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１ 様々なＧＡＰについて 

 

 (１) ＧＡＰとは 

  ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは、「農業生産工程管理」のことです。適

正な農業を実施するということから「適正農業規範」と訳される場合もあります。わか

りやすく言い換えると、環境保全や安全対策、品質向上などをめざすために、農業者が

取り組むべき事柄を取組事項として取りまとめたものといえます。 

 農林水産省は、平成１７年から、環境と調和のとれた農業生産活動規範（農業環境規

範）、食品安全ＧＡＰ、基礎ＧＡＰなどを示しＧＡＰを推進しました。 

 その後、農林水産省は、国内に様々な内容のＧＡＰが存在し、農業者・産地の負担が

懸念される状況となったことから、共通する基盤の整理が必要であるとして、平成２２

年４月２１日付け２２生産第４７９号で、野菜・米・麦について、「農業生産工程管理

（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」（以下「国ガイドライン」という。）を

提示しました。この国ガイドラインは、科学的知見に基づく農産物の安全性向上のため

の有効な取組のほか、食品安全のみでなく環境保全や労働安全のように幅広い分野を対

象とした取組についても配慮されており、農業生産活動において特に実践を奨励すべき

取組が共通基盤として明確化されています。また、個々の法令等に定められている取組

がパッケージとしてとりまとめられ、チェックシート例が示されています。その後、果

樹・茶・飼料作物・その他の食用作物・その他の非食用作物・きのこを追加するなど、

随時改定されています。 

 

 表 主なＧＡＰの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （農林水産省Web公開資料を改変） 

JA食の安全確保

に係る

チェックシート

愛知県GAP
（国ガイドライン

準拠）

ＪＧＡＰ
(旧JGAPBasic）

ASIAGAP
(旧

JGAPAdvance)

GLOBAL
Ｇ.Ａ.Ｐ.

認証の
仕組み

－ ○ ○ ○ ○

オリパラ
調達基準

－ ○ ○ ○ ○

国内販売先
の取得要請

－ － △
一部大手小売

△
一部大手小売

△
一部大手小売

輸出対応 － － △
韓国台湾

△
台湾香港東南ア

ジアへ普及推進

△
特に欧州で普及

取組の
範囲

食品安全

環境保全

労働安全

人権保護

農場経営管理

資材仕入先の管理等
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平成２９年３月、東京オリンピック・パラリンピック大会における食品の調達基準が

示され、持続可能性の観点に合致する農産物として、ＡＳＩＡ ＧＡＰ（旧ＪＧＡＰAdv

ance)やＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.の他、国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を受けたものとされました。 

 愛知県ＧＡＰは、「米」、「麦」、「大豆」、「野菜」、「果樹」及び「茶」を対象

作目としたもので、国ガイドラインに完全に準拠するものとなっています。 

 

 (２) ＧＡＰの取組とは 

 ＧＡＰに取り組む目的は、ＪＧＡＰやＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.の認証制度を活用し、自

ら生産する農産物の安全について信頼性を高めることもありますが、まず第一は、ＧＡ

Ｐを活用し、よりよい農業生産活動となるよう、自らの経営を見直し改善することにあ

ります。 

 様々なＧＡＰがあり、チェックする事柄やチェック項目数などにおいて少しずつ違い

がありますが、 

①計画→②実践→③点検・評価→④見直し・改善 

という手順で農業生産の工程を管理するという手法は、共通

しています。 

 農林水産省は、国ガイドラインにおいて「農業生産工程管

理（ＧＡＰ：Good Agricultural Practice）とは、農業生産

活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められ

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のことである」と定義しています。 

 すなわちＧＡＰは、農業者自身が食品の安全の確保、品質の改善、環境保全等様々な

目的を達成するために、 

① 農作業の点検項目を決定し、 

② 点検項目に従い農作業を行い、記録し 

③ 記録を点検・評価し、改善点を見出し 

④ 次回の作付けに活用する 

という一連の作業を繰り返すことで生産工程全体を管理する手法となります。 

 

(３) 県の対応 

 平成１８年に農産物の生産における、環境対策、安全対策、安心・信頼対策のため、

愛知県農産物環境安全推進マニュアルを策定しました。県は、ＪＡグループ愛知と連携

し、愛知県農産物環境安全推進マニュアルやＪＡあいち版ＧＡＰ等の導入推進を図り、

各産地の実情に合わせたＧＡＰが導入されてきました。しかし、①計画→②実践→③点

検・評価→④見直し・改善という一連のＰＤＣＡサイクルが実践されている例は少なく、

次作に向けた検討・改善等が行われているのは一部に限られています。 

 県としては、単純にチェックシートにチェックして終わりではなく、チェックの結果
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を次作の改善に生かしていくＧＡＰの取組の定着を目指す必要があると考えています 

