長野県適正農業規範
（改訂版）
～“持続的な農業生産”に向けた、
食品安全、環境保全、労働安全のための指針～

長野県ＧＡＰ推進会議

はじめに
長野県は、四季の変化に富んだ自然環境のもと、農業者のたゆみない努力によ
り、全国有数の農業県として発展し、安全で質の高い農産物を生産しています。
近年、輸入農産物からの残留農薬の検出や、東京電力福島第一原子力発電所の
事故に起因する農産物からの放射性物質の検出、食品の偽装表示問題の発生など
を契機に、消費者の食の安全・安心に対する関心がますます高まっています。
また本県においても、防除器具の洗浄不足などによる残留農薬基準値の超過、
油や農薬の河川流出による水質汚濁事故、トラクターの転倒などによる農作業中
．．．
．．
の死亡事故等がいまなお発生しており、「農産物の質」だけでなく、「農業の質」
が問われています。
このような状況の中、農業生産現場において農産物や労働の安全確保及び環境
に配慮した持続的な農業生産につながるＧＡＰ（農業生産工程管理・適正な農業
生産活動）の必要性が高まっており、国は、平成２２年４月に策定した「農業生
産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に則した取組の産地へ
の導入、さらに国際水準ＧＡＰの取組についても重点的に推進することとしてい
るところです。
本県では平成２０年６月に策定した「長野県ＧＡＰ手法推進方針」をはじめ、
「集荷施設の適正管理ガイド」、「長野県ＧＡＰ基準」や「長野県適正農業規範」
などの策定を行い、生産者団体等と連携しＧＡＰの普及を図っています。
また、平成２９年には「長野県ＧＡＰ基準」について「農業生産工程管理（Ｇ
ＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に準拠するよう改定を行い、取組の高
度化を推進しています。
「なぜＧＡＰに取り組むのか」「適正な農業生産活動が出来ていなければ、ど
う改善すればよいのか」を示し、農業のあるべき姿をまとめた「適正農業規範」
を農業指導者や生産者が活用していただき、より一層適正な農業生産活動が行わ
れ、農産物の信頼性が高まることを期待いたします。
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ほ場管理の確認と衛生管理
 １ ほ場やその周辺環境、廃棄物、資材等からの汚染防止
農薬の使用
２ 無登録農薬及びその疑いのある資材の使用禁止（法令上の義務）
３ 防除器具等の十分な点検、使用後の十分な洗浄
４ 農薬包装表示の確認、表示内容を守った使用（法令上の義務）
  ５ 農薬散布時における周辺作物への影響の回避（法令上の義務）
水の使用
  ６ 農産物を洗浄するための水の確認と、改善策の実施
肥料・培養液の使用
  ７ 養液栽培における培養液の汚染防止対策の実施
８ 完熟堆肥を使用し、微生物汚染や外来雑草種子を防止
カドミウム濃度の低減対策
  ９ 水稲のカドミウム吸収抑制対策の実施
かび毒（DON・NIV）汚染の低減対策
 １０ 麦類の DON・NIV 汚染低減対策の実施
放射性物質汚染の対策
１１.１ 生産資材の放射性物質安全性の確認（きのこ）
１１.２ 生産資材の放射性物質安全性の確認（きのこ以外）
１２ 堆肥を自家製造する場合の安全性の確認
作業者と農産物の衛生管理
１３ 作業者の衛生管理の実施
１４ 手洗いやトイレ設備の確保と衛生管理の実施
機械・施設・容器等の衛生管理
１５ 農機具等の衛生的な保管、取扱、洗浄
１６ 施設の適切な内部構造の確保と衛生管理
１７ 安全で清潔な包装容器の使用
収穫後の農産物の管理
１８ 米穀、麦の清潔で衛生的な取扱い（法令上の義務）
１９ 貯蔵・輸送時の適切な温度管理の実施、パツリン対策
２０ 収穫・乾燥調製時の異品種・異種穀粒・異物混入防止
２１ 収穫・調製・選別時の汚染・異物混入防止
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２環境保全のために
農薬による環境負荷の低減対策
２２ 農薬の使用残が発生しないように散布液を調製
２３ 水田からの農薬流出を防止する対策の実施
２４ 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり
２５ 病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施
２６ 農薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施
２７ 農薬散布時における周辺住民への影響回避
２８ 土壌くん蒸剤等使用時の揮散防止対策の実施
肥料による環境負荷の低減対策
２９ 土壌診断結果や施肥基準等に則した施肥の実施
３０ 水田代かき後の濁水流出防止対策の実施
土壌の管理
３１ 堆肥等の有機物の施用等による適切な土壌管理の実施
３２ 土壌侵食を軽減する対策の実施
廃棄物の適正な処理・利用
３３ 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理（法令上の義務）
３４ 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法令上の義務）
エネルギーの節減対策
３５ 不必要・非効率なエネルギー消費の節減
特定外来生物の適正利用
３６ セイヨウオオマルハナバチの飼養許可取得・適切な飼養（法令上の義務）

３労働安全のために
危険作業等の把握
３７ 農業生産活動における危険な作業等の把握
農作業従事者の制限
３８ 危険を伴う作業の従事者などに対する制限
服装及び保護具の着用等
３９ 安全に作業を行うための服装や保護具の着用
作業環境への対応
４０ 農作業事故防止のための作業環境改善等の実施
機械等の導入・点検・整備・管理
４１ 機械、装置、器具等の安全確認、点検・整備
機械等の利用
４２ 機械、装置、器具等の適正な使用
農薬・燃料等の管理
４３ 農薬の適正な管理（法令上の義務を含む）
４４ 燃料・肥料等の適切な管理（法令上の義務を含む）
事故後の備え
４５ 事故後の農業生産継続に向けた保険加入（法令上の義務を含む）
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４農業生産工程管理の全般に係る取組
情報の記録・保管
４６ ほ場の位置、面積等に係る記録を作成し、保存
４７ 農薬・肥料の使用内容を記録・確認し、保存
４８ 資材の購入伝票、保守管理記録等の保存
４９ 農産物の出荷に関する記録の保存
５０ 米穀等の取引記録の作成・保存、産地情報の伝達（法令上の義務）
特定の米穀についての保管・処理
５１ 用途限定米穀、食用不適米穀の適切な扱い（法令上の義務を含む）
技術・ノウハウ（知的財産）の保護
５２ 登録品種の適切な利用と技術等の保護活用（法令上の義務を含む）
生産工程管理の実施
５３ ＧＡＰの効果的実践に向けた取り組みの実施

本書の利用にあたって
○本書では、長野県ＧＡＰ基準に定める品目（米・麦・野菜・果樹・きのこ・花き）に
ついて、
「食品安全」「環境保全」
「労働安全」「農業生産活動における管理全般」の視
点から、農業生産段階における遵守すべき法令やリスクについて整理しています。
○“花き”は食品ではありませんが、法令遵守や品質管理の観点から、
「食品安全のため
に」の区分に掲載しています。
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 ＧＡＰとは
ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）は、
「良い農業の実践」などと訳されますが、
農林水産省では「農業生産工程管理」と表現しています。
具体的には、①食品安全、②環境保全、③労働安全、の視点から、農産物や労働の
安全性の確保や環境の保全に向けて、適正な、より良い農業を実践していくことです。
ステップ１

長野県適正農業規範を活用し、食品安全、環境保全、労働安全に関わる
法令や、農業生産活動が環境に負荷を与えていること、農作業のリスク
について認識し、なぜ適正な、より良い農業に取り組む必要があるのか、
現在の農業生産活動をどのように改善すればよいのか理解する。
ステップ２

現状の農業生産活動が、
「適正」なものとなっているか、長野県ＧＡＰ基準・
長野県 )#2 生産者確認表を活用して確認する。
ステップ３

確認の結果、「適正」でない部分について改善活動を実践する。
「できていない事項があるが、どう改善すればよいかわからない･･･」
「なぜ取り組まなければいけないのかわからない･･･」
→長野県適正農業規範による必要性や改善方法の再確認や、指導機関に直接相
談するなどして農業生産活動の改善を検討し、次回の作業に活かしていく。

・改善の積み重ねにより、より良い農業生産活動を目指しましょう。
・改善の取り組みを共有しながら、産地全体の信頼性を高めましょう。

【長野県適正農業規範】
「なぜＧＡＰに取り組むのか」「適正な農業生産活動ができていなければ、どう改
善すればよいのか」を示し、適正な農業のあるべき姿をまとめたものが「長野県適正
農業規範」です。
規範の中では、適正な農業生産のために行うべき事項についての必要性、農業生産
活動の改善方法に関する解説を行い、また関係法令などについても掲載しています。
【長野県ＧＡＰ基準】
食品安全、環境保全、労働安全の視点から、農業生産活動が適正なものであるかど
うか点検・確認するための判断基準となるもので、“米・麦・野菜・果樹・菌床きの
こ・原木きのこ・花き”の７品目について定めています。
基準には、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」で示
されている取組例を詳細に掲載しています。
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本書の見方
※1該当分野
※2該当品目

食：食品安全、環：環境保全、労：労働安全、管：管理全般の略
：米、

：麦、

：野菜、

：果樹、

取組事項の区分

：きのこ、

：花きの略

※1該当分野

農薬による環境負荷の低減対策

 病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

取組事項
 
病害虫・雑草の防除は、被害が生じると判断される場合に行うことが基本です。

※2該当品目
病害虫などの発生状況を把握して防除の必要性を判断しましょう。
各取組事項についてどのように取り組めばよいか、具体的内容や、





実践項目

理由・根拠・考え方等を示してあります。

 病害虫防除の実施にあたっては、発生予察情報やほ場の観察から
防除の実施を決定する。

米麦野
果花

（１）ほ場内の観察、トラップや粘着板の設置により、病害虫の発生状況を把握し、
防除適期を逃さないように注意しましょう。
（２）長野県病害虫防除所が発表する発生予察情報やＪＡ、農業改良普及センター等
の指導機関から防除情報を入手し、防除タイミングを判断しましょう。 







【○】粘着板の設置による発生予察  【○】肥料袋を再利用したトラップの例


黄色枠内には、
より詳しく知りたい場合の参照先URLを掲載




写真出典：長野県

●長野県病害虫防除所「病害虫発生予察情報」
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSERMRMRKRE\RJDLFKX\RVDWVXKWPO

関連法令等

取組事項の根拠となっている法令や通達等

●「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）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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ほ場管理の確認と衛生管理

１ ほ場やその周辺環境､廃棄物､資材等からの汚染防止 食 環 労 管
 

農作物の汚染を防ぐため、ほ場やその周辺環境に有害生物・有害化学物質等の汚染
源がないかどうか確認しましょう。
 また、廃棄物や資材等からの汚染の可能性も考慮して、適切な対策をとりましょう。

実践項目 

ほ場内及び周辺に有害物質などの汚染源が無いか確認する。
共通
農地や畦畔などに、農薬の空容器や肥料袋、燃料缶などが放置されていると、そこ
から農薬成分や肥料成分が流出したり、ゴミの投棄などをさらに助長することになり
ます。使用済みの空容器や袋は、農地に放置せず適切に処理することが必要です。
また、隣接地や水路においても汚染物質が放置されないよう注意しましょう。


野生動物（シカ、サル、イノシシ等）の侵入を防ぐため、集落ぐ 米麦野
るみでの対策を実施する。
果花
（１）農地への野生動物の侵入は、食害や踏み倒しなどの他、糞便等による病原性微
生物汚染を招く恐れがあります。野生動物の侵入の有無を確認し、侵入の痕跡があ
る場合は、食品残渣の管理の徹底や、追い払い活動などに集落全体で取り組み、侵
入を防止する方法を講じましょう。
（２）収穫間近に侵入があったときは、野生動物に踏み荒らされた農作物は出荷しな
いなどの配慮が必要です。
（３）農作物被害対策の具体的な方法については、最寄りの野生鳥獣被害対策チーム
（地域振興局農政課・林務課及び農業改良普及センター）または市町村役場に相談
しましょう。






【×】ほ場に隣接した堆肥置き場からの 【○】集落ぐるみでの侵入防止柵の設置
   汁液の染み出し
写真出典：
（左）ＪＡ長野県営農センター、
（右）長野県

●農林水産省「鳥獣被害対策コーナー」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQW\R]\XKLJDLLQGH[KWPO
関連法令等
●「「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」の策定について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）
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農薬の使用

 無登録農薬及びその疑いのある資材の使用禁止 法  食 環 労 管
   

「無登録農薬」及び「農薬登録を受けていないのに農薬としての効果をうたってい
る、又は成分からみて農薬に該当する資材（疑義資材）」を病害虫防除等に使用する
ことは、法令上禁止されているため、使用できません。

実践項目 

無登録農薬、登録失効農薬は使用しない。
共通
（１）病害虫や雑草の防除、農作物の成長促進又は抑制等には、登録農薬や特定農
薬以外の資材は使用できません。
（２）除草剤には、駐車場や線路などのみで使用できる資材があります。このよう
な除草剤は、農作物には使用できません。
（３）外国で使用が認められていても、国内で使用できない農薬もあります。国内
で使用が認められた農薬には、農林水産省の登録番号が記載されていますので、
使う前に必ず確認しましょう。
（４）過去に登録されていても、何らかの理由により登録失効された農薬は、最終
有効年月を超えての使用はできません。また、安全性の問題から販売及び使用が
禁止された農薬は、使用できません。

【○】農薬登録番号の確認
写真出典：農業ナビゲーション研究所

現在登録されている農薬や失効した農薬は、以下のホームページで確認できます。
●農林水産消費安全技術センター「登録・失効農薬情報」
KWWSZZZDFLVIDPLFJRMSWRURNXLQGH[KWP

無登録農薬の疑いがある農薬（農薬疑義資材）については、以下のホームページ
に詳細な情報が掲載されています。
●農林水産省「農薬疑義資材コーナー」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBVL]DLLQGH[KWPO
関連法令等
●農薬取締法（昭和  年法律第  号）
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農薬の使用

 防除器具等の十分な点検、使用後の十分な洗浄

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農産物の残留農薬基準値超過の主な要因は、
「農薬の適用外使用」
「防除器具の洗浄不
足」であることが明らかになっています。
防除器具に残った農薬を誤って次回の散布時に散布することがないよう、使用前の
点検と使用後の十分な洗浄を行いましょう。

実践項目

 防除前に器具を点検し、清浄であることを確認し、防除後は散布
器具や薬液タンクを適切に洗浄する。

共通

（１）農薬の使用前には、動力噴霧器などの防除器具の点検を行い、前回使用した農
薬が残っていないことを確認しましょう。
（２）配管中の残液は、次回散布開始時にそのまま散布され、部分的に「農薬の適用
外使用」になることもあります。農薬の使用後は、防除器具の薬液タンク、ホース、
噴頭、ノズルなどを十分に洗浄しましょう。




