
情報の記録・保管

ほ場の位置、面積等に係る記録を作成し、保存 食 環 労 管

適正に農業生産工程を管理するため、基礎的な情報として、農作業に関わるほ場の

位置や面積等を記録した台帳を整備し、作業や管理の状況を記録しておくことが重要

です。

ほ場の効率的な防除や作業を行う上で、ほ場位置、面積等に係わる記録を作成し、

保存しましょう。

ほ場の位置、面積等に係る記録を作成し、保存する。 米 麦 野

花 果

ほ場や施設の位置や面積等の情報が作業者間で明確になっていると、作業時の間違

いや、勘違いによる農薬誤散布などの未然防止につながります。あらかじめ危険箇所

を把握することも重要です。

台帳、地図、図面に整理した情報は、作業場や事務所に掲示する。 米 麦 野

花 果

ほ場や施設、周辺の危険箇所などの情報を、ほ場毎に管理台帳や地図・図面に記載

したり、これまでの栽培履歴の中で特に注意すべき事項などを記録することで、より

適正な生産工程管理が可能となります。

〔ほ場管理台帳の参考様式〕

〔ほ場位置図の参考様式〕

実実践践項項目目

 

　　　　　作成日（　　　　　　　　　）

番号 ほ場名称 面積 貸借（権利者） 土性 備考所在地（地番）

　　　作成日（　　　　　　　　　）

番号 ほ場名称 面積 作付品目 ほ場地図
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情報の記録・保管

農薬・肥料の使用内容を記録・確認し、保存 食 環 労 管

農薬使用者は、農薬の使用履歴を確認し、使用基準違反を防止するためにその記録

を帳簿に記載するよう努めなければなりません。

また、農作物生産に使用した肥料についても、ほ場ごとに施した肥料の種類、時期、

量等について、記録しておきましょう。

農薬の使用記録を整理し、在庫管理をする。 共通

（１）農薬を使用した際には、使用時期、場所、対象農作物、農薬の名称、使用量、

希釈倍数について記載しましょう。

①残留農薬等、万が一農薬による事故が生じた場合、原因の解明や農産物の回収を

行う上で、使用履歴が有効になります。

②農薬の飛散等、自身の責任でない場合の証明になることも想定されるため、必ず

実行するようにしましょう。

（２）登録失効や有効期限の切れた農薬は、適切な処分が求められ、費用も発生しま

す。余分な農薬や肥料を在庫として抱えないためにも、在庫管理を徹底しましょう。

総使用回数の超過と使用時期に違反しないよう、必ず履歴も確認

する。

共通

（１）農薬の総使用回数の超過を防ぐため、ラベルと記録簿とを照らし合わせ、当該

農薬の使用回数を必ず確認してから使用するよう心掛けましょう。

（２）使用時期にも違反しないよう、収穫前には必ず記録簿で使用後の日数が経過し

ているかを確認します。

（３）種苗法で指定された農作物については、自家育苗、購入の別に関わらず、種子

も含めて育苗時に使用した農薬について、総使用回数に数えることとなっています

ので、十分確認しましょう。

 肥料を使用したら必ず使用記録簿へ記載し、在庫を確認する。

施した作物の生育状況なども記録しておく。

米 麦 野

果 花

（１）肥料を使用した場合は、施用した日、場所、面積、量、対象農作物、肥料の名

称を記載しておきましょう。施した作物の生育状況や収量等を記録しておくこと

は、施す時期や量等、適切な施肥管理を行う上で重要です。

（２）定期的に在庫を確認しておくと、余分な肥料の購入を防ぐことができ、コスト

削減につながります。

実実践践項項目目
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〔防除日誌の参考様式〕

ほ場名称（ ）

作付品目（ ）、播種・定植日（ 月 日）、収穫日（ 月 日～ 月 日）

薬剤名 対象病害虫名 希釈倍数 散布量 散布面積 散布日

○×水和剤 ○○病 △△△倍 ××ℓ □□ ○月□日

○月○日

△△乳剤 △△△ムシ △△倍 △△ℓ △△ △月□日

△月○日

関係法令等

●「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」

（平成 年 月 日農林水産省・環境省令第 号）

●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」

（平成 年 月 日付け 生産第 号農林水産省生産局長通知）

●農林水産省「農薬コーナー」

●農林水産省「環境保全型農業関連情報」
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情報の記録・保管

資材の購入伝票、保守管理記録等の保存 食 環 労 管

農業生産工程管理に関する情報を後で確認できるようにするため、種子・苗、堆肥、

土壌改良資材、農薬、肥料等の購入伝票や使用履歴等の記録を保存しましょう。

種苗の来歴や購入先を確認し、記録を保存する。 共通

種苗の生産に係わる農薬使用履歴は、ＧＡＰに基づく点検や他者からの説明の求め

に対応する上でも不可欠です。

農薬・肥料等の生産資材の購入伝票等や、保守管理記録等の

保存を行う。

共通

農薬・肥料やその他の生産資材等の管理状況を後で確認できるようにするため、購

入伝票や保守管理記録等の保存をしましょう。

作物の生育の良否や気象等についても記録・保存をする。 共通

購入時の伝票や生産資材の使用履歴とともに、作物の生育の良否や気象等について

も記録・保存し、事後にもさかのぼれるようにしておきます。

〔農薬在庫管理台帳の参考様式〕

関連法令等

●｢コーデックス生鮮果実・野菜衛生実施規範｣

（ 年 月第 回コーデックス委員会総会採択）

●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」

（平成 年 月 日付け 生産第 号農林水産省生産局長通知）

実実践践項項目目

 

区分 薬剤名 容量／剤型

日付

入庫

出庫

在庫
日付
入庫
出庫
在庫
日付
入庫
出庫
在庫
日付
入庫
出庫
在庫

商品名：
成分名：
農水省登録番号：

容量

剤型

在庫管理

商品名：
成分名：
農水省登録番号：

容量

剤型

容量
　　　３kg

剤型
      粒剤

商品名：　○×粒剤
成分名：　△△△△
農水省登録番号：　0123

殺虫剤

商品名：
成分名：
農水省登録番号：

容量

剤型
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情報の記録・保管

農産物の出荷に関する記録の保存 食 環 労 管

農産物については、食品衛生法等により、農業者は可能な限り農産物の出荷に関す

る記録の作成・保存に努めることが定められています。

また、「いつ・どの品目が・どのくらい出荷されたか」については、経営内容を把

握する上でも大切な情報です。

種苗の農薬履歴を確認し、記録を保存する。 共通

農薬使用基準を守るために、種苗で使用された農薬を確認します。

出荷に関する記録を保存する。 共通

全ての農産物において、食品衛生法に基づき、次の事項について、可能な限り記録

し、一定の期間保存することとされています。

①生産品の品名

②生産品の出荷又は販売先の名称及び所在地

③出荷又は販売年月日

④出荷量又は販売量（出荷又は販売先毎、 回又は 日毎）

⑤食品衛生法第 条の規格基準（微生物、残留農薬等）への適合に係る検査を実

施した場合の当該記録等

なお、記録方法については、農業者の行い易いよう工夫することが可能です。この

ため、記録事項の確認が可能な書類であれば、電磁的な記録や、実際の取引で取り交

わされている伝票類（帳簿でも可）において、求められる事項が記載されていれば、

それを保存しておくことなどでも対応が可能です。

保存期間の検討にあたっては、農産物の流通実態（消費期限又は賞味期限）に応じ

て合理的な期間となるように設定することが基本となります。

関連法令等

●米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

（平成 年 月 日法律第 号）

●食品衛生法（昭和 年 月 日法律第 号）

●「食品衛生法第 条の 第 項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存

について」

（平成 年 月 日付け食安発第 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）

●農林水産省「トレーサビリティ関係」

実実践践項項目目
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情報の記録・保管

米穀等の取引記録の作成・保存、産地情報の伝達（法） 食 環 労 管

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（米トレー

サビリティ法）により、米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供を行う全て

の方（生産者を含む）を対象に、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地

