
 

 

千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針【改正案】 

 

平成２８年３月 

一部改正 平成３０年２月 

千葉県農林水産部 

 

第１ 趣旨 

農業生産においては、農産物の生産から出荷に至る生産工程の全ての場面で様々なリスクが

存在する。本県においても、農薬不適正使用や農作業事故などが毎年のように発生しており、  

これらリスクへの対策を生産者・指導者が連携して取り組む必要がある。 

これらのリスクに対し、あらかじめ生産工程に沿って幅広く危害要因を分析し、総合的なリスク 

管理を行う「農業生産工程管理(ＧＡＰ)」の取組は大変有効である。 

国では、「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、「ガイドライン」と

いう。）を示しており、これに基づくＧＡＰの取組は、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」の実現

に向け、法令等を遵守したあるべき農業生産を実践することである。 

この取組により競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化、さらに環境への負荷

軽減による農業の持続的発展に資するとともに、消費者・実需者の信頼の確保も期待される。 

本県では、「千葉県農林水産業振興計画」において、ＧＡＰ導入産地数の拡大を目標に掲げて

おり、本方針で推進方策や推進体制を明確にするとともに、農産物の輸出拡大や、流通の変化を

見据え、国際水準レベル等のＧＡＰの普及拡大を図る。 

さらに、東京オリンピック・パラリンピック（以下、「東京オリ・パラ」という。）における農産物調達 

基準への対応や、国際水準ＧＡＰの認証取得の足掛かりともなる千葉県版のＧＡＰ（以下「ちば  

ＧＡＰ」という。）を策定し、農業者等へのＧＡＰの推進を図る。 

 

第２ ちばＧＡＰ制度の推進について 

平成２９年３月に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から   

農産物の調達基準が示されたところであり、東京オリ・パラに農産物を供給するためには「ＧＬＯ 

ＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」「ＡＳＩＡＧＡＰ」への取組や、「ガイドラインに準拠したＧＡＰに基づき生産され、都道

府県の確認を受けていること」が求められている。 

しかしながら、「ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」や「ＡＳＩＡＧＡＰ」の取得状況は低く、農林水産省からは  

本県に対し調達基準に示された確認体制の導入が要請されたところである。 

このため県は、ガイドラインに準拠するとともに、国際水準ＧＡＰの認証取得の足掛かりとなり、 

なおかつ産地及び生産者（以下、「農業者等」という。）が取り組みやすい「ちばＧＡＰ」を推進する。 

また、ちばＧＡＰの実践を客観的に評価するとともに、東京オリ・パラの農産物調達基準へ対応

するため、ちばＧＡＰ制度により、農業者等の取組拡大を図る。 
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ちばＧＡＰの位置付け 

種 類 

区 分 
食品安全 環境保全 労働安全 人権保護・その他 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

ＡＳＩＡＧＡＰ 
 

 
  

ちばＧＡＰ 
    

国のガイドライン  
 

  

内容（例） 

・農薬安全使用 

・衛生管理 

・異物混入防止 

・農薬散布の周辺 

への影響回避 

・適正な施肥 

・作業環境改善に 

よる事故防止 

・機械等の安全管理 

・強制労働の禁止 

・使用者と労働者の対話 

・商品回収テスト 

・水使用量把握と節水努力 

 

ちばＧＡＰ制度の目的 

・農業経営者の経営ツール（経営の効率化を図る手段の１つ）として利用促進を図る。 

・国際水準ＧＡＰ（ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．等）認証の足掛かりとなり、輸出の強化に寄与する。 

・東京オリ・パラの農産物調達基準に対応する。 

・県内農業者へ普及することで、農業生産現場において食品安全や労働安全等を確保する。 

 

第３ 推進方策 

１ 農業者等への普及啓発 

農業者等は、農業生産における様々なリスクに対し、日頃から対策を講じているところである。 

ＧＡＰはこれらを体系的にとりまとめ、一連の改善活動を継続的に行う取組であり、農業者等が  

その有効性を十分に認識し、主体的に取り組めるようにすることが必要である。 

このため県は、農業者等がこれまで講じてきた対策等についても踏まえながらＧＡＰの意義や

具体的な取組方法について普及啓発に努める。 

 