（例）セット動噴の洗浄手順
①残った薬液を完全に抜く



②タンクを洗浄する



③水を噴霧して、配管やホース内を洗浄



④タンク底に残った洗浄水を排出




次回、新たに薬液を散布する場合は、



噴霧直後の薬液はなるべく作物にかけ
ないようにしましょう。



出典：農林水産省「農薬飛散対策技術マニュアル」


写真出典：長野県

防除器具の洗浄方法等については、以下のホームページでも確認できます。
●農林水産省「農薬飛散対策技術マニュアル」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQV\RNXERJDLF\XJBQRX\DNXPDQXDOLQGH[KWPO
関連法令等
●「農薬の適正使用の指導に当たっての留意事項について」
（平成  年  月  日付け 
消安第  号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知）
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農薬の使用

 農薬包装表示の確認、表示内容を守った使用（法）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農薬は、登録に当たって毒性評価を行い、人畜等への害のない量を基準として定め、
この基準を超えないように使用方法が決められています。
農薬は、使用前に必ず容器や包装のラベルを確認し、表示内容を守って適正に使用
しなければなりません。

実践項目

農薬は、ラベルに記載された使用方法を守って使用する。

共通

農薬のラベルには、その農薬を効果的で安全に使用するための事項（農薬の使用基
準や使用上の注意事項）が表示されています。
また、農薬によっては登録内容が変更されることもありますので、初めて使う農薬
だけでなく、使い慣れた農薬でも必ずラベルをよく読んで、正しく使用しなければな
りません。

 農薬は計量器具や水量の把握できるタンク等を用いて正確に希釈
共通
して使用する。
（１）散布液は、正確な量を把握できる器具で調製し、必要な量だけ作りましょう。
（２）農薬の調整は、目分量ではなく、計量カップや台秤などを用いて、平らな場所
で正確に行いましょう。
（３）計量器具は定期的に校正しておきましょう。

【○】包装表示の確認


写真出典：農業ナビゲーション研究所

農薬を使用する前に必要な情報は、以下のホームページで検索できます。
●農林水産消費安全技術センター「農薬登録情報提供システム」
KWWSZZZDFLVIDPLFJRMSLQGH[BNHQVDNXKWP
関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）
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農薬の使用

 農薬散布時における周辺作物への影響の回避（法）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農薬の安全性を確保するため、農薬は適用作物（その農薬を使用できる作物のこと）
以外に使用してはならないことが法令上義務づけられています。
農薬を散布する際には、周辺作物に影響を及ぼすことがないよう飛散防止対策（ド
リフト対策）をとらなければなりません。

実践項目

散布に際し、飛散防止対策（ドリフト対策）を実施する。

米麦野
果花

農薬を散布する際には、農薬の飛散により周辺作物に影響を及ぼすことがないよう、
以下のような飛散防止対策を取らなければなりません。
①周辺の生産者、有機農産物栽培者及び養蜂業者に対して、事前に農薬の目的や散
布日時、使う農薬の種類などについての情報提供
②病害虫の発生状況・発生予察情報を踏まえ、散布を最小限の区域にとどめる
③近隣に影響の少ない風の向き・強さや時間帯（早朝など）での散布
④風向きを考慮したノズルの向きの設定
⑤飛散が少ない形状の農薬やドリフト低減ノズル、遮へい板など散布器具の選択、
ソルゴーなどによる障壁作物の植栽


   【○】ドリフト低減ノズル       【○】遮へい板の利用
写真出典：（左）農業ナビゲーション研究所、（右）長野県

●農林水産省「農薬飛散対策技術マニュアル」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQV\RNXERJDLF\XJBQRX\DNXPDQXDO

●農林水産省「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」
 KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBGULIWLQGH[KWPO
関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」（平成  年  月  日付け
 消安第  号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知）
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水の使用

 農産物を洗浄するための水の確認と、改善策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
農産物を洗浄する場合は、飲料に適する水を使用することが必要です。
１年に１回は水質検査を行い、飲料水の基準に適合していることを確認しましょう。


実践項目

給水施設の点検整備を行う。

野果茸

適正な給水管理ができるよう、定期的に施設の点検整備を行いましょう。

農業用水（灌水、防除用水など）の水源の安全性を確認する。

野果茸

用水に流入した農薬等が原因で農作物が汚染されないよう、年１回以上は地域全体
で用水の水源の安全性を確認しましょう。
 
収穫物の洗浄水は飲料用水を使用する。

野果茸

洗浄水を運搬するタンクや洗浄水を噴霧する機器は、清潔でなければなりません。
また、洗浄後に農産物に付いた水を拭き取るためのタオルや布巾等は、常に清潔な状
態に保ちましょう。








水質検査機関については厚生労働省のホームページ等で確認することができます。
●厚生労働省「水質検査機関」
KWWSZZZPKOZJRMSWRSLFVEXN\RNXNHQNRXVXLGRVXLVKLWVXDKWPO

栽培や収穫・調整における水の管理については、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。
●「生鮮野菜を衛生的に保つために 栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLSGIVLVLQSGI

関係法令等
●「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）
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肥料・培養液の使用

 養液栽培における培養液の汚染防止対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

養液栽培における培養液の汚染防止のため、使用する水の水源を確認するとともに、
使用する水の検査を実施しましょう。

実践項目

養液栽培に使用する水は、必要に応じて水質検査を行う。

野花

（１）必要に応じて、養液栽培で使用する水の微生物的及び化学的汚染物質の検査を
行い、汚染が確認された場合には直ちに、用途に見合った水質となるよう改善措置
を行いましょう。
（２）養液栽培システムで栽培される農作物は、様々な速度で養分及び水を吸収し、
再循環された養液の組成を絶えず変化させています。養液栽培で使用される水は、
定期的に取り換えるか、または再利用する場合には、微生物及び化学的汚染を最小
化するための対策をとりましょう。
（３）水の微生物汚染を防ぐため、養液栽培用の資材や機器、水供給システムは定期
的に保守点検・清掃し、栽培終了後など必要な時には洗浄・消毒を行いましょう。



【○】養液栽培システムの定期的な洗浄




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）
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写真出典：農業ナビゲーション研究所

肥料・培養液の使用

 完熟堆肥を使用し、微生物汚染や外来雑草種子を防止 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
 

堆肥を施用する場合は、農作物の生育障害や病原性微生物による汚染を防止し、また
堆肥中に存在する外来雑草種子の発芽・繁茂を招かないよう、完熟堆肥を用いましょう。

実践項目

施用する堆肥は高温（℃以上）で発酵させた完熟堆肥を使用する。 米麦野，
果花
（１）家畜糞を、生のままや乾燥しただけで施用すると、有機物が急速に分解して、
作物の生育に障害となります。また病原性微生物が残存し、農作物への汚染源にも
なります。
病原性微生物を死滅させるため３回程度切り返しを行い、製造時の発酵熱が６０℃
以上の温度が確保できるような堆肥製造を行いましょう。
（２）腐熟の進んだ堆肥の目安は、堆積していても温度上昇がみられず、悪臭が無い
状態です。コマツナの種子を用いた発芽試験等で確認することができます。
（３）購入堆肥の場合は、原料、分析結果などが記載された文書を入手しておきまし
ょう。

堆肥化に当たっては、発酵熱による雑草種子の殺滅に十分留意する。 米麦野
果花
家畜排せつ物に含まれる外来雑草種子が発芽・繁茂すると、生態系への影響が懸念
されます。農林水産省「農業技術の基本指針（平成  年度改定）
」において、堆肥化
に当たっては、発酵熱による雑草種子の殺滅に十分留意することとされています。
 





肥料・堆肥に関しては、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「肥料」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNBKLU\RLQGH[KWPO
●農林水産省「畜産環境対策」
 KWWSZZZPDIIJRMSMFKLNXVDQNDQN\RWDLVDNX
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カドミウム濃度の低減対策

 水稲のカドミウム吸収抑制対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


近年、食品一般に含まれる低レベルのカドミウムの影響について社会的関心が高まっ
ており、国内でも食品衛生法に基づく米の基準値が平成２３年２月に見直され、
「SSP
以下（玄米、精米）」とされました。
水稲のカドミウム吸収抑制対策を徹底し、安全・安心な米作りを行うことは、長野県
産米の信頼をより高める上で重要です。

実践項目

 出穂３週間前から出穂３週間後までは、常に水が張られた状態
（湛水管理）にする。

米

（１）出穂期前後の３週間の湛水管理によって土壌を還元状態（土と空気が接しない
状態）に保ち、土壌中のカドミウムが水稲に吸収されにくい状態を維持することに
よって、玄米中のカドミウム濃度を低減することができます。
（２）落水時期（水管理を終わらせる時期）は、出穂後３週間以降を守りましょう。
（３）必要に応じて「水稲のカドミウム吸収抑制のための技術対策マニュアル」等を
活用し、カドミウムの吸収抑制対策に取り組みましょう。

水管理イメージ図
出典：長野県

●農林水産省「食品中のカドミウムに関する情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNBFGLQGH[KWPO

関連法令等
●「水稲のカドミウム吸収抑制のための技術対策マニュアル」
 （平成  年  月農林水産省・農業環境技術研究所作成（平成  年  月改訂））
●「コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針の策定について」（平成  年  月 
日付け  消安第  号  生産第  号農林水産省消費・安全局長、生産局長通知）
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かび毒（DON・NIV）汚染の低減対策

 麦類のＤＯＮ・ＮＩＶ汚染低減対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

近年、本県において、麦類の生育後期における降雨によ
り、赤かび病が発生しやすい状況にあります。
赤かび病は、品質の低下や収量の減少だけではなく、病
原菌（フザリウム属菌）が産生するかび毒のＤＯＮ（デオ
キシニバレノール）、ＮＩＶ（ニバレノール）汚染が起こる
可能性があります。ＤＯＮ・ＮＩＶは、製粉・加工・調理
の各段階において完全に除去することは難しいため、生産
段階において、その汚染を防止しましょう。

実践項目


コムギ赤かび病罹病穂

 ほ場を巡回し生育状況を把握するとともに、気象状況や指導機関
からの発生予察情報に基づき、赤かび病の適期防除を実施する。

写真出典：長野県

麦

（１）麦類は、気象条件や栽培管理によって、出穂期や開花期が大きく変わります。
防除適期を逃さないためにも、ほ場を巡回し生育状況を的確に把握しましょう。
（２）最も重要な対策は適期防除の実施です。最初の防除は、小麦・大麦の開花始め
～開花期に防除を開始し、さらに必要に応じて追加防除をしましょう。防除適期を
外さないように短い晴れ間も利用して確実に防除を実施しましょう。
 栽培条件（ほ場選定）に留意する、赤かび病発生ほ場では収穫、
乾燥調製について充分な対応をする。

麦

（１）赤かび病の発生したほ場では、収穫残渣をほ場から持ち出して焼却しましょう。
また鋤き込む場合は、確実な鋤き込みを行いましょう。また倒伏は感染を助長するた
め、適正な肥培管理に心掛けましょう。
（２）ほ場巡回により生育状況を把握し、適期収穫を実施しましょう。また発生ほ場で
は、発生程度や倒伏程度に応じて、刈り分けを徹底し混入を防ぎましょう。
（３）高水分の収穫物では、貯蔵中に赤かび病菌が増殖するので、速やかに乾燥作業に
移行します。なお、調製時には比重選別や粒厚選別を行い、被害粒を除去しましょう。


●農林水産省「食品のかび毒に関する情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQVHLVDNXULVNBDQDO\VLVSULRULW\NDELGRNX

関連法令等
●「麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指針の策定・普及に
（平成  年  月  日付け  消安第  号・ 生産第  号消費・安全局長、
ついて」
生産局長通知）
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放射性物質汚染の対策

 生産資材の放射性物質安全性の確認（きのこ）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
食品としてのきのこが放射性物質の基準値（%TNJ）を超えないように安全性を
確保するため、放射性セシウムが指標値を超えない培地の購入及び製造・使用に努め
ましょう。

実践項目

培地材料の安全性を確認する。

茸

（１）培地材料（きのこ原木、おが粉、米ぬか等（ 都県産））の購入にあたっては、
放射性セシウムに係る検査結果、精米情報シート等の情報を得ることを基本としま
す。検査結果（安全検査証明書）、精米情報シート等は、必ず保管しましょう。
（２） 都県産（長野県含む）の培地材料で放射性セシウムに係る検査結果が得られ
ない培地材料がある場合には、購入しないか、自らその培地材料の検査を実施し、
安全を確認しましょう。菌床用培地の場合は必要に応じて配合割合を調整する等の
対応を行うか、培地を製造した段階で培地の検査を行い、安全を確認しましょう。
（３）菌床用培地を製造する際には、原料種類・割合、原料採取（購入）時期、原料
産地、原料保管場所、原料保管方法、製品保管場所及び製品保管方法について記録
を残しましょう。
 
培地材料の当面の指標値を超えない培地を使用する。

茸

培地材料の当面の指標値は、きのこ原木が %TNJ、菌床用培地が %TNJ です。
この指標値を超えない培地を使用しましょう。検査方法については、国で定められた
方法で検査できる検査機関を利用し、適正な検査結果を得るようにしましょう。

きのこ栽培における放射性物質の対応に関しては、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「きのこ原木及び菌床用培地並びに調理加熱用の薪及び木炭の当面の指
標値の設定について（関連通知一覧）」
KWWSZZZULQ\DPDIIJRMSMWRNX\RXVKLK\RXWLLQGH[KWPO

関連法令等
●「『きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について』の一部改正について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号、 林政経第  号農林水産省生産局農産部園芸
作物課長、林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知）

●「『きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法』の制定に
ついて」の一部改正について
（平成  年  月  日付け  生産第  号、 林政経第  号農林水産省生産局農産部園
芸作物課長、林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知）
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放射性物質汚染の対策

 生産資材の放射性物質安全性の確認（きのこ以外） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

平成  年  月の福島第一原発事故に伴い、放射性物質が本県を含む東日本各地に、
拡散降下しました。
本県における空間放射線量と降下物の放射能濃度の測定結果、及び平成２３年に実施
した農作物等と土壌中の放射性物質検査結果では、農作物等の収穫・管理に特段の対策
が必要な状況ではありませんが、肥料・堆肥等の施用・生産及び家畜への稲わら等の利
用・飼料給与については、注意が必要です。

実践項目

 有機物を含む肥料・土壌改良資材・堆肥等の購入・使用に当たっては、 米麦野
販売業者に対して、これら資材の放射性セシウムが暫定許容値以下で 果
あることを確認している。
（１）放射性物質濃度の高い堆肥、放射性物質濃度の高い堆肥原料を混入した肥料・
土壌改良資材・培土全般を施用すると、地域内に放射性物質濃度の高くなる農地が
発生し、放射性物質が農産物へ移行する可能性があります。
（２）暫定許容値を超える放射性物質が含まれる可能性の高い腐葉土・剪定枝堆肥、
土壌改良資材（落ち葉･雑草等）等は、当面出来る限り生産・施用を控えてください。
肥料・堆肥等の施用にあたっては、販売業者・譲渡者に確認を行い、県が定める基
準に適合した肥料・堆肥等のみを使用してください。
（３）製品１NJ 当たり  ベクレル以下であることが確認された、肥料・土壌改良資
材・培土のみ流通・販売が出来ます。


