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温室栽培Ⅰ

第10回 誘引・芽かき

1

芽かき

わき芽を取ること
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わき芽とは

• 主茎と葉の間から出る芽
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芽かきの理由①

• 養分がわき芽に行き、実が十分に育たなくな
るのを防ぐ

→ 品質の良い実を育てる
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芽かきの理由②

• 葉が茂りすぎ、日当たりが悪くなるのを防ぐ
→ 光合成効率を上げる

→ 実へ光を当て、着色を良くする
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芽かきの理由③

• 葉が茂りすぎ、風通しが悪くなるのを防ぐ
→ 病害虫被害の発生を予防する
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芽かきの理由④

• 側根の発育を抑える
→ 養分（窒素）の吸いすぎを抑え、

花芽付きを良くする

→ 茎や葉が大きくなりすぎるのを抑える
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芽かきのやり方①

• 5ｃｍ以内で行う
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芽かきのやり方②

• 晴れた日に行う
→ 傷口が乾きやすい

→ 病原菌の侵入が防ぎやすくなる
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芽かきのやり方③

• 大きくなった芽は消毒した鋏を使うことも可
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芽かきのポイント①

• わき芽を正確に見分ける
（主茎や葉と間違えない）
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わき芽かきのポイント②

• わき芽の見落としをしない
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芽かきのポイント③

• 主茎を傷つけない（傷口を大きくしない）
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その他
• トマトのアクが付くと落ちにくいので、作業しや
すい薄手のビニール手袋をする

• 衣服についた時は酸素系の漂白剤を使い、
お湯でつけおき洗いをする
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誘引
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誘引とは

• トマトの茎を支柱や誘引ひもに結び付け
固定すること
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誘引の理由①

• 自重や果実の重さでトマトが倒れるのを防ぐ
→ トマトの主茎が折れないようにする

→ トマトの樹形が悪化しないようにする
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誘引の理由②
• トマトの成長の向きを決める

→ トマトの効率的な

成長を助ける

→ 管理をしやすくする

→ 芽かき、収穫等の

作業性が向上する
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誘引の理由③

• 栽培空間の有効利用
→ トマト間の間隔が均一になる

→ 日当たりが向上し、光合成が促進される
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誘引の理由④

• 病害虫対策
→ 通気性の向上
→ 薬剤散布の効果向上
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誘引のやり方

• 誘引ひもにクリップでトマトの主茎をとめる
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誘引のポイント①

• クリップの付け根に誘引ひもを挟む
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誘引のポイント②

• 主茎や葉をクリップで挟まない
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誘引のポイント③

• 葉の付け根のすぐ下を留める
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誘引のポイント④

• 葉が上を向かないように注意する
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誘引のポイント⑤

• 花房の下では留めない
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誘引のポイント⑥

• クリップを留める位置が上すぎないようにする
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温室栽培Ⅰ

第11回 葉かき
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葉かき

不要になった葉をとること
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葉かきの理由①

• 病害の発生源を取り除く
→ 葉の力が弱まると病害の誘発源となる

→ 下の葉には薬剤が掛かりにくい

30



17

葉かきの理由②

• 光を効率的に利用する
→ 葉の重なりを防ぎ、光合成能力を高める

→ 果実に日が当たり、着色が進む
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葉かきの理由③

• 不要な葉への養分の供給をなくす
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葉かきの理由④

• 誘引作業を効率化する
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葉かきの理由⑤

• 風通しを良くする
→ 蒸れるのも防げる
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葉かきのやり方

• 主茎を片手で抑え、葉の付け根を上に曲げて
折り取る

35



20

付加価値を高める栽培管理



21

付加価値を高める
栽培管理

有機農業

1

第１章
ＪＡＳ法と有機食品の
検査認証制度

2
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Ⅰ ＪＡＳ法の概要

1. ＪＡＳとは

•日本農林規格の略
（Ｊapanese Agricultural Standard)

