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農業でGAP(ギャップ)ってなあに?・・７

関東農政局東京都拠点は、昨年度、都立農業科高校５校のGAP取組を応

援する冊子「農高✕GAP in 東京 君たちの取組を応援します! 」を作成しました。

その後、島しょ部の農業科を設置する都立高校３校でもGAP認証を取得したこと

を知り、これまで同様に、各校にお伺いして取材させていただくことを考えましたが、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から各校の取組をオンラインで取材させてい

ただきました。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会（以下、「東京2020大会」という。）の

開催は１年延期となりましたが、GAPの取組を

推進することの重要性に変わりはありません。

本冊子が、島しょ部の都立高校３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。

オンライン取材に対応していただいた
八丈高校の松橋先生



東京都立大島高等学校

所在地：〒100-0101 東京都大島町元町字八重の水127

学校紹介 設置学科

家 政 科

～ 生活産業のスペシャリスト育成 ～

家庭科に関わる内容を深く学び、より専門的な知識と高度な
技術を身に着けていきます。

誠実・敬愛・勇気・自尊・自主

大島高校は、都立高校でも屈指の敷地面積を誇り、富士山が大きく見える学校です。
また、本校は、地域の６つの地区が１つの組合をつくり、その組合が学校を設立した

「組合立」を起源に持ち、今も地域の皆さまに支えられています。そのなかで、「島高生」
は元気に、そして溌溂として学校生活を送っています。学校創立の精神である『五訓』
（誠実、敬愛、勇気、自尊、自主）は人生を生き抜いていくための教えであり、変わるこ
とのない教訓です。
豊かな自然のなか、温かい人々に囲まれ、積極的に探究の精神をもって、目指すべき

人間像を追求します。はばたけ!島高生!!

五訓（誠実・敬愛・勇気・自尊・自主）のもと、少人数制授業や多
様な進化に対応したカリキュラム、豊富な選択科目といった多彩な教
育活動を行っています。選択科目で農業・家庭・商業についても専門
的に学べます。

普 通 科

～ 生命と環境のスペシャリスト育成 ～

農業の社会的な意義や役割について理解し、農業と社会の
発展を図る創造的な能力と実践的な態度を養います。

農 林 科

http://www.osima-h.metro.tokyo.jp/site/zen/index.html/
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きっかけは、東京2020大会に食材を提供
したいと考えたからで、最初は青果物からＧ
ＡＰ認証の取得に取り組むこととしました。
畜産物は、ＧＡＰ取得チャレンジシステム※

でも東京2020大会の食材調達基準を満た
しますが、鶏舎が校内の離れた場所にあり衛
生管理区域が設定しやすいことや、生徒の
衛生管理意識をより高めるため、青果物と
一緒に採卵鶏と鶏卵でＪＧＡＰを目指すこ
とにしました。

本校の養鶏は、都農林水産振興財団が
「東京うこっけい」と「東京しゃも」を、鳥インフ
ルエンザ等の疾病の発生に備え分散飼育した
ことが始まり。その延長で畜産は養鶏を軸とし
て学習しています。養鶏でのGAP認証の取得
は教育機関では初めてであり、疾病対策など
の観点から、先進的な養鶏業者の視察なども
難しく、コンサルタントからの情報を基に取組を
構築せざるを得ず手探りでした。コンサルタン
トには青果物と養鶏でそれぞれ4～5回指導
に来てもらいましたが、島しょ部であり船便の
関係から時間が限られてしまいました。

畜産物は、昨年度の3年生2名が中心的に農場整備等に取り組み、作業安全等の注意
事項などを掲示しましたが、畜産を専攻していない生徒も掲示物を見ることで何をどうしたら良
いのか理解が深まりました。また、これまで教員主導で行っていた規格外卵の判別が、画像を
掲示することで生徒自らが判別でき作業効率が上がりました。現在、生産物は島内で完結し
ていますが、今後は、島外に販路を広げることで、観光の島「大島」のアピールに繫がれば良い
と思います。

苦労したこと

効果と今後の目標

GAP認証・品目等

【農林科】 （野菜分野）
認証種別：ＪＧＡＰ青果物2016
認証日 ： 2020/2/7
認証品目： トマト、ブロッコリー
販売場所： 校内販売

【畜産分野 養鶏場】
ＪＧＡＰ家畜・畜産物2017
2020/3/30
採卵鶏、鶏卵
校内販売

みんなでGAP - one team -
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大島高校とGAP🌊🌊

