
令和元年１１月２０日

国際水準ＧＡＰの推進について

ー持続可能な農業生産、持続可能な社会の実現をめざしてー



【ＧＡＰとは何か】

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。
農業⼈材の育成、我が国農業の競争⼒強化にも有効。

カバーする領域 ⾷品安全、環境保全、労働安全、⼈権保護、農場経営管理 等

何をすることなのか 農業⽣産活動を⾏う上で必要な関係法令等の内容に即して定められる点検
項⽬に沿って、農業⽣産活動の各⼯程の正確な実施、記録、点検、及び評
価を⾏うことによる持続的な改善活動。

実施によるメリット

GAPをする

GAP認証をとる

何をすることなのか

実施によるメリット

GAPが正しく実施されていることを第三者機関の審査により客観的に証
明すること。

農家にとって︓ 取引上選択されやすくなる。
取引先にとって︓ 安⼼して取引できる。⾃ら確認する必要がなくなる。

顧客に説明しやすい。

農業者が「GAPをする」
・GAP認証を取引先から求められた
・オリパラに食材供給したい など 自らの経営判断で

「GAP認証をとる」



【ＧＡＰ実施の意義と実施の例】

○ ＧＡＰの実施は、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
効果があり、農業人材の育成、我が国農業の競争力強化にも有効。

＜食品安全＞ ＜環境保全＞ ＜労働安全＞

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

廃棄物を農場
に放置しない

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）

堆肥置き場や
調製施設では、
専用の履物を
準備する

危険箇所の
掲示をする

農薬空容器は
分別して処分

＜人権保護＞ ＜農場経営管理＞ ＜その他＞

・ 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

・ 責任者の配置
・ 教育訓練の実施、内部点検の実
施

・ 商品回収テストの実施、

・ 資材仕入先の評価

ＧＡＰの実施（例） → 農場内を点検し、課題や問題点を見つけ、改善。



「GAP認証をとる」

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）

審査機関 － ５社 ３社（日本人審査員がいる会社）

審査費用の目安
（個別認証の場合※1）

－ 10万円程度＋旅費 25～55万円程度＋旅費

オリパラ調達基準 △（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
（国内農畜産業）

－ 2,851 （H31.３月末） 1,869 （H31.３月末） 702 （H31.３月末）

【国内におけるさまざまなGAP（各ＧＡＰの構成、特徴）】

GLOBALG.A.P.

農林水産省
ガイドライン準拠

GAP

JGAP

ASIAGAP

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）

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）

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）

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）

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）

商品回収テストの実施、資材仕⼊先の評価等

「GAPをする」

※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。



【これまでの取組】

東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで【第１期】

GAPをする
【KPI】平成30年度中に、各県内のGAP指導体制における指導員数を

全国で1,000人以上育成確保

GAP認証
をとる

【目標】東京オリンピック・パラリンピック競技大会に必要な食材
量を余裕を持って十分に供給できるＧＡＰ認証取得農産物等の
出荷量確保

【KPI】・令和元年度末までに現状の３倍以上（13,500）の認証取得
・日本発GAP認証の仕組みが国際承認を得る

１．第１期のGAPの推進目標

○農林水産省では、平成29年に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会までを第１期、
東京大会後から2030年までを第２期とする推進目標を策定



【これまでの取組】

【都道府県向け交付金事業】（平成３０年度、令和元年度）
・都道府県の普及指導員やＪＡの営農指導員に対するGAP指導員の育成支援

２．GAP指導員の育成状況

・取組内容

・取組結果

・平成30年度末時点において、全国で２，０８９人のGAP指導員を確保

当初（H29.6.1）
290人

H30年度末

2,089人
※GAPについて、高い水準で指導できると推定される指導員数（指導に必要な

知識を習得するための研修を受講し、３件以上の指導実績がある者の数



【都道府県向け交付金事業】（平成３０年度、令和元年度）
・農業者や農業教育機関等を対象にしたGAP認証の取得支援（個別・団体問わず）

・取組結果

平成30年度末時点のGAP認証取得経営体数は５，３４１経営体。（農産物）

【これまでの取組】

３．GAP認証の取得状況

・取組内容

H30年度末

GLOBALG.A.P. ６９９

ASIAGAP １，８６９

JGAP ２，７７３

４．東京オリンピック・パラリンピック競技大会の食材出荷量確保の見通し

農林水産省と内閣官房オリパラ事務局が共同で実施した食材供給意向調査では、
供給可能な食材量は、大会組織委員会の試算を上回っており、調達基準を満たす国
産農畜産物を十分に確保できる見込み。