●農林水産省「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容
値の設定について」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQVRXPXVDLJDLVXSSO\KWPO




関連法令等
●「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ
いて」
（平成  年  月  日付け農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長
官通知>牛用飼料の暫定基準値は平成  年  月  日付けで通知により改訂@）

●「放射性物質を含む腐葉土・剪定枝堆肥の指導マニュアルについて」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）
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放射性物質汚染の対策

 堆肥を自家製造する場合の安全性の確認

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

平成  年３月の福島第一原発事故の影響で放射性セシウムに汚染された堆肥原料
（落ち葉等）を使って堆肥を自家製造した場合、堆肥に放射性セシウムが濃縮される可
能性があります。
堆肥は土づくりに欠かせないものですが、堆肥を自家製造する場合は、原料が放射性
物質に汚染されていないか、含有していても十分に低いことを確認してから利用します。



実践項目

堆肥原料は、生産履歴等から放射性物質の汚染のおそれがないもの 米麦野
または汚染程度がごく軽微であると判断できるものを使用する。
果花
（１）放射性セシウム  の半減期は  年と長く、急激な減衰は期待できないため、
今後数十年間は土壌への蓄積に注意していく必要があります。
（２）土壌への放射性セシウム蓄積をできるだけ少なくするために、堆肥原料の種類
や生産地域等には注意が必要です。生産履歴が不明な原料は使用を控えましょう。
（３）栽培した緑肥や作物残渣を堆肥化後に同一農地で循環利用すると、当該農地へ
の新たな放射性物質の持ち込みが回避できます。


自家製造した堆肥が放射性セシウムを含む可能性がある場合は、暫 米麦野
定許容値  ベクレルNJ（製品重量）以下であることを確認する。 果花
（１）堆肥の放射性セシウム濃度は自ら確認することもできますが、暫定許容値の確
認について不明な場合は、堆肥を生産または施用する前に県に相談してください。
（２）暫定許容値は、以下の場合には適用されません。
①農地で生産された農産物の全部または一部を当該農地に施用する場合
②畜産農家が飼料を自給生産する草地・飼料畑等に、自らの畜産経営から生じる家
畜排せつ物またはそれを原料とする堆肥を施用する場合
③畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、当該飼料を生産する草地・飼
料畑等において、当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物またはそ
れを原料とする堆肥を施用する場合



関連法令等
●「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ
いて」
（平成  年  月  日付け農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知
（飼料中の放射性セシウムの暫定許容値は、平成  年  月  日付け及び平成  年  月  日付け通
知により変更）
）
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作業者と農産物の衛生管理

 作業者の衛生管理の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

生産者は食品業者です。安全な農産物を供給するため、衛生管理の知識や技術を習
得し、実践につなげましょう。
また農産物の衛生管理に努めるとともに、自らの健康管理にも努めましょう。

実践項目

 収穫・選別・調整作業には体調不良者を従事させない。外傷がある 野果花茸
場合、絆創膏などで保護し手袋を着用する。
体調不良者は疾病伝染の感染源となることから農産物に直接接触する作業には従事
させないようにしましょう。また、傷口からの病原菌の感染を防ぐため、作業時には
必ず傷口は絆創膏などで保護した上で手袋を着用し、直接傷口が農産物に接触しない
ようにしましょう。

荷造り専用の作業着、帽子、手袋を着用する。

野果茸

荷造り時には肥料や農薬、土や堆肥等で汚れた作業着のまま作業することは避け、
清潔に保たれた専用の作業着を着用し、頭髪の混入を防ぐため帽子を着用しましょう。
また、手は細菌数が多いので、作業前には石鹸で洗い手袋を着用して作業を行いま
しょう。

【○】衛生的な服装での作業の実施

写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「野菜の衛生管理に関する情報」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLLQGH[KWPO
●「生鮮野菜を衛生的に保つために 栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLSGIVLVLQSGI
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作業者と農産物の衛生管理

 手洗いやトイレ設備の確保と衛生管理の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
作業者が衛生的な状態を保てるよう、ほ場や施設から通える場所に手洗い設備やト
イレ設備を確保するとともに、設備は常に衛生状態が保てるように衛生管理を徹底し
ましょう。

実践項目

 作業場から通える場所に手洗いやトイレを設置し、定期的に清掃
する。

野果茸

手洗い場やトイレをほ場及び施設から通える場所に設置するとともに、作業者を受
容できるだけの数を確保しましょう。また手洗い場やトイレが汚染源とならないよう
こまめに清掃し、常に衛生的な状態を保ちましょう。

作業中にトイレに行った後は、手を洗って再開する。

野果茸

手洗い場には石鹸、消毒液、爪用ブラシ、清潔なタオル等を常備しておき、作業前
には必ず手洗いを行ってから再開しましょう。
 










【○】張り紙による衛生管理の啓発    【○】手洗い場への石鹸等の用意



写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「野菜の衛生管理に関する情報」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLLQGH[KWPO
●「生鮮野菜を衛生的に保つために 栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLSGIVLVLQSGI
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機械・施設・容器等の衛生管理

 農機具等の衛生的な保管、取扱、洗浄

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

農機具や収穫・調製・運搬に使用する器具類などが農産物の汚染源とならないように、
衛生的に管理しましょう。

実践項目

コンテナ等の収穫容器は洗浄する。
野果茸
（１）農産物に直接接するコンテナなどの容器は、直接地面に置かないなど動物や虫
の排せつ物、土などが付かないようにするとともに、定期的に洗浄し、必要に応じ
て消毒しましょう。
（２）衛生的に保つことが困難になった容器は、廃棄しましょう。
（３）長期間使用しない場合は、動物や虫の排せつ物、土、埃などが付かないように
しておくため、カバーで被覆し、使い始めるときは、きれいに見えても洗浄するな
ど衛生的な管理に努めましょう。

ハサミ、包丁などの収穫器具をよく洗浄する。
野果茸
（１）ハサミ、包丁などの用具は、定期的に洗浄・消毒するとともに、作業場への持
ち運びは衛生的な箱に入れて行って下さい。また、使用後は決められた衛生的な場
所に保管しましょう。
（２）汚染源となる可能性があるもの（生ゴミ、家畜糞尿、堆肥など）に使用した器
具は、洗浄・消毒を十分行い、農産物や、農産物の包装容器、材料と接触すること
がないようにしましょう。

農産物を輸送するためのトラックは、輸送以外に使用したあとは、 野果茸
清掃をする。
堆肥や農薬、燃料などを運んだ際には洗浄し、いつでも衛生的に使用できるように
しておくことが重要です。




 


【○】コンテナの定期的な洗浄     【○】荷台の衛生管理
写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「野菜の衛生管理に関する情報」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLLQGH[KWPO
●「生鮮野菜を衛生的に保つために 栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLSGIVLVLQSGI
関係法令等  ●「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）
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機械・施設・容器等の衛生管理

 施設の適切な内部構造の確保と衛生管理

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
農産物を衛生的に管理するため、栽培、調製、出荷、貯蔵施設に有害生物が侵入・
生息したり、化学物質が農産物に接触することがないよう必要な対策を取りましょう。

実践項目

 栽培施設内に有害動物などが侵入しないように対策を講じ、廃棄物 米麦野
はほ場外へ持ち出す。

果茸

（１）栽培、調製、出荷、貯蔵施設に有害生物（虫、野鳥、野生動物、ペットなど）
が侵入しないよう、定期的に点検しましょう。
（２）施設は、有害生物が侵入しそうな穴などを塞ぐとともに、窓や換気扇に網を付
けるなどの侵入防止対策が必要です。また、施設内に繁殖する場所ができないよう
にするとともに、侵入が判明した場合には、直ちに排除しなければなりません。ア
ライグマ、ハクビシンなどの害獣対策は、最寄りの野生鳥獣被害対策チーム（地域
振興局農政課・林務課及び農業改良普及センター）または市町村役場に相談しまし
ょう。
（３）廃棄物は、農産物と接触することを防ぐため、施設内に溜めないように適切に
処理しましょう。

 包装・荷造り室の清潔かつ適切な維持管理の実施

茸

包装・荷造り室は定期的に清掃を実施し、常に清潔に保ちましょう。また、照明は
衛生的な作業が行える明るさを確保するとともに、照明用の蛍光灯は破損しても破片
が飛散しない型（飛散防止型蛍光管、/(' 照明等）のものにしましょう。








                        【×】廃棄物の放置

【○】防鳥ネットの設置
写真出典：農業ナビゲーション研究所
関連法令等
●「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）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
最終改正：平成  年  月  日食安発  第  号）
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機械・施設・容器等の衛生管理

 安全で清潔な包装容器の使用

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

包装容器は、食品を入れるためのものです。農産物の汚染を防ぐため、清潔で安全
な場所で保管するとともに、使用する場合は、土や堆肥等で汚れないようにしましょ
う。

実践項目

出荷容器、包装資材は安全性の確認されたものを使用する。

野果茸

（１）出荷用のコンテナ、段ボール、パックやフィルムなどの包装容器は、農薬や肥
料などと一緒の場所で保管しないようにしましょう。また、堆肥や燃料、廃棄物、
動物や虫の排せつ物に汚染されないよう、地面から離して保管しましょう。
（２）化学物質の汚染を防ぐため、包装容器周辺では、ハエ、ゴキブリなどの衛生害
虫用殺虫剤は使用しないようにしましょう。
（３）包装容器は、汚れないように清潔なトラックで輸送しましょう。


【×】                【×】地面に直接置いた例

【○】パレットを使用し、地面から離して保管  



写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「野菜の衛生管理に関する情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLLQGH[KWPO

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）
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収穫後の農産物の管理

 米穀、麦の清潔で衛生的な取扱い（法）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

収穫した米穀や麦は、「農産物」という「食品」です。販売する農産物（食品）は、
食品衛生法に基づき、清潔で衛生的な取扱いが義務付けられています。
収穫後の米穀や麦は、「食品」であるという認識を持ち、適正な品質管理、衛生管理
を行う必要があります。

実践項目

 コンバイン収穫の場合は、速やかに乾燥・通風を行い、ヤケ米など 米麦
の変質米を防止する。
コンバインで収穫後、生籾を長時間放置すると、過熱によりヤケ米などの変質米が発
生します。特に気温の高い時期は、変質が起こりやすくなります。

 米穀や麦を取り扱う乾燥調製や貯蔵の施設は、清潔で衛生的な状態 米麦
に保つ。
（１）定期的に清掃を行い、清潔な状態に保ちましょう。
（２）乾燥調製や貯蔵を行う施設内では、喫煙や飲食を控えましょう。
（３）米穀や麦は食品です。肥料や農薬等とは異なる場所で保管しましょう。
（４）米穀や麦のカビの発生を防止するために、建物内や設備の内部のカビをとり除
くだけでなく、新しいカビを持ち込んだりカビを生育させない環境作りに取り組み
ましょう。

                 【×】ヤケ米の発生

写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQVHLVDNXULVNBDQDO\VLVSULRULW\NDELGRNXSGI
BJXLGHBOLQHKSSGI
関連法令等
●食品衛生法（昭和  年法律第  号）
●「大規模乾燥調製貯蔵施設の設置・運営に当たっての留意事項について」
（平成  年  月  日付け  農蚕第  号農林水産省農蚕園芸局長通知）

●「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ の改正について」
（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）

●「「米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン」の策定について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）
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収穫後の農産物の管理

 貯蔵・輸送時の適切な温度管理の実施、パツリン対策 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
 

農場内のほ場や施設には人に対する病原菌が潜んでいることがあり、好適な環境条
件下で急速に増殖する可能性があります。病原性微生物が増殖しないように、必要に
応じて、貯蔵・輸送時に適切な温度管理を行いましょう。


実践項目

必要に応じて、収穫物の貯蔵や輸送時に適切な温度管理を行う。

野果花茸

（１）生鮮果実・野菜は、病原性微生物の増殖を最小限とするため、必要に応じて、
収穫後は低い温度に保ちましょう。その際、冷蔵貯蔵施設の温度が常に適正な温度
に保てるよう定期的に確認しましょう。
（２）冷蔵貯蔵施設の内部は、常に清潔かつ衛生的に維持しましょう。


りんごにおけるかび毒（パツリン）汚染の低減対策の実施

果

りんご果汁はかび毒であるパツリン汚染の可能性の高い食品として知られており、
パツリン汚染防止対策を徹底することが重要です。傷果発生防止のための丁寧な収
穫・出荷、選果段階における腐敗果の選別等の徹底を行いましょう。











【○】張り紙による掲示の例


写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「野菜の衛生管理に関する情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHNB\DVDLLQGH[KWPO

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）
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収穫後の農産物の管理

 収穫・乾燥調製時の異品種・異種穀粒・異物混入防止 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

異品種・異種穀粒・異物等の混入は、出荷する米の商品価値を低下させ、経済的損失
を招くだけでなく、産地に対する信頼をも揺るがしかねません。
 異品種・異種穀粒・異物等の混入を防止するため、以下の点に注意しましょう。

実践項目

 収穫前に、ほ場内に異品種と思われる株、雑草、空き瓶などのゴミ 米麦
が落ちてないか確認し、ある場合は必ず水田内から除去する。
（１）畝間に生えている稲などは、他の水田から水路などを通じて流れてきた可能性
があります。自ら植えた稲以外は、すべて抜き取りましょう。
（２）クサネムなどの種子は、調製時に抜き取れず、玄米に混入する場合があります。
水田内に生えている雑草は収穫前に抜き取っておきましょう。
（３）空き瓶などが水田内に落ちていると、ガラス片が商品に混入する危険性があり
ます。








【×】水田に生えたクサネム（写真左下）と、玄米に混入したクサネム種子（写真右上）

写真出典：長野県
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 コンバイン・乾燥機・籾摺機など使用する機械は、事前に点検・

米麦

整備・清掃を徹底する。
（１）機械の中には、たくさんの籾や玄米が残っています。使用する前に必ず清掃を
行いましょう。
（２）品種切り替え時には、異品種の混入を防止するため、清掃を徹底しましょう。
コンバインなどは、品種別専用機を用意すると異品種混入の心配がありません。
（３）機械の故障などにより、作業に遅れが生じないよう、またネジなどの部品が袋
に混入しないよう、シーズン前に点検・整備を行い、必要に応じて修理を行いまし
ょう。
 
収穫中や乾燥調製施設内で、喫煙や飲食をしない。

米麦

たばこや食品が、農産物の箱やコンテナに混入しないよう、収穫中や乾燥調製施設
内での喫煙や飲食はやめましょう。

袋に詰める前に、包装容器に記載の内容が正しいか、確認をする。 米麦
包装容器に記載の内容と中身が異なると、不適正表示により罰せられる場合があり
ます。必ず包装容器の記載内容と中身の確認を行いましょう。










関連法令等
●食品衛生法（昭和  年法律第  号）
●「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ の改正について」
（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）

●「大規模乾燥調製貯蔵施設の設置・運営に当たっての留意事項について」
（平成  年  月  日付け  農蚕第  号農林水産省農蚕園芸局長通知）

●農産物検査法（昭和  年法律第  号）
●農林物資の規格化に関する法律（-$6 法）
（昭和  年法律第  号）
●「農産物への異物混入の防止の徹底について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局農産部穀物課長、
園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知）

− 28 −

収穫後の農産物の管理

 収穫・調製・選別時の汚染・異物混入防止

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
食品によって危害要因となる化学物質、病原性微生物、異物等の接触、混入を防止
するためには、危害要因物質を農産物の収穫・調整・選別の現場に持ち込まず、隔離
しておくことが必要です。

実践項目

作業場の整理・整頓・清掃をする。

野果茸

作業場は衛生的に作業が行える明るさと乾燥状態とし清潔な状況を保ちましょう。
また作業場内は施設及び容器・用具は定期的に清掃と整理・整頓に努め、余計なもの
は置かないようにしましょう。

小動物・衛生害虫を駆除する場合は記録を行う。

野果茸

施設内が小動物等の繁殖場所や潜伏場所にならないよう整理・整頓に努め、侵入が
判明した場合は直ちに駆除し、防除に薬剤等を使用した場合は記録に残しておきまし
ょう。
 
収穫調製中に喫煙や飲食をしない。

野果茸

たばこや食品が、農産物の箱やコンテナに混入しないよう、収穫中や荷造り調製施
設内での喫煙や飲食はやめましょう。





混入に注意！
・たばこ
・ガム






・ヘアピン
・カッター
・ドライバーなどの工具

【×】工具の放置


写真出典：農業ナビゲーション研究所

農産物の安全管理に関しては、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「食品安全：農産物（米、麦、大豆、野菜など）」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQQRXDQNRPHLQGH[KWPO

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）
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農薬による環境負荷の低減対策

 農薬の使用残が発生しないように散布液を調製

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

環境への負荷をできる限り低減するため、農薬の散布液が残ることがないよう、必
要な量だけ散布液を調製しましょう。


実践項目

 農薬は使い切りできるように調合するよう努め、残った場合は適切 共通
に処理し、農薬残液の処理記録をする。
（１）薬液が残らないように、農薬のラベルに表示されている単位面積当たりの使用
量と農薬を使用する面積から必要な量だけ計量し、ほ場ごとに必要な散布量を調製
しましょう。
（２）農薬の準備は、農薬のラベルの指示に従って行います。ラベルの記載どおりに
希釈するため、計量カップや台秤などの計量器を使用し、平らな場所で計量してく
ださい。また、計量器は定期的に校正しておきましょう。なお、薬剤の調製は、農
作物や用水路・河川から離れた場所で行いましょう。
（３）もし散布液が残ってしまったら、適切に処理し、排水路や河川などに直接排水
することは絶対にやめましょう。

 








【○】秤、計量容器の用意



写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「農薬コーナー」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXLQGH[KWPO

関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）
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農薬による環境負荷の低減対策

 水田からの農薬流出を防止する対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


 農薬の使用に当たっては、定められた基準に従って適正に使用しなければなりません。
水田においては、農薬が用水へ流入することにより周辺環境への影響が危惧されるの
で、使用方法を遵守し農薬の流出を防止しましょう。




実践項目

水田において農薬を使用する場合は、止水期間を守る。

米

（１）水田で農薬を散布した場合は、７日間は水田水を外に出さない水管理を行いま
しょう。特に、除草剤を使用する時は、農薬のラベルに記載されている止水に関す
る注意事項を確認し、その内容を遵守しましょう。
（２）止水期間における農薬の流出を防止するため、予め畦畔の整備などをしておき
ましょう。
（３）農薬使用後に大雨が予想される場合は、農薬の使用を避けましょう。

育苗や育苗箱で使用された農薬の残液は河川に流さない。

米

（１）種子伝染性病害を防止するための種子消毒薬の残液は、農薬廃液処理装置を用い
て処理するか、産業廃棄物処理業者に処分を依頼するなど適正に処理しましょう。
（２）苗箱施薬した育苗箱は、薬剤が箱の枠等に付着していますので、水路や河川など
で洗わないようにしましょう。
 





●農林水産省「農薬の適正な使用について」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBWHNLVHLLQGH[KWPO

関連法令等
●農薬を使用するものが遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「農薬適正使用に係る対応の強化について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号
農林水産省消費･安全局長、生産局長、経営局長連名通知）

●「水田において使用される農薬における止水期間の遵守の徹底について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）
− 31 −

農薬による環境負荷の低減対策

 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
農薬による人の健康、生物の多様性や水系などの周辺環境に対する影響を考慮し、
農薬の使用機会そのものを低減することが求められています。
総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を取り入れ、農薬による病害虫・雑草の防除を
行う前に、作物の栽培方法全体を見渡し、病害虫などが発生しにくい栽培環境を作り
ましょう。



実践項目

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を取り入れる。

米麦野
果花

（１）害虫のほ場への飛び込みを防止するため、ほ場周辺の雑草を防除するとともに、
ハウスの場合は、開口部に防虫ネットを展張しましょう。
（２）水田の取り置き苗や施設内の観賞用鉢花など、栽培対象外の植物は、病害虫の
発生源になる可能性もあるので、処分しましょう。
（３）土壌病害やセンチュウなどの発生が懸念されるほ場では、土壌消毒を実施した
り、輪作体系を導入しましょう。
（４）イネいもち病などの常発地域や特定の病害が発生しやすいほ場では、抵抗性品
種を選定しましょう。
（５）苗の適正管理により、健全苗を育成し、病害発生を防ぎましょう。


【○】ハウス開口部への防虫ネットの設置

写真出典：長野県

●長野県 ,30 実践指標について
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RNDQN\RLSPKWPO
関連法令等
●「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）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
病害虫・雑草の防除は、被害が生じると判断される場合に行うことが基本です。
病害虫などの発生状況を把握して防除の必要性を判断しましょう。


実践項目

 病害虫防除の実施にあたっては、発生予察情報やほ場の観察から
防除の実施を決定する。

米麦野
果花

（１）ほ場内の観察、トラップや粘着板の設置により、病害虫の発生状況を把握し、
防除適期を逃さないように注意しましょう。
（２）長野県病害虫防除所が発表する発生予察情報やＪＡ、農業改良普及センター等
の指導機関から防除情報を入手し、防除タイミングを判断しましょう。 







【○】粘着板の設置による発生予察  【○】肥料袋を再利用したトラップの例




写真出典：長野県

●長野県病害虫防除所「病害虫発生予察情報」
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSERMRMRKRE\RJDLFKX\RVDWVXKWPO

関連法令等
●「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）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
− 33 −

農薬による環境負荷の低減対策

 農薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
病害虫・雑草の防除が必要と判断された場合には、農薬や他の防除方法を適切に組
み合わせるなど、効果的・効率的に防除を行いましょう。

実践項目

化学合成農薬以外の防除技術を取り入れる。

米麦野

果花
化学合成農薬に依存しすぎることは、生態系に影響を及ぼす可能性があるため、生物
的防除、化学的防除、物理的防除を組み合わせて防除することが必要です。
【生物的防除】
① 天敵の放飼、天敵が生存しやすい環境の整備
② 生物農薬の使用
③ 除草用動物（アイガモなど）の利用
【化学的防除】
① 性フェロモン剤などによる害虫の交信攪乱・誘殺 生物農薬・チリカブリダニ
② 非散布型農薬（ピリプロキシフェン剤など）の使用
【物理的防除】
① 除草用機械の利用
② べたがけ栽培、雨よけ栽培、トンネル栽培などによる病害虫の予防
③ 太陽熱や熱水を利用した土壌中の病害虫・雑草種子の防除
④ 寒冷紗、防虫ネット、袋かけなどによる害虫の侵入防止
⑤ 遮光性が高いマルチ栽培による雑草の抑制
⑥ 黄色灯による夜蛾類の侵入・産卵の抑制

薬剤抵抗性を考慮した薬剤選択に努める。

米麦野
果花

薬剤の特性が同じ農薬の連用を避け、病害虫等の化学合成農薬に対する抵抗性発達
や耐性菌発現の回避に努めましょう。


写真出典：農業ナビゲーション研究所

●長野県 ,30 実践指標について
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RNDQN\RLSPKWPO

関連法令等
●「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）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 農薬散布時における周辺住民への影響回避

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農薬は適正に使用されていない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐
れがあります。
住宅地に近接する農地において農薬を使用する際は、周辺住民や子ども等の健康被
害が生じないようにするため、農薬飛散防止対策をとらなければなりません。

実践項目

栽培基準、防除基準などを確認し適切に防除する。

米麦野
果花

（１）農薬は、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に散布をするのではなく、
病害虫の早期発見に努め、発生状況に応じて栽培基準、防除基準に記載されている
農薬により適切に防除しましょう。
（２）病害虫に強い作物や品種の選定、病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり、
人手による害虫の捕殺、防虫網の活用などにより、農薬の使用回数及び量を削減し
ましょう。

農薬の散布にあたっては、周辺住民等へ影響がないように注意する。 米麦野
果花
（１）農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日
や時間帯を選び、風向き、ノズルの向きなどに注意するとともに、粒剤などの飛散
が少ない剤型の農薬を使用したり、飛散を抑制するノズルを使用するなど、農薬の
飛散防止に最大限配慮しましょう。
（２）農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、
使用農薬の種類について、十分な周知に努めましょう。
特に、農薬散布区域の近隣に学校、通学路などがある場合には、学校や保護者な
どへの周知を図り、農薬散布の時間帯を最大限配慮しましょう。

●農林水産省「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBGULIW
●環境省「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」
KWWSZZZHQYJRMSZDWHUQR\DNXKLVDQBULVNOHDIOHWKWPO
関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「住宅地等における使用について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号、環水大土
発第  号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 土壌くん蒸剤等使用時の揮散防止対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌くん蒸剤を使用するときは、表示された使用上の注意事項に従うとともに、薬剤
が揮散して周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、被覆を完全に行うなど
の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。


実践項目

 土壌くん蒸剤等の使用にあたっては、周辺へ影響を及ぼさないよう 野果花
適切な揮散防止対策を実施する。
（１）農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、防護マスク等の防護装備
の着用、施用直後のビニール等での被覆等を確実に実施しましょう。特に、クロル
ピクリン剤については、使用場所、周辺の状況に十分配慮して防除を行う必要があ
ります。
（２）薬剤使用時の土壌条件（水分含量、深さ、地温等）は、農薬のラベルに示され
ている注意事項に従いましょう。
（３）ビニールハウスをはじめとする施設等の中においてクロルピクリン剤等の土壌
くん蒸剤を使用する場合は、下記事項に注意が必要です。
 ①施設内での施用作業中は、出入口、天窓、側窓等を開け通気を行う。
 ②作業後は直ちに密閉し、臭気が残っている期間は施設内に入らない。
 ③くん蒸後のハウス内に入る場合には、臭気が無くなったことを確認してから十
分換気した後に入室する。
（４）土壌消毒終了後は、耕うんし、土壌中に残っているガスを除去します。





クロルピクリン工業会「クロルピクリンの安全で適正な取扱い」
 KWWSZZZFKORURSLFULQMSIPDQ]HQKWPO

関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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肥料による環境負荷の低減対策

 土壌診断結果や施肥基準等に則した施肥の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
肥料の過剰な施用は、過繁茂や生育障害による収量・品質の低下だけではなく、
生産コストの増加、地下水汚染や河川への流出など環境への負荷にもつながります。
土壌診断を実施してほ場の土壌条件を把握し、適正な施肥の実践に努めましょう。



実践項目

施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行う。

米麦野
果花

栽培ほ場単位に土壌診断を実施し、ほ場の土壌条件を把握し、
「土づくりガイドブッ
ク」や地域の施肥基準を参考に適正な施肥の実践に努めましょう。また局所施肥技術
や肥効調節型肥料等の環境負荷軽減につながる施肥法に積極的に取り組みましょう。

汚泥肥料を連用する場合は、重金属に関する土壌分析を実施する。 米麦野
果花
（１）汚泥肥料等については、使用方法によっては銅や亜鉛等重金属の蓄積による農
地への負荷が懸念されるため、
「有機物資材適正施用ガイドライン」を参考に施肥を
行いましょう。
（２）農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に掛かる管理基準として「土壌（乾
土）１NJ につき亜鉛 PJ」が定められています。汚泥肥料を連用する場合は、こ
れを超えないよう定期的な土壌診断によりほ場管理を行いましょう。



●長野県「有機物資材適正施用ガイドライン」のついて
 KWWSVZZZSUHIQDJDQROJMSQRJL\XNLVKLWVXVKL]DLKWPO
●長野県「信州の環境にやさしい農産物認証制度」
 KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RVHGRKWPO

関連法令等
●地力増進基本指針（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●「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）

●「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について」
 （昭和  年  月  日付け環水土  号環境庁水質保全局長通知）
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肥料による環境負荷の低減対策

 水田代かき後の濁水流出防止対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


水田は連作が可能な優れた農耕地で、作土層は肥沃な土壌です。水田から表土が流出
することは肥沃な土壌を失うばかりでなく、肥料分を多く含んだ濁水の河川への流入は、
水系の富栄養化など生態系に深刻な影響を及ぼします。
環境と調和の取れた農業生産活動をすすめるため、水田代かき後の濁水を流失させな
いようにしましょう。




実践項目

水田代かき後や除草剤散布後は止水管理をする。

米

（１）あぜ塗り・あぜシートを利用し、濁水の流出を防止するとともに、不要な入水
や排水をしなくて済むような水管理のしやすい水田としましょう。
（２）代かきは浅水で行い、強制排水は行わないようにしましょう。

田面水に過剰に肥料分が溶出しない施肥を行う。

米

（１）短期間に多量の養分が溶出しない肥効調節型肥料を利用しましょう。
（２）側条施肥田植えにより肥料成分の溶出を防ぎ、肥料の低減も図りましょう。
（３）土壌診断結果等を活かし、必要以上の肥料を施用しないようにしましょう。








環境保全型農業の推進に関しては、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「環境保全型農業関連情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQNDQN\RKR]HQBW\SH

関連法令等
●農林水産省「環境と調和の取れた農業生産活動規範（作物の生産）点検活動の手引き
（未定稿）
（平成  年  月版 農林水産省生産局振興課環境保全型農業対策室）

