
美味しまね認証を核とした
ＧＡＰの推進
～新規就農者のみなさまへの

メッセージ～
島根県農林水産部産地支援課



GAPとは？

 ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは？

「よい農業のやり方」 （日本語直訳）

「農業生産工程管理」 （農林水産省の日本語訳）

 「食品安全」「環境保全」「労働安全」「人権・福祉」「農場運営」につ
いて生産者が守る対策をルールとして定め、点検・記録し、改善する取組
のこと

 ＧＡＰに取り組むことで、食品事故や農業事故等のリスクを最小限にとど
めることが可能となる

 ＧＡＰ認証は、第三者機関の審査により、ＧＡＰが正しく実践されている
ことが確認された証明のこと。認証を取得することで、ＧＡＰを実施して
いることが客観的に証明される

 ＧＡＰ認証は「農場管理の善し悪し」を「見える化」するもの



GAPは必要不可欠な取り組み
～農業経営改善の最強ツール～

 ＧＡＰは経営上のリスク対策、生産コスト削減、
作業効率の向上、農作業安全・労働環境の改善等
を通じて農業経営の改善に有効な取り組みです。

 反収や製品率の向上、作業の効率化といった経営
改善においては、ＰＤＣＡサイクルを回し続ける
ことが重要です。ＧＡＰに取り組み記録を取るこ
とで作業のムダや栽培における失敗要因等を振り
返ることができ、次期作以降の営農に活かすこと
ができます。

 生産コスト削減や作業効率の向上等、ＧＡＰに取り組むことで生まれる直接的
な経営改善に加えて、ＧＡＰによる記録を活用した経営改善活動やスマート農
業等、様々な農業経営の改善につなげることができる経営改善最強のツールと
なります。



GAPは必要不可欠な取り組み
～流通販売業界から求められる農産物の最低条件に～

【イオン】

イオンアグリ創造（株）
が運営するイオンの直営農場では、
GLOBALG.A.P.認証を取得。イオンのプ
ライベートブランド「トップバリュ」で
は、GFSIをベースとしたGAPを用いた
管理の100%実施をめざす。

 2020年東京オリパラ大会の食料調達基準をはじめとして、流通業界にお
けるＧＡＰの需要はますます高まる見込みです。

【イトーヨーカドー】

オリジナルブランドである
「顔が見える野菜。果物。」
の生産者に環境に配慮し
持続的な安定経営の更なる確立の為に
GAP認証を推奨

【日本コカコーラ】

2020年までに、清涼

飲料の原材料となる主要な農産物を

持続可能な供給源から100％調達

【伊藤園】

契約取引にて
生産される荒茶について、JGAP、
ASIAGAP、GLOBALG.A.P.などの第三者
認証を必要とするGAPを取得した原料の
みを使用



GAPは必要不可欠な取り組み
～自らが取り組む安全・安心の証～

 ＧＡＰの実践は生産者自らの取り組み
で、自己点検によるＰＤＣAサイクルによ
る農業経営改善は可能ですが、客観的な
視点はありません。

 ＧＡＰ認証を取得することで、食品安
全・環境保全・労働安全・人権保護に取
り組んでいることが客観的に証明されま
す。 消費者にも人気の美味しまね認証マーク

 第三者機関の審査により確認された証明であり、消費者に対しても安
全・安心な農産物生産の証となります。

 ＧＡＰ認証は「見えない価値」の「見える化」とも言われています。

食品安全、環境保全、労働安全、人権保護



ＧＡＰに取り組まないと・・・

 ＧＡＰは今後の農業の「デファクトスタンダード」（事実上の標準）となるこ
とが確実

 農産物の流通改革が進む中、2030年までにはほぼ全ての産地が国際水準ＧＡＰ
に取り組むこととなり、ＧＡＰに取り組まない産地は確実に取り残される

 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現をめざす社会の中で、ＧＡＰに取り組
まないという農業者は農業で重要視されている「持続可能性」（サスティナビ
リティ）を無視した農業者と見なされてしまう

 今後社会全体の労働力不足が確実となって
くる中で、労働力を他産業と取り合いに
なった場合、労働安全・人権保護等の取り
組みを行っていない農業者はその競争にさ
え参加できない