情報を取引先や消費者に伝達することが義務付けられています。

米や米加工品を出荷、販売、事業所間の移動、廃棄などを行った場合

は、米トレーサビリティ法に基づき、必要事項が記載された伝票等の

作成・保存を行う。

米

米・米加工品を取引、事業所間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を作

成保存する必要があります。

（１）必要事項

①名称、②産地、③数量、④年月日、⑤相手方の氏名または名称

⑥搬出又は搬入した場所、⑦用途限定米穀についてはその用途

（２）記録の作成方法

書面（帳簿など）又は電磁的記録のいずれかで作成することとしていますが、実

際の取引において取り交わされる伝票類であっても、必要事項が記載されていれ

ば、それを保存しておくことでも義務を果たしたことになります。

（３）記録の保存期間

記録は３年間保存する必要があります。但し、消費期限が付された商品について

は３ヶ月、賞味期限が３年を超える商品については５年間の保存が必要となりま

す。

米や米加工品を出荷、販売、事業所間の移動、廃棄などを行った場合

は、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報を伝達する。

米

（１）米・米加工品を他の事業者に譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装

への記載により、産地情報（「国産」、「○○県産」等）の伝達が必要です。

（２）口頭による伝達は認められていません。

（３）一般消費者向けの袋詰米穀及び米加工品については、ＪＡＳ法の基準に従って

産地を記載してください。

関連法令等

●米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

（平成 年 月 日法律第 号）

●農林水産省「トレーサビリティ関係」

●農林水産省「米トレーサビリティ法の概要」

実実践践項項目目
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特定の米穀についての保管・処理

用途限定米穀、食用不適米穀の適切な扱い（法を含む） 食 環 労 管

平成２２年４月から改正食糧法に基づき、飼料用米、加工用米など用途限定米穀の

用途外使用の禁止などがルール化されました。

生産者も米穀の出荷・販売を行っていれば、このルールを守らなければなりません。

 用途限定米穀（生産調整として取り組まれる加工用米、新規需要米

（米粉用、飼料用等））は、その定められた用途以外への使用、又は定

められた用途以外に使用する目的で出荷・販売しない。

米

（１）用途限定米穀を保管する場合、用途ごとに別棟又は別はいで保管し、用途が明

らかとなるよう「はい票せん」により掲示してください。

（２）用途限定米穀を販売する場合の措置

①紙袋等の包装に用途を表示。加工用米は○加 、米粉用米は○粉 、飼料用米は○飼 、

その他用途は、その用途に即して輸出用などと表示。

②定められた用途に確実に使用される事業者に対し、直接または事業者の団体を通

じて販売。

③販売先との契約において、他の用途への転用の禁止及び違反した場合の違約措置

等を明記する必要があります。

（３）自らが出荷・販売した用途限定米穀の用途外使用を知ったときには、速やかに

関東農政局長野県拠点・松本駐在所、県農政部農業技術課または地域振興局農政課

に連絡してください。

（４）食用不適米穀の場合

食用不適米穀とは、残留農薬基準値を超えた米穀、カドミウム等重金属の基準値

を超えた米穀、カビが付着した米穀など食用として販売してはならない米穀のこと

です。

①食用不適米穀が発生した場合、直ちに、必要に応じ被覆するなどした上で、他の

米穀とは厳格に区分して管理し、食用不適米穀であることを「はい票せん」によ

り掲示。

②食用不適米穀の処分は、廃棄するか、または関係法令による規制にも留意して非

食用（バイオ燃料等）として確実に使用すると確認できた事業者に直接譲渡。

③自ら食用に供しない物資の製造を行っている場合、関係法令による規制に留意

し、当該用途に自ら使用。

④仕入元に責任がある場合、返品。

（５）米トレーサビリティ法に基づき、取引記録等の作成・保存を適切に行い、国ま

たは県から求めがあった場合は、その記録を速やかに提示しなくてはなりません。

※加工用米や米粉用米など出荷に際して調整（ふるい）を経た後でなければ、当該用途に