•農林水産大臣が制定

3

2. ＪＡＳ法とは

法律

政令

省令

告示

ＪＡＳ規格
検査方法
認定の技術的基準
格付の表示方法

4
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法法律律 名名称称 制制定定

ＪＡＳ法 農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律

国会で議決

ＪＡＳ法施行令 農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律施行令

内閣で定める

ＪＡＳ法施行規則 農林物資の規格化及び品質表示の
適正化に関する法律施行規則

農林水産大臣が
定める

5

3. ＪＡＳ制度
1）ＪＡＳ規格制度
格付検査に合格した製品にＪＡＳマークが貼れる

2）品質表示基準制度
品質表示を製造・販売業者に義務付ける

6
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4. ＪＡＳ規格制度

規規格格 規規格格内内容容 規規格格がが定定めめらられれてていい
るる主主なな食食品品

ママーークク

ＪＡＳマーク 品質 即席めん、しょうゆ
果実飲料等

有機ＪＡＳマーク

生産方法

有機農産物
有機加工食品等

特定ＪＡＳマーク 熟成ハム類
手延べ干しめん等

生産情報公表
ＪＡＳマーク

生産情報公表牛肉

生産情報公表農産物
等

7

農林水産省ＨＰより

ＪＡＳマークの移行

8
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5. ＪＡＳ規格による格付
・格付：ＪＡＳ規格に合っているか判定すること

・格付を受けるとＪＡＳマークが付けられる

＊格付を受けるかは製造業者の自由

＊ＪＡＳマークのない製品の流通は制限なし

9

農林水産大臣

登録認証機関

登録申請 登録

認証事業者

認証申請 認証

ＪＡＳマーク製品の流通

格付・格付の表示

格付けの仕組み

10
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6. 格付のための検査方法

1）製品から抽出（サンプリング）した試料を検査
2）生産の記録を検査 ← 有機農産物

7. 登録認証機関
農林水産大臣から登録

11

8. 生産行程管理者
生産行程を管理し、又は把握する次の者

1）生産業者
2）生産業者を構成員とする法人
3）販売者

＊生産行程管理者は格付を行い、

ＪＡＳマークを付けることができる

12
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9. ＪＡＳ規格の呼称、使用の禁止
・ＪＡＳ規格に紛らわしい名称を用いてはいけない

・格付を受けずにＪＡＳマークをつけてはいけない

・違反者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

13

Ⅱ 有機食品の検査認証制度

1. 有機ＪＡＳマーク

14
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有機JASマークのデザイン

太陽 植物 雲

15

2. ＪＡＳ規格

•品質に関する規格・・・51品目、197規格

•生産の方法に関する規格・・・15品目、17規格

有機ＪＡＳ規格

16
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3. 有機ＪＡＳ規格

•有機農産物

•有機加工品

•有機飼料

•有機畜産物

4品目、4規格

17

4. 有機ＪＡＳ認証の基準
1）生産活動及び生産行程の管理活動
「有機農産物の生産行程管理者の認定の技
術的基準」に従う

2）生産
「有機農産物の日本農林規格（ＪＡＳ規格）」

（有機農産物の生産方法（作り方）の基準）に
定められた方法により生産

18
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3）生産行程管理者の技術的基準
（認証基準）

（1）生産及び保管施設
（2）生産行程の管理又は把握の実施方法
（3）生産行程管理担当者（責任者）の資格と
人数

（4）格付の実施方法
（5）格付担当者（責任者）の資格と人数

19

4）有機農産物のＪＡＳ規格
次の３項目より構成される

（1）有機農産物の生産の原則
（2）生産の方法についての基準
（3）有機農産物の名称の表示

20
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5. 有機ＪＡＳの表示

規格に合っていると自分で判断し、

表示することは不可

登録認証機関から認証してもらう

（生産行程管理者が格付を行う）

21

6. 有機農産物の表示
名称・・・次のいずれか
（1）有機農産物
（2）有機栽培農産物
（3）有機農産物○○又は○○（有機農産物）
（4）有機栽培農産物○○又は○○（有機栽培農
産物）
（5）有機栽培○○又は○○（有機栽培）
（6）有機○○又は○○（有機）
（7）オーガニック○○又は○○（オーガニック）
*転換期間中のほ場で生産されたものは、「転換
期間中」と記載

