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本日の概要 

・結果管理と工程管理 

・JAあいち版GAP制定に至る背景 

  残留農薬分析 

  生産履歴記帳と生産履歴管理システム 

  愛知県版GAP 

・ＪＡあいち版ＧＡＰとは 

・ＪＡあいち版ＧＡＰの現状と課題 

・ＪＡあいち版ＧＡＰの今後 

 



安全性を確認する方法  結果管理と工程管理 

結果管理 工程管理 

残留農薬分析 
 

病原性微生物検査 
 

など 

適 正 作 業 
⇓ 

点 検・記 録 
⇓ 

内 容 確 認 

(生産履歴記帳など) 



JAあいち版GAP制定に至る背景 

JAグループ愛知はすでに 

 1.残留農薬分析(=結果管理) 

 2.生産履歴記帳と生産履歴管理システムの導入 
  (=工程管理) 

を行ってきた。 

また愛知県は「愛知県版GAP」ともいうべき 

「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」を平成18
年3月に制定しGAP手法の普及に努めてきた。 

 



残留農薬分析 

[目的] 

1.農薬適正使用指導、安全・安心な農産物づくり 

 産地に対する農薬の適正使用指導に資するとともに、分
 析を行うことがＪＡグループ愛知における安全・安心な
 農産物づくりに寄不する。 

2.認証農作物の安全確認  

 いきいき愛知（減農薬・減化学肥料栽培）により認証さ
 れた農産物の農薬適正使用を確認し、実需者・消費者に
 アピールする（一定割合で分析するよう義務付け）。  

3.マイナー作物の農薬適用拡大支援 

平成11年度下期に営農支援センターで業務開始    



GC/MS/MS LC/MS/MS 

残留農薬分析 

測定機器 



残留農薬分析 

[分析対象] 

 愛知県で生産されJAグループ愛知で販売する農産物 

[分析区分] 

 一斉定性分析： 313成分を同時に測定(平成23年度) 
 個別定量分析 

[分析結果のフィードバック]  

 分析依頼者に対し残留農薬分析結果報告書により分析結
 果を報告 

[問題あり分析結果の対応] 

 農畜産物の安全・安心対策本部が制定した「残留農薬の検
 出にかかわる対応指針」に基づき対処。 
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2500点前後で推移。 

全国のJAグループの中
でも有数の分析施設と
なっている。 
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残留農薬分析 



生産履歴記帳とは 

農家組合員が栽培日誌を書面に残し、JAがその内容を確認
することによって、農産物が生産基準を守って作られてい
ることを保証する取り組み。 

[記帳内容] 
 1.基本情報（氏名、ほ場所在地、作物・品種名 など） 
 2.栽培情報（は種日、定植日、収穫開始日 など） 
 3.施肥記録 
 4.防除（農薬使用)記録 

●農家に記帳いただくことだけでなく、 JAが農薬の適正使
用を確認することが重要。 

●施肥・防除などの記帳内容と収量・品質記録や土壌診断
記録との照合により営農指導に結びつけることもできる。 



［生産履歴記帳シート］ 



[目 標] 
 
 
 

[JAの取組み事項] 
 1.生産部会・組合員に対する目標の周知徹底 

 2.生産部会規約の見直し 

 

 

 3.生産履歴管理システムの導入と利用促進 

生産履歴記帳の徹底に向けた取組み 

集出荷前の決められた期日までに、 

管理体系ごとの記帳シートをJA担当者に提出する。 

平成20年度末までに、すべてのJAにおいて販売する 

すべての農産物を生産履歴記帳の裏づけのあるものとする 



生産履歴管理システム 

 ＪＡあいち経済連は平成17年3月に県下17JAに生産履歴 
 管理システムを導入 
  →平成22年度末現在、19JAに31セット導入 
 

[生産履歴管理システムを導入したねらい] 
 1.県域記帳運動の定着支援 
  生産者における生産履歴記帳の意識向上 
  営農指導員による記帳管理および農薬使用に対する正確
  な判定と内容確認業務の効率化(=人件費コストの削減) 

 2.営農指導／営農渉外支援手法の開発および普及 
  生産履歴データに基づく適切かつ迅速な営農指導の実現 



生産履歴管理システムの流れ 

①記帳シートの作成・配布 

＜ＪＡ＞                ＜生産者＞ 

 栽培暦を参考にＯＣＲ記帳シート     記帳ｼｰﾄへ履歴を記帳する 

 を作成「プレ印字」  ・作業日誌 

  ・施肥日誌 

  ・防除日誌 

《表》 

《裏》 

配布 

ＪＡへ提出 



生産履歴管理システムの流れ 

②記帳シートの回収、読み取り、判定 

       画面で確認 

判定 

・帳票として出力も可 

 （生産者へ渡す，業者への提示） 

回収した記帳シートを
スキャナ読取 

・農薬の適正使用を確認         
（JPP-NETから情報取得） 

・生産基準との適合を確認 



生産履歴記帳だけではできないことがある 

JAグループ愛知は生産履歴記帳運動に取り組んできたが… 
 
1.生産履歴記帳だけでは管理できないリスクがある。 
   (農薬のドリフト、散布器具の洗浄丌足、異物混入、食中 
 毒に対する衛生管理 など。) 

2.食の安全確保のみならず、環境保全や労働安全の確保も      
重要。 

3.生産資材高騰などで農業経営が厳しくなっている中、コ
 ストダウンや生産性向上など経営安定につながる手法の導
 入も必要となってきた。 

 

以上の要求を満たす手法としてGAP手法がある 



1 

愛知県版ＧＡＰ 

平成18年3月に「愛知県農産
物環境安全推進マニュアル」が
策定・公表された。このマニュ
アルは、農業生産による環境負
荷の低減と農産物の安全確保を
促進するためのもの。 

 

「環境」、「安全」、「安心・
信頼」という3つのキーワード
をもとに82のチェック事項(内
必須事項は42)などをまとめて
いる。 

愛知県農産物環境安全推進マニュアル内の 
「環境・安全やろまいシート｣ 



JAグループ愛知の対応 

1.生産履歴記帳の取り組み(GAPの前提条件) 

 平成14年12月に生産履歴記帳運動の取組みを開始。
 17年3月からはこの運動の一環として生産履歴の内容を
 瞬時に判定できる「生産履歴管理システム」を導入。 

  

2. ＪＡあいち版GAPの取組み 

  ①生産者、②消費者（実需者） 

 の意向を確認しながら、双方に 
 受け入れられる内容にすること 
 を第一にして平成２０年７月に 
 
 「ＪＡあいち版ＧＡＰ」を制定 

小売店の要求 

 安全性  高品質  安定供給 
  
 
 環境保全 
 
 
 
 
 

 
生産者のメリット 

コストダウン 生産性向上
安定生産   品質向上  
高位平準化  経営改善 

この部分をいかに多く
するかがポイント 



    

 

 

 

 

 

 

易 

難易度 

難 
生産 集出荷 

調整 

グローバルＧＡＰ、ＪＧＡＰ 

環境安全やろまい
シート(すべて) 

 
 

環境安全やろまい
シート（必須） 

 

JAあいち版GAP 
生産農家にメリットの多い 

内容にする。 

愛知県がすすめる「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」の
環境安全やろまいシート（必須項目）とレベル感は同じ。ただ
し、調整や輸送部分、JAