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コメント等 説       明 

１ 種や苗から安全性を確保しています 
(1) 購入した種子や苗については、農薬や肥料等の使用履

歴を把握し、記録している。 

  種苗法にもとづく指定種苗制度の改正（平成17年６月）により、種苗
業者から生産者等へ種苗に使用した農薬使用履歴を確実に伝達するこ
とが義務になりました。生産者等はこの農薬使用履歴について、自分
の生産履歴記帳用紙へ追加記入する必要があります。 

(2) 自分で育成する苗については、適切な栽培管理を行う

とともに、農薬や肥料等の使用履歴を記録している。

  作物生産は播種したときから始まります。食の安全安心を確保するた
め、育苗時から環境に配慮した栽培を心掛けるとともに、きちんと生
産履歴を記録しましょう。 

(3) 遺伝子組み換え作物の栽培は当面行わず、栽培する場

合は、法律や都の指針を遵守した上で行う。 

  遺伝子組み換え作物を栽培する者には、地域への適切な情報提供や周
辺作物との交雑防止措置など、一定のルールにもとづいた配慮が求め
られています。 

２ 適正な圃場管理、土壌管理をしています 
(1) 農業経営に利用する全ての圃場について、作物生産に

適しているかどうかを作付前に検討し、様々なリスク

を回避する対策を講じている。 

  作物の安全性に悪い影響を与える可能性のある要因については、作付
前からリストアップし、その影響をできるだけ抑える生産方式を考え、
それを実践しましょう。 

(2) 圃場外からの環境汚染の可能性について、圃場ごとに

チェックし、これを回避する具体的な対策を行ってい

る。 

  強風、浸水など、気象災害が発生した場合の汚染リスク等も考慮して
おく心構えが必要です。 

(3) 持続性の高い農業生産方式を励行し、たい肥等有機質

資材の施用を行って、地力の向上に努めている。 

  農地が本来持っている生産力を維持増進させるため、土づくりを基本
とした作物の生産方式を見直してみましょう。 

(4) 土壌残留性の高い農薬については、収穫物中に残留基

準値を超えることのないよう、作付前から最大限の対

策を講じている。 

  特にウリ科作物の作付け圃場は、ドリン系農薬の残留について安全確
認が必要です。 
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(5) 作物への灌水には、未処理の汚水等は使用しない。   汚水の灌水は、作物の汚染だけでなく、土壌への有害物質残留などを
引き起こす原因になる可能性があります。 

(6) トラクターや管理機などは作業後、必ず洗浄して土壌

伝染性病害虫の伝染や蔓延を防止している。 

  土壌伝染性病害虫は、土壌の中に伝染源が混入しているので、機械器
具に付いた土壌の洗浄は、防除の基本です。 

３ 効果的な施肥をしています 
(1) 肥料に関する十分な知識を持ち、施肥を判断する管理

者が決まっている。 

  肥料の施用は、作物栽培において安定した収量と品質を確保するため
の基本的な技術です。肥料の効果、肥料成分、肥料の種類などの肥料
に関する理解が必要です。 

(2) 施肥基準や土壌診断結果等に基づき効果的な施肥を行

い、過度の施肥によって硝酸態窒素などによる汚染が

生じないようにしている。 

  施肥量を決めるに当っては、農作物施肥基準を一定の目安とし、その
上で、作物、畑の条件、たい肥の施用量、土壌診断結果等に基づいて、
適度な施肥量並びに施肥時期を選択することが求められます。 
〔関係資料：農作物施肥基準（東京都産業労働局農林水産部）〕 

(3) 有機質肥料は、分解過程で作物の生育に障害をもたら

す可能性があるので、その特性を理解して、使用して

いる。 

  有機質肥料は、有機物が分解して作物が吸収する肥料成分が生成され
ますが、分解過程でアンモニアガスが発生する等、生育障害がおきる
可能性があります。施用量、施用時期などを考慮する必要があります。 