22
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Ⅲ 認証の手続きと認証後の作業

1. 登録認証機関

• 農林水産大臣が登録
• 国内60機関、海外20機関（H25.3）
• 認証（審査）する品目、地域等が異なる

23

2. 申請の準備
1） 有機ＪＡＳ規格の内容をよく理解する。
2） 有機ＪＡＳの基準を満たす次の作業を行う
（1）責任者の選任
（2）内部規程の作成
（3）記録つけ

3）規定に基づき、業務の開始
4）認証機関を選択する

24
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3. 生産行程管理者申請前のチェック

項項目目 内内容容

生産行程管理担当者 資格要件や必要人数等を満たしているか
責任者がいるか格付担当者

生産・保管施設 必要条件を満たし、住所、図面はあるか

内部規程の整備と実施 内部規程に必要項目が全て入り、実施や
見直しは行われているか

記録の作成と保持 記録のつけ方は決まり、必要期間の記録
を保持しているか

格付規程の整備と実施 格付規程に必要事項が全て入り、認証取
得後実施可能か

表示 有機ＪＡＳマークが適正であり、認証後貼
付可能か

25

4. 認証手順

① 認証機関を選ぶ
② 認証機関に連絡し、申請書の様式を入手
③ 申請書の記入、返送
④ 申請書の書類審査
⑤ ほ場や保管倉庫等の実地検査
⑥ 判定（認証基準に適合しているか）

合格

⑦ 生産行程管理者として認証
（認証書の交付）

＊①～③、⑤（立会い） 申請者 ④～⑦認証機関

26
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5. 認証申請書（主な内容）
1）申請者の氏名又は名称、住所
2）生産行程管理及び格付担当者の氏名、略歴
3）格付を行う農産物の種類
4）生産を行う場所の所在地、面積

27

5）その他（添付書類）
（1）ほ場周辺図
（2）認証申請対象ほ場地図
（3）水系図あるいは用排水路図（水田の場合）
（4）航空防除用作業地図（農薬空中散布の場合）
（5）生産管理及び格付の組織・構成図
（6）保管等に係る施設の図面
（7）内部規程・格付規程
（8）ほ場履歴を示す管理記録
（9）その他（認証機関による必要書類）

28
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6. 実地検査
・申請の内容と実際の作業とを確認

1）主な検査
（1）聞き取り調査
（生産行程管理責任者、格付責任者、担当者、生
産者等）

（2）ほ場、その他の施設の実際の確認
（3）生産工程管理記録とその根拠書類の確認

29

2）実地検査での確認事項（例）
・生産行程管理記録とその根拠書類

・ほ場、倉庫、選別・調整・包装施設等の状況

・水田の用水

・使用資材、入手方法、保管場所

・種苗の入手方法

・肥培管理の方法

・有害動植物の防除方法

・生産に使用する機械、器具

・輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、出荷の状況

・生産行程に関する検査の方法

・有機ＪＡＳマークの表示の方法

・格付後の荷口の出荷又は処分の方法

・生産行程管理や格付の担当者（責任者）の資格と人数

30
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7. 判定
・「認証の技術的基準を満たしているか」の判定

（農場に行った検査員と別の判定員が判定）

・認証後、申請者に認証書を交付

・認証書記載事項
• 農林物資の種類（有機農産物）
• ほ場の面積、名称、住所
• 認証番号
• 認証の年月日
• 認証された生産行程管理者の氏名又は名称及び住所

