
ＧＡＰ実践支援に向けた取組

活動期間：平成28年度～平成30年度

⃝ ＧＡＰに関する普及職員の知識が乏しく、職員間の差が大きかった。また、
ＧＡＰ実践支援を指導できるレベルの普及員がほとんど居なかったため、
ＧＡＰ実践を指導できる普及員の育成が急務であった。

⃝ 出荷先からＧＡＰ実践やＧＡＰ認証取得を求められることがほとんど無く、
ＪＡ営農指導員や農家もＧＡＰに関する認知度は低い。

具体的な成果

１ ＧＡＰ指導者の育成
・Step１【研修会参加】

外部招聘専門家によるＧＡＰ研修に参加
し、ＧＡＰ概論、リスク評価の必要性を習得
するとともに、講師指導の下、実際の農家
圃場にて農場（リスク）評価を実習。

・Step２【GAP指導資格（GH評価員）取得】
GH評価員資格を持つ専門員を中心に、

農場（リスク）評価と評価結果に基づく指導
経験を積み、GH評価員資格取得を推進。
支援室、全普及機関にGH評価員が複数

以上配置され、より丁寧な指導が可能に。

２ GAP実践モデル農家の育成

各普及機関において、モデル農家を選定
し、複数の普及職員による農場評価を実施。

評価結果に基づく改善指導を行い、改善
結果を展示圃として設置した。

普及指導員の活動

１ GAP指導者の育成
専門員やGAP担当者の連携によりＧＡＰ

実戦に向けた指導者育成を目的に、外部招
聘講師による講習、農場評価実習により、
普及職員のGAP実践指導力を強化した。
加えて、指導者資格を取得すべく、専門員
を中心に各地区で農場評価の経験を積み、
GH評価員資格者を25名育成した。

２ GAP実践モデル農家の育成

 ５普及機関において、GAP実践モデル
農家を選定し、GAPの意義等を講習し
た後に農場評価を行い、評価結果に基
づく改善展示圃をこれまでに88件設置。

 農場評価にあたっては、GH評価員資格
を有する職員を中心に複数名で実施し、
丁寧な評価結果の説明と現実的な改善
策の提案等により農家の気づきを促す
ことができた。

普及指導員だからできたこと

農場（リスク）評価結果に基づき、項目ごと
に具体的な改善策を提案し、現実的に改善
可能な項目、すぐには改善しづらい項目等
について率直な意見交換を行うことで、農
家の自発的な改善を促すことができた。
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沖縄県 

ＧＡＰ実践支援に向けた取組 

～人と環境にやさしい持続的農業推進事業～ 
 
活動期間：平成２８～３０年度 
 
１．取組の背景 
（１）普及員の中には、GAP に関する漠然とした意義は認識しつつも農家へ

GAP 実践を指導することに二の足を踏む者が多かった。 
（２）JA 営農指導員や生産農家においても、出荷先等から GAP 認証取得を求

められることがなく、GAP に関する認識が希薄であった。 
 
２．活動内容（詳細） 
（１）GAP 指導者（GH 評価員）の育成 
   農業革新支援専門員が GAP 事業担当者と連携し、外部専門家を招聘して

GAP 講習、農場（リスク）評価実習を行うとともに、農場評価や評価結果

に基づく改善指導に関する経験を積み、農場評価員資格取得を進めた。 
Step1 GAP 研修受講（座学、農場評価実習） 
    外部講師による GAP 講習を受講して、GAP 概論や GAP の歴史、 

農場評価の必要性を習得。外部講師指導の下で農場評価を実習

し、農場評価手法を学ぶとともに農場評価結果に基づく改善指導

の経験を積み、GAP 実践指導の基礎知識を習得する。 
Step2 GAP 指導者（GH 評価員）資格取得 
    専門員を中心として、各地区で農場評価、評価結果に基づく改善

指導を経験し、GAP 指導者として GH 評価員資格取得を進めた。 
 （２）GAP 実践モデル農家の育成 
    県内 5 地区の普及指導機関では、GAP 実践に向けたモデル農家を選定。

複数の普及職員による農場評価を実施し、評価結果に基づく改善指導

を行うとともに、モデル農家の気づきに基づく改善結果を改善展示圃

として設置。各管内における GAP 実践展示圃として地域内農家へ情報

提供を行ってきた。 
 
３．具体的な成果 
（１）GAP 指導者（GH 評価員）の育成 

専門員と GAP 事業担当者が連携して、招聘講師

による GAP 講習や農場評価を実習し、モデル農家

の育成を兼ねた農場評価、評価結果の伝達、改善

指導を行った結果、GH 評価員資格取得者が 25 名 
となり、農業革新支援室、各普及機関に GH 評価

員が複数名配置されたことから、各地域での GAP 図 1 研修受講者と GH 評価員数 
実践指導が可能となった。 
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（２）GAP 実践モデル農家の育成          