(4) 施肥について記録している。   作物ごとに肥料の種類、量、施肥時期を記録することは、農作物の適
切な管理に必要な作業です。生産履歴記帳制度においても、施肥の記
帳が求められています。 

(5) 肥料散布機は年１回以上点検・整備している。   散布機は、肥料が均一に散布され、適量が散布されるように常に整備
しておく必要があります。 

４ 肥料の適切な保管をしています 
(1) 肥料は適切な保管場所に保管している。   肥料は、変質しないよう温度や湿度条件の整った場所に保管すること

が求められます。有機質肥料は、昆虫や動物の食害を防ぎ、カビなど
が発生しない保管場所が必要です。 

(2) 肥料が農産物、種苗、梱包材、農薬などと接触しない

ように、適切に保管している。 

  肥料は高濃度の化学物質の物が多いので、農産物や資材などと接触す
ることは、汚染や変質、有害ガスの発生などの危険があります。肥料
も、製品同士が直接接触し、混ざりあわないように保管する必要があ
り、特に、アルカリ性肥料と酸性肥料は化学反応を引き起こす危険が
あるので注意を要します。 



(3) 肥料の在庫台帳がある。   台帳に記録することで、保有している肥料の種類や量を把握でき、購
入や使用時に参考となります。 

５ 責任ある農薬の使用に努めています 

(1) 農薬散布の必要性や使用する農薬の選択など、農薬散

布を判断する責任者が決まっている。 

  農薬を適正に散布するためには、責任を明らかにするため責任者を決
めておく必要があります。責任者は研修会や講習会などにも積極的に
参加し、農薬や対象病害虫に対する知識や情報を収集しておく姿勢が
求められます。 

(2) 農薬の準備、散布はラベルの指示に従っている。   農薬のラベルには適用表のほかに、農薬を適正に使用するための注意
事項が記載されています。農薬を使用する時は、散布時ごとにラベル
の表示事項を確認し、その指示にしたがって散布しましょう。 

(3) 農薬を散布するときは使用基準に基づき散布し、散布

後は「農薬を使用するものが遵守すべき規準」として

定められている事項について、記帳を行っている。 

  残留基準のリスクを回避するためには、農薬は使用基準にしたがって
散布しなければなりません。また、基準値を超えた場合の原因究明や
回収のロットを最小限に留めるためにも農薬散布の記帳が大切です。 

(4) 散布後に残った農薬は適切に処理しており、使用した

農薬散布機は、十分に水で洗浄し、容器やホース内に

農薬が残留していない。 

  使用残農薬は、規定の散布量を超えないことを確認して作物に散布し
ましょう。また、洗浄不足やタンク内に農薬が残っていると、残留基
準の超過の原因となるので、使用した機材は十分洗浄するとともに、
洗浄液などが河川に流出することのないように注意しましょう。 

(5) 散布機は年１回以上整備している。   予定通りの散布が行われるためには、時間あたりの散布量など散布機
の性能を把握しておくことと、性能どおりの機能が発揮できるように
毎年、整備を行うことが必要です。 

(6) 空容器は少なくとも３回以上水で洗浄し、適切に保管、

処分している。 

  農薬の空容器は生物への影響や環境汚染の原因となるので、十分洗浄
し専門の業者に処分を依頼しましょう。 

(7) 有効年月を過ぎた農薬や使用禁止となった農薬は公認

のルートで処分している。 

  有効年月を過ぎた農薬や使用禁止となった農薬は、誤って使用するこ
とがないように、使用する農薬とは別に保管し、専門の処理業者に処
分を依頼しましょう。 

６ 農薬の使用を減らすための努力をしています 

(1) 農薬の使用を最小限にするために、病害虫発生予察情

報を活用し、ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）を行

っている。 

  農業生産に伴う環境や作物へのリスクとして農薬の残留があります。
定期的な農薬散布でなく、発生予察情報を利用した散布や防除資材な
どを組み合わせた IPMの考え方に基づいた農薬散布を行いましょう。 