●地力増進基本指針（平成  年  月  日 農林水産省公表）
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土壌の管理

 堆肥等の有機物の施用等による適切な土壌管理の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌を農作物の生育に適した条件に整備し、維持することは、極めて重要な基本技
術です。
堆肥等の有機物は土づくりや化学肥料の削減に欠かせない資材ですが、資材の特性
を理解し、適正量を施用するように努めましょう。

実践項目

 稲わら・麦わらやたい肥等の有機物の適正な施用による土づくりを
行う。

米麦花

 たい肥等の有機物施用や排水対策の実施による土壌の物理性の改善に 野果花
努める。
（１）堆肥等の有機物の施用は、土壌の膨軟性・通気性・保水性・透水性の改善に有
効です。
有機物資材適正施用ガイドラインにより資材の特性を把握し、地域で作成されて
いる施肥基準を参考に栽培する作物に適した施用量を決定しましょう。
（２）堆肥等の有機物自体にも施肥効果があるため、その肥料分を考慮した施肥設計
を心掛けましょう。施肥設計には長野県土壌・施肥診断システム『Ｄｒ大地』
9HU）を活用することで有機物の施用状況も加味した窒素・りん酸・加里の施
肥設計が可能です。


『Ｄｒ大地』 9HU）トップ画面
写真出典：長野県

●長野県「有機物資材適正施用ガイドライン」のついて
 KWWSVZZZSUHIQDJDQROJMSQRJL\XNLVKLWVXVKL]DLKWPO
関連法令等
●家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針
（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●農林水産省 農業技術の基本指針（平成  年改定）
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土壌の管理

 土壌侵食を軽減する対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌は降雨や強風によって侵食を受けることにより、作土層が失われていくことにな
ります。侵食を受けやすいほ場については、野菜等の未作付期間に土壌被覆性のある緑
肥作物を作付しましょう。

実践項目

 傾斜地等では、強い降雨による土壌侵食から、畦畔を保護する対策 米麦
を実施する。
（１）水田においては、植物で被覆するなど、畦畔の管理を行いましょう。
（２）等高線に沿った畝立てを行ったり、侵食により生じた溝は速やかに修復するな
ど、改善策に取り組みましょう。

 必要に応じて、降雨や風などによる土壌侵食を軽減する対策を実施 野花
する。
（１）未作付期間は土壌被覆性のあるエン麦やライ麦などの緑肥作物を作付して、降
雨による流亡や強風による風食から土壌の侵食を防ぎましょう。緑肥は、地域の栽
培基準等を参考に適期播種し、浸食防止効果が期待できる生育量を確保しましょう。
（２）果樹の場合、草生栽培により土壌の浸食を防ぎましょう。
（３）堆肥の施用などによって土壌の透水性改善を図りましょう。
（４）ほ場とほ場の間に、防風垣を設置することも検討しましょう。

【○】春先の風食を防止するために緑肥作物を作付した圃場
関連法令等
●地力増進基本指針（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●「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）
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写真出典：長野県

廃棄物の適正な処理・利用

 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理（法）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理については法令で義務付けられています。
 事業者である「農業者」は、事業活動で発生する廃棄物の減量に努め、発生した廃
棄物の処理を適正に行わなければなりません。

 実践項目
 不用農薬及び空容器は産業廃棄物として適正に処理し、記録をする。 共通
一時的に保管する場合も、適切に分別し保管する。
（１）市町村やＪＡが、定期的に不用農薬や空容器を回収している場合があります。
指定された回収日まで保管を行う際は、適正に分別し、農作物や周辺住民に影響を
及ぼすことがないよう注意する必要があります。
（２）産業廃棄物収集運搬業者に受け渡す場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
 
を運搬業者に渡し、返送される管理票により、廃棄物が正しく処理されているかを
確認するとともに、管理票を５年間保存しておかなければなりません。

 マルチ、ビニール、育苗箱等の廃プラは産業廃棄物として適正に処 共通
理し、記録をする。一時的に保管する場合も適切に分別し保管する。
使用済みの廃プラスチックについては、ＪＡや廃プラスチック類適正処理協議会、
市町村等が指定する回収日まで適正に保管し、処理手続きを行う必要があります。
 
 養液栽培では培養液を回収して再調整し、これを循環利用すること 野花
により廃液の排出量を最大限低減させる。
養液栽培で使用された養液が排液として河川・湖沼に流入すると環境汚染につなが
るので、排液量を極力減らす栽培管理が望まれます。養液の更新時や栽培終了時には
排液中の無機成分をできるだけ少なくするほか、土耕栽培の作物の液肥に利用するな
どにより、環境負荷を減らすとともに、生産コストの抑制を図ることが望まれます。








【×】農薬の空き容器が野ざらしになっている例
写真出典：農業ナビゲーション研究所

関連法令等
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和  年  月  日法律第  号）
●「環境と調和のとれた農業活動規範について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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廃棄物の適正な処理・利用

 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
 

農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却は、原則として法律で禁止されています。
 廃棄物の発生をできるだけ少なくすることは、廃棄物の管理や取扱い、処理におい
ての時間と経費の節約になるだけでなく、環境に対する負荷を軽減することにつなが
ります。

実践項目

 不用農薬及び空容器は産業廃棄物として排出し、処理記録をする。 共通
一時的に保管する場合も、適切に分別し保管する。
 マルチ、ビニール、育苗箱等の廃プラは産業廃棄物として排出し、 共通
処理記録をする。一時的に保管する場合も適切に分別し保管する。
廃ビニール等の野焼きは、煙や悪臭が近隣住民の迷惑になるばかりでなく、法律で
禁止されています。産業廃棄物としての適正な保管管理と処分を行いましょう。
 
 稲わらや作物残渣等は堆肥化などのリサイクルに努める。

共通

収穫残渣をたい肥や飼料として利用するなど適正な処理を行う。

共通

（１）農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は規制の例外
とされていますが、堆肥化などにより、できるだけ有効に農地へ還元していきまし
ょう。
（２）家畜の飼料、畜舎の敷料等の用途への利用を検討しましょう。






作物残渣等の有機物のリサイクルの実施に関しては、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「環境と調和のとれた農業生産活動規範 農業環境規範 」の策定につい
て
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQNDQN\RKR]HQBW\SHKBNLKDQLQGH[KWPO

関連法令等
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和  年  月  日法律第  号）
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和  年  月  日政令第  号）
●悪臭防止法（昭和  年  月  日法律第  号）
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エネルギーの節減対策

 不必要・非効率なエネルギー消費の節減

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

農作物の生産活動といえども、化石燃料や電力を消費すれば温室効果ガスである二酸
化炭素が発生します。それぞれの営農条件において二酸化炭素の排出抑制に取り組むこ
とが大切です。
 また、施設・機械等の使用にあたっては、不必要・非効率なエネルギー消費を節減
することが求められます。

実践項目

施設・機械等でのエネルギーの使用に際しては、常に節減に取り組む。
共通
電気配線等の点検を行い、適正な利用に努める。
（１）非効率なエネルギーの消費を避けるため、エネルギーを多く使用する施設・機

械については、定期的な清掃・点検整備を行うとともに破損箇所は補修しましょう。
電気系統の事故や、漏電防止にもつながります。
（２）機械の運転日程の調整や作業工程の管理により、効率的な機械の運転を行いま
しょう。

リターナブルコンテナの使用など、ゴミの減量に向けた取組を行う。 野果花
出荷用ダンボールの代わりにリターナブルコンテナ等を用いることは、流通コスト
の削減や省資源効果にもつながります。出荷先に応じて積極的に取り組みましょう。
ゴミの減量化は生産者サイド、流通サイドにとって共通の課題でもあります。

 ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど
野果花
省エネ対策に取り組む。
変温管理など効果的・効率的なハウスの温度管理を導入するほか、循環扇の利用や
多層被覆栽培等燃料の節約につながる取り組みを行いましょう。
また、施設・機械の更新にあたっては、必要とする機能や能力を満たす条件の中で、
できるだけエネルギー効率の良い方を選びましょう。
      







  【○】農機具の定期的な点検  【○】循環扇の設置によるハウスの省エネ対策 
写真出典：（左）農業ナビゲーション研究所、（右）長野県
 
●農林水産省「農業機械の省エネ利用マニュアル平成  年度数値化改訂版」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDSGIQRXNLBPDQXDOSGI
関係法令等
●「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）
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特定外来生物の適正利用

 セイヨウオオマルハナバチの飼養許可取得・適切な飼養（法） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
セイヨウオオマルハナバチは、平成  年９月１日、「特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律」
（外来生物法）に基づく“特定外来生物”に指定され、
原則として、本種の飼養、運搬、保管等が禁止されました。
 ただし、トマトの授粉など農業に利用する場合には、外来生物法に基づく飼養等許可
を受けることで、使用することができます
飼養する場合は環境省の許可を取得し、法令上で義務付けられた飼養方法に基づき
適切に管理するほか、在来種のクロマルハナバチの導入も積極的に検討しましょう。
実践項目

 作物の授粉にセイヨウオオマルハナバチを使用する場合は、環境省
の許可を取得し、逸出防止等の対策を実施する。

野

（１）ハウスの開口部へのネット展張、出入り口の二重構造など逸出防止措置が取ら
れている施設であれば飼養許可を得た上で飼養が可能です。
（２）施設には許可証のコピーなど許可を受けた標識を掲示しましょう。
（３）飼養する必要がなくなったときは、確実に殺処分してください。

セイヨウオオマルハナバチ

【○】ハウスへの許可証の掲示
写真出典：光畑雅宏氏

●環境省「セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可の申請を行う方へ」
KWWSVZZZHQYJRMSQDWXUHLQWURODZVKL\RXPDUXKDQDKWPO
関連法令等
●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
（平成  年  月  日法律第  号）

●環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準 を定める細目等
（平成  年環境省告示第  号）
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危険作業等の把握

 農業生産活動における危険な作業等の把握

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 農作業による事故を防ぎ、労働の安全を確保することは、農業生産と農業経営の安
定を図るために、基本的かつ重要な事項です。農作業事故を起こさないためには、日
頃から危険を伴う作業や作業手順について、把握しておきましょう。

 実践項目
作業手順、作業環境や危険箇所について、日頃から確認しておく。
共通
機械を使用して農作業を行う場合、ほ場の傾斜等の状況によっては作業に危険が伴
うことがあります。
①事故の危険性がある農作業や場所をあらかじめリストアップしておき、注意する
よう作業者全員に周知しておきましょう。
②ほ場の出入口は、機械を搬入出する際に危険がないよう傾斜を緩くし、幅も十分
持たせて軟弱な部分は補強しましょう。
③挟まれ事故の起きる可能性のあるほ場や場所をチェックしておき、そこでは機械
と樹や柱等との間隔を十分にとって作業をし、可能であれば改善をしましょう。

共通
 作業を受委託する場合は、注意事項の伝達を十分行い、事故防止に
努める。
農作業の受委託の場合、作業を請け負う者（受託者）は、ほ場の危険箇所を知らな
い場合もあるため、思わぬ事故につながるケースも想定されます。ほ場の危険な箇所、
危険を伴う作業については、受託者に十分伝えましょう。
 
大勢で機械を使って作業を行う際は、作業者間の意志疎通を図る。
共通
作業時の激しい騒音は、作業者間の連絡や警報の認知を妨げ、事故につながる原因
となります。機械を使用して大勢で作業を行う場合は、作業の危険性を全員が認知し
あらかじめ合図を定めたり、作業者間の距離を十分保つ等して、事故の防止に努めま
しょう。

万が一の事故に備えた体制整備と応急処置を身に付けておく。
共通
突発的に事故が起きると、一時的に混乱状態に陥るおそれがあるため、事前に緊急
事態に備えた連絡体制を整えておくことが重要です。事象によっては、迅速で適切な
応急処置ができるかが怪我等の回復には重要となるので、応急処置法を身に付けて置
くことも大切です。

●農林水産省「農作業安全対策」
●農林水産省「防ごう！農作業安全地域活動マニュアル」
 KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDDQ]HQPDQXDOKWPO
関連法令等 
●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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農作業従事者の制限

 危険を伴う作業の従事者などに対する制限

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農作業事故を防止するため、飲酒や病気・負傷・疲労などにより正常な作業が困難
な場合は、作業をしないか、作業の内容を制限する必要があります。特に、機械作業、
高所作業、農薬散布作業など危険を伴う作業には従事しないようにしましょう。
また、高齢者、妊産婦、年少者などが行う作業についても、事故防止のため、作業
内容に配慮しましょう。



実践項目

 危険を伴う作業には体調不良者を従事させない。作業者の体調に
応じて作業内容を制限する。

共通

農作業事故を防止するため、次の者は、機械作業、高所作業等危険を伴う作業に従
事しない、又はさせないようにしましょう。また、それ以外の作業であっても、必要
に応じて作業内容を制限しましょう。
①飲酒し、酒気を帯びている者
②薬剤を服用し、作業に支障のある者
③病気、負傷、疲労により、正常な作業ができない者
④妊娠中及び産後１年を経過していない女性
⑤年少者
⑥作業の未熟練者（熟練作業者の指導の下で行う場合は除く）
⑦機械操作や化学物質等を取り扱う作業において、必要な資格を有していない者

定期的に健康診断を行い、作業に支障が無いことを確認する。

共通

管理者は、定期的な健康診断を作業者に受けさせ、日頃から健康管理に努めましょ
う。健康状態によっては、作業を休むか、作業の手順分担を見直しましょう。
 
余裕を持った作業計画を立てる。

共通

一日の作業時間が８時間を超えないように努めるとともに、疲労が蓄積しないよう
定期的に休憩を取るようにしましょう。
また、気象条件やほ場条件などにより、作業が順調に進まないと無理が生じ、結果
的に事故の要因となる可能性もあることから、余裕をもって無理のない作業計画を立
てましょう。

関連法令等
●「農業作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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服装及び保護具の着用等

 安全に作業を行うための服装や保護具の着用

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


農作業事故から身を守るためには、作業にあった適切な服装と保護具の着用が必要で
す。短時間で済むから、暑いから、面倒だからといった油断が事故を招きます。
 きちんとした身支度は、安全への第一歩。結果的には能率の良い作業につながります。



実践項目

 農薬を散布する時はマスク、メガネ、手袋、防護服を着用して農薬 共通
の被曝防止対策を行う。
（１）防除器具の点検整備や薬剤の調製時及び散布時には、専用の作業衣とメガネ等
保護具を着用し農薬の種類に適したマスクを使用しましょう。
（２）散布作業後は保護具を清掃し、所定の場所に保管しましょう。マスクの取り替
え式フィルター等は忘れずに交換し、使い捨てマスクの使用は１回とします。農薬
で汚れた作業衣は、他の物とは一緒にせず単独で洗いましょう。

