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2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、GAPの普及と

取組の拡大を進めることは非常に重要な課題となっています。東京都では、2018

年に独自のGAP認証制度を創り、都立の農業科高校５校では201９年３月末

までに全校で東京都GAP認証を取得しています。

関東農政局東京都拠点は、農業科高校の取組を応援するとともに、GAPを定

着させることを目的として本冊子を作成しました。本冊子が、農業科高校に入学を

希望している中学生をはじめ、在校生、農業関係者や教育関係者など幅広い

方々の目に触れ、GAPへの理解を一層深め、取組や認証の取得が拡大する契機

になれば幸いです。



東京都立農業高等学校

所在地：〒183-0056 東京都府中市寿町1丁目10－2番地

学校紹介 設置学科

都市緑化に関する基礎的な知識・技術の習得及び関係分野の資
格取得を通して実践的で応用性のある緑化技術者を育成します。ま
た、都市生活での緑地の意義と役割を学習することにより、関連する
環境問題についての理解も深めます。

緑地計画科

食 物 科
安全で豊かな食生活を送るため、調理、栄養、食品衛生などの学習を通
して、適切な食品を選択できる能力と、実践的な調理技術を習得させます。
さらに食生活の充実に貢献できる調理師を養成します。

生徒一人一人の進路希望を実現できる専門高校

農業高校は、普通科教育並びに農業・家庭に関する専門教育を通じて、個性豊かで創造力あふれ、
豊かな感性と思いやりの心をもって、自ら学び考え行動できる、平和で文化的な社会に貢献する人間を育
てます。また、専門分野に関する知識・技術の修得を通じ、勤労を尊び、協働する力を培い、自らの将来
を積極的に切り開くことができる人間を育てます。

都市園芸科
野菜、果樹、草花などの栽培を通して、豊かな心をもち、たくましく
生きる人間を育成します。また、バイオテクノロジー、フラワーデザイン、
生産物の利用と流通の知識・技術を習得させます。

食品製造、食品化学、微生物、課題研究、総合実習などの学習
を通して、食品の科学的な知識、専門的技術を習得させます。併せ
て、実験・実習を通じて探求心を身に付けた人間を育成します。

食品科学科

ファッションデザイン、被服製作、服飾手芸などの学習を通して服飾
に関する知識・技術を習得させます。併せて感性や創造性を豊かに
表現できる、バランスのとれた人間を育成します。

服 飾 科

http://www.nogyo-h.metro.tokyo.jp/
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本校では、園芸部の特色ある活動の一環として平
成３０年３月から「東京都ＧＡＰ認証」の取得を
目指して取り組みました。部員同士で役割を分担し
て、トマトの播種から収穫まで責任をもって栽培・管
理する仕組みを作りました。取得に向けて何度も書
類の訂正や管理方法の話し合いを繰り返しました。
その甲斐あって平成３０年１１月に都立高校初の
「東京都ＧＡＰ認証」を取得することができました。
また、都市園芸科（日本なし）と食品科学科
（緑茶）において、平成３１年１月に「ＪＧＡＰ
認証」を取得しました。

良かったことは、生徒たちが主体的に「地面に収穫
かごを置かないという決まり」を作ったことや、洗い場に
置台を設置したり、収穫前の清掃を徹底したことです。
今年も生徒たちが先輩から引き継いだ取組を当たり
前のこととして責任感をもって取り組んでおり、大きな
成長が感じられます。ＧＡＰは教育ツールとしてもとて
も効果的であるので、今後も授業で継続していきます。
生徒の中には、卒業後も農業に携わる生徒がいるの
で、今ではＧＡＰを学ぶことは必須だと考えています。

園芸部では、「東京都ＧＡＰ認証トマト」を2020年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選
手たちをはじめ、多くの皆様に「おいしい」と喜んでもらえ
るトマト栽培に取り組み、日本一おいしいトマトの生産を
目指しています。都市園芸科では、日本なしのほかに、
ブドウにおける東京都GAP認証の取得に向けて計画中
です。また、食品科学科では、HACCPとＧＡＰを活用
した特色ある授業を実践していきたいと考えています。