２ 指導者及び確認者の育成 

県は、農業者等に対するＧＡＰの普及拡大及び地域における推進体制を強化するため、指導

者の育成に努める。 

また、農業者等によるちばＧＡＰへの取組について、適切な評価等を行うため、確認者の育成

に努める。 

 

３ 農業者等における取組支援 

県は、農業者等に対し、産地や経営の状況に応じたＧＡＰの取組ができるよう、適切な指導や

助言を行う。また、国内外の実需者や輸出相手先からの要請等により第三者認証の取得を希望

する農業者等に対し、認証に向けて必要な情報提供や支援を行う。 

また、ちばＧＡＰに取り組む農業者等へは、取組の指導と共に、取組状況の確認及び評価を 

行うことで、農業者等による実践を支援する。 

 

   オプション 
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４ 消費者及び実需者への周知 

県は、消費者や実需者に農業者等のＧＡＰの取組を正しく知ってもらえるよう、ちばＧＡＰのロゴ

マークやホームページ等を活用し周知に努める。 

 

第４ 推進体制 

１ 県段階  

県は、ＧＡＰの取組を効果的に推進するため、農林水産部の関係課及び生産者団体等で構成

する「千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチーム」を設置し、県内の農業者等が広くＧＡＰに取り組める 

よう「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」及び「人権保護等」の実現に向けたあるべき農業生産

活動を具体的に示すとともに、普及啓発資料の作成や研修会の開催など、ＧＡＰの取組を普及 

するために必要な支援を行う。 

また、これまで取り組んできた関連施策等を踏まえ、ＧＡＰ導入に必要な施策の充実を図る。 

なお、東京オリ・パラへの農産物供給を目指す農業者等を支援するため、審査会を設置するなど

必要な体制を整備する。 

 

２ 地域段階 

県は、市町村、生産者団体等の関係機関と連携を図り、地域における協議会や研修会等の 

開催により、農業者等に対し、ＧＡＰの必要性や有効性について周知を図る。 

また、農業者等が実際にＧＡＰに取り組むに当たり、産地の状況や個々の経営に応じた点検 

評価方法について指導・支援に当たるものとする。  

さらに、具体的な取組として、各地域段階において、ＧＡＰ推進産地を選定し、その産地の状況

に応じた指導・支援を行うものとする。 

ちばＧＡＰに取り組む又は取り組む意向のある農業者等を支援するため、指導体制及び評価

体制などを整備する。 

 

第５ その他 

本方針は、農業を取り巻く情勢や国の法令・方針の改正、生産現場の実情を考慮しながら必要

に応じて見直すものとする。 

千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチームにおいて、販売戦略（東京オリ・パラ、輸出、市場出荷、 

契約出荷、直売等）ごとに推進すべきＧＡＰを具体化するとともに、施策に反映させ効果的に推進

することとする。 

なお、ちばＧＡＰについては、東京オリ・パラの終了時（平成３２年度）に見直しを検討する。 

 

附則 

 １ 本方針は、平成２８年３月３０日付け安農第８５３号で施行。 

 ２ 本方針は、平成３０年１月  日付け安農第   号で一部改正し、平成３０年２月１日付けで

施行。 
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千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 一部改正 新旧対照表【案】 

 

新（改正後） 旧（改正前） 
 

千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 

 

平成２８年３月 

一部改正 平成３０年２月 

千葉県農林水産部 

 