🌊🌊

🌊🌊

※ 公益社団法人中央畜産会が、畜産GAP認証取得の準備
段階として、平成29年8月末から東京2020大会終了まで運用
する制度



東京都立三宅高等学校

所在地：〒100-1211 東京都三宅島三宅村坪田4586 

学校紹介 設置学科

家 政 科

普 通 科

努力・信頼・継続

三宅高校は、伊豆七島の三宅島に存在します。三宅島は、天然記念物の鳥類や海
洋生物の宝庫であり、火山島としての歴史から、噴火のあとを間近に見ることができます。
本校は、併合科（農業科・家政科）と普通科をもった伝統のある学校です。「努力・信
頼・継続」を教育目標と掲げて、生徒の進路実現を第一目標に日々の教育活動を行っ
ています。
「島の宝」である本校の生徒の育成に全力で取り組み、「島の宝」から「世界の宝」にな

るようにとの願いを実現するべく「人を育てる」学校です。

農 業 科

http://www.miyake-metro.tokyo.jp/site/zen/index.html
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普通教科を中心に学習し、将来の進学や就職のために必要
な資質・能力を身につけることを目指します。１学年では、基礎
学力を身につけ、２・３学年からは文系・理系に分かれて学習、
選択科目の中で農業や家政の科目を取ることもできます。

将来自分の進路を実現するための学力を身につけ、郷土であ
る三宅島を愛し理解して地域への発展と貢献できる人材育成を
目標として、１学年では「農業の基礎・基本」、２・３学年では
「野菜」・「草花」・「食品製造」の３分野を学習します。

生活に関する知識や技術を身につけ、それを将来の実生活に
生かすことができるように学習し、どんな状況に置かれても自ら考
え解決していける力をつけることを目指しています。



当校における茶の栽培の歴史は古く50年以上前から栽培から生産・販売まで一貫して
行っており、校内には製茶工場もあります。
茶の業界は、東京都GAP制度ができる前からＪGAPの取得に取り組んでおり、当校も

取組を始めていました。このため、地産地消と6次産業化をキーワードに、青果物も合わせ
てＪGAPの取得を目指すこととしました。

GAPに取り組むにあたり、どのような事を
行う必要があるのかがわかりづらく、リスク
の洗い出しやリスクへの対応など取組方
法を理解することに時間がかかりました。
担当教員は指導員資格の研修を受けな
がら、茶の栽培は、静岡県内の先進農
家まで見学に行き、青果物は都立農業
高校（府中市）の教員と情報交換を行
うなどして手探りで勉強しました。

これまで以上に整理・整頓が徹底できました。茶は、工場内における作業安全について生
徒の意識が向上。青果物も、肥料や農薬が使用し易くなったことと、作物毎の生産工程が
書類により見える化されたので、工程を見落とすリスクが低くなりました。
茶の仕上げ工程は、食品衛生法の改正で令和３年５月末までにHACCPの考え方を衛

生管理に導入する必要があります。JGAPの適合基準では、考え方の導入は、研修や自己

GAP認証・品目等
認証種別： ＪＧＡＰ茶2016 ＪＧＡＰ青果物2016
認証日 ： 2019/12/20 2019/12/20
認証品目： 緑茶（生葉、荒茶、仕上茶） さといも、なす
販売場所： 校内販売 校内販売

みんなでGAP - one team -
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三宅高校とＪGAP🌊🌊

苦労したこと🌊🌊

効果と今後の目標🌊🌊

コンサルタントによる指導は３回程度受けましたが、島は立地的
な制約があるためポイントを絞るなど凝縮した指導を受けました。

学習により知識を向上させる対応で良いのですが、ASIAGAP
はHACCPベースのシステムを導入することが適合基準となって
いますので、今後、ASIAGAPを目指すことも選択肢の1つと考
えています。また、生徒の中には、卒業後一旦、島を出て進学
や就職をした後、再び島に戻り就農する者もいます。生徒には
常々GAPが安全・安心に繫がると教えていますので、農業に関
わるのであれば学んだことを活かしてもらいたいと思います。