(2) 病原菌や害虫に農薬の耐性が生じないようにしてい

る。 

  害虫や病原菌は、同じ系統の農薬を連用することで耐性ができ防除効
果が低下し、結果的に農薬の散布回数や使用量の増加につながります。
モニタリング調査により耐性の状況を確認し、系統の異なる農薬をロ
ーテーション散布しましょう。 

(3) 講習や外部からの助言を通じて農薬散布を減らすため

の情報収集をしている。 

  防除資材の利用や対象病害虫の生態などについて講習会や外部からの
助言を得ながら最新の情報を把握し、効果的な防除対策に取り組みま
しょう。 

７ 農薬のドリフト（飛散）防止対策、残留対策に適正に対応をしています 

(1) 周辺圃場への農薬のドリフトがないよう対策をとって

いる。 

  周辺圃場に農薬が飛散すると、それにより残留基準値を超え、出荷、
販売が出来なくなることがあります。遮蔽物などの物理的な手法、飛
散しやすい条件や飛散しやすい農薬、基準値を超過しやすい農作物の
種類などを考慮してドリフト防止対策を講じる必要があります。 

(2) 周辺圃場からの農薬のドリフトの危険性について把握

し、具体的な対策をとっている。 

  ポジティブリスト制度の施行にともない、一律基準が設定された作物
と農薬の組み合わせによっては、ドリフトにより残留基準が超過した
場合は出荷や販売が禁止されます。隣接する圃場の生産者と農薬の散
布計画について相互に把握しておくことが必要です。 

(3) 適切なサンプリングにより、認定機関等で定期的に残

留農薬の分析を行っているか、行うグループに属して

いる。 

  残留農薬の分析を計画的に行い、農薬が適正に使用されていることを
確認するとともに、求めに応じて分析結果を開示できるよう自主的に
残留農薬の分析と結果を記録しておくことが重要です。作物の残留値
は圃場内でもバラツキがあるので、サンプリングは分析機関に依頼す
るのが好ましく、生産者が行う場合は、分析機関などの指示を受けて
実施しましょう。 

(4) 残留農薬基準を把握しており、基準値を超えた場合の

対策措置がある。 

  栽培中の作物と散布予定の農薬の残留基準値を把握し、特に一律基準
などの組み合わせについては、周辺からのドリフトがないよう十分な
対策が必要です。 
また、万一、基準値を超過した場合は、ロット単位で出荷、販売停止、
回収義務などが求められるので、これらの対応が迅速かつ的確に行え
るよう、マニュアルなどを作成しておくことが必要です。 
 



８ 農薬の適切な保管をしています 

(1) 農薬の在庫管理表と使用記録簿をつけている。   農薬の安全管理と適正使用を生産者が自ら取り組むために、農薬の在
庫表と使用記録をつけ、農薬の管理意識を持つことが必要です。 

(2) 農薬は購入時に入っていた容器のままで保管してい

る。 

  農薬の容器を入れ替えることは、農薬使用の間違いや誤飲などの農薬
事故の原因となることから、絶対に行ってはいけません。 

(3) 農薬は規則に従って保管し、保管庫には鍵がかかって

おり、鍵の管理責任者が決まっている。 

  毒物劇物に指定されている農薬は「毒物及び劇物取締法」に定められ
た通り表示を行い、鍵がかかった保管庫で管理します。一般の農薬に
ついても人体に有害な物質が含まれることがあることから、農薬は鍵
のかかる専用の農薬保管庫で管理しましょう。 