31

Ⅳ 認証後の業務

1. 報告業務
認証機関への記録の提出と時期は下記の通り

書書類類名名 時時期期

年次計画
毎年生産計画を作成し認証機関に通知
時期は認証機関の指示に従う

格付実績 毎年６月末まで（前年４月～当年３月の実績）

不適合の処理 ほ場がＪＡＳ条件を満たさなくなった時

改善の措置 認証機関の調査で改善が必要になった時

32
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2. 調査の実施（認証機関による調査）

認証後も認証基準を満たしているかの調査

調調査査 内内容容

定期調査 １年に１回

不定期調査

・変更届で現地確認が必要な時
・認証基準を満たしていない情報が寄せられた時

・農林水産省や（独）農林水産消費安全技術センター
から調査の指示が出た時
・規格が変更になった時

33

3. 調査方法
・認証時の検査に準じ行う

・不適合は次の３段階で対応
対対応応のの段段階階 主主なな不不適適合合のの内内

容容
認認証証機機関関のの対対応応

改善要求 軽微な不適合 事業者から出された原因究明、再発防止
策等、是正された内容の実地確認を行い、
今後違反が起きないことを審査する

格付業務及び
ＪＡＳマークの
貼付停止

故意又は重大な
過失ではない違
反

格付業務再開にあたり、違反事項の原因
究明、再発防止策等、是正された内容の
実地確認を行い、再発の危険が無いか判
断する

認証取り消し 認証基準を満たさ
ず、今後も見込ま
れない時、故意又
は重大な過失の
時

認証取り消し後、１年間は申請を受付けな
い

再認証には違反事項の原因究明、再発防
止策等、是題された内容の実地確認を行
い、再発の危険が無いか判断する

34
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第２章
有機農産物の生産と
管理の詳細

35

認証基準

（有機ＪＡＳの規格）
（平成29年３月２７日改正）

36
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Ⅰ.有機農産物の生産の原則

1. 有機農産物のＪＡＳ規格
目的 有機農産物の生産の方法について

基準を定める

37

2. 有機農産物の生産の原則
1）一般的な有機作物
•化学肥料や農薬の使用を避ける
•土壌の生産力を発揮させる
•環境への負荷は低減した栽培管理を採用する
＊水耕、ロックウール、れき耕栽培のわさびは
不可

農農業業のの自自然然循循環環機機能能のの維維持持増増進進をを図図るる

38
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有機農業の自然循環のイメージ

農林水産省ＨＰ参照

39

2）自生している場合

•採取場の生態系の維持に支障がないこと
＊山菜、きのこ、木イチゴ等が該当
＊休耕地や畔等で自生している場合は、農薬
散布の影響がないことが確認されていること
＊栽培管理されている山や林地はほ場に該当
（自生ではない）

40
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3）スプラウト類（ほ場以外の生産）
→ 水のみで生産されたもの（種子の生産力）

Øスプラウト類に該当しないもの
• 液肥等の栄養分を与えたもの（ベビーリーフ等）
• にんにくの芽、はじかみ等、種子から生産しないもの
• 芽以外も食用にするもの（発芽玄米、芽にんにく等）

4）きのこ類
→ 農林産物に由来する生産力のみ

41

Ⅱ.有機農産物の生産の方法
（有機ＪＡＳ規格第４条）

1. ほ場
周辺から使用禁止資材（注1）が入らない措置がなさ
れていること

例 飛来防止・・・防風ネット、緩衝帯の設置等

流入防止・・・雨水流入防止等

及び転換期間又は転換期間中のいずれかを満たす
もの

42
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有機ほ場における緩衝帯例

緩衝帯

有機ほ場

43

注1 使用禁止資材
•肥料及び土壌改良資材（別表1を除く）
•農薬（別表2を除く）
• その他
シーダーテープ、マルチ、花粉の増量剤、融雪剤
等

＊天然物質、又は化学的処理を行っていない天然
物質由来のものを除く

＊使用後に取り除かれるプラスチックマルチ、ビ
ニールハウス用ビニール、支柱、ネット、誘引テープ
等は除く

44
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1）有機ほ場への転換期間
（有機農産物の生産の方法での栽培期間）