 実効性のあるＧＡＰの取組となるよう、ＧＡＰに関する指導者を養成するとともに、

やろまいシート等を活用したＧＡＰ取組の高度化を進めています。 

 

(４) 農業団体の動向 

 ＪＡグループ愛知は、平成１４年から生産履歴記帳運動、平成２０年からは県のやろ

まいシートの必須項目で構成したＪＡあいち版ＧＡＰの推進に取り組んできました。 

その後、平成２７年には、食品事故を防ぎ、安全な農産物を出荷するため、「食の安全

確保に係るチェックシート(ＪＡあいち版ＧＡＰ[食品安全編])」を策定し、全生産部会

員・全直売所出荷者へ導入しました。さらに平成２９年からは、ＪＡ集出荷場、直売所

にも導入し、生産から出荷までの全ての段階において食品安全確保に努めています。 

ＪＡグループ愛知では、東京オリンピック・パラリンピック大会への食材提供を希望

する産地や食品安全に加え労働安全や環境保全の取り組みを希望する産地には、県ＧＡ

Ｐのやろまいシートの取組をすすめています。 
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２ 産地における愛知県ＧＡＰ導入のポイント 

 

愛知県ＧＡＰの導入に当たっては、以下の点について、あらかじめご留意いただきた

いポイントがあります。 

 

ポイント１     強制するものではありません！ 

近年、農業生産活動は食料の安定供給に加えて、食品安全、環境保全、労働安全が社

会的責務となってきています。 

その背景には、 

 ・食品事故の発生を契機とした、消費者の「食の安全・安心」への意識の高まり 

 ・地球温暖化等による、国内外の環境保全への世論の高まり 

 ・農作業事故の多発による労働安全への意識の高まり 

 があります。 

現在の情勢を踏まえ、産地の農業者の皆さんの話し合いによって、導入の是非やどの

水準のＧＡＰに取り組むかを決定してください。 

愛知県ＧＡＰは、県が策定しましたが、農業者に導入を強制するようなものではあり

ません。また、愛知県ＧＡＰ導入を県の補助事業の要件とすることもありません。 

 ただし、国の補助事業では、ＧＡＰの取組が要件となっているものがありますし、販

売先によっては、認証のあるＧＡＰを求める動きもあります。ＧＡＰの取組をしやすく

するため、国では様々な事業を行っていますし、民間では、クラウドサービスを利用し

たＧＡＰにおける情報管理を省力化するシステムが提供されています。 

 

 

ポイント２     実情にあわせた導入をしましょう！ 

 愛知県ＧＡＰは、農業生産の取組をより良くするために導入するものです。 

 やろまいシートは、現在、農業生産に取り組むにあたって、配慮していただきたい事

項を網羅した内容で３４の質問と、８６の取組事項から構成されています。 

まずは、３４の質問を通じて生産から出荷において気を配る様々な点を確認してみて

ください。愛知県ＧＡＰに取り組むことは目的ではなく、あくまで目指すのは環境や安

全に配慮した農業生産です。まずは、どのような視点が求められているのか確認してみ

ましょう。 

 

ポイント３    徐々に全部チェックできるようにしましょう！ 

 やろまいシートのチェック項目は、もちろん全部チェックできることが理想ですが、

場合によっては、例えば保存すべき伝票を誤って捨ててしまったりして、チェックがは

いらない場合もあります。 

 しかし、そういう場合こそ、やろまいシートの意義があるのです。作が終わった時に、
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なぜチェックが入らなかったかを思い出し、次の作ではそうならないよう方法を考える

ことが大切です。最初から完璧を目指す必要はありません。チェックが入る項目が徐々

に増えていくよう、自分ができる改善策を見つけることこそが重要です。 

 

ポイント４     １作ごとにチェック項目に対する取組の見直しを行いましょう！ 

 チェック項目に対する取組は、１回きり、１作きりで終わるものではありません。毎

作、実情に合わせて改善、改良を重ねて、より取り組みやすいものにしていきましょう。 

 例えば、多くの人がチェックを入れられなかった項目について、きっちり取り組めて

いる人はどのように行っているのか、もっと負担のない方法はないのか、意見交換をし

ましょう。 

 こうした見直しの繰り返しによって、リスク発生の可能性を低く抑えましょう。 

 