仕分けられるべき部分が特定できない場合には、ＪＡ等出荷業者に出荷し調整、仕分け

された段階から用途限定米穀となります。また、飼料用など出荷に際して調製を行わな

い場合は、収穫された段階から用途限定米穀となります。

●農林水産省「食糧法遵守事項の概要」

関連法令等

●主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成 年 月 日法律第 号）

●米穀の出荷販売業者が遵守すべき事項を定める省令 平成 年 月 日農林水産省令第 号  

実実践践項項目目
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技術・ノウハウ（知的財産）の保護

登録品種の適切な利用と技術等の保護活用 法を含む 食 環 労 管

登録品種は、種苗法に基づいて育成者権が与えられ、保護されているため、無断で

利用してはいけません。

また、農業の現場で開発された技術については、適正に評価し、「知的財産」とし

て認識し、保護・活用することが必要です。

登録品種の利用にあたっては育成者の権利を侵害しない。 共通

登録品種の種苗・収穫物を利用（生産、譲渡等）する際は、原則として権利者の許

諾が必要です。果樹の枝等や採取した種子を他の農家等に渡すことは、有償無償を問

わず種苗法違反となります。

農業を営む個人または農業生産法人が権利者から正規に購入した登録品種の種苗

を用いて自家増殖を行うことは種苗法で認められていますが、以下のような場合は、

農業者でも権利者の利用許可が必要です。

①栄養繁殖植物のうち自家増殖が禁止されている植物を増殖する場合

（現在、 種類が指定されています。）

②イチゴ等の種苗をメリクロン培養のように別の作業過程を経て増殖する場合

③契約で自家増殖が禁止されている場合

④自家増殖して余った種苗を他人に配布する場合（有償、無償を問わない）

 農業者自ら開発した技術・ノウハウ（知的財産）の保護・活用に

関する知識や情報の収集に努める。

共通

（１）技術は「知的財産」として取り扱うことにより、「活用」と「保護」が容易に

なります。

（２）新たに技術・ノウハウを開発した際は、専門家（特許流通アドバイザーや弁理

士）にアドバイスをもらいましょう。

適切な登録品種の利用等に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載さ

れています。

●農林水産省「品種登録ホームページ」

●農林水産省「知的財産関係テキスト、指針」

関連法令等

●種苗法（平成 年 月 日法律第 号、改正：平成 年 月 日法律第 号）

●種苗法施行規則

（平成 年 月 日農林水産省令第 号改正：平成 年 月 日農林水産省令第 号

●「農業の現場における知的財産取扱指針」

実実践践項項目目
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生産工程管理の実施

ＧＡＰの効果的実践に向けた取り組みの実施 食 環 労 管

農業生産の中で、食品安全・環境保全・労働安全に取り組んでいくため、ＧＡＰの

実践（①計画策定、②実践・記録、③点検・評価、④改善）における具体的な取組内

容は次のとおりです。

 栽培計画など農場を利用する計画を策定した上で、上記の項目を

基に点検項目等を策定する。

共通

産地又は農業者の単位で、農場を利用する計画を策定した上で、ガイドラインの取

組事項を基に、農作業の点検項目又は手順書（以下「点検項目等」という）を作成し

ます。

 点検項目等を確認して、農作業を行い、取組内容（複数の者で農作

業を行う場合は作業者ごとの取組内容、取引先からの情報提供を含

む）を記録し、保存する。

共通

点検項目等を基に、農作業を行い、取組内容を帳簿等に記録、保存します。また、

出荷した農産物に対し取引先等から苦情等が寄せられた場合は、こうした情報も、次

の農作業の改善に結びつけるために必要になることから、記録、保存を行います。

点検項目等と記録の内容を基に自己点検を行い、その結果を保存

する。

共通

点検項目等と記録の内容を基に、自己点検を行い、その結果を保存します。また、

産地の農業者団体等が、必要に応じて収穫物中の残留農薬や汚染物質の検査等を行っ

た場合は、その結果も保存します。

自己点検の結果、改善が必要な部分を把握し、見直しを行う。 共通

自己点検の結果、改善が必要な部分を把握し、次の農作業の改善に結び付けます。

 自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）