（1）多年生の農産物（果樹、茶、アスパラガス等）
最初の収穫前３年以上

45

（2）それ以外の農産物
播種又は植え付け前２年以上

46
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（3）開拓地又は休耕地
（２年以上使用禁止資材が使われていない）

播種又は植え付け前１年以上

47

2）転換期間（＝有機的な管理）の開始
（1）多年生作物・・・使用禁止資材の使用を

中止した時

（2）それ以外・・・・・・使用禁止資材の使用を
中止した時の栽培作物が

収穫された時

48
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3）転換期間中の条件
次の内容が有機農産物の生産の方法に

従っていること

•種子又は苗等
•肥培管理
•有害動植物防除
•一般管理

49

2. 栽培場
きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所

•周辺から使用禁止資材（注1）が入らない措置をし、
•かつ栽培開始前２年以上使用禁止資材を用いて
いないこと

50



46

3. 採取場
山菜、きのこ、木イチゴ等

•周辺から使用禁止資材（注1）が入らない一定の区
域

•かつ採取前３年以上使用禁止資材を用いていな
いこと

51

4. ほ場に使用する種子又は苗等
1）有機農産物の生産の方法（有機ＪＡＳ規
格第４条）の基準に適合すること

＊穂木、台木、種イモ、サツマイモの茎

等も含む

52
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2）前記が入手困難な場合
（著しく僅少、高価）、又は

品種の維持更新に必要な場合

（自家採取での品質低下の防止）

化学肥料や農薬（別表1,2を除く）が使用され
ていないものを使用できる

53

前記が入手困難な場合
又は

品種の維持更新に必要な場合

種子繁殖する品種では種子

栄養繁殖する品種では入手可能な最も若齢な
苗等で、

は種又は植付け後、化学肥料や農薬（別表1,2
を除く）が使用されていないものを使用できる

（食用新芽（カイワレ大根、豆苗、もやし等のスプ
ラウト類、タラの芽、茶の新芽）は除く

54
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3）前記1）・2）の苗等が入手困難

次のいずれかに該当する場合

（1）災害、病虫害等により植え付ける苗等がな
い
（2）種子の供給がなく、苗等でのみ供給される

植付け後、化学肥料や農薬（別表1,2を除く）が
使用されていないものを使用できる

55

4）前記1）・2）・3）の種子又は苗等は
遺伝子操作されたものではないこと

1）・2）の種子はコットンリンターによる再生繊
維を原料（シーダーテープ）とし、化学的に合
成されたものが添加されていないものを含む

56
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5. 種菌
きのこ用の種ごま
＊有機ＪＡＳ規格では種菌に菌床を含まない

有機農産物の生産の方法（有機ＪＡＳ規格第4条）の基準
に適合する菌種又は次の資材により培養された種菌
• 原木、おがこ、チップなどは、過去3年以上使用禁止資
材が入らず、伐採後も化学物質により処理されていない
こと

• 樹木由来の資材以外は以下のもので有機ＪＡＳ規格に
則ったもの
• 農産物
• 加工食品
• 飼料
• 家畜排泄物

57

•前記種菌が入手困難な場合、使用禁止資
材を使用せず生産された資材で培養された
種菌

•上記種菌が入手困難な場合、天然物質又
は化学的処理を行っていない天然物質に由
来する資材で培養された菌種

•上記菌種が入手困難な場合、別表3により
培養された種菌

•上記種菌は遺伝子操作が行われていない
こと

58
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6. ほ場における肥培管理
（生産力の維持増進のやり方）