 トラクター・コンバイン・肥料散布等機械作業を行うときは、ヘル 共通
メットを着用し作業着の袖口やズボンの裾を絞り、機械への巻き込み
を防止する。
回転部分のカバーができない機械を使用する場合には、袖口や裾が締った服装をし、
頭髪は短くまとめてヘルメットをかぶり、手ぬぐい等の巻き込まれやすいものを身に
着けないなど、特に注意しましょう。
 
 高所作業や転倒・落下物の危険性のある場所での作業ではヘルメッ 共通
トと滑りにくい靴等を着用し、場合によっては命綱の用意など身の安
全を図る。
（１）高所作業の場合には、ヘルメット、安全帯や命綱等を使用し、靴は滑りにくい
ものにしましょう。
（２）転倒、転落、落下物、飛散物等の危険性がある作業の際には、ヘルメットを着
用し、滑りにくい靴や安全靴、すね当て等適切な履物や保護具を用いましょう。

 飛散物、粉塵、振動が多い中での作業では、メガネや耳栓等保護具 共通
を着用し、身体の各部位の保護を行う。
（１）飛散物や粉塵が発生する作業を行う際には、保護メガネ・防塵メガネ・防塵マ
スクを着用するなど、作業の必要に応じて適切な保護具を使用しましょう。
（２）騒音が生じる作業では、耳栓又はイヤーマフを着用しましょう。
（３）振動の大きい動力刈払機等については、防振手袋を着用しましょう。

●農林水産省「農作業安全対策」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDDQ]HQ
関連法令等
●「農作業安全のための指針について」
（平成年月日付け生産第号農林水産省生産局長通知）
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作業環境への対応

 農作業事故防止のための作業環境改善等の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農作業を安全に快適に行うため、日頃の点検により農作業事故につながる恐れのあ
る箇所の確認と改善を行い、農作業事故の発生防止に努めましょう。
また、農作業を快適に行うための、作業方法の工夫や改善などを図り、労働負担軽
減に向けた取り組みを行いましょう。




実践項目

作業場の整理・整頓・清掃をする。

共通

作業場の作業性・安全性を高めるために、作業環境を整えることが重要であり、作
業場の整理・整頓を行うことが大切です。下記の点にも取り組みましょう。
①日頃から危険性の高い機械作業や作業環境による危険箇所についてチェックを行
い、リスクマップ等を作成することで、作業者間で情報を共有しましょう。
②危険箇所には表示板等を設置するとともに、安全に作業ができるよう改善を行い
農作業事故防止に努めましょう。
③長時間同じ姿勢を続ける作業や重い荷物の運搬を行う時は、作業の工夫や工程の
変更により軽労化を行うとともに、定期的に休息時間を確保しましょう。


危険箇所への適切な対応事例
①ほ場出入口における、傾斜の緩和、幅広化等の実施
②高所における、滑り止め、手すり等の設置、危険な枝の剪定等の実施
③騒音・振動・寒暖の差の激しい場所での、定期的な休憩の実施
④閉鎖空間への閉じ込め防止措置
⑤作業に適した時間の作業、作業時の明るさの確保

出典：農業ナビゲーション研究所



●農林水産省「農作業安全対策」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDDQ]HQ

関連法令等
●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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機械等の導入・点検・整備・管理

 機械、装置、器具等の安全確認、点検・整備

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


 農業機械・装置、器具類は、作業を行う前に必ず点検を行いましょう。
安全装置や防護カバー等の安全装備について確認を行い、もし破損、ゆるみなど異
常が見つかった場合は、調整又は修理をするなど、必要な措置を行いましょう。
農作業における死亡事故の大半は、農業機械を使用していたときに発生しています。
農業機械・装置、器具類の導入時には、性能・作業性・経済性だけでなく、
「安全性」
も考慮した選択を行いましょう。

実践項目 

機械・装置・器具等の定期点検整備をする。
共通
（１）法律に基づく点検は必ず受けましょう。たとえ法律の規定が無くとも、年に 
回、使用開始時又は使用終了時には認定整備施設等で整備しましょう。
（２）機械等は、定期点検時に、指定された定期交換部品を必ず交換しましょう。


 機械・装置・器具等は使用の都度、
共通

清掃及び点検整備をする。
（１）安全に農作業を行うために、人体に危害を 
与えないよう、日頃から農業機械、施設、器具 

類の点検や適正な操作を行いましょう。

（２）機械、装置、器具類を使用する場合には、

必ず事前に安全装置や防護カバー等の安全装備

を含めて点検を行います。また操作、装着の方

法等について確認しておきましょう。機械、器

具及び安全装置等に異常がある場合には、必ず

調整又は整備を受けるなどの必要な措置を行い

ましょう。

（３）作業を行ったときは、運転日誌、点検・整 
備日誌等への記帳を行い、記録に基づいた適正 
な管理を行いましょう。

                     【○】機械の定期的な点検・整備
出典：生物系特定産業技術研究支援センター

●農作業安全情報センター「安全で快適な農作業を目指して」
KWWSZZZQDURDIIUFJRMSRUJEUDLQDQ]HQZHELQGH[KWPO
関連法令等
●「農作業安全のための指針について」
 （平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
●「農作業安全対策の推進について」
 （平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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機械等の利用

 機械、装置、器具等の適正な使用

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

油断や慣れが農作業事故につながります。
機械、装置、器具等を取り扱う際は、必ず取扱説明書どおりに使用しましょう。

実践項目 

施設・機械・器具は使用の都度、清掃及び点検整備をする。
共通
（１）機械等の取扱説明書は使用前に熟読し、不具合を感じたときなど、いつでも確
認できるよう保管します。
（２）脚立や梯子を使用する際に、踏み段にグリース、油、泥、雪、ペンキ等滑りや
すいものが付いている場合は、きれいにふき取って使用しましょう。
  また、ぐらつかない安定した場所に設置しましょう。
（３）作業者に機械の運転を依頼する際は、免許の取得状況について把握するように
努めましょう。

作業機械のトラック等への積み下ろし時は、安全に留意（補助者を 共通
置くなど）する。
（１）緊急時に備えて、家族や作業者全員がエンジンの停止方法、運転操作方法を確
認しておきましょう。
（２）トラック等への積み下ろしの際には、水田車輪や耕うん爪、尾輪等を歩み板や
周囲に引っかけないように注意しましょう。
 
作業機械の点検・清掃時は、動力を止めて行う。
共通
（１）作業機への巻き付き、詰まり等を除去する際には、エンジンを停止し、作業部
の停止を確認した上で行います。
（２）油圧式の昇降部を上げている場合は、時間とともに下がってくることが多いの
で、必ず昇降部落下防止装置を固定にしておきましょう。




●農作業安全情報センター「安全で快適な農作業を目指して」
KWWSZZZQDURDIIUFJRMSRUJEUDLQDQ]HQZHELQGH[KWPO

関連法令等
●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）

●〔農作業安全のための指針参考資料〕「個別農業機械別留意事項」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局生産資材課長通知）
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農薬・燃料等の管理

 農薬の適正な管理（法を含む）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


農薬による汚染は、水産動植物などに危害を与え、かんがい水や飲料水源に影響を
及ぼします。作業者自身も危害を受ける可能性があるほか、土壌の汚染により農作物
が汚染され、それが原因となって人畜に被害を及ぼす可能性もあります。
  農薬は、正しい保管と取扱の手順を守り、適切に管理しなければなりません。

実践項目 

 農薬は鍵のかかる場所に保管し、鍵は管理 共通
担当者を決めて管理する。
（１）盗難や事故防止のため、農薬は鍵のかかる専用の保管
庫や保管室で管理しなければなりません。万が一、盗難や
紛失した場合は、警察署に通報しなければなりません。
（２）鍵の管理は、担当者を決めておき、不特定者が使用で
きないように管理することが必要です。
（３）在庫台帳などの記録管理により、保管量を定期的に把
握して下さい。
（４）農薬保管庫は、できる限り衝撃や火災に耐える素材で
できたものを選択し、直接日光の当たらない冷涼で乾燥し
た場所に設置しましょう。また、保管室などに人が立ち入
る構造の場合には、通気口や換気口などにより通気を確保
しましょう。
（５）農薬保管庫は、農薬が漏出するなどの事故があっても、【○】整理された保管庫
河川・湖沼などを汚染する危険性のないところに設置しま
しょう。床の構造は、農薬が浸透しないことが必要です。

農薬は、肥料資材等と区分して保管する。 共通
医薬用外毒物
（１）農薬保管庫は、飛散による汚染を防ぐため、肥料や農
業資材、農産物と離れた場所で管理する必要があります。
医薬用外劇物
（２）毒物及び劇物を保管する場合は、他のものと区別して
農薬保管庫
保管し「医薬用外毒物」｢医薬用外劇物」の表示が必要です｡
 
【○】保管の際の表示例
農薬散布の判断ができるなど、農薬に関する十分な知識を持った 共通
責任者をおく。
農薬を扱う者は、研修を受けるなどして農薬に関する知識と技能を身につけて下さ
い。
写真出典：農業ナビゲーション研究所

関連法令等
●毒物及び劇物取締法 （昭和  年  月  日法律第  号）
●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知） 
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農薬・燃料等の管理

 燃料・肥料等の適切な管理（法を含む）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
燃料タンクや暖房装置等から、人為的ミスや破損により、燃油等の流出事故が毎年
多数発生しています。これらが河川へ流入すると、農業のみならず水道水や水産業、
生態系にも深刻な被害を与えます。
燃油は適切な保管を行うとともに、万が一流出した場合は直ちに適切な処置を行っ
て、被害を最小限に食い止めなければなりません。
肥料や土壌改良資材には、火気、湿気、衝撃等によって発熱や発火するおそれのあ
るものもありますので、適切に管理しましょう。

実践項目 

燃油は適切に管理する。
共通
容器は適切なものを使用し、専用の場所に保管しましょう。油漏れを想定して燃油
タンク周囲には防油堤を設けておくと流出や地下への浸透が一時的に防げます。また
消火器等を備え、関係者以外の立ち入りも制限しましょう。

暖房や貯蔵施設、配管等の点検を行って、燃油の漏出を防ぐ。 共通
燃油の貯蔵施設では、暖房機を使用しない時期は、全ての燃料配管のバルブを閉じ
て固定しておきましょう。配管設備は腐食等による破損がないか定期的に点検してお
きましょう。また一定時期のみ使用する場合は、使用開始前に必ず試運転を行いまし
ょう。
 
 油が流出した場合は関係機関に連絡するとともに、被害拡大防止 共通
策を講ずる。
（１）万が一油の流出や地下浸透をさせてしまった場合は、最寄りの市町村または地
域振興局へ連絡しましょう。


（２）新聞紙や布で吸い取る等でできる限り回収に努め、手近にある砂で堰を設けた
り、排水溝を塞ぐ等の流出防止策も講じましょう。
（３）水で洗うと余計に被害が拡大しますので、決して水で洗い流すことのないよう
にしましょう。

肥料や土壌改良のための資材は、保管の場所・方法に注意する。 米麦野
果花
（１）生石灰等湿気で発熱の恐れのある資材は、風雨にさらされない場所で保管しま
しょう。
（２）硝酸アンモニウム等爆発物の原料となる肥料は、鍵のかかる施設に保管し盗難
に留意するとともに盗まれた場合は、直ちに最寄りの警察署へ連絡しましょう。
また、これらの肥料や資材の近くでは火気厳禁とし、静電気の発生しやすい服装
は避けましょう。
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灯油等のホームタンクを設置して
いる場合の注意点
①タンクから灯油を小分けする際
は、その場を離れない
②タンクや配管に傷みがないか、油
量が急激に減っていないか、こま
めに確認
③タンクには灯油の流出を防ぐ「防
油堤」を設置
④タンクや灯油の配管は、積雪の重
みや、雪かきの際の衝撃による破
損にも十分注意
【○】灯油ホームタンクの設置例

出典：長野県


●長野県環境部「水質汚濁事故を防止しましょう」
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSPL]XWDLNLNXUDVKLVKL]HQVXLVKLWVXRGDNXLQGH
[KWPO



関連法令等
●「水質汚濁防止法」（昭和  年  月  日法律第  号）
●「消防法」（昭和  年  月  日法律第  号）
●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知） 
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事故後の備え

 事故後の農業生産継続に向けた保険加入（法を含む） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
 

労災保険は、雇用労働者の業務災害時の補償を目的とする公的保険です。農業者も
一定の要件を満たしていれば特別加入制度で加入できます。経営を維持し、家族の生
活を守るため、万が一に備え、労働者災害補償保険（労災保険）に加入しましょう。
労働者が業務上負傷し、又は疾病に罹った場合は、使用者はその費用で必要な療養
を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。

実践項目 

労働保険に加入する。
共通
（１）ケガや事故に備え、労災等への加入を行いましょう。
（２）労災保険については、労働者の業務上や通勤途上の災害によるケガや病気を対
象とする制度であり、原則として一人でも労働者を使用する事業は、雇用労働者の
加入手続きを行う必要があります。
ただし、常時５人未満の労働者を使用する個人経営の農林、水産業の事業（特別
加入者が行う農業の事業を除く。）の一部については、労災保険への加入は任意と
なります。

作業者に事故･病気等が起きた場合を想定し、緊急時の連絡手順を 共通
確認する。
緊急対応についてのマニュアルや緊急時の連絡先一覧を作成する。 共通
（１）事故や病気が起きた際にスムーズに対応できるよう、病院の連絡先や、組織内
での緊急連絡手順を確認し、また施設内に掲示したり、作業者が携帯するなどして、
作業者間での共有を図りましょう。
（２）労働災害、生産物や製品事故等が発生した場合を想定した危機管理のための対
応マニュアルや、緊急連絡先のリスト、連絡網などを作成することも重要です。

労災保険の特別加入に関しては、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「農作業安全対策」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDDQ]HQLQGH[KWPO

関連法令等
●「労働者災害補償保険法」（昭和  年  月  日法律第  号）
●「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」
（昭和  年  月  日法律第  号）
●「出入国管理及び難民認定法」
（昭和  年  月  日政令第  号）
●「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
（平成  年  月  日法務省令第  号）

●「農作業安全のための指針について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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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

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

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。

実践項目 

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〕

作成日（
）

番号
ほ場名称
面積
所在地（地番）
貸借（権利者） 土性
備考






〔ほ場位置図の参考様式〕
作成日（
）

番号

ほ場名称

面積

作付品目
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ほ場地図

情報の記録・保管

 農薬・肥料の使用内容を記録・確認し、保存

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


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。

実践項目 

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 共通
する。
（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。 米麦野
施した作物の生育状況なども記録しておく。
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。
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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）
散布量
散布面積
散布日
薬剤名 対象病害虫名 希釈倍数
○月□日
○×水和剤 ○○病
△△△倍
××ℓ
□□D
○月○日
△月□日
△△乳剤 △△△ムシ
△△倍
△△ℓ
△△D
△月○日

















































