のもとに検討した結
果をもとにした的確な営農指導を実施
→特別栽培（化学肥料不使用）の技術レベル向上
（初期生育の安定、１等米比率の向上等）
◯ 組織体制の整理、農薬使用等の管理のルール化・マニュアル化すること
で部会の方針やルールが明確化
→経営や農場の継承等に役立ち、３名の新規部会員の参画を実現

美杉清流米部会
員とＪＡ職員

部会のGAP研修の様子

＜認証品目＞ JGAP（米（籾、玄米、精米））

環境保全の取組の一環とし
ての生き物調査の様子

◯ 搾乳マニュアルによる作業の平準化、実習生向けマニュアルや掲示物に
よる効果的な教育訓練、専用機器の導入
→搾乳時間（7時間/日→6時間/日）や抗生物質使用量（年間45%）の減少
◯ 疾病記録や投薬記録の確認をその場でできるようにすることで、適期・適
切な処置可能な体制を構築
→疾病による乳量の損失の減少や疾病牛対応にかかる時間を削減
◯ 毎年のリスク評価表の見直しと連動した作業マニュアルの改正による
作業の効率化を推進
◯ 毎日の全員によるミーティング及び毎月の従業員による自主ミーティング
にての目標の設定・実施による従業員の自主性が向上

アットファーム(株) 田中代表（左）
(株) Cow’s family 卯野代表（右）

来訪者用の着替え

農場・施設の区画を記した地図

＜認証品目＞GLOBALG.A.P.（MILK)、JGAP(生乳、乳用牛、肉用牛）
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（生産局長賞） GLOBALG.A.P.

JGAP

福島県立岩瀬農業高校・株式会社八芳園（福島県・東京都）

産学連携による相互の人材育成に向けた取組の推進

（生産局長賞） GLOBALG.A.P.
JAグリーン近江老蘇集落営農連絡協議会（滋賀県）
広域で多くの構成員からなる４集落営農組織での取組

＜取組と効果＞

＜取組と効果＞

◯ 詳細なマニュアルと農場での表示等によって、毎年変わる生徒への農場
管理手法を継承

◯ 取組当初は、構成員のGAPに対する理解度は様々であったため、４法人
の集合研修や農場評価を実施し、１年をかけGAPへの理解を深め、団体
認証取得に向けた合意形成を実現

◯ 教員のみならず生徒のリスク低減に係る意識が向上し、労働安全性を確
保
◯ 学科ごとに実施していた資材等の管理を一元化することで、必要以上の
資材発注を削減
◯ GAPの実践によって、生徒が自主的に行動するようになるなど、教育効
果が向上

◯ ４法人それぞれの管理手法や記録様式を活かしつつ、GAPの管理点に
適合するように様式を見直すことで、構成員個々の負担を軽減
◯ 一筆ごとの作業時間や肥料・農薬使用の記録をもとにした作業マニュア
ルを改善し、取組を徹底

→作業時間の短縮（代かきで約15％、調製・袋詰め作業で約25%）

◯ GAPの強みを活かした商品開発や海外進出に向けた取組など、魅力的
な教育プログラムを実践

◯ 農作業に携わる組合員を対象に事故防止、衛生管理のアイデアを毎年
募集し集約した意見をもとにマニュアルを改善し、労働災害は３年間皆無

◯ パートナーである八芳園から、GAP認証農産物を活用した料理や商品化
の指導を受け、生徒の企画力向上、併せて、八芳園社員の理解促進が
図られ、実需者とのマッチング機会が増加

◯ 労働管理などの書類やノウハウが蓄積され、改善を行う仕組を構築し、
円滑な役員交代や技術の継承を実現

岩瀬農業高校と八芳園の連携

GLOBALG.A.P.の公開審査

畜産GAP取得に向け指導の様子

＜認証品目＞GLOBALG.A.P.（米、大豆、小豆、バジル、みずな、きゅうり、レタス、ばれいしょ
だいこん、メロン、かんしょ、トマト、えだまめ、ルッコラ、らっかせい、りんご、なし、ぶどう）
JGAP（乳用牛・生乳、肉用牛、採卵鶏・鶏卵）

先進地視察の様子
＜認証品目＞

GAP講習会

点検項目の確認の様子

GLOBALG.A.P.(米、大麦、小麦、大豆、
白ねぎ、マンゴー）
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