ポイント５     愛知県ＧＡＰは産地で取り組むことを基本にしています！ 

 愛知県ＧＡＰは、産地全体で取り組んでいただくことを基本としています。もちろん、

個人で愛知県ＧＡＰに取り組むことを妨げるものではありませんが、産地の皆さんが一

体となって地域全体で取り組む方が効果も高いと考えているためです。産地みんながや

ろまいシートによりリスクの発生しそうな点を見つけ、みんなで点検・改善策を共有し

ながら、それぞれの農業生産が改善されていくような、楽しみながらできる取組になる

ことを期待しています。 

 また、産地以外でも、従業員が実務を行う大規模経営体や法人等では、従業員がやろ

まいシートで点検することで、同様の効果が期待されます。 
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３ 具体的な導入手順 

 

 愛知県ＧＡＰを導入する場合の標準的な手順は次のとおりです。もちろん、「標準」

と断っていますので、これによらない導入を進めていただくことは全く問題ありません。 

 

 (1) 産地内における話し合い                

 

 (2) みんなの意見を聴いて合意を              

 

 (3) 目標をはっきりと                   

 

 (4) 活動理念などを作りましょう              

 

 (5) 取組の範囲を確認しましょう              

 

 (6) 全員でやろまいシートにより点検してみましょう        

 

 (7) やろまいシートを確認してみましょう          

 

 (8) 取組事項に対する取組を見直してみましょう           

 

 (9) やろまいシートを保存しておきましょう         

 

 (10) こうした取組をルールとして明文化しましょう      

 

 (11) 推進体制をはっきりさせましょう            
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 (１) 産地内における話し合い 

 農業生産における環境保全や農産物の安全確保は避けて通ることのできない課題で

す。愛知県ＧＡＰは、環境保全や安全対策のための方法を取りまとめたものです。愛

知県ＧＡＰを参考にしていただきながら、自分たちの産地の環境保全や安全対策をど

うしていったらよいか産地の皆さんで話し合ってみてください。 

 県が言っているからとか、ＪＡが言っているからという他人まかせの理由による取

組では真の意味での定着が難しくなります。また、消費者や流通関係者が言っている

からというのも同じです。農業産出額全国８位（平成２７年）の愛知の農業生産に取

り組む誇り高い生産者の一人一人として、環境対策や安全対策について、本当に今の

ままでよいのかを考えてみましょう。 

 

  (２) みんなの意見を聴いて合意を 

 産地で取り組む場合には、誰かがやりたいと思ったからできるというものではあり

ません。これは、生産部会の役員さんやＪＡの担当者でも同じことです。やろまいシ

ートは、農業者それぞれが自分の経営を見直すためにつけるものです。そのためには、

取り組む誰もが「みんなでやろう」という気持ちになっていただくことが大切です。 

 産地のみんなが話し合いによりＧＡＰ導入の必要性を理解し、意見を出し合い、納

得、合意した上で取り組むことが、取組を続けていくために必要不可欠です。 

 

 (３) 目標をはっきりと 

 皆さんが愛知県ＧＡＰに取り組もうとする理由は何でしょうか。環境対策をしっか

りやりたい、安全な農産物を作りたいなど理由は様々かもしれません。どのような目

標であってもかまいませんが、何が目標であるかははっきりさせておきましょう。 

 はじめは、役員会などで目標を決定して、みんなが同じことを思っていても、改選

や人事異動などによって、役員や担当者はかわります。年月が経ったら、なぜ愛知県

ＧＡＰを導入することになったのか忘れてしまったり、皆が別々の思いを抱くように

なってしまう場合も考えられます。一貫して皆が当初抱いた目標を持ち続けられるよ

うにしておくことは非常に大切なことです。 

 

 (４) 活動理念などを作りましょう 

 目標を明確にしたら、それを生産部会などの活動理念として、部会の規約や活動内

容などに明文化しておきましょう。既に活動理念などがある場合には、新しい目標を

組み入れた形で改訂してください。明文化することで、役員や担当者の交代があって

も、みんなが意識を共有し続けることができます。愛知県ＧＡＰは産地＝組織として

みんなで取り組むものです。同一の活動理念のもとで、部会員が一丸となって取り組

めるように、ポスターなどにして部会員全員に配布することなどもよいでしょう。 

 

(５) 取組の範囲を確認しましょう 
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    やろまいシートは８６項目からなり、国ガイドラインに準拠した取組とするために

は、全ての項目に取り組む必要があります。ただし、確認すべき点を確認した上で、

産地での合意の結果、段階的に導入していくことを決定した場合は、できる範囲から

取り組む方法もあります。やろまいシートは、食品安全、環境保全、労働安全など、

取組がどのような分野のリスクに対応するためのものであるか区分けされていますの

で、重点的に取り組みたい分野を選定することもできます。 

 