   専門員を中心に各地区の GAP 実践モデル

農家を対象にした農場評価・改善指導を実施

し、これまでに 88 戸の農家に対して GAP 実

践指導、改善展示圃を設置し、周辺農家に農

場評価・改善の取り組みを周知している。 
                               図 2 GAP 実践モデル農家数 

   農場評価結果については、丁寧な説明と現実的な改善提案によりモデル

実践農家の GAP 実践に対する気づきと自発的な改善を促した。講習会では

時期別の栽培指導に合わせた GAP 項目に絞って講習することで農家が聞き

入れやすいように工夫した。 

図 3 農場評価結果（改善指導用）                 図 4栽培時期別改善資料（案） 
 

４．農家等からの評価・コメント 

（１）農場評価を受けて、自分が生産する農産物が食品だということを強く意識

することができた。農場評価結果や改善策を丁寧に説明してもらい、改善

に取り組むことができた。いい勉強になった。（南城市 Ｔ氏） 
 
５．普及指導員のコメント 

（１）GAP に対して、メリットと追加作業・追加経費に見合わないと拒む農家

が多い中、丁寧な説明により自発的に改善を行う農家が出てきたことは

素直に嬉しく、やりがいを感じた（南部普及センター 主事 屋嘉比）。 

 

６．現状・今後の展開等 

（１）指導者用沖縄版 GAP マニュアルを作成・配布し、指導者で共通した指導

ができるようにする。部会等の講習会においては講習内容に合った規範

部分を配布し、農家が認識しやすいＧＡＰ実践に取り組む。 
（２）農場（リスク）評価については、評価結果を分かりやすく伝えるとともに

具体的な改善案の提案、現実的な改善に向けた取り組みを支援する。 

農業
分類

項目
番号 項目内容 0～上限

評価
H29.
10.3

目標
設定 コメント

2.3　作物養分管理

作 2.3.2

○化学肥料・有機質肥料・土壌改良資材等の使用に関する判断の際には、普及指導員、
営農指導員、資格所有者など力量のある人によって､アドバイスがなされている。もしくは生産
者自身が専門知識があるか、技術文献や専用のソフトウェア等の技術情報に基づいている。

3 １ 0

・JA営農指導員に相談している。
・一部、地域の先輩農家からのススメで資材を試すこともある。
※改善ポイント※
　使用する資材全てについて、「確実に」把握している（説明でき
る）ことが重要。

作 2.3.4

○堆肥・有機質肥料の施用において、その性質や使用方法を考慮して食品安全面および環
境面へのリスク評価を行ったことが分かる記録がある。少なくとも、以下のことを考慮している。
(原材料、製造方法、微生物汚染、雑草種子の混入、重金属や放射性物質含量、施用の
時期/場所/可食部への接触)
○堆肥・有機質肥料の施用は、収穫との間に､食品の安全性を損なわないだけの期間を設
けている。

4 ２ 0

・堆肥は肥料登録のあるものを使用（登録の無い物は使用しな
い）しているが、リスク評価記録はない。
※改善ポイント※
　堆肥は、販売業者から情報をもらい、内容を確認（リスク評
価）すること。また、畝間に敷設している剪定残渣についても、製
造法（原料・堆肥化法など）を確認しておくこと。

5.2　農産物の収穫・輸送・収穫場所での包装

作 5.2.1

○作物の生産区域(圃場やハウス)内で､食品安全への潜在的なリスクとなるような動物の著しい活動の形
跡がないかを確認し、問題があれば対策を講じる。

3 2 2

・ハウス内でネズミの侵入痕跡を確認しているが、対策は未実施。
※改善ポイント※
　侵入の確認し、適切な対策を実施。←ねずみ取り等で侵入がないことを
確認できれば、【評価 ０】

5.3　農産物の調製・保管・包装

作 5.3.4

○農産物を取り扱う施設に、収穫後の農産物の洗浄、選果、調製、梱包、保管等に必要のない物品が置
かれていない。
○整備に必要な工具や潤滑油、清掃用具等は、農産物を取り扱う場所から離して保管している。
○生産物に接触する可能性のある洗剤､潤滑剤等は､食品業界での使用が認可されたものを使用してい
る。 3 3 3

・収穫物の調整テーブルに不必要な物は置かれていないが、同室内には
様々な資材が棚に収められている。
・調整場所の近くに、ホウキやレイキが置かれている。
※改善ポイント※
　出荷調整小屋内での出荷物の取扱い動線を意識して、出荷調整場所を
「クリーンエリア」として隔離できるような資材配置。
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