認証農場数の推移

出典：（一財）日本GAP協会HPより



9
出典：（一社）GAP推進機構HPより



【これからの施策】

１．第２期のGAPの推進目標

東京大会後から2030年まで【第２期】

GAPをする 【目標】ほぼ全ての国内の産地で国際水準のGAPを実施

GAP認証
をとる

【目標】日本発GAP認証がアジアで主流の仕組み（デファクト
スタンダード）となる



【これからの施策】

２．第２期における課題

現場の負担を軽減しつつ、産地でのGAP導入を進めるためには、
団体認証の推進が重要

団体認証には以下のメリットがある

・団体を構成する農業者数に応じて、個々の農業者の費用負担が軽減
・個別認証と比べ、産地単位で一括して審査が行えるため、審査の効率

化に貢献

ポイント

•ほぼ全ての国内の産地で国際水準のGAPを実施するためには、国際水準
のGAPを明確にし、指導水準の統一が必要

•GAP共通基盤ガイドラインを国際水準に改訂し、本ガイドラインの普及に
よる指導活動の強化が重要

•平成29年４月と比較し、個別認証は約1.8倍で推移しているのに対し、団体
認証はほぼ横ばいと伸び悩んでいる（産地の合意形成が進まない。）。

指導

認証



【これからの施策】

３．第２期の取組方針

・改訂した国際水準GAP共通基盤ガイドラインの普及に向けた取組

→ GAP指導員を対象として国際水準ガイドラインに係る研修を開催
・産地での取組拡大に向け、指導体制を強化
→ 指導活動強化のため、産地を対象とした指導対象数を増加

指導

認証

・個別認証に対する支援から、団体認証の支援にシフト
→ JA部会等産地単位や、個別認証取得者のグループ化を促進

個別認証に対しては、以下の支援に限り、実施
・輸出のためのASIAGAP、GLOBALG.A.P.の認証取得
・経営体ではない農業教育機関の認証取得（※人材育成の観点から、新規取得に加え更
新も支援）

（注）畜産GAPについては、経営実態に鑑み、個別認証に対する支援も継続

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。



＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 の イ メ ー ジ ＞
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 614（674）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
の認証取得⽀援等の都道府県の取組を交付⾦により機動的に⽀援します。

（２）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。

（３）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。

（４）国際⽔準GAP推進のための環境整備
○GAP認証審査機関の新規参⼊及び国際⽔準に改訂したGAP共通基盤

ガイドラインの普及促進に向けた取組を⽀援します。
（５）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

実需等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推進事業のうち

有機JAS認証、GAP認証取得等⽀援 87（－）百万円
○ 農産物の輸出拡⼤に向けた農業者等によるGAP認証（GLOBALG.A.P.、
ASIAGAP）の取得等及びGAP認証審査員候補者の育成を⽀援します。

３．⽇・アセアン連携によるGAP認知度向上推進 25（20）百万円
○⽇本発GAP認証のアジアにおける認知度向上のため、アセアン各国との情

報交換や必要な調査等を⾏う調整員をアセアン事務局に派遣します。
（関連事業）農業経営確⽴⽀援事業 919（575）百万円の内数
○農業⼤学校等における国際⽔準GAPに関する新たな教育カリキュラムの作
成・実施の取組を⽀援します。

【令和２年度予算概算要求額 726（694）百万円】

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

＜対策のポイント＞

持続可能な農業構造の実現を図る観点から、農業者にとってメリットの大きい団体認証の取得推進や農業教育機関への支援など、国際水準GAPの
取組の拡大を図るために必要な取組を総合的に支援します。