•有機ほ場の農産物の残さからできた堆肥
•当該有機ほ場又はその周辺に生息する生
物の機能を活用した方法
（ミミズや微生物による有機質の分解や土
壌の改善）

•上記が困難な場合、別表1の肥料及び土壌
改良資材を使用又は有機ほ場周辺以外か
らの生物の導入が可能

59

7. 栽培上における栽培管理（きのこ類）

前記5種菌に準じる
•ただし、堆肥栽培のきのこの生産で、有機Ｊ
ＡＳの資材入手が困難な場合、別表1の肥
料及び土壌改良資材に限り使用できる

•有機ＪＡＳ既定の農産物を使い、きのこを生
産する場合、その過程で出る廃ほだ、廃菌
床等については、堆肥、飼料等に再利用す
ること

60
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8. ほ場又は栽培場における有害動植物の
防除

防除方法

1）耕種的防除
作目、品種の選定、作付時期の調整等により、
有害動植物の抵抗性品種の栽培、発生抑制、
抵抗性台木の選択、健全種苗の利用、混植、
輪作、田畑転換、灌がい、耕起・中耕、被覆
植物の利用、作期移動による回避など

61

耕種的防除例（1）

•灌がい •耕起

62
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耕種的防除例（2）

•中耕 •被覆植物の利用

63

2）物理的防除
光、熱、音等の利用、マルチ*1、人力又は機
械による防除、種子の比重選、光線の遮断、
誘蛾灯、防蛾灯の利用、プラスティックテープ
の利用、種子の温湯消毒、土壌の太陽熱・蒸
気による消毒、爆音等の利用、電流の利用、
ネットの利用等

*1マルチ
・古紙由来（製造工程で化学的に合成された
物質が添加されていないもの）

・プラスチックマルチ（使用後に取り除くもの）

*生分解性プラスチックマルチは不可

64
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物理的防除例（1）

•誘蛾灯 •防蛾灯

65

物理的防除例（2）

•爆音等の利用 •電流の利用

66
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物理的防除例（3）

• マルチ

物理的防除例（3）

• ネットの利用

67

物理的防除例（4）

•粘着シート •刈払機による除草

68
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3）生物的防除
病原を抑える微生物、天敵、忌避植物、有害
動植物の発生を抑制する植物の導入等

＊ただし、農産物に重大な損害が生じる危険
が急迫し、上記防除を適切に組み合わせても
効果的に防除できない時、別表2の農薬を使
用できる。

・天敵の利用（捕食・寄生）、拮抗微生物の利
用、小動物等の利用

69

生物的防除例（1）

•天敵の利用 •天敵の利用

70
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生物的防除例（2）

• アイガモの利用

71

•忌避植物の利用

9. 一般管理
収穫前の栽培管理（肥料や農薬以外）

例 種子消毒、種子の比重選、肥料・土壌改
良資材、農薬以外の物質のほ場への施用、
マルチ資材

土壌、植物又はきのこ類に使用禁止剤を施さ
ないこと

72
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10.育苗管理
・周辺から使用禁止資材が入らないようにす
ること

・用土は次のものであること

・有機ＪＡＳの基準に合うほ場（採取場）の土

・過去２年間以上、周辺から使用禁止資材が
入っていないこと

・別表１の肥料及び土壌改良資材

・管理は有機ＪＡＳの基準に合うこと

73

11.収穫以降の管理
・収穫、輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装等

1）有機ＪＡＳ基準以外の農産物が混入しないよ
うに管理すること

2）有害動植物の防除又は品質の保持改善は物
理的又は生物の機能を利用した方法によること

ただし、それでは効果が不十分な時

・有害動植物の防除 別表2（農薬）、4（薬剤）
・品質保持改善 別表5（調整用等資材）
3）放射線は用いない
4）農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤などの資材に
より汚染されないこと

74
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Ⅲ.生産行程の管理の方法
有機農産物及び有機飼料についての生産行程管理者
及び外国生産行程管理者の認証

1. 生産行程管理者＝事業者（個人も含む）
有機基準に基づいて実施した記録や、それを
管理・保管する組織体制

75

2. 生産及び保管に係る施設
1）生産に係る施設
（1）ほ場（栽培場、採取場）が有機ＪＡＳの基
準に合っていること

ただし、多年草の牧草に関しては、「収穫前３
年以上」を「２年以上」とする

（2）育苗場所が有機ＪＡＳの基準に合ってい
ること

76
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2）保管に係る施設
収穫以降の行程に係る有機ＪＡＳ基準に従い
管理できる広さ、明るさ、構造で、清掃されて
いること