GAPは難しい？難しくない？
～GAPを巡る様々な声～

 取り組んでいない方からの声  GAP認証取得者の声

GAPに取り組むと金がかかると
聞いている。今はお金がないの
でＧＡＰに取り組むのは難し
い。

基準書を見せてもらっただけで
難しすぎて自分には無理だと
思った。

基本的にお金をかけずにリスクに
対応する工夫をすればよかったの
で思ったほどお金はかからなかっ
た。

基準書は５回ぐらい読みこんだ。
読んでいるうちに理解できるよう
になった。



GAPは難しい？難しくない？
～GAPを巡る様々な声～

 未取得新規就農者や関係者の声  GAP認証取得新規就農者の声

新規就農者はGAPより他にやる
べきことがたくさんある。

GAPに手間を取られることは新
規就農者にとってマイナス。

GAPに取り組まなくても農業は
できるので強制する必要なし。

記録をつけるのは当たり前。振り
返りができない経営の方が問題。

農業は曖昧なことが多いので、Ｇ
ＡＰに取り組まなかったら知らず
に法律を犯していたかも。

片付けがないから新規就農者の方
が簡単にとれると思いますよ。



ＧＡＰのメリットはないの？
～認証取得者からはGAPのメリットについての声～

 認証取得していない方の声  GAP認証取得者の声

すでにGAPに取り組んでいるか
ら認証取得は必要ない。

GAPに取り組んでも農産物の価
格は上がらないらしい。

GAPより規模拡大や人手不足の
解消の方が重要。

消費者に自信を持って農産物を販
売できるようになった。

認証を取得して取引先が増えた。
（複数販売先もリスク対策）

従業員の意識が変わって、優秀な
人材の長期雇用につながった。



GAPの実践例
～ＧＡＰは必ずやらなければならないこと～

 ＧＡＰに取り組んでいなくても農業者としてやらなければならないことがＧＡＰ
の実践内容です。

注意喚起ゴミの適切な処理農薬保管庫

生産計画書の作成 整理整頓 農薬使用簿



GAPに取り組んでみませんか？
～美味しまね認証からはじめませんか？～

 取り組む前にあきらめていませんか？

 GAP認証を取得された方々の満足度は高い。

GAPの取り組みを始めるなら今！
まずは美味しまね認証に取り組んでみませんか？



美味しまね認証とは？
～安全で美味しい島根の県産品認証制度～

 正式名称 安全で美味しい島根の県産品認証制度 通称「美味しまね認証」

 目 的 島根県内で生産される農林水産物の「高い安全性」 と「品質の確保」

 県が定めた基準のGAPを実施している島根県産農林水産物を知事が認証する島根県独
自のＧＡＰ認証制度

 認証の可否の判断や、認証基準の決定は、学識経験者、消費者代表、食品衛生専門家
などで構成する第三者機関が行う

 制度沿革

平成21年1月 制度創設

平成28年11月 2020年東京オリパラ大会食材調達基準準拠

平成31年1月 新たな上位認証基準「美味しまねゴールド」を制定

令和２年４月 新規認証は上位認証（美味しまねゴールド）のみとなる

令和６年３月 上位基準（美味しまねゴールド）に一本化



美味しまね認証をお勧めする理由①
～取得経費・コンサル経費が無料～

 美味しまね認証は島根県の独自のGAP認証制度で認証取得にかかる経
費も取得までに必要なコンサルティング費用もかかりません。

GAPの種類
美味しまね

認証
JGAP ASIAGAP

GLOBAL

G.A.P.

運営主体 島根県 （一財）日本GAP協会 FoodPLUSGmbH
（ドイツ）

審査会社
島根県

（農産物のみしまね
農業振興公社）

６社 ５社

審査費用
の目安

無料
約10万円
＋旅費

約15万円
＋旅費

約44万円
＋旅費

コンサルティ
ング費用等

無料
25～30万円程度＋旅費

40～55万円程度
＋旅費

（標準指導日数5日間程度）



美味しまね認証をお勧めする理由②
～認証取得まで島根県が全面的にサポート～

 島根県は令和６年までの「島根県農林水産基本計画」で美味しまね認
証を核としたGAPを強力に推進することとしています。

 農業経営の安定的な発展をめざす方への集中的な支援を行うため、美
味しまねゴールドを含む国際水準GAP認証の取得をしていただける方
に補助事業に取り組んでいただくこととしました。

