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内容

オーガニック（有機）農産物とは

有機JAS認証を取得するには

有機JAS規格のよくわからないところ

2

第13章　有機JAS認証制度の概要
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オーガニック（有機）農産物とは①

【有機農業の推進に関する法律 第二条】
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え

技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷を
できる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業

定義

オーガニック（有機）農産物

オーガニック（有機）農業

有機農産物の日本農林規格（有機JAS規格）の基準を満たす農産物
有機農産物として「有機○○」、「オーガニック○○」と表示するには、

必ず有機JAS認証を取得し、有機JASマークを付さなければならない
また、「無農薬〇〇」、「無化学肥料〇〇」とは表示できません

3

オーガニック（有機）農産物とは②

・周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しないように必要な措置を講じて
いること

・は種又は植付け前２年以上の間、使用禁止資材を使用していないこと
・収穫以後に、汚染や有機農産物でない農産物と混合しないように管理を
行うこと 等

「有機JAS規格」は生産の基準
オーガニック（有機）農産物生産の原則

生産の方法についての基準

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及
び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生
産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限
り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること

4
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有機JAS認証を取得するには①

有機JAS制度の概要

認証 生産
格付

認証機関 生産行程管理者
（有機農産物を生産する事業者）

有機農産物
（有機JASマークを付す）

「技術的基準」を満たしているか検査 「有機JAS規格」に基づき生産し格付

認証機関が農産物を認証する制度ではなく、
生産者自らが格付けを行う。

5

有機JAS認証を取得するには②

「技術的基準」は管理方法の基準
生産行程管理担当者と格付担当者

生産行程の管理又は把握を担当する生産行程管理担当者と、格付を担当
する格付担当者を設置していること。生産行程管理担当者と格付担当者の
中から、それぞれ生産行程管理責任者と格付責任者を１名選任しているこ
と（場合によっては兼務可能）。このうち、生産行程管理責任者、格付責
任者、格付担当者は認証機関の指定する講習会を受講しなければならない。

6

生産行程管理者

生産行程管理
責任者 担当者

格付
責任者

担当者（□□営農組合）

（××さん）

講習会の受講が必要
（△△さん）
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有機JAS認証を取得するには③

「技術的基準」は管理方法の基準

施設
有機JAS規格の基準に適合したほ場、育苗施設、収穫後に保管する施設が
あること

内部規程と格付規程
生産行程管理責任者が生産行程の管理又は把握を行うため、生産行程に

関する事項について具体的かつ体系的な内部規程を整備していること。

7

格付
農産物が有機JAS規格に基づき生産されたものであると生産行程管理者

自身が判断すること（認証機関は有機農産物とは認証しない）。

格付担当者が格付するため、生産行程についての検査について具体的か
つ体系的な格付規程を整備していること。

有機JAS認証を取得するには④

事務手続き

必要な書類の整備
書類審査や現地審査の際、管理内容を第三者に客観的に説明できるよう、以下の

項目確認ができる書類整備・保管が必要（様式は認証機関ごとに異なる）。

認証までの流れ（例）

事前に認証
機関指定講
習会を受講

申請書の
作成

申請書の
提出 書類審査

検査員
による
現地審査

認証機関に
よる判定

有機農産物
の出荷

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

・圃場の面積、作付品目、所在地、周辺の環境
・使用した種苗、農薬、肥料、土壌改良資材等
・作業日および作業内容、使用した機械器具の名称、管理清掃方法
・収穫以降の工程にかかる管理方法や格付、出荷、シール枚数、苦情対応
・以上の行程の計画が記載された内部規程、格付規程 8
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有機JAS認証を取得するには⑤

事務手続き
認証費用（例）
認証手数料：35,000円（0.5haまで）、以降0.5haごとに5,000円を追加

現地審査料：19,000円（約半日）＋交通費実費

※認証団体により、初年度新規申請料、現地審査定額(4万円)、申請筆数
や構成員数で加算等が必要な場合もあります。

9

有機JAS認証を取得するには⑤

事務手続き

認証機関一覧

10

認証機関名 住所 連絡先

特定非営利活動法人　兵庫県有機農業研究会HOAS
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-12

078-367-8567

一般社団法人　オーガニック認証センター
〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通5-5-16

078-366-5128

一般社団法人　民間稲作研究所認証センター
〒329-0526
栃木県河内郡上三川町鞘堂72

0285-53-1198

公益社団法人　全国愛農会
〒518-0221
三重県伊賀市別府690-1

0595-52-0108

公益社団法人　自然農法国際研究開発センター
〒413-0006
静岡県熱海市桃山町16-3

0557-85-2001

特定非営利活動法人　有機農業認証協会
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-19

06-6330-0823

特定非営利活動法人　和歌山有機認証協会
〒641-0014
和歌山県和歌山市毛見996-2

073-499-4736

※近隣府県および、農水省HPで滋賀県内での認証実績が公表されている有機JAS認証団体一覧
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作付期間作付期間

有機JAS規格のよくわからないところ①

有機JAS表示には転換期間が何年必要？
A 田植え前２年間、有機的管理がされている（使用
禁止資材を使用していない）必要があります
（下図では2023年産から表示可能）