●農林水産省「農薬コーナー」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXLQGH[KWPO
●農林水産省「環境保全型農業関連情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQNDQN\RKR]HQBW\SHLQGH[KWPO

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）
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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

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

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。
 

実践項目 

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
共通
保存を行う。
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〕

在庫管理
区分
薬剤名
容量／剤型

容量
日付
㻡㻛㻝
㻡㻛㻝㻜
㻛
㻛
㻛
商品名： ○×粒剤
３kg

入庫
㻝㻜
㻝 殺虫剤 成分名： △△△△
剤型
出庫
㻝

農水省登録番号： 0123
粒剤
在庫
㻝㻜
㻥

日付
㻛
㻛
㻛
㻛
㻛
容量
商品名：
入庫
㻞
成分名：
出庫
剤型
農水省登録番号：

在庫
容量
日付
㻛
㻛
㻛
㻛
㻛

商品名：
入庫
成分名：
㻟
剤型
出庫
農水省登録番号：
在庫

容量
日付
㻛
㻛
㻛
㻛
㻛
商品名：

入庫
㻠
成分名：
剤型
出庫

農水省登録番号：
在庫


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）
− 58 −

情報の記録・保管

 農産物の出荷に関する記録の保存

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

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。

実践項目 

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。



●農林水産省「トレーサビリティ関係」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQVHLVDNXWUDFH

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）
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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） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

「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。
 
実践項目 

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
米
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
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。
（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。

●農林水産省「トレーサビリティ関係」
 KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQVHLVDNXWUDFH
●農林水産省「米トレーサビリティ法の概要」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQNHLNDNXNRPHBWRUHVDLQGH[KWPO
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）
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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） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
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。
 
実践項目 

 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
（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。
（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」
KWWSZZZPDIIJRMSMV\RXDQNHLNDNX]\XQV\XLQGH[KWPO
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
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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

 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

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。

実践項目 

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 共通
関する知識や情報の収集に努める。
（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」
KWWSZZZKLQVKXPDIIJRMS
●農林水産省「知的財産関係テキスト、指針」
KWWSZZZPDIIJRMSMNDQERWL]DLEUDQGEBGDWDLQGH[KWPO
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」
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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

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

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。

実践項目 

 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 共通
基に点検項目等を策定する。
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 共通
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。
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 共通
 する。
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） 共通
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。
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（*$3）とは」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQJL]\XWXJDSJBVXPPDU\LQGH[KWPO

関連法令等
●農林水産省 農業技術の基本指針（平成  年改定）
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長野県ＧＡＰ

生産者確認表
農林水産省「農業生産工程管理 ＧＡＰ の共通基盤
   に関するガイドライン」準拠

ステップ１

長野県適正農業規範などを活用し、食品安全、環境保全、労働安全に関わる法
令や、農業生産活動が環境に負荷を与えていること、農作業の危険性について
認識し、なぜ適正な、より良い農業に取り組む必要があるのか、現在の農業生
産活動をどのように改善すればよいのか理解する。
ステップ２

現状の農業生産活動が、
「適正」なものとなっているか、長野県ＧＡＰ生産者確
認表を活用して確認する。
ステップ３

確認の結果、
「適正」でない部分について改善活動を実践する。
「できていない事項があるが、どう改善すればよいかわからない･･･」
「なぜ取り組まなければいけないのかわからない･･･」
→長野県適正農業規範による必要性や改善方法の再確認や、指導機関に直接相談
するなどして農業生産活動の改善を検討し、次回の作業に活かしていく。

・改善の積み重ねにより、より良い農業生産活動を目指しましょう。
・改善の取り組みを共有しながら、産地全体の信頼性を高めましょう。
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長野県ＧＡＰ

生産者確認表
農林水産省「農業生産工程管理 ＧＡＰ の共通基盤
   に関するガイドライン」準拠

ステップ１

長野県適正農業規範などを活用し、食品安全、環境保全、労働安全に関わる法
令や、農業生産活動が環境に負荷を与えていること、農作業の危険性について
認識し、なぜ適正な、より良い農業に取り組む必要があるのか、現在の農業生
産活動をどのように改善すればよいのか理解する。
ステップ２

現状の農業生産活動が、
「適正」なものとなっているか、長野県ＧＡＰ生産者確
認表を活用して確認する。
ステップ３

確認の結果、「適正」でない部分について改善活動を実践する。
「できていない事項があるが、どう改善すればよいかわからない･･･」
「なぜ取り組まなければいけないのかわからない･･･」
→長野県適正農業規範による必要性や改善方法の再確認や、指導機関に直接相談
するなどして農業生産活動の改善を検討し、次回の作業に活かしていく。

・改善の積み重ねにより、より良い農業生産活動を目指しましょう。
・改善の取り組みを共有しながら、産地全体の信頼性を高めましょう。




（内容に関する問い合わせ先）
  長野県農政部農業技術課環境農業係     ０２６－２３５－７２２２
  ＪＡ長野県営農センター農業振興グループ  ０２６－２３６－２０２０
 （長野県ＧＡＰに関する情報）
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RKLU\RJDSJDSKWPO
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長野県 GAP 生産者確認表の構成
確認項目の内容を詳しく知りたい場合は、①長野県適正農業規範、②長野県ＧＡＰ基準、
③農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン（指針）をご覧下さい。
【①長野県適正農業規範】
「なぜＧＡＰに取り組むのか」
「適正な農業生産活動ができていなければ、どう改善すればよいのか」を示し、適正な
農業のあるべき姿をまとめたものが「長野県適正農業規範」です。
規範の中では、適正な農業生産のために行うべき事項についての必要性、農業生産活動の改善方法に関する解説を行
い、また関係法令などについても掲載しています。
長野県適正農業規範


ほ場管理の確認と衛生管理

～“持続的な農業生産”に向けた、
食品安全、環境保全、労働安全のための指針～


１ ほ場やその周辺環境､廃棄物､資材等からの汚染防止 食 環 労 管
 

農作物の汚染を防ぐため、ほ場やその周辺環境に有害生物・有害化学物質等の汚染
源がないかどうか確認しましょう。
 また、廃棄物や資材等からの汚染の可能性も考慮して、適切な対策をとりましょう。 県規範 No.の数字は


長野県適正農業規範

長野県ＧＡＰ推進会議

の No.を表記

長野県ＧＡＰ生産者確認表（野菜）
(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

（栽培品目：

区分 番号

○：出来ている

△：改善の必要あり

×：出来ていない
備考

確認 月日



ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

△



農業用水が汚れていないか、確認していますか
収穫物の洗浄水は、飲用に適する水を使用していますか
記入例を記載、



作業場などの施設は、作業や衛生管理に適した構造になっていますか（排水、照明、
通風など）
確認欄へは、
【○：出来ている △：改善の必要あり
×：出来ていない



施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか



堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか



堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか



不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか



－：該当なし】

県 規 範 No

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo









一部作物残さ有

－：該当なし】

のいづれかを、月日欄へはチェックした月日を記入します。

















ガイドライン No.の数

項目をチェックするだけでなく、「△」、「×」がついた項目については、備考欄へチェッ

字は農業生産工程管理


ク時の状況を記入し、改善に向けた取り組みにつなげます。

①

作
付

前
に

確
認
す

①作付前 る
項

目
②栽培管理作業中

の３つに区分

【確認欄

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

記入例１

③該当する場合

）

確認項目



（GAP）の共通基盤に




関するガイドラインの
No.を表記

作物の残さは、堆肥化してほ場に還元するなど、有効活用していますか



ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか



















ページ




ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置し ないなどの管理をしていますか

【③農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン】
危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農薬や肥料の使用、土壌の管理、危険な作業の把握など、食品安全、環境保全及び労働


安全に関する工程管理の内容と、工程管理の手法（(1)計画、(2)実践、(3)点検・評価、
農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか


農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
(4)見直し・改善）の実践において、特に奨励すべき事項を提示しています。
農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか



農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

１ 食品安全を主な目的とする取組



種苗の生産履歴は明らかですか



圃場台帳を整備していますか



ほ場環境の確認と
農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子や苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、培土など）



栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか
※http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/



農産物の出荷に関する記録を一定期間保管していますか

区分
衛生管理

番号




取組事項
ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃



棄物、資材等からの汚染防止

参照













【②長野県ＧＡＰ基準】
食品安全、環境保全、労働安全の視点から、農業生産活動が適正なものであるかどうか点検・確認するための判断基準となるもので、
農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドラインで示されている取組例を詳細に記載しています。
野菜
区分

■ 長野県ＧＡＰ基準（農林水産省「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」完全準拠）
県
番号 規
範

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

取組事項

ＧＡＰの共通基盤に関するガイドラインで示されている取組例

１ 食品安全を主な目的とする取組

ほ場環境の
確認と衛生
管理

㻝

㻝

㻝

ほ場やその周辺環境（土壌や汚水等）、廃棄物、資材等からの汚染防止
【農作物の汚染を防止し、衛生管理につなげます】

1.ほ場の過去の使用履歴や周辺環境を把握し、有害物質による土壌汚染がないか確認する。
2.ほ場及び水源へ動物の侵入がないか確認する。
3.堆肥置き場から染み出した汁液などが、ほ場へ流入していないか確認する。
4.廃棄物や資材などが適切に管理されているか確認する。 など

− 66 −

評価・改善事項・コメント等
【○：出来ている △：改善の必要あり ×：出来ていない －：該当なし】

− 67 −

確認項目

①
作
付
前
に
確
認
す
る
項
目







施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか

堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか

堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか

施用した農薬が、水田から流出しないように努めていますか

不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか

稲わらなどを有効活用していますか



























燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか

ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置しないなどの管理をしていますか

危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか

農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか
農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

種苗の生産履歴は明らかですか

圃場台帳を整備していますか

農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子や苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、培土など）

栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか

米の出荷に関する記録を一定期間保管していますか

用途限定米・食用不適米は、きちんと区分して取り扱っていますか



























番号
△

確認


月日

確認欄㻌 㻌○：出来ている㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 △：改善の必要あり㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ×：出来ていない㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 －：該当なし㻌

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

）



記入例１ ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

区分 番号

（栽培品種：

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン(米)

※県規範：長野県適正農業規範

※ガイドライン：農林水産省

(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

長野県ＧＡＰ生産者確認表（米）

一部作物残さ有

備考

生産者氏名：

ＮＯ．

確認者

提出日

月

日
印













































































県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

年

− 68 −

③
該
当
す
る
場
合
確
認
す
る
項
目

区分

②
栽
培
管
理
作
業
中
に
確
認
す
る
項
目

区分



農薬散布の際、マスク・メガネ・手袋・防護服などを着用していますか
刈払い機による除草の際は、飛散物から目を保護するため、防護メガネなど安全保護具を使用していますか
トラクターなどを運転する際は、ヘルメットを装着していますか



㻞


㻠


㻢


農作業中の事故の発生などに備えて、各種保険に加入していますか

土壌の侵食を受けやすいほ場では、侵食を軽減する対策を行っていますか

大規模な乾燥調整・貯留施設において、管理者とオペレーターの責任分担は決まっていますか

出荷物にブランド名などをつけて販売する際は、商標登録に注意していますか
育成した品種・開発した技術・ブランド名などは、知的財産権を取得していますか

水稲育苗後のハウスで他の作物を栽培する場合には、育苗箱から農薬がこぼれないようていねいに処理をしていますか



㻠



㻢





番号

住宅地や人通りの多い道路に近いほ場で農薬を使用する際は、周辺住民などに影響がないよう配慮していますか

カドミウムなどの有害物質による土壌汚染等がないことを確認していますか

確認項目

㻞



番号





化学合成農薬に代わる防除対策を積極的に導入していますか（温湯種子消毒利用など）



使用した肥料や農薬の記録を行い、一定期間保存していますか



農薬散布の際は、必要な散布量に調合し、農薬は使い切っていますか
残った薬液は適切に処理していますか







収穫・乾燥調整時は、異物や異品種の混入防止に努めていますか







農産物の品質低下を防ぐ工夫をしていますか



施設・機械・器具の清掃や点検整備をしていますか
農業用機械の取扱説明書はよく読み、きちんと保存していますか



健康管理を十分に行い、体調がすぐれない時は作業は控えていますか









農薬散布の際は、隣接作物へ農薬が飛散しないよう、十分注意していますか
（具体例：強風時には散布を行わない、飛散防止用ノズルへの交換、周辺ほ場の作付情報を常に把握する、など）



代かき後などの濁った水が、ほ場外へ流れないようにしていますか



農薬散布に使用する器具類は、使用のたびにしっかり点検していますか
使用後は、散布器具・薬液タンク・ホースの洗浄を十分行っていますか







番号

農薬は、容器のラベルに書かれている登録内容や、最新の登録情報を確認して使用していますか

確認項目



番号

確認

確認

月日

月日

備考

備考





























ー























県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

























県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

− 69 −













ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置しないなどの管理をしていますか

危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか

農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか
農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

種子の生産履歴は明らかですか

圃場台帳を整備していますか

農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬など）

栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか

麦の出荷に関する記録を一定期間保管していますか



















麦わらなどを有効活用していますか







不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか







堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか



燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか



堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか







施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか



①
作
付
前
に
確
認
す
る
項
目



ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

番号
△

確認


月日

確認欄㻌 㻌○：出来ている㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 △：改善の必要あ
り㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ×：出来ていない㻌



）

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

確認項目

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン(麦)

（栽培品種：

記入例１

区分 番号

※県規範：長野県適正農業規範

※ガイドライン：農林水産省

(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

長野県ＧＡＰ生産者確認表（麦）

一部作物残さ有

備考

生産者氏名：

ＮＯ．

確認者

提出日

月

日
印





































































県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

年
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③
該
当
す
る
場
合
確
認
す
る
項
目

区分

②
栽
培
管
理
作
業
中
に
確
認
す
る
項
目

区分



農薬散布の際、マスク・メガネ・手袋・防護服などを着用していますか
刈払い機による除草の際は、飛散物から目を保護するため、防護メガネなど安全保護具を使用していますか
トラクターなどを運転する際は、ヘルメットを装着していますか