＜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］ ○GAP共通基盤ガイドラインを国際水準に改訂［令和２年度まで］
○ 日本発GAP認証（ASIAGAP）をアジアで主流の仕組み（デファクトスタンダード）とする［令和12年度まで］
○ 畜産GAP認証取得経営体数の増加及び国産畜産物に対する評価の向上

補
助

定額

GAP認証取得の支援

定額

助成

GAP指導活動の推進

定額

農 産 交
畜 産

付

金

国

国

１（１）（交付金）及び１（３）（交付金及び補助事業）

都道府県

１（２）、１（４）、１（５）及び２（補助事業）

拠出金国 アセアン事務局

３（国からの拠出金）
定額

農業者等

農業教育機関等

○ GAP認証取得、商談等の支援

○審査員候補者の研修受講等の支援 農業者等助成

海外実需者を対象とした研修等の実施 定額、
1/2以内

GAP認証審査機関新規参入の支援

国際水準GAPガイドラインの普及促進
に向けた研修等の実施

団体認証取得を通じたリスク分析評価等の支援 産地（団体）

審査機関候補助成

1/2以内

助成

定額民間団体等

助
畜 産 補

審査員の育成・充実、畜産GAP国際規格化に向けた協議、飼養管理の研修等

民間団体等

【令和２年度概算要求】



株式会社アース
コーポレーション

【GAPパートナー」との連携】

○ GAP認証農産物を積極的に求めている実需者（GAPパートナー）と産地とのマッチングを双⽅向で促進。

実需者 ⇔ 産地 GAPパートナー（令和元年11⽉20⽇時点）

産地（JA、農業者等）

農林水産省
（地方農政局含む） ④

マ
ッ
チ
ン
グ

②情報提供

③重点推進
産地選定・
キャラバン

GAP
認証取得

実需者（GAPパートナー）

①要請産地情報
③情報提供

①ＧＡＰ認証取得意向
のある産地情報

②報告

株式会社
イトーヨーカ堂

株式会社
神明

イオン
株式会社 リ

ンガーハット

日本コカ・コーラ
株式会社

株式会社
ローソン

株式会社
伊藤園

ワタミ
株式会社

株式会社
エプロン

株式会社
グランイート

イオン九州
株式会社

株式会社
西鉄ストア

生活協同組合
コープおおいた

生活協同組合
コープかごしま

株式会社トキハ
インダストリー

千房ホールディ
ングス株式会社

株式会社モス
フードサービス

株式会社
丸久

有限会社
丸富青果

株式会社
マルミヤストア

株式会社
マルキョウ

都道府県

株式会社ニチレイ



【持続可能性確保に向けたＧＡＰの活用】

市場のグローバル化

・ 消費者に届くまでの食料供給の流れの複雑化
→流通過程の不透明化
→消費者の不信・不安が拡大

・ 国内の農産物等の市場が海外に拡大
→世界をとりまく動きへの対応

国内
市場

国際市場

国内
市場

世界をとりまく動き

パリ協定の採択 2015

ＳＤＧｓの採択 2015
（Sustainable Development Goals）
【持続可能な開発目標】

反倫理的活動への批判

様々な問題がＳＮＳ等の発達
により拡散しやすい状況

世界的な人口の増加
による食糧不足 環境破壊の進行

奴隷、児童労働などの人権問題

気候変動

ＥＳＧ投資家の登場

環境
Environment

企業統治
Governance 

社会
Social 

食品安全

人権保護

環境保全
労働安全

農場経営管理

生物多様性への配慮
温室効果ガスの発生抑制

使用者と労働者とのコミュニ
ケーション

労働条件の提示

教育訓練や内部点検の実施

名古屋議定書の採択 2010

ビジネスや消費者の動き

求められる安全性・持続可能性への対応
「見えない価値」が重視

食品安全、環境保全、労働安全、人権保護

見えない価値見える価値

価格、機能
デザイン

→ 取引の際の信頼確保へ

審査

国際水準ＧＡＰの実施

客観的な証明

「見えない価値」の見える化

ＧＡＰ認証

【遺伝資源の利用】

【気候変動への対応】

に関する情報を意識的に考慮して行う投資