2023年産2021年産 2022年産
有機的管理がされている（書類で証明）

（９/10）
収穫

※収穫前1年間、有機的管理がされて（前作が収穫されて）いれば、
2021年産から「転換期間中」と表記した上で有機JAS表示が可能

（５/１）
田植え

２年間

１年間

2020年

（５/１）

（９/10）
作付期間

11

有機JAS規格のよくわからないところ②

緩衝地帯は何ｍ必要？
A ほ場や周辺の防除方法により判断します

緩衝地帯に必要な距離は決まっていません。ほ場周辺の地形や隣接ほ場
との距離や管理状況を確認し、ほ場ごとに判断します。
また緩衝地帯の設置以外にも、使用禁止資材の飛来・流入防止措置とし
て防風ネットの設置や隣接ほ場耕作者と話し合い、使用禁止資材を飛来さ
せない取り決めを行う方法もあります（是非を認証機関が評価）。

12

（緩衝地帯の設置例）

①周囲に幅１ｍの
緩衝地帯を設置

②額縁状にコンバイン4
条分別刈し、別乾燥

③ほ場を団地化し外縁
部にのみ緩衝地帯設置
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有機JAS規格のよくわからないところ③

うちの水は使えるの？
A ほ場ごとに生産行程管理者が判断します

河川・用水路から取水した用水、井戸水、沼池から取水した用水等を利
用する場合は、使用禁止資材混入防止措置を講じる必要はありません。
ただし、排水兼用水路から取水した用水は浄化水田に一時的に貯留する

等の使用禁止資材を流入させない措置が必要です（措置の必要性や内容を
事前に認証機関と相談）。

13

有機JAS規格のよくわからないところ④

購入苗は使えない？どんな種子でもいい？
A 原則、有機栽培由来の種子から育苗します

有機栽培由来の種子が入手困難な場合や品種の維持更新に必要な場合は、
使用禁止資材が使用されていない一般の種子を用いることができます。
例えば「みずかがみ」については、「みずかがみ」推進ガイドラインで

全量種子更新を行うことが定められているので、使用禁止資材が使用され
ていない一般の種子を使用します。
苗を購入する場合は、種子が有機栽培由来であるかどうか、培土等に使
用禁止資材が使用されていないか等を苗の内容証明書を入手して確認して
ください。

14
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- 1 -

有機農産物の日本農林規格

制 定 平成12年 1月20日農林水産省告示第 59号

一部改正 平成15年11月18日農林水産省告示第1884号

全部改正 平成17年10月27日農林水産省告示第1605号

一部改正 平成18年10月27日農林水産省告示第1463号

一部改正 平成21年 8月27日農林水産省告示第1180号

一部改正 平成24年 3月28日農林水産省告示第 833号

一部改正 平成27年12月 3日農林水産省告示第2597号

一部改正 平成28年 2月24日農林水産省告示第 489号

最終改正 平成29年３月27日農林水産省告示第 443号

（目的）

第１条 この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

（有機農産物の生産の原則）

第２条 有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避ける

ことを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力（きのこ類の生産にあっては農林産物に

由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。）を発揮させる

とともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場

において生産すること。

採取場（自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。）において、採取場の生態系

の維持に支障を生じない方法により採取すること。

（定義）

第３条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

用 語 定 義

有 機 農 産 物 次条の基準に従い生産された農産物（飲食料品に限る。）をいう。

使 用 禁 止 資 材 肥料及び土壌改良資材（別表１に掲げるものを除く 、農薬（別表２に掲

げるものを除く 並びに土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材

（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ものを除く

をいう。

化 学 的 処 理 次のいずれかに該当することをいう。

１ 化学的手段（燃焼、焼成、溶融、乾留及びけん化を除く。以下同じ。）

によって、化合物を構造の異なる物質に変化させること。

２ 化学的手段により得られた物質を添加すること（最終的な製品に当該

物質を含有しない場合を含む。）。

組換えＤＮＡ技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、ＤＮＡをつなぎ合わせた

組換えＤＮＡ分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技

術をいう。

栽 培 場 きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所及びスプラウト類の栽培施設（ほ

場を除く。以下同じ。）をいう。

（生産の方法についての基準）

第４条 有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準

ほ 場 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ

ているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。

１ 多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前３年

以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前２年以上（開拓さ

有機JAS規格のよくわからないところ⑤

どの肥料が使えるの？
A 肥料ごとに確認が必要です

有機JAS規格の別表１に記載されている肥料及び土壌改良資材を導入す
ることができます。ただし、製造工程において化学的処理がされていない
ことを確認する必要があります。肥料メーカーに問い合わせ原材料と製造
工程が記載された資材証明書を入手するか、有機JAS資材評価協議会
（http:yuhyokyo.com/list/）を参考にする
ことができます。
有機肥料と表示されている資材でも使用

できないものがあるので注意が必要です。

（実際の資材証明書の例） 15

有機JAS規格のよくわからないところ⑥

病害虫対策はどうしたらいい？
A 耕種的防除などの病害虫対策が必要です

有機JAS規格では、耕種的防除、物理的防除、生物的防除を適切に組み
合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うことを定められています。
例えば、雑草対策では以下の方法があります。

耕種的防除：作付け時期の調整、疎植、畦畔除草 等

物理的防除：機械除草、深水管理、紙マルチ 等

生物的防除：微生物資材の活用、米ぬかの散布、鯉や合鴨 等

16

※各種防除体系を組み合わせても効果的に防除できない場合は、
有機JAS規格の別表２の農薬に限り使用が認められています。