(4) 農薬を準備する場所が決まっており、農薬を計量する

ための器具、安全に取扱える道具や設備がある。 

  農薬の収穫物への飛散や付着がないよう、農薬は決められた安全な場
所で準備し、農薬散布に使用する器具や機材も、同様な場所に保管し
ましょう。 

９ 農産物収穫後の管理に注意を払っています 

(1) 収穫から出荷の過程で、生産物が汚染されたり品質が

損なわれないような、作業・管理体制を確立している。

  農作物がネズミにかじられたり、ゴキブリになめられるなど、傷まな
いよう、また腐らないように注意して、収穫、保管・貯蔵しましょう。
食品の安全を確保し、消費者の健康を守るために必要です。 

(2) 収穫用具は清潔に保ち、必要に応じてメンテナンスを

して汚染されないようにしている。 

  収穫用具は定期的に点検・洗浄し、収穫物の病原性微生物等による汚
染予防対策を行いましょう。収穫機械は、収穫物を汚染しないように
管理するとともに、油漏れや部品の破損にも注意が必要です。 

(3) 収穫物容器を、収穫物専用にしている。   収穫コンテナ等の収穫物容器は、用途を分けて使用し、収穫物の汚染
予防対策を行いましょう。別用途に使用しているものを使う場合は、
使用前に必ず清潔にしましょう。 

(4) 運搬車両を清潔にし、必要に応じてメンテナンスして

いる。 

  運搬車両は定期的に点検・洗浄し、収穫物の病原性微生物等による汚
染予防対策を行いましょう。収穫物の運搬に使用する車両をそれ以外
の目的にも使っている場合は、清潔にしてメンテナンスを行い、収穫
物の汚染防止のために清掃スケジュールを決めておきましょう。 

(5) 農産物の最終洗浄に使用する水源は、飲用または洗浄

に適したものである。 

  直接、生食用農産物の可食部に接触する水は衛生的に飲用可能なもの
を使用し、使用する水が水道水でない場合は、水質確認を定期的に実
施し、食品業界で安全としているレベルであることを確認しましょう。 



(6) 圃場の近くや出荷調整する作業場の近くに清潔なトイ

レ、手洗い設備がある。 

  農産物に直接触れる生産者は、農産物を汚染しないように常に衛生面
に気をつけましょう。作業者自身の衛生管理が農産物管理の基本です。
不衛生な状態での農産物の取扱を防ぐため、手洗い設備が必要です。 

１０ 環境に配慮しています 
(1) 農場から出るゴミを把握しており、農場で出るゴミを

減らす努力をしている。 

  作物残渣やプラスチックなどの廃棄物、その他環境を汚染しかねない
物質を把握しておくとともに、ゴミの有料化、資源の有効活用、病害
虫の蔓延防止などの観点から、ゴミの節減に心がけましょう。ゴミの
分別保管やリサイクルに努め、作物残渣は堆肥利用するなどの工夫を
しましょう。 

(2) 農場や敷地内にゴミや廃棄物が放置されていなく、農

場の衛生に気をつけている。 

  農場全体の衛生管理に注意し、農産物への汚染要因を減らす努力をし
ましょう。施設は１日１回以上清掃し、ゴミや廃棄物は片付けられて
おり、廃棄物置き場等が病害虫の発生源にならないようにしましょう。 

(3) 使用済みプラスチック等の廃棄物処理は適正に行って

いる。 

  使用済みプラスチック等の廃棄物はマニュフェストにより、法律に基
づいた処理を行なう必要があります。公的な回収・処分システム、地
域の回収体制や方法に従って処理しましょう。 

(4) 不必要・非効率的なエネルギー消費がないように工夫

している。 

  施設・機械・器具等の点検整備・補修や作業工程の管理により、エネ
ルギー効率の高い機械・施設の運転を行いましょう。必要以上の加温
や保温、乾燥を行わないような適切な温度管理や、不要な照明の消灯
などに努め、資源の有効活用、経営効率の改善を図りましょう。 