 (６) 全員でやろまいシートにより点検してみましょう 

  愛知県ＧＡＰへ取り組むことへの合意ができたら、取組を行う全員でやろまいシート

により点検してみましょう。なお、達成できていない場合には、空欄または×としま

す。 

  各項目のチェックは「○印」や「レ点」で行います。該当しない項目は付け忘れと

区分するために「－」を記しておきましょう。 

 

 (７) やろまいシートを確認してみましょう 

 １作が終わった段階や、長期作の場合は中間段階で、生産者同士でやろまいシート

を持ち寄って取組内容を確認してみましょう。大人数の生産部会ではなかなか生産者

相互での確認は難しいかもしれませんが、小グループで確認を行ってみるなど色々な

方法を工夫してみてください。自分に比較して他の人はどのような結果になっている

か、自分でつけているだけでは決してわからない発見があるはずです。また、チェッ

クがつかなかった項目の傾向や原因の検討にも役立ちます。 

 なお、みんなで確認しあうのは、やろまいシートにチェックが入らなかった人を責

めるためでは決してありません。なぜ、チェックが入らなかったのか、チェックがし

づらい項目はどれか、みんなで産地として克服しなければならない弱点は何かを確認

し、改善につなげることにこそ意義があります。 

 

 (８) 取組事項に対する取組を見直してみましょう 

 １作が終了したら、取組事項に対する取組をもっとやりやすい方法はないか見直し

てみましょう。効率的な取組で、目的を達成できることは、産地の強みとなります。 

なお、取組事項は、一般的に想定されるリスクに対応するための内容となっていま

す。全ての取組事項に、全員が取り組めるようになったら、他に取り組むべきことが

ないかをみんなで考えるなど次のステップを目指しましょう。 

 産地として率先して取り組むべきことはないか、あるいは流通関係者、消費者との

関わりの中でより信頼向上に結びつくようなものはないかなど、常に周囲に視点を向

けることで、より良い農業経営のために取り組みたいことがでてくることもあります。 

 ＪＧＡＰやＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.では、栽培、収穫、調製といった工程毎に、想定

されるリスクについて、重大性・発生頻度を年に１回見直し、リスクへの対策や農場

でのルールを改善していく取組を行います。 
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 (９) やろまいシートを保存しておきましょう 

 やろまいシートなどの文書類は保存年数を定め、少なくともその期間は保存してお

くようにしましょう。最低でも、その作が終了して、次の作の終了時までは保存され

ている必要があります。多くの場合は、証拠書類として３年間は保存しておきましょ

う。 

 なお、単に保存するだけではなく、取引先をはじめ外部からの要求があれば必要に

応じていつでも開示できる体制を整えておくことも大切です。 

 また、保存に当たっては、部会単位や個人単位のいずれでもかまいませんが、紛失

や内容の改変、データ漏えい等に十分注意する必要があります。 

 

 (10) こうした取組をルールとして明文化しましょう 

 これまで述べてきた取組手順をひととおり進めてきた段階で、産地のルールとして

明文化しましょう。そして、誰もがそのルールを理解できるように毎年１回程度は研

修会を実施しましょう。 

 

 (11) 推進体制をはっきりさせましょう 

 部会員にチェックシートを配ったり、ルール文書を作っただけでは本当に導入した

ことにはなりません。産地においては誰がリーダーとなって進めていくのか、誰がど

んな役割で推進を担っていくのか、ＪＡや農業改良普及課との関わりはどうなるのか

といった推進に係る体制をきちんと話し合いで決めましょう。 

 農業改良普及課やＪＡに頼りっぱなしの推進体制では、担当がかわった場合に、活

動が停止、停滞してしまう恐れがあります。本当の意味での導入には、できるだけ農

業者が主体的に推進していく体制にすることが重要です。 
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４ 取組事項ごとのチェック基準について 

 

 やろまいシートに掲載された８６項目は、それぞれ食品安全、環境保全、労働安全、

安心・信頼のために必要な項目です。 

 これらの項目を実際にそれぞれ点検するに当たっては、どこまで取り組めたら丸印

（○印）やレ点チェックしてよいかを明確にしておく必要があります。 

 例えば、土壌診断であれば、何種類の項目を分析、診断すればよいのかといったこ

とは、やろまいシートだけでは明確ではありません。 

 そこで、取組事項ごとに、取組内容を詳しくまとめました。 

 同じ取組をしていても農業者によって判断が分かれないよう、ここに示した内容を

参考にしながら産地でしっかり話し合い、基準を明確にして点検してみましょう。 

 

 