第１ 趣旨 

農業生産においては、農産物の生産から出荷に至る生産工程の全ての場面で

様々なリスクが存在する。本県においても、農薬不適正使用や農作業事故などが毎

年のように発生しており、これらリスクへの対策を生産者・指導者が連携して取り組む

必要がある。 

これらのリスクに対し、あらかじめ生産工程に沿って幅広く危害要因を分析し、総合

的なリスク管理を行う「農業生産工程管理(ＧＡＰ)」の取組は大変有効である。 

国では、「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、    

「ガイドライン」という。）を示しており、これに基づくＧＡＰの取組は、「食品安全」、「環

境保全」、「労働安全」の実現に向け、法令等を遵守したあるべき農業生産を実践す

ることである。 

この取組により競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化、さらに環

境への負荷軽減による農業の持続的発展に資するとともに、消費者・実需者の信頼

の確保も期待される。 

本県では、「千葉県農林水産業振興計画」において、ＧＡＰ導入産地数の拡大を目

標に掲げており、本方針で推進方策や推進体制を明確にするとともに、農産物の輸

出拡大や、流通の変化を見据え、国際水準レベル等のＧＡＰの普及拡大を図る。 

 さらに、東京オリンピック・パラリンピック（以下、「東京オリ・パラ」という。）における農

産物調達基準への対応や、国際水準ＧＡＰの認証取得の足掛かりともなる千葉県版

のＧＡＰ（以下「ちばＧＡＰ」という。）を策定し、農業者等へのＧＡＰの推進を図る。 

 

 

【図表 削除】 

 

 

 

 

千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 

 

平成２８年３月 

 

千葉県農林水産部 

 

第１ 趣旨 

農業生産においては、農産物の生産から出荷に至る生産工程の全ての場面で

様々なリスクが存在する。本県においても、農薬不適正使用や農作業事故などが毎

年のように発生しており、これらリスクへの対策を生産者・指導者が連携して取り組む

必要がある。 

これらのリスクに対し、あらかじめ生産工程に沿って幅広く危害要因を分析し、総合

的なリスク管理を行う「農業生産工程管理(ＧＡＰ)」の取組は大変有効である。 

国では、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」を示してお

り、これに基づくＧＡＰの取組は、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」の実現に向

け、法令等を遵守したあるべき農業生産を実践することであり、この取組により競争力

の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者・実需者の

信頼の確保も期待される。 

 

 

本県では、「千葉県農林水産業振興計画」において、ＧＡＰ導入産地数の拡大を目

標に掲げており、本方針で推進方策や推進体制を明確にし、国のガイドラインに基づ

いたＧＡＰの一層の普及拡大を図ることとする。 

 ＧＡＰ導入により千葉県が目指す方向 
 

～国のガイドラインに基づいたＧＡＰ～ 

食品安全 

環境保全 

労働安全 

農産物の競争力強化や品質向上、

農業経営の改善及び効率化 

農産物・産地に対する消費者・実需

者の信頼確保 

期待される効果 
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千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 一部改正 新旧対照表【案】 

 

新（改正後） 旧（改正前） 
 

第２ ちばＧＡＰ制度の推進について 

平成２９年３月に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会から農産物の調達基準が示されたところであり、東京オリ・パラに農産物を供給する

ためには「ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」「ＡＳＩＡＧＡＰ」への取組や、「ガイドラインに準拠したＧ

ＡＰに基づき生産され、都道府県の確認を受けていること」が求められている。 

しかしながら、「ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.」や「ＡＳＩＡＧＡＰ」の取得状況は低く、農林水産

省からは本県に対し調達基準に示された確認体制の導入が要請されたところである。 

このため県は、ガイドラインに準拠するとともに、国際水準ＧＡＰの認証取得の足掛

かりとなり、なおかつ産地及び生産者（以下、「農業者等」という。）が取り組みやすい

「ちばＧＡＰ」を推進する。 

 また、ちばＧＡＰの実践を客観的に評価するとともに、東京オリ・パラの農産物調達

基準へ対応するため、ちばＧＡＰ制度により、農業者等の取組拡大を図る。 
 

ちばＧＡＰの位置付け 

 
 