農業高校とGAP

GAPに取り組んでみて

今後に向けて

GAP認証・品目等

【園芸部】
認証種別： 東京都ＧＡＰ
認証日 ： 2018/11/28
認証品目： トマト（養液栽培）

販売場所： 校内販売所

【都市園芸科】
ＪＧＡＰ青果物2016
2019/1/8
日本なし
校内販売所

【食品科学科】
ＪＧＡＰ茶2016
2019/1/8
緑茶（生葉、荒茶、仕上茶）

校内販売所

みんなでGAP - one team -
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東京都立瑞穂農芸高等学校

所在地：〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町石畑2027

学校紹介 設置学科

『土を耕し 心も耕す』
園芸作物の栽培・観察を通して、 職業人としての資質を高めること

を目標にしています。温室・水耕栽培施設やバイオテクノロジー等の技
術も取り入れ 実験実習を中心に学びます。

園芸科学科

畜産科学科

『「はじめまして」から「ごちそうさま」までを学ぶ』
都内で唯一、大型の家畜から家庭で飼育できる小動物まで、幅広く

学べるのが特長です。どの分野も動物に接する機会が多く、関連産業
や進学に対応した高い専門性を学びます。動物と共に暮らす3年間で
生命に学び、豊かな心を育てることを大切にしています。

食品科

『食 それはすべての命の原点です。』
生命のみなもと「食」。人間は、身体のもとになる材料や生命のエネ
ルギーを、食べ物から摂取しています。「食」は、生きていく上で、もっと
も基本的で重要なことです。食品科では、「食」と「農業」とのかかわり
を基本として、実際に畑での農作物の栽培、食品の加工、流通までを
体験を通して学習します。

農～生命（いのち）に学び、夢を叶える～

瑞穂農芸高校は、西多摩地域唯一の農業科と生活科の専門的な知識・技術を学べる専門
高校として、園芸科学科・畜産科学科・食品科・生活デザイン科を設置しており、それぞれの学
科が生命にかかわりながら学習に取り組んでいます。

生活デザイン科

『豊かな生活をコーディネート』
生活デザイン科では、家庭生活の各分野に関する学習を通し、社

会の変化に対応できる判断力・表現力と豊かな生活を創造する能力
の育成を目標としています。充実した施設・設備と少人数のグループで
実験・実習を行います。

http://www.mizuho-h.metro.tokyo.jp/
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ＧＡＰを取得するきっかけは、東京都の
農業高校は「 2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会」に自分たちの作った食
材の提供を目指すと決まったからです。認証
を取得する品目は、３年生の選択授業の
中から「メロンの水耕栽培」を選びました。メ
ロン栽培のスケジュールは２月中旬には種、
３月植付け、６月中旬に収穫ですので、時
期的にはピッタリです。

正直、最初は生徒からの反応があまりありませんでした。
(笑) でも実習を重ねる中で「ＧＡＰをする」ことが習慣
づけられた感じです。最近では、教員が気づかなかった農
場のケガをし易い危険なところなど、生徒から問題点を指
摘されたり、より良い提案をされることもあり、実習がレベ
ルアップしています。

ＧＡＰ認証の取得を通して得た知識と経験は、長く続けていくことに意味がありますので、こ
れからも園芸科学科では、メロンに限らず農場全体で食の安全と、作業者の安全、環境の保
全を考えた作業を行うように、授業の中に取り入れていきます。今はメロンのみですがトマトの養
液栽培でもＧＡＰ取得にチャレンジできるよう検討中です。作物は生産するだけでなく全てに
食品安全が求められること。そのためには作業の工程をしっかり管理することが重要ですので、
ＧＡＰのノウハウ、経験は生徒にとって卒業後の実社会でも必ず役立ちます。

GAP認証・品目等
認証種別： 東京都ＧＡＰ ＪＧＡＰ青果物2016
認証日 ： 2019/2/5       2019/5/7
認証品目： メロン
販売場所： 校内生産品販売所・シルバーまちかど等

園芸科学科とGAP

GAPに取り組んでみて

今後に向けて

みんなでGAP - one team -
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東京都立園芸高等学校