㻞


㻠


農作業中の事故の発生などに備えて、各種保険に加入していますか

土壌の侵食を受けやすいほ場では、侵食を軽減する対策を行っていますか

大規模な乾燥調整・貯留施設において、管理者とオペレーターの責任分担は決まっていますか

出荷物にブランド名などをつけて販売する際は、商標登録に注意していますか
育成した品種・開発した技術・ブランド名などは、知的財産権を取得していますか

㻞



㻠





番号

住宅地や人通りの多い道路に近いほ場で農薬を使用する際は、周辺住民などに影響がないよう配慮していますか

確認項目



番号





化学合成農薬に代わる防除対策を積極的に導入していますか（輪作体系の導入など）



使用した肥料や農薬の記録を行い、一定期間保存していますか



農薬散布の際は、必要な散布量に調合し、農薬は使い切っていますか
残った薬液は適切に処理していますか







収穫・乾燥調整時は、異物や異品種の混入防止に努めていますか







農産物の品質低下を防ぐ工夫をしていますか



施設・機械・器具の清掃や点検整備をしていますか
農業用機械の取扱説明書はよく読み、きちんと保存していますか



健康管理を十分に行い、体調がすぐれない時は作業は控えていますか









農薬散布の際は、隣接作物へ農薬が飛散しないよう、十分注意していますか
（具体例：強風時には散布を行わない、飛散防止用ノズルへの交換、周辺ほ場の作付情報を常に把握する、など）



赤かび病対策の計画を立て、実施していますか



農薬散布に使用する器具類は、使用のたびにしっかり点検していますか
使用後は、散布器具・薬液タンク・ホースの洗浄を十分行っていますか







番号

農薬は、容器のラベルに書かれている登録内容や、最新の登録情報を確認して使用していますか

確認項目



番号

確認

確認

月日

月日

備考

備考



























ー

















県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

























県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo
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堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか

堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか





①
作
付
前
に
確
認
す
る
項
目



施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか


















作物の残さは、堆肥化してほ場に還元するなど、有効活用していますか

ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか

ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置しないなどの管理をしていますか

危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか

農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか
農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

種苗の生産履歴は明らかですか

圃場台帳を整備していますか

農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子や苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、培土など）

栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか

野菜の出荷に関する記録を一定期間保管していますか



























作業場などの施設は、作業や衛生管理に適した構造になっていますか（排水、照明、通風など）



不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか



農業用水が汚れていないか、確認していますか
収穫物の洗浄水は、飲用に適する水を使用していますか







ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか



番号
△

確認


月日

確認欄㻌 㻌○：出来ている㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 △：改善の必要あり㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ×：出来ていない㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 －：該当なし㻌

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

確認項目

）

記入例１

区分 番号

（栽培品目：

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン(野菜)

※県規範：長野県適正農業規範

※ガイドライン：農林水産省

(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

長野県ＧＡＰ生産者確認表（野菜）

一部作物残さ有

備考

生産者氏名：

ＮＯ．

確認者

提出日

月
印

日













































































県規範No ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝNo

年
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③
該
当
す
る
場
合
確
認
す
る
項
目

区分

②
栽
培
管
理
作
業
中
に
確
認
す
る
項
目

区分
















荷造り調整作業前やトイレ後には、しっかり手洗いを行っていますか
手洗い設備やトイレは定期的に点検し、清潔に保たれていますか

収穫に使用する器具（ハサミ、包丁など）・容器（収穫かご、コンテナなど）は、数を常に確認し、使用後はよく洗浄す
るなどして清潔に保っていますか
農産物を輸送するためのトラックは、堆肥運搬などに使用した後は、清掃していますか

包装・出荷資材などは、安全で清潔なものを使用していますか

収穫した野菜を一時保管する場合は、衛生的な場所で行い、鮮度保持に心がけていますか

収穫・荷造り作業中は、異物混入や汚染などの防止に努めていますか

農薬散布の際は、必要な散布量に調合し、農薬は使い切っていますか
残った薬液は適切に処理していますか

化学合成農薬に代わる防除対策を積極的に導入していますか（天敵、フェロモン剤利用など）

農薬散布の際、マスク・メガネ・手袋・防護服などを着用していますか
刈払い機による除草の際は、飛散物から目を保護するため、防護メガネなど安全保護具を使用していますか
トラクターなどを運転する際は、ヘルメットを装着していますか

施設・機械・器具の清掃や点検整備をしていますか
農業用機械の取扱説明書はよく読み、きちんと保存していますか

使用した肥料や農薬の記録を行い、一定期間保存していますか





















㻞


㻠


㻢


住宅地や人通りの多い道路に近いほ場で農薬を使用する際は、周辺住民などに影響がないよう配慮していますか

農作業中の事故の発生などに備えて、各種保険に加入していますか

土壌くん蒸剤を使用する場合は、蒸発して大気に拡散しないよう対策を行っていますか

土壌の侵食を受けやすいほ場では、侵食を軽減する対策を行っていますか

特定外来生物（セイヨウオオマルハナバチ）の利用では、使用方法をきちんと守っていますか

出荷物にブランド名などをつけて販売する際は、商標登録に注意していますか
育成した品種・開発した技術・ブランド名などは、知的財産権を取得していますか



㻠



㻢





㻞



養液栽培に使用する養液は、適切に管理されていますか



健康管理を十分に行い、体調がすぐれない時は作業は控えていますか



番号



農薬散布の際は、隣接作物へ農薬が飛散しないよう、十分注意していますか
（具体例：強風時には散布を行わない、飛散防止用ノズルへの交換、周辺ほ場の作付情報を常に把握する、など）



確認項目



農薬散布に使用する器具類は、使用のたびにしっかり点検していますか
使用後は、散布器具・薬液タンク・ホースの洗浄を十分行っていますか



番号



番号

農薬は、容器のラベルに書かれている登録内容や、最新の登録情報を確認して使用していますか

確認項目



番号

確認 月日

確認 月日

備考

備考
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（栽培品目：

確認項目

①
作
付
前
に
確
認
す
る
項
目





施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか

堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか

堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか






















作物の残さ（せん定枝等）は、堆肥化してほ場に還元するなど、有効活用していますか

ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか

ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置しないなどの管理をしていますか

危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか

農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか
農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

種苗の生産履歴は明らかですか
苗木は正規のルートで入手し、保証書を保管していますか

圃場台帳を整備していますか

農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子や苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、培土など）

栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか

果実の出荷に関する記録を一定期間保管していますか



























作業場などの施設は、作業や衛生管理に適した構造になっていますか（排水、照明、通風など）



不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか



農業用水が汚れていないか、確認していますか
収穫物の洗浄水は、飲用に適する水を使用していますか







番号
△

確認


月日

確認欄㻌 㻌○：出来ている㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 △：改善の必要あり㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ×：出来ていない㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 －：該当なし㻌

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

）



記入例１ ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

区分 番号

※県規範：長野県適正農業規範

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

(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

長野県ＧＡＰ生産者確認表（果樹）

一部作物残さ有

備考

生産者氏名：

ＮＯ．

確認者

提出日

月

日
印
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③
該
当
す
る
場
合
確
認
す
る
項
目

区分

②
栽
培
管
理
作
業
中
に
確
認
す
る
項
目

区分



㻠


土壌くん蒸剤を使用する場合は、蒸発して大気に拡散しないよう対策を行っていますか

土壌の侵食を受けやすいほ場では、侵食を軽減する対策を行っていますか

出荷物にブランド名などをつけて販売する際は、商標登録に注意していますか
育成した品種・開発した技術・ブランド名などは、知的財産権を取得していますか

りんごのかび毒（パツリン）汚染対策を行っていますか



㻠



㻢

㻢

㻞



番号

農作業中の事故の発生などに備えて、各種保険に加入していますか

住宅地や人通りの多い道路に近いほ場で農薬を使用する際は、周辺住民などに影響がないよう配慮していますか

確認項目

㻞



番号



使用した肥料や農薬の記録を行い、一定期間保存していますか





農薬散布の際は、必要な散布量に調合し、農薬は使い切っていますか
残った薬液は適切に処理していますか







収穫・荷造り作業中は、異物混入や汚染などの防止に努めていますか



施設・機械・器具の清掃や点検整備をしていますか
農業用機械の取扱説明書はよく読み、きちんと保存していますか



収穫した果実を一時保管する場合は、衛生的な場所で行い、鮮度保持に心がけていますか







包装・出荷資材などは、安全で清潔なものを使用していますか







収穫に使用する器具（ハサミ、包丁など）・容器（収穫かご、コンテナなど）は、数を常に確認し、使用後はよく洗浄す
るなどして清潔に保っていますか
農産物を輸送するためのトラックは、堆肥運搬などに使用した後は、清掃していますか



農薬散布の際、マスク・メガネ・手袋・防護服などを着用していますか
刈払い機による除草の際は、飛散物から目を保護するため、防護メガネなど安全保護具を使用していますか
トラクターなどを運転する際は、ヘルメットを装着していますか



荷造り調整作業前やトイレ後には、しっかり手洗いを行っていますか
手洗い設備やトイレは定期的に点検し、清潔に保たれていますか







健康管理を十分に行い、体調がすぐれない時は作業は控えていますか







農薬散布の際は、隣接作物へ農薬が飛散しないよう、十分注意していますか
（具体例：強風時には散布を行わない、飛散防止用ノズルへの交換、周辺ほ場の作付情報を常に把握する、
ＳＳ旋回時は外側への散布を止めている、など）



化学合成農薬に代わる防除対策を積極的に導入していますか
（病害虫の発生源になり易い粗皮や巻きづるの除去、抵抗性台木の使用、など）



農薬散布に使用する器具類は、使用のたびにしっかり点検していますか
使用後は、散布器具・薬液タンク・ホースの洗浄を十分行っていますか







番号

農薬は、容器のラベルに書かれている登録内容や、最新の登録情報を確認して使用していますか

確認項目



番号

確認

確認

月日

月日

備考

備考
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確認項目

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン その他の作物（非食用）

（栽培品目：

①
作
付
前
に
確
認
す
る
項
目













危険性の高い機械作業・作業環境や危険箇所を把握し、注意表示していますか
事故が発生したときの連絡先を書き出し、掲示していますか

農作業事故を未然に防止するために、作業環境を改善する取組みを行っていますか

農薬は、カギのかかる場所に保管していますか また、医薬用外劇物・毒物はそれ以外のものと分けて保管していますか
農薬を他の容器に移し替えて保管していませんか
農業用燃料・オイルは、適切に保管していますか

種苗の生産履歴は明らかですか

圃場台帳を整備していますか

農業資材の購入伝票などは、ファイル等に整理し、保存していますか
（特に、種子や苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、培土など）

栽培記録・防除記録や長野県ＧＡＰ生産者確認表は、自己点検を行った上でＪＡ担当者などの確認を受けていますか
点検で見つかった問題について、改善を行っていますか

花きの出荷に関する記録を一定期間保管していますか



















作物の残さは、堆肥化してほ場に還元するなど、有効活用していますか



ほ場へ有害鳥獣が侵入しないようネットを設置したり、食品残さを放置しないなどの管理をしていますか



不要農薬・空容器は、産業廃棄物として適正に処理していますか
マルチ・肥料袋などは、野焼きせずに廃プラスチック回収などして、適正に処理していますか







堆肥などの有機物施用による、適切な土づくりを行っていますか







堆肥は、数日間高温で発酵し、適切に処理されたものを使っていますか



ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど、省エネに取り組んでいますか



施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行っていますか







番号
△

確認


月日

確認欄㻌 㻌○：出来ている㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 △：改善の必要あり㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ×：出来ていない㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 －：該当なし㻌

ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

）



記入例１ ほ場やその周辺に、農産物を汚染するものがないか、確認していますか

区分 番号

※県規範：長野県適正農業規範

※ガイドライン：農林水産省

(農水省ＧＡＰガイドライン準拠)

長野県ＧＡＰ生産者確認表（花き）

一部作物残さ有

備考

生産者氏名：

ＮＯ．

確認者

提出日

月

日
印
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農薬散布の際は、隣接作物へ農薬が飛散しないよう、十分注意していますか
（具体例：強風時には散布を行わない、飛散防止用ノズルへの交換、周辺ほ場の作付情報を常に把握する、など）

健康管理を十分に行い、体調がすぐれない時は作業は控えていますか

農薬散布の際は、必要な散布量に調合し、農薬は使い切っていますか
残った薬液は適切に処理していますか

化学合成農薬に代わる防除対策を積極的に導入していますか（天敵、フェロモン剤利用など）

農薬散布の際、マスク・メガネ・手袋・防護服などを着用していますか
刈払い機による除草の際は、飛散物から目を保護するため、防護メガネなど安全保護具を使用していますか
トラクターなどを運転する際は、ヘルメットを装着していますか

施設・機械・器具の清掃や点検整備をしていますか
農業用機械の取扱説明書はよく読み、きちんと保存していますか

使用した肥料や農薬の記録を行い、一定期間保存していますか

採花した切り花は、速やかに適正な保管場所へ運んでいますか

















㻞


㻠


農作業中の事故の発生などに備えて、各種保険に加入していますか

土壌の侵食を受けやすいほ場では、侵食を軽減する対策を行っていますか

出荷物にブランド名などをつけて販売する際は、商標登録に注意していますか
育成した品種・開発した技術・ブランド名などは、知的財産権を取得していますか

養液栽培に使用する養液は、適切に管理されていますか

土壌くん蒸剤を使用する場合は、蒸発して大気に拡散しないよう対策を行っていますか



㻞



㻠



㻢

③
該
当
す
る
場
合
確
認
す
る
項
目
㻢



住宅地や人通りの多い道路に近いほ場で農薬を使用する際は、周辺住民などに影響がないよう配慮していますか

番号

番号



農薬散布に使用する器具類は、使用のたびにしっかり点検していますか
使用後は、散布器具・薬液タンク・ホースの洗浄を十分行っていますか



確認項目



番号

農薬は、容器のラベルに書かれている登録内容や、最新の登録情報を確認して使用していますか

確認項目



番号

区分

②
栽
培
管
理
作
業
中
に
確
認
す
る
項
目

区分

確認

確認

月日

月日

備考

備考

ー































ー

ー
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GAP関連情報掲載URL
農林水産省 農業生産工程管理（GAP）に関する情報
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

長野県適正農業規範と長野県GAP基準について
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

− 77 −

参考文献等
・「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）

問い合わせ
組織

機

関

名

＜全般＞
農業技術課

環境農業係

＜穀類関係＞
農業技術課

農産振興係

＜果樹・花き関係＞
園芸畜産課 果樹・花き係

住

所

026-235-7222

026-235-7221
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下
692-2
026-235-7227

県
農政部 ＜野菜・菌床きのこ関係＞
園芸畜産課 野菜・特産係
専門技術員（農業試験場駐在）

電話番号

026-235-7228
〒382-0072
須坂市大字小河原 492

〒399-4641
専門技術員（野菜花き試験場駐在） 塩 尻 市 大 字 宗 賀 字 床 尾
1066-1
〒380-8570
＜原木きのこ関係＞
長野市大字南長野字幅下
信州の木活用課 林業経営支援係
県
692-2
〒399-0711
林務部
塩尻市大字片丘字狐久保
林業総合ｾﾝﾀｰ 林業専門技術員
5739
〒380-8614
ＪＡ
JA 長野県営農ｾﾝﾀｰ 農業振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ 長 野 市 南 長 野 北 石 堂 町
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1177-3

026-246-2413

0263-52-3611

026-235-7267

0263-52-0600

026-236-2020
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