＊ほ場の地図や保管・作業場所の見取り図
を作成

77

3. 生産行程の管理又は把握
1）生産行程管理責任者の職務
（1）生産行程の管理又は把握に関する計画
の立案及び推進

（2）外注先の選定基準、内容管理又は計画
の立案及び推進

（3）生産行程に生じた異常に関する処置又
は指導

78
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2）生産行程管理責任者の主な業務
（1）内部規程（栽培基準、管理方針）の作成
（2）内部規程に則した実務
（3）管理記録の作成
（4）書類の保存（1年）
（5）年間計画の作成、提出（登録機関）
（6）有機の規格から外れた場合の報告
（7）契約書の作成、保存（生産を委託する
場合）

（8）認証機関の調査受入と是正措置（指示
された場合）

79

3）内部規程の整備
（1）種苗又は種菌の入手
（2）肥培管理、栽培管理、有害動植物の防
除、一般管理、育苗管理

（3）機械、器具の取り扱い
（4）収穫以降の工程（収穫、輸送、選別、調
整、洗浄、貯蔵、包装等）

（5）苦情処理
（6）年間生産計画の策定、認証機関への通
知、報告、調査受入

80
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4）内部規程の管理又は把握、及び記録の保
存（出荷日より1年以上）
5）内部規程の見直し及び従業員への周知

81

4. 生産行程管理担当者の資格及び人数
1）生産行程管理担当者
資格

• 大学又は専門学校等で農業生産に関する単位を取得して卒業
した者

• 上記と同等以上の資格を有し、農業生産又はその指導・研究等
に1年以上従事した者

• 中等教育卒業以上で、農業生産又はその指導・研究等に2年以
上従事した者

• 農業生産又はその指導・研究等に3年以上従事した者

人数

• 一人以上（ただし、一人で全ほ場を管理できない時は必要人数）

82
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2）生産行程管理責任者（一人以上）
生産行程管理担当者

講習修了

（認証機関指定、有機農産物又は有機飼料
の生産行程の管理又は把握に関する課程）

生産行程管理責任者

83

5. 格付の実施・・・有機ＪＡＳ規格に合ってい
るかの確認

自ら格付規程を作成し、適切に行う

•生産行程の検査（ほ場、栽培方法、収穫・調
整の記録確認）

•格付の表示（有機ＪＡＳマークの表示）
•格付後の出荷又は処分
•格付の記録及び保存
•認証機関からの必要書類

84
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6. 格付担当者の資格及び人数
1）格付担当者
資格 生産行程管理担当者と同じ

格付を担当する者で、格付に関する講習会を修
了した者

人数 一人以上（適性に格付を行う必要な人数
以上）

7. 格付責任者
格付担当者が複数いる場合、その中から一人を
選任

85

Ⅳ.関連法規

1. 農林物資の規格化等に関する法律
1）目的 適正かつ合理的な農林物資の規格
を制定し、取引の校正化、消費の合理化を図
り、一般消費者の選択に資し、農業生産等の
振興並びに消費者の利益の保護に寄与する
（抜粋）

2）罰則（表示の違反）
法人 １億円以下の罰金刑

86
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2. その他の関連法律
1）肥料取締法
2）地力増進法
3）農薬取締法
4）有機農業推進法

87

Ⅴ.有機加工食品

1. 有機加工食品ＪＡＳ規格
1）原材料
有機ＪＡＳマークの付いている農産物・畜産
物・加工食品、食塩、水、食品添加物（別表）、
加工助剤（＊）

88



65

＊加工助剤
食品加工の際に添加
例 油脂の抽出、ヘキサン
①包装する前に食品から除去されるもの

②食品に通常存在する成分に変わり、天
然に存在する量を増やさない

③最終食品に極僅かしかなく、食品に影響
を及ぼさない

89

＊加工助剤

使用割合・・・原材料における次のものの
重量の割合は5％以下
•農畜産物（有機以外、放射線照射や遺伝
子組換えを除く）
•水産物
•農畜産物加工品
•食品添加物

90
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2）加工・包装、保管等の工程
（1）製造又は加工方法
• 物理的方法
粉砕、混合、成型、加熱、冷却、加圧、減圧、乾燥、
分離（ろ過、遠心分離等）