 美味しまね認証なら認証取得まで島根県の農業普及員等が全面的にサ
ポートするので安心して取り組んでいただけます。

 １名以上の農業普及員が担当として張り付き、各農業者の方々に応じ
て取得までの個別スケジュールを作成し、申請までの支援を行いま
す。



美味しまね認証をお勧めする理由②
～認証取得まで島根県が全面的にサポート～

 標準取得スケジュール（１年程度での取得）

•基準書理解

•帳票整理

•片付け

準備

•５つの分野

で実践

•リスク評価

ＧＡＰ

実践

•実践内容を

チェック自己点検

３ヶ月程度 ３～６ヶ月程度

申
請
・
審
査

全項目クリアするまで繰り返し

普及員等のサポート

研修の実施 情報提供等 アドバイス等

自己点検に
同席・模擬
審査等

取得スケ
ジュール作成



美味しまね認証をお勧めする理由③
～認証取得後の様々なメリット～

 美味しまね認証を取得した農産物の販路拡大支援策を展開

 美味しまねパートナー企業（仮称）の協力のもと、販路拡大のチャン
スを支援

 商談会等へのご案内

 バイヤーとのマッチング（産地視察等にバイヤー招聘）

 県内スーパー等での美味しまねキャンペーンによるＰＲ

 学校給食における「美味しまねの日」

（仮称）の取り組み推進



美味しまね認証をお勧めする理由③
～認証取得後の様々なメリット～

伊勢丹新宿本店
島根フェア

伊勢丹新宿本店にて「美味し
まね認証」を取得した農産物
による島根フェアを開催（６
月17日～23日）

美味しまね認証
バイヤー視察

美味しまね認証取得農産物を提
示し、バイヤーの要請にあった
農産物の現地視察を実施。取引
につながった。

島根県産品商談会
特別ブース設置

県が主催する県産品商談会に
「美味しまね特別ブース」を設
置。300人以上の来場バイヤー
に美味しまね認証をアピール。
商談実績もあり。



新規就農者のみなさまへのメッセージ

 新規就農者のみなさんにＧＡＰ認証の取得をお願いするのは、【県ととも
に農業経営を発展させましょう】というメッセージでもあります。

 農業普及員が足繁く訪問し、様々な【農業のやり方】をともに点検し、改
善に向けたアドバイスをしながら、1年かけて今後の農業経営の礎となる
所作を習得していただくものです。

 普及員の指導なくＧＡＰ認証を取得される方もいらっしゃると思いますが、
多くのみなさんにとって普及員は頼りになる存在であるし、そうあり続け
たいと考えています。

 そして、県が新規就農者のみなさまに対して、経営の確立・発展に向けて
考えられる最大限のサービスを提供する、その仕掛けがＧＡＰの実践です。



安心して取り組んでください
～ＧＡＰが取れなければ補助金返還？～

 例えば、

・ご自身や家族の健康上の問題で、取り組めなくなった

・気象災害等によって、大幅な計画修正を強いられた

といった場合には、取得スケジュールを立て直すこととし、杓子定規に１
年間（就農年度の翌年度末まで）という期間設定を適用しません。

 仮に審査の段階で不十分な項目の指摘を受けても、改善すべきを改善した
上で再度審査を受けていただければよく、1度で審査に通らなかったからダ
メということではありません。

 「ＧＡＰを取得し、よりよい経営を実現しよう」という意欲がある限り、
県としてはできる限りのサポートを継続する考えです。



ＧＡＰ・美味しまね認証Ｑ＆Ａ
～様々な疑問にお答えします～

どれぐらい時間が
かかるの？
昨年、美味しまねゴールドを
取得された方にお聞きしたと
ころ、基準書の読込みと帳票
作成に3ヶ月程度、実践をはじ
めて3ヶ月程度で申請書を提出
したとのことでした。