による点検、又は第三者（審査・認証団体等）による点検のいずれ

かの客観的な点検の仕組み等を活用する。

共通

点検・評価に際しては、自己点検に加え、産地の責任者等による内部点検や、第二

者（取引先）による点検、又は第三者（審査・認証団体等）による点検のいずれかの

客観的な点検の仕組み等を活用します。

●農林水産省「農業生産工程管理（ ）とは」

関連法令等

●農林水産省 農業技術の基本指針（平成 年改定）

実実践践項項目目
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http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

1. 農業生産工程管理（GAP）とは

2. 農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン及び参考資料集

3. GAP共通基盤ガイドラインに完全準拠したGAPの掲載について

4. GAP取組支援データベース

5. GAPに関する調査

6. 民間団体による第三者認証を備えたGAP

　 JGAP（日本GAP協会）http://jgap.jp/

　 GAP推進機構GLOBAL.G.A.P協議会https://www.ggap.jp/

7. GAP指導員

8. 会議等情報

9. 関連予算及び事業の公募状況

10. 相談窓口（本省、地方農政局等）

11. リンク集

http://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/sangyo/nogyo/hiryo/gap/gap.html

○長野県適正農業規範

○長野県GAP基準

○長野県GAP生産者確認表

 
 
 

 

農林水産省　農業生産工程管理（GAP）に関する情報

長野県適正農業規範と長野県GAP基準について

G A P 関 連 情 報 掲 載 U R L



 

 

 

・「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」（農林水産省） 

・「ＧＡＰ取組支援データベース」（特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所） 

・「日本ＧＡＰ規範 Ver.1.0」（一般社団法人 日本生産者ＧＡＰ協会、平成 22 年５月） 

・「良い農業を実践するための心得－栃木県ＧＡＰ規範－」（栃木県、平成 23 年３月） 

・「新版『ＧＡＰ入門』」（田上隆一、田上隆多、石谷孝佑、平成 20 年３月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
組織 機 関 名 住   所 電話番号 

県 

農政部 

＜全般＞ 

農業技術課 環境農業係 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下

692-2 

026-235-7222 

＜穀類関係＞ 

農業技術課 農産振興係 
026-235-7221 

＜果樹・花き関係＞ 

 園芸畜産課 果樹・花き係 
026-235-7227 

＜野菜・菌床きのこ関係＞ 

園芸畜産課 野菜・特産係 
026-235-7228 

専門技術員（農業試験場駐在） 
〒382-0072 

須坂市大字小河原 492 
026-246-2413 

専門技術員（野菜花き試験場駐在） 

〒399-4641 

塩尻市大字宗賀字床尾

1066-1 

0263-52-3611 

県 

林務部 

＜原木きのこ関係＞ 

信州の木活用課 林業経営支援係 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下

692-2 

026-235-7267 

林業総合ｾﾝﾀｰ 林業専門技術員 

〒399-0711 

塩尻市大字片丘字狐久保

5739 

0263-52-0600 

ＪＡ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
JA長野県営農ｾﾝﾀｰ 農業振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒380-8614 

長野市南長野北石堂町

1177-3 

026-236-2020 
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