• 生物の機能を利用した方法
発酵等

（利用されるカビ、酵母、細菌等は原材料とみなされ
ない）

＊食品添加物は必要最小限とする（別表）
＊非有機原料や食品添加物は5％以下

91

（2）有機農畜産物は他の農産物や加工食品が
混入しないよう管理

（3）有害動植物の防除は、物理的又は生物の
機能を利用した方法による効果が不十分な場合、
別表2の薬剤の使用が可（原材料への混入防
止）

（4）上記でも防除効果が不十分な時、有機加
工食品を製造又は保管していない期間のみ、別
表２以外の薬剤の使用が可
（有機加工食品の製造開始前に薬剤は除去）

92
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（5）有害動植物の防除、食品の保存、衛生の目的
での放射線の使用不可

（工程管理での内容数量や形状確認、異物検査の
ための照射は可能）

（6）製品が農薬、洗浄剤、消毒剤等に汚染されな
いよう管理

（機械・器具をそれらで洗浄することは可。使用後は
よく水で洗浄する）

93

3）表示
（1）名称
・「有機○○」又は「○○（有機）」

・「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック）」

＊転換期間中の有機農産物の使用は「転換期間
中」と記載

（2）原材料名
原材料に「有機」等の文字を記載

転換期間中の原材料には「転換期間中」と記載

94
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2. 有機加工食品及び有機飼料についての
生産行程管理者及び外国生産行程管理
者の認証

1）生産及び保管に関わる施設
•有機加工食品や有機飼料の基準に従い管
理できる広さ、明るさ、構造であり、適切に
清掃されていること

•有機と非有機の混合が起こらない
•薬剤の汚染が起こらない

95

2）生産行程管理担当者
人数 一人（施設の数に対し、適正な人数）以上おく

資格

・大学又は専門学校で飲食料品又は飼料の製造や
加工の単位を取って卒業した者

・飲食料品、飼料の製造・加工又はそれらの指導・
調査・研究に従事した経験を有する者（大卒・専門
卒は１年以上、高・中卒は２年以上）

96
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3）生産行程管理責任者
•認証機関の指定する講習会を修了している生産
行程管理担当者（複数の場合は１人選任）

4）生産行程管理責任者の職務
（1）生産行程の管理又は把握に関する計画の立案
及び推進

（2）外注がある場合、外注先の選定基準、外注内容、
外注手続き等外注に関する管理又は把握に関する
計画の立案及び推進

（3）生産行程に生じた異常等に関する処置又は指
導

97

（4）次の事項の内部規程の整備
①原材料の受入・保管・格付の表示の確認

②原材料の混合割合

③製造・加工・包装・保管・その他の工程の管理

（添加物を使用する場合、仕様書、使用ライン、
製造工程図、年間製造量等）

④前項③に使用する機械・器具

⑤苦情処理（記録、対応の手順、方法）

⑥年間の生産計画の策定と認証機関への通知

⑦認証機関による確認に必要な事項

98
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（5）関係文書の保存（出荷日から１年以上）
（6）内部規程の定期的な見直しと従業員への
周知

99

5）格付
（1）格付に関する規定
①生産行程についての検査

原材料、配合割合、機器、生産方法、出荷

②格付の表示（有機ＪＡＳマークの表示）

③格付後の出荷又は処分

④記録の作成・保存

⑤認証機関の確認等に必要な事項

100
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（2）格付担当者の資格、人数
資格

生産行程管理担当者に準じ、格付の講習
会を修了した者

人数 一人以上（施設により異なる）

格付責任者：格付担当者から一人を選任

101
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