当然のことながら、令和元年
の取得者は美味しまねゴール
ドが誕生して１年以内の取得
者の方々です。

県では１年あれば美味しまね
ゴールドの認証取得は可能で
あると考えており、そのため
の全面的なサポートを行うこ
ととしています。

どのぐらいお金が
かかるの？

ＧＡＰ取得にお金はかかりませ
ん。よくＧＡＰを始めるには
「農薬保管庫を買わなければな
らない」とおっしゃる方がい
らっしゃいますが、農薬の適正
利用のための取り組みとして、
必ずしも購入する必要はありま
せん。既存の棚やロッカーを
使って鍵付き保管場所をつくる
等リスクが回避できると見なさ
れればよいのです。必要なのは
お金ではなく、知恵と工夫です。

なお、法令遵守ができていない
場合の対応は、ＧＡＰの取り組
み以前の問題です。

ＧＡＰを取れば儲
かるの？
ＧＡＰに取り組んだことに
よって、販路が広がった方が
多いようです。

また、ＧＡＰに取り組んで農
産物の単価が高くなったとい
う効果よりも、コスト削減等
の農業経営効果により儲かっ
たと実感されている方もあり
ます。

ＧＡＰを実践することで農業
経営の改善につながり、それ
がさらに、儲かる農業につな
がると考えられます。



ＧＡＰ・美味しまね認証Ｑ＆Ａ
～様々な疑問にお答えします～

輸出しないのに必
要なの？

ＧＡＰはもともと農産物を取り
扱う流通業界主導で生まれた制
度です。世界の潮流はより高度
なＧＡＰが求められ、流通する
農産物の必須条件となりつつあ
ります。当然、日本でも大手企
業の対応に象徴されるように、
年々高度なＧＡＰへの対応を求
められる傾向が強まると考えら
れます。国内でも、持続可能性
（ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ）が重要なキー
ワードとなって来ている今日、
SDGsの早期目標達成に向けて
もGAPは農業分野の重要な取り
組みです。後で後悔しないよ
う、今から備えておく必要があ
ります。

なぜ補助事業に要
件化したの？

ＧＡＰは農業経営において大変
有効な経営改善手法であり、今
後担い手農業者のスタンダード
な取組として必要不可欠なもの
になると認識しています。

また、農業振興事業について
は、農業の担い手又は今後担い
手になることを目指す意欲ある
農業者の方を対象としていま
す。

そのため、農業振興関連事業
を活用する方には美味しまね
ゴールドを含む国際水準ＧＡＰ
を取得していただき、今後もよ
り安定した農業経営を実現して
いただきたいと考えています。

新規就農者が取り
組むのはなぜ？

新規就農者の方にあっては、栽
培管理技術の習得と同様、経営
の把握・改善を図ることが大変
重要です。

ＧＡＰの基準書は「よい農業」
を実践するための教科書です。
GＡＰに取り組むことで農業経
営に必要な項目となる管理基準
一つ一つを自己チェックするこ
ととなり、早期に安定的な農業
経営が可能となると考えていま
す。

そのため、経営初期からＧＡＰ
に取り組むことが必要不可欠で
あると考えています。



GAPに取り組んでよかった
～GAP認証取得者の声～

 認証取得者に聞いたＧＡＰのメリット（H30年美味しまね認証アンケート）

 ８０％の生産者が経済的効果ありと回答

分野 1  販売 2 品質 3 環境 4 コスト 5 作業

項目

売り上げが伸びた 単収が向上した 農薬投入量が減少した資材の不良在庫が減少した 作業時間が短縮した

販路が拡大した 品質が向上した 肥料投入量が減少した生産コストが削減した 作業遅延が減少した

販売単価が上がった クレームが減少した
商品の欠品や在庫が減少し
た

5

4

13

9

14

11

5分野改善した 4分野改善した 3分野改善した

2分野改善した 1分野改善した 変わらない

29 27
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24

11
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40

1 販売 2 品質 3 環境 4 コスト 5 作業

改善内容の内訳認証による改善の状況 (n=55)



“

”

「ＧＡＰに日本一真剣に取り組む
県」として、安全安心な農産物生
産を目指す、経営マインドの高い
新規就農者を支援していきます

島根県からのメッセージ

美味しまね認証（ＧＡＰ）に取り組みたいと思ったら・・・

島根県農林水産部産地支援課 美味しまね・ＧＡＰスタッフ

ＴＥＬ ０８５２－２２－５９６５

島根県では、規模や品目にかかわらず農業経営を発展させようという
意欲ある担い手を全面的に支援していきます