所在地：〒158-8566 東京都世田谷区深沢5-38-1

学校紹介 設置学科

『食を学んだ先にはたくさんの笑顔がある。』

農場実習や食品加工実習、調理実習、食品分析実験など、実践
的な加工・調理・栄養の知識と技術を学び、社会に安心・安全で有
益な食品を提供できる力を育みます。

食 品 科

動 物 科

『命を育てて、私たちは成長する。』

犬などの小動物や身近な生き物とともに学び、生命を大切にする心
を培い、人と動物・自然とのつながりを学びます。
また、環境を保全・再生できる力を育てます。

百年の先へ、緑豊かな環境の中で送る高校生活

園 芸 科

『植物で社会を良くするヒーローになる。』

草花・野菜・果樹の栽培と管理、盆栽づくり、樹木の育成について
学習します。また、造園やフラワーデザインを通して、植物の活用や人
の生活を豊かにする技術を身につけます。

正門から入って100ｍのイチョウ並木を歩くと、多くの人が感動して園芸高校に特別な思いを
寄せるようになります。都会の中にある学校とは思えないほど、緑に囲まれた教育環境は３年間
の学びを送るのに最適な空間です。
園芸高校は、農業が持つ多面的機能を生かし、循環型社会、環境に優しい社会を担うリー

ダーを育成する学校です。

http://www.engei-h.metro.tokyo.jp/
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園芸科は、大きく「栽培」系と「デザイン」
系に分かれて学習します。１・２年生では、
それぞれの分野の基礎的な内容を学びます
が、その後、生徒の興味や関心によって類
型ごとに、草花の栽培や野菜・果樹の管理、
樹木の手入れ、植物バイオテクノロジー技術
など各分野の学習を深めていきます。ほかに
も、小菊の栽培技術や盆栽などの古くから
伝わる日本の伝統文化も学んでいます。

きっかけは、2年前に東京都の農業高校校長
会で都内農業系全校でGAPの学習に取り組
むことにしたからです。ＧＡＰ認証を取得するこ
とはもちろんですが、 「ＧＡＰする※」の考え方
を、全ての学習活動や学校生活に取り入れ、
将来、必要となる力を在学中に身に付けられる
ようにと取組を始めました。

今年度の目標は、きゅうり栽培でＪＧＡＰを取得することです。あとは、全校あげて「ＧＡＰ
する※ 」の考え方を学習活動に取り組むことと、栽培課程をデータ化して共有、「見える化」をし
ようと考えています。

GAP認証・品目等
認証種別： 東京都ＧＡＰ
認証日 ： 2019/3/27 
認証品目： トマト
販売場所： 校内生産品販売所、

契約販売（レストラン・加工業者・百貨店）

園芸科では

GAPの取組

今後に向けて

↑ 生徒が管理する徳川三代将軍家光公の盆栽

※ 「ＧＡＰする」とは、ＧＡＰ認証を取ることが目的ではなく、将来に渡って課題解決に必要な力を
身につけることを目的に、作業と実習を区分しながら、生徒自らの目でリスクを見いだして行くことです。

みんなでGAP - one team -

- 6 -



東京都立農芸高等学校

所在地：〒167-0035 東京都杉並区今川3丁目25の1

学校紹介 設置学科

『命をつなぐ未来の食環境クリエイター』

私たちの生活に欠くことのできない加工食品の生産、製造、分析に必要な
基礎となる知識と技術を学び、将来、食品関連の業務に携わる者を養成す
るとともに、食品に関連する学習を通して幅広い人間性を養うことを目的と
しています。

食品科学科

緑地環境科

『街の環境を創造する緑の芸術家』

緑化保全・改善の知識・技術を習得させ、将来、人と自然とが調和
のとれた社会環境を形成するための業務に携わる者を養成するととも
に、学習を通して幅広い人間性を養うことを目的としています。

農・食・環境のスペシャリストを育てる学校

農芸高校は、明治33年（1900年）に創立された東京都で一番歴史のある農業高校で、
農業に関する専門的な学習を通じて、次代の持続可能な農業とその関連産業を担う技術者を
養成しています。また、都内の公立高校で唯一の馬術部があります。

園芸科学科

『100年後の未来環境を創造する園芸グローバルクリエイター』

園芸の生産、流通、利用に必要な基礎的知識と技術を学習させ、
将来園芸方面の産業に携わる者を養成するとともに、園芸に関する
学習を通して幅広い人間性を養うことを目的としています。