(5) 地球温暖化などの環境影響に関する新たな知見や情報

を気にかけている。 

  生産活動と環境とは密接に結びついていることから、温室効果ガスで
あるＣＯ2の排出抑制や環境と調和のとれた農業生産に取組むため、最
近の世界の情勢などについての情報収集を行い、自らの農業活動と環
境との関係を把握し、環境影響に無頓着になっていないかどうかを確
認しましょう。 

１１ 作業者の安全を図っています 

(1) 危険または複雑な設備や機械を操作する作業者全員が

十分な訓練を受けている。 

  未熟な知識や技能は事故を起こす原因となります。使用説明書等を熟
読するとともに機器メーカーの講習等に参加することが大切です。危
険または複雑な設備や機械を操作する作業者全員が十分な訓練を受け
たことがわかる記録を整えておきましょう。 



(2) 農薬を取扱う作業者は講習を受ける等、新しい情報を

取り入れるようにしている。 

  東京都やＪＡ等が開催する農薬講習会などに参加し、最新の情報収集
に努めましょう。農薬取扱業務を行う者の識別と、その者が取扱いに
関する訓練、農薬に関する情報などを受けていることが必要です。 

(3) 農薬のラベルの指示に従って適切な防護服、保護具を

着用している。 

  農薬散布による皮膚のかぶれ、神経障害、呼吸器系の疾病との因果関
係が報告されています。作業者の健康被害を防止するため、ラベルの
指示等に従った防護服、保護具は必ず着用しましょう。また作業後は、
手洗い、うがいを励行し、飲酒を控え、十分な睡眠をとるよう心がけ
ましょう。作業者の健康維持が効率的な作業につながります。 

(4) 防護服等の着用後は洗浄し、農薬と離して保管してい

る。 

  二次汚染防止と次回の使用のため、防護服等は洗浄し、清潔に保管し
ましょう。また、破損等が無いかも確認し、農薬等とは分けて、換気
の良い場所に保管しましょう。 

(5) 事故や緊急事態の対応手順、連絡先、医療機関を表示

している。 

  事故が発生したときに、慌てずにすぐに対応・連絡できるよう、事故
時の手順書や医療機関等の連絡先を、作業所などの、常時利用しやす
く、よく見える場所に、はっきりと掲示しておきましょう。 

(6) 事故防止のため、設備や機械を操作する作業者は適切

な休憩時間を確保している。 

  長時間の作業は、疲労の蓄積や集中力の低下につながり、事故を起こ
しやすくします。疲れを感じる前に休憩できるようにしましょう。作
業者の安全に気を配り福祉を充実することは、労働意欲を高めて生産
性を向上することにもつながります。 

(7) 潜在的な危険について、適切な場所に明確な警告標識

を掲示している。 

  ゴミ捨て用の穴、燃料タンク、農薬等の保管庫などには、常設の読み
やすい標識を設置して、潜在的な危険について示すようにしましょう。 

(8) 設備や機械の整備点検を定期的に行っている。   設備や機械の不具合や故障は事故につながります。作業前の始動点検、
作業後の整備を行いましよう。また、定期的に専門家による点検を受
け、設備や機械が正常に稼働できるよう維持しましょう。実施したす
べての修理、オイル交換などの最新メンテナンスの証拠文書は、整え
ておきましょう。 

(9) 作業場所の整理整頓に心がけ、作業工程の見直しに努

めている。 

  乱雑な作業場所では転倒、落下等の事故が起きやすくなります。整理
整頓は事故防止のみならず作業の効率化にもつながります。農場内で
作業者にとって危険性がある場所や作業を認識し、そこから発生する
事故を防ぐために努力しましょう。 



１２ 記録管理、トレーサビリティを実行しています 

(1) 栽培計画書がある。   品質や安全性を確保し、収穫量を安定的に確保するなど、計画的、効
率的な栽培を行うための生産計画書を作りましょう。経営改善につな
がります。 