ちばＧＡＰ制度の目的 

・農業経営者の経営ツール（経営の効率化を図る手段の１つ）として利用促進を図る。 

・国際水準ＧＡＰ（GLOBALG.A.P.等）認証の足掛かりとなり、輸出の強化に寄与す

る。 

・東京オリ・パラの農産物調達基準に対応する。 

・県内農業者へ普及することで、農業生産現場において食品安全や労働安全等を確

保する。 

 

 【新規追加】 

 

 

 

 

種 類 

区 分 
食品安全 環境保全 労働安全 人権保護・その他 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

ＡＳＩＡＧＡＰ 
 

 
  

ちばＧＡＰ 
    

国のガイドライン   
 

 

内容（例） 
・農薬安全使用 

・衛生管理 

・異物混入防止 

・農薬散布の周辺 

への影響回避 

・適正な施肥 

・作業環境改善に 

よる事故防止 

・機械等の安全管理 

・強制労働の禁止 

・使用者と労働者の対話 

・商品回収テスト 

・水使用量把握と節水努力 

 

          オプション 
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千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 一部改正 新旧対照表【案】 

 

新（改正後） 旧（改正前） 
 

第３ 推進方策 

１ 農業者等への普及啓発 

農業者等は、農業生産における様々なリスクに対し、日頃から対策を講じているとこ

ろである。ＧＡＰはこれらを体系的にとりまとめ、一連の改善活動を継続的に行う取組

であり、農業者等がその有効性を十分に認識し、主体的に取り組めるようにすることが

必要である。 

このため県は、農業者等がこれまで講じてきた対策等についても踏まえながらＧＡＰ

の意義や具体的な取組方法について普及啓発に努める。 

 

２ 指導者及び確認者の育成 

県は、農業者等に対するＧＡＰの普及拡大及び地域における推進体制を強化する

ため、指導者の育成に努める。 

また、農業者等によるちばＧＡＰへの取組について、適切な評価等を行うため、確

認者の育成に努める。 

 

３ 農業者等における取組支援 

県は、農業者等に対し、産地や経営の状況に応じたＧＡＰの取組ができるよう、適

切な指導や助言を行う。また、国内外の実需者や輸出相手先からの要請等により  

第三者認証の取得を希望する農業者等に対し、認証に向けて必要な情報提供や支

援を行う。 

また、ちばＧＡＰに取り組む農業者等へは、取組の指導と共に、取組状況の確認及

び評価を行うことで、農業者等による実践を支援する。 

 

４ 消費者及び実需者への周知 

県は、消費者や実需者に農業者等のＧＡＰの取組を正しく知ってもらえるよう、ちば

ＧＡＰのロゴマークやホームページ等を活用し周知に努める。 

 

第２ 推進方策 

１ 産地及び生産者への普及啓発 

産地や生産者は、農業生産における様々なリスクに対し、日頃から対策を講じてい

るところである。ＧＡＰはこれらを体系的にとりまとめ、一連の改善活動を継続的に行う  

取組であり、生産者がその有効性を十分に認識し、主体的に取り組めるようにすること

が必要である。 

このため県は、産地や生産者がこれまで講じてきた対策等についても踏まえなが

ら、ＧＡＰの意義や具体的な取組方法について普及啓発に努める。 

 

２ 指導者の育成 

県は、産地や生産者に対するＧＡＰの普及拡大及び地域における推進体制を強化

するため、指導者の育成に努める。 

 

 

 

３ 産地及び生産者における取組支援 

県は、産地や生産者に対し、産地や経営の状況に応じたＧＡＰの取組ができるよ

う、適切な指導や助言を行う。また、国内外の実需者や輸出相手先からの要請等によ

り第三者認証の取得を希望する産地及び生産者に対し、認証に向けて必要な情報

提供や支援を行う。 

 

 

 

４ 消費者及び実需者への周知 

 県は、消費者や実需者にＧＡＰの取組が適正に評価されるよう、ホームページ等を

活用し、ＧＡＰの意義や取組事例を紹介するなど周知に努める。 
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千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 一部改正 新旧対照表【案】 