農芸高校とともに
歴史を刻む
ヒマラヤスギ

http://www.nogei-h.metro.tokyo.jp/
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「 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に食
材を提供することを目指して、夏の開催時期に合わせてトマ
トで東京都GAPとJGAP認証を取得しました。トマト栽培に
関する学習をするのは、主に園芸科学科の３年生(約35
名)ですが、園芸科学科の１、２年生や他の学科において
も野菜栽培を学習するため、学校全体で取り組んでいます。

取組を生徒主導に変えていくことと、トマト以外に全学年で栽培する小松菜やほうれん草など
の葉物野菜で認証を取得していきたいです。卒業後は約7割の生徒が大学や専門学校に進
学するのでGAPの行動を知っていることが、大きなアドバンテージになるでしょう。

農芸高校とGAP

GAPに
取り組んでみて

今後に向けて

GAP認証・品目等
認証種別： 東京都ＧＡＰ ＪＧＡＰ青果物2016
認証日 ： 2019/3/27 2019/6/18
認証品目： トマト トマト、ミニトマト
販売場所： 校内販売所

ＧＡＰに取り組んで良かったところは、生徒が自分たちで作る農作物への責任感が大きくなっ
たことが一番です。また、これまで各教員が経験を元に行っていた肥培管理などの情報が記録と
して残ることは学校の貴重な財産となってます。

はじめは、教員がGAPを理解することに苦労しましたが、
研修を受けJGAP指導員の資格を取り、授業の中でGAP
教育を始めました。生徒には、まず、「自分たちが作った野
菜は安全か」、 「なぜGAPを行うのか」などGAPの理念を教
え、リスクの洗い出しを中心に取り組みました。その結果、生
徒は実習の始まる前に、健康状態や服装などを自分たちで
チェックするようになりました。また、インターシップに参加した
生徒の中には、ASIAGAP認証を取得している都内の農業
者から、より高度なGAPを学び、学校内の取組にフィード
バックできるものはないかなどを考えるようになりました。

みんなでGAP - one team -
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東京都立農産高等学校

所在地：〒124-0002 東京都葛飾区西亀有1丁目28－1 

学校紹介 設置学科

食品に関する基礎的な知識・技術を座学や実験・実習を通して習
得することで、技術の進歩や社会の変化に対し、食品の製造や流通
の分野で活躍できる能力と態度を育てます。栄養・成分・機能、食の
おいしさ、食が与える健康、食の安全についてさまざまな視点から学び、
豊かな知識と技術を持つ食品の専門家を育成します。

食 品 科

定 時 制
農 産 科

「豊かな農業文化」のある落ち着いた学習環境の中で、学ぶことの
面白さを伝え、前向きに学ぶ意欲や態度を養うことで、主体的に行動
し様々な現象の中に自分の視点をもって課題を見出し、自ら考え、行
動して課題解決することのできる、次世代の農業を担う人材を育てる。

食と緑と農を創造する学校

農産高校は、東京都東部唯一の農業高校であり、創立以来70年「農業人・産業人の育成」
を学校の使命としてきました。次世代の農業を担う人材を育成するために、普通教科の基礎的・
基本的な学力を徹底し、その上に農業人・産業人として必要とされる知識・技能を専門教育に
より身に付けます。農業に関する学び全体をとおして、地域で活躍する人材の育成を図ります。

園芸
デザイン科

草花、野菜の栽培、植物バイオテクノロジー、園芸デザイン、果樹、
造園技術などに関する知識、技術を身に付け、園芸、造園、流通な
どの分野で活躍できる能力と態度を育てます。地域社会との交流を
通じて社会に貢献できる園芸のスペシャリストを育成します。

http://www.nousan-h.metro.tokyo.jp/
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農産高校では、ＧＡＰに学校全体（定時制を含め
た全科）で取り組むことを決めました。それは、校内すべ
ての農場や生産関連施設でＧＡＰに取り組めば、認
証は自然と取得できると考えたからです。まずは教員が
ＧＡＰ研修を受けて、これまでそれぞれの教員が慣例
的に行っていた衛生管理や安全管理を、学校全体の
ルールとして明文化しました。 「ＧＡＰをみんなでやる」
ことで農場の質が向上することを目指しました。安全性
や衛生面についてのリスクの掘り起こしでは、生徒からの
積極的な提案があり、教員が感心させられることも多く
ありました。