(2) 各圃場、施設で対象作物と作業を記録し、２年分以上

の記録を保管している。 

  農作業で重要な詳細事項を記録し、法によってさらに長い期間が必要
とされている場合を除き、最低２年間は記録を保管しておきましょう。 

(3) 出荷先との間に流通上の情報を整理する仕組みがあ

り、ロットごとに出荷先が特定できる。 

  トレーサビリティにより万一の場合の農産物の回収が容易となり、特
定の生産物について、的を絞った正確な情報を顧客に提供することが
できます。栽培した農場までさかのぼれ、かつ、特定の顧客へとたど
れることが必要です。 

(4) 品質管理を特定の責任者のもとで行っている。   品質管理の責任者が明確になっており、その責任者は農産物の品質の
定義、生産過程での指導、農産物の品質チェック、クレームを受けた
農産物の原因追求と問題点の改善等を行っている必要があります。 

１３ 都民に理解される農業をすすめています 

(1) 「食べ物」を生産しているという基本的な姿勢を持っ

ている。 

  農産物の生産は「食べ物」の生産であるという当たり前のことが忘れ
られていると、様々な問題が発生します。あらためて再確認する必要
があります。 

(2) 東京農業への都民の理解促進を図るための活動を行っ

ている。 

  東京農業への理解者を増やすため、東京農業の役割のＰＲや農業体験
希望者の受入れ、消費者・地域住民との交流会や地域での伝統行事・
文化の保全・継承など、東京農業の理解促進活動を実施しましょう。 

(3) 地域での直売、学校給食への提供など地産地消に努め

ている。 

  消費者との顔の見える関係を構築し、近くに農地のあることの意義を
周辺住民に理解してもらいましょう。また、地産地消によるフードマ
イルの低減、輸送時のCO2の低減についても理解してもらいましょう。 

(4) 生産情報を記録・保管し、生産履歴を公開している。   東京産農産物に対する都民の信頼確保のために、生産情報を記録・保
管し、生産情報を公開するか、又は都民の求めに応じて公開できる体
制を整えておきましょう。 

(5) 農地保全上や農作業実施時に周辺地域の景観等への配

慮を行っている。 

  農地保全に当たっては、周辺住宅地、道路等への土砂、雨水、排水の
流出の防止策を講じるとともに、農地周辺への生け垣や花の植栽など、
景観保全にも努めましょう。また、農作業時には、騒音、土埃などに
配慮しましょう。 



 

(6) 農作業を行う上で、周辺住民への安全確保に注意して

いる。 

  農業機械・器具や使用済みの農業資材、こわれた金網・有刺鉄線など
を放置せず、子どもたちや近隣住民の事故が起きないよう、安全に配
慮しましょう。 

(7) 農薬散布時には近隣に通知・掲示した上で、歩行者、

周辺住宅に飛散しないよう注意している。 

  散布方法や風向き等を考慮し、人が農薬にさらされないようにするこ
とはもちろん、旗などの目印により注意喚起を行ったり、農薬の性質
について掲示するなど、近隣住民への配慮が必要です。 

(8) 落ち葉、剪定枝チップ、食品残渣など都市からでる有

機物を積極的に活用している。 

  有機物の利用にあたっては、都市農業が都市における循環型社会の確
立に貢献できるような配慮が必要です。 

(9) 生物多様性に配慮した農業生産を行っている。   農業生産に支障のない範囲で、自分の圃場内や周辺地の動植物の多様
性を助長するために何かしらの努力をし、それを説明できるようにし
ましょう。経済的な価値だけでは計れない農の恵みや豊かさを農業者
自らが理解し深める姿勢が大切であり、このことが東京農業の存在意
義を高めます。 

１４ 自己審査を行って取組を改善しています 

(1) ＧＡＰ取組内容の点検を年１回以上行っている。   生産者グループ内での評価又は自己評価等を実施し、その毎年の記録
を保存しておきましょう。 

(2) 点検の結果、改善すべき項目を見直している。 

 

  効果的な是正措置について文書化し、それを実施しましょう。 