東京都立八丈高等学校

所在地：〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷3020

学校紹介 設置学科

「農業の基礎基本の知識・技術を学ぶとともに、課題解決能力や表
現力などを涵養し、関連産業や地域を支え、発展させるための人材の
育成や心豊かな感性を持つ人間づくりを目指す」ことを教育目標とし
ています。「草花」、「野菜」、「食品製造」を主要科目と位置づけ、こ
の3科目を中心に学習を進めます。

園 芸 科

家 政 科

「家庭の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を確実に習
得させるとともに、学習課題に主体的に取り組み、自主的に解決する
能力を育成する」ことを重点目標としています。必履修科目で食物・
被服分野を中心に実験・実習を通して学習。2年生からは、選択科
目で保育・福祉分野も学べます。

「誠実」「慈愛」「自立」

普 通 科

大学・専門学校進学、就職まで生徒が志望する進路先に応えられ
るような教育課程を編成。また、ALTとの会話中心の授業や、1クラス
10人程度での習熟度別指導・少人数指導にも力を入れています。
八丈島ならではの特色ある授業や園芸科・家政科の授業の相互選
択も行っています。

伊豆諸島最南端に位置する八丈高校は、地域に唯一の高等学校です。生徒が、本校の高
校生活を通じて感動体験を積み重ね、思い出という「宝物」を得て卒業していくために、教職員
一丸となって、全日制課程の教育目標 「誠実・慈愛・自立」に向け、「八丈高校魅力化プロ
ジェクト ONLY ONE すべては生徒のために」を合い言葉に、「教育内容の充実と進路実績
の向上」を掲げ、学校が一丸となって取り組んでいます。

http://www.hachijo-h.metro.tokyo.jp/site/zen/index.html
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都内農業系全校で取り組みを開始したことが、
本校でGAP認証を取得したきっかけです。本校
の取得品目はトマト、ミニトマト、オクラです。例え
ば、トマトはハウス栽培で春蒔きと秋蒔きの年二
回栽培しますが、春蒔きは３年生で秋蒔きは２
年生と学年を跨いでの作業となります。１年生は、
種まきから収穫までの基礎を学びますが、肥料の
選択や農薬の使用量など通常の授業と同様に、
GAPへの取組も徐々にステップアップさせていく必
要があります。

取り組んだ当初は、労働安全のため農場
の物品配置を変更したり見直し作業が大
変だったと聞いています。現在は、GAP認
証の維持審査の準備をしていて、とにかく書
類が多く苦労しています。書類作成は教員
２名で対応していますが、農薬使用簿など
元々ある書類は良いのですが、GAP認証
の基準書に定められた育苗、施肥、清掃な
どの記録を1つ1つチェックしています。

GAP認証・品目等
認証種別： ＪＧＡＰ青果物2016 
認証日 ： 2020/１/15
認証品目： トマト、ミニトマト、オクラ
販売場所： 校内販売

八丈高校とGAP

苦労したところ

効果と今後の目標

みんなでGAP - one team -
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生徒は、ただ美味しいものを作るだけでなく安全性などにも関心を持たねばならないことを学
べるので、授業の教材として良いと思います。指導する教員にとっても、放射性物質による土
壌汚染の定期チェックの必要性や農機具の収納方法など、GAPの取組を通じて改めて気づ
かされたことや初めて知ることもあり、そのような「気づき」が他の教員を含めて学校全体に広が
る効果がありました。また、学校は一般的な農家と違い人事異動により教職員が頻繁に入れ
替わるため、畑ごとの施肥量、農薬の使用頻度や土壌分析の委託先などが引継資料として
もファイリングされており、次年度計画を作る上で見落としがないか確認できます。今後の一番
の目標は、この取組を継続させること。オリンピックの後に、GAPがもっと一般的なものになるの
か心配もありますが、学校教育としては必要な取り組みだと思います。

🌊🌊

🌊🌊

🌊🌊



は ood gricultural ractice（良い農業の取組）

持続可能な社会につながる

“GOODな農業”の取組です

・ 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

- ７ -

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 Goods forum）の下部組織）

東京都ＧＡＰ ＪＧＡＰ ＡＳＩＡＧＡＰ GLOBALG.A.P.

運営主体 東京都
ＦoodPLUS 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「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、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

- ８ -

感染予防対策を徹底しましょう
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