ＧＡＰ認証の取得そのものは教員が中心に行いました
が、生徒が出荷する農作物に対して責任感を強くもつよう
になり、ＧＡＰが受け入れられていると肌で感じています。
また、教員がそれぞれ記録していた農薬の散布状況等を

統一した様式で共有することにより、無駄な散布等がなく
なり、土壌管理の効率化とコスト削減にもつながりました。
ただ、学校は一般の農家と違い、農作物の出荷調整作

業を教室（実習室）で行っていますが、教室は授業や実
験のほか生徒が昼食を食べることもあるので、衛生管理の
ルールが非常に複雑になるなど、学校ならではの課題もあ
ります。

ＧＡＰ認証品目が2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する食材として
提供できれば良いと考えています。
今後はＧＡＰの実施を授業の中にしっかりと組み込んで、取組を継続させることが大切だと感

じています。

農産高校とGAP

GAPに取り組んでみて

今後に向けて

GAP認証・品目等
認証種別： 東京都ＧＡＰ ＪＧＡＰ青果物2016
認証日 ： 2019/3/27 2019/6/24
認証品目： ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ えだまめ、さといも、トマト、ねぎ

ナス、ピーマン、ダイコン、ブルーベリー
販売場所： 校内販売所

みんなでGAP - one team -
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は ood gricultural ractice（良い農業の取りくみ）

持続可能な社会につながる

“GOODな農業”の取りくみです

・ 食卓に安全安心を届けます → 消費者に

・ 住みよい環境を守ります → 地 球に

・ 生産者の笑顔を守ります → 生産者に

GAPのイベント
などの情報は
こちら!!

農業でＧＡＰ(ギャップ)ってなあに？

例えば、こんなこともＧＡＰの取組です。

GAP-info
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食卓に安全を届ける
異物混入を防ぐ、農薬を正しく利用するなどの取組を行っています

環境にやさしい
農薬や肥料は適切に使い、さまざまな生き物との共生を目指し、環境保全に配慮
した持続可能な農業を行います

農業者の笑顔を守る
安全に農作業を行うために危険な作業を把握し、服装や機械の使い方など、ルー
ルをつくって実践します

動物にやさしい
飼育環境に配慮した農場で、良質な飼料や水の給与を行い、適切に管理します

GAP認証の種類

※ＧＦＳＩ（Global Food Safety Initiative）とは、グローバルに展開する小売業者・食品製造事業者等が集まり、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ヶ国、約400社が加入するＣＧＦ（Ｔｈｅ Consumer forum）の下部組織）

東京都ＧＡＰ ＪＧＡＰ ＡＳＩＡＧＡＰ GLOBALG.A.P

運営主体 東京都
Ｆood PLUS GmbH

（ドイツ）
国内外のマーケット

の現状
－

一部の大手スーパーなどが取得を要求
（特にヨーロッパで普及）

東京オリンピック・
パラリンピックの調達基準

○ ○

ＧＦＳＩ※承認 － －
青果物、穀物、茶

について承認
青果物について承認

一般財団法人
日本ＧＡＰ協会

一部の大手スーパーなどが取得を要求

○



東京都GAP認証制度とは？

「持続可能な東京農業の実現」と「東京2020大会における都内産農産物の
活用」に向けて、農林水産省の「ＧＡＰガイドライン」に準拠し、都市農業の特
徴を反映した都独自のＧＡＰ認証制度です。

1. 対象者：都内で農産物を生産する農業者等
2. 対象品目：野菜、果樹、茶
3. 点検内容：「食品安全」「環境保全」「労働安全」等、約90の取組事項で構成
＜都独自の取組事項＞

周辺住宅や道路への土砂や排水の流出防止、農作業時の騒音、土ほこり等に配慮した管理など

4. 認証費用：無料
5. 有効期間：認証から５年間（毎年、検査と指導を実施）

※認証取得者は、毎年、ＧＡＰ研修に参加

6. 申請窓口：農業振興事務所 振興課
7. 申請支援：農業改良普及センター
8. 調査機関：公益財団法人 東京都農林水産振興財団

 

東京都
GAPの
詳しい
情報は
こちら!!

東京都HP
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