 

新（改正後） 旧（改正前） 
 

第４ 推進体制 

１ 県段階  

県は、ＧＡＰの取組を効果的に推進するため、農林水産部の関係課及び生産者団

体等で 構成する「千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチーム」を設置し、県内の農業者等

が広くＧＡＰに取り組めるよう「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」及び「人権保護

等」の実現に向けたあるべき農業生産活動を具体的に示すとともに、普及啓発資料の

作成や研修会の開催など、ＧＡＰの取組を普及するために必要な支援を行う。 

また、これまで取り組んできた関連施策等を踏まえ、ＧＡＰ導入に必要な施策の充

実を図る。 

なお、東京オリ・パラへの農産物供給を目指す農業者等を支援するため、審査会を

設置するなど必要な体制を整備する。 

 

２ 地域段階 

県は、市町村、生産者団体等の関係機関と連携を図り、地域における協議会や研

修会等の開催により、農業者等に対し、ＧＡＰの必要性や有効性について周知を図

る。 

また、農業者等が実際にＧＡＰに取り組むに当たり、産地の状況や個々の経営に応

じた点検評価方法について指導・支援に当たるものとする。  

さらに、具体的な取組として、各地域段階において、ＧＡＰ推進産地を選定し、その   

産地の状況に応じた指導・支援を行うものとする。 

ちばＧＡＰに取り組む又は取り組む意向のある農業者等を支援するため、指導体制

及び評価体制などを整備する。 

 

第５ その他 

本方針は、農業を取り巻く情勢や国の法令・方針の改正、生産現場の実情を考慮

しながら必要に応じて見直すものとする。 

千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチームにおいて、販売戦略（東京オリ・パラ、輸出、市

場出荷、契約出荷、直売等）ごとに推進すべきＧＡＰを具体化するとともに、施策に反

映させ効果的に推進することとする。 

なお、ちばＧＡＰについては、東京オリ・パラの終了時（平成３２年度）に見直しを検

討する。 

 

第３ 推進体制 

１ 県段階  

県は、ＧＡＰの取組を効果的に推進するため、農林水産部の関係課及び生産者団

体等で構成する「千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチーム」を設置し、県内の生産者等が

広くＧＡＰに取り組めるよう「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」の実現に向けたあ

るべき農業生産活動を具体的に示すとともに、普及啓発資料の作成や研修会の開催

など、ＧＡＰの取組を普及するために必要な支援を行う。 

また、これまで取り組んできた関連施策等を踏まえ、ＧＡＰ導入に必要な施策の充

実を図る。 

 

 

 

２ 地域段階 

県は、市町村、生産者団体等の関係機関と連携を図り、地域における協議会や研

修会等の開催により、産地や生産者に対し、ＧＡＰの必要性や有効性について周知を

図る。 

また、産地や生産者が実際にＧＡＰに取り組むに当たり、産地の状況や個々の経営

に応じた点検評価方法について指導・支援に当たるものとする。  

さらに、具体的な取組として、各地域段階において、ＧＡＰ推進産地を選定し、その   

産地の状況に応じた指導・支援を行うものとする。 

 

 

 

第４ その他 

本方針は、農業を取り巻く情勢や国の法令・方針の改正、生産現場の実情を考慮    

しながら必要に応じて見直すものとする。 

千葉県ＧＡＰ推進プロジェクトチームにおいて、販売戦略（輸出、市場出荷、契約出

荷、直売等）ごとに推進すべきＧＡＰを具体化するとともに、施策に反映させ効果的に

推進することとする。 
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千葉県における農業生産工程管理（ＧＡＰ）推進方針 一部改正 新旧対照表【案】 

 

新（改正後） 旧（改正前） 
 

附則 

 １ 本方針は、平成２８年３月３０日付け安農第８５３号で施行。 

 ２ 本方針は、平成３０年１月  日付け安農第   号で一部改正し、平成３０年２月

１日付けで施行。 

 

 

【新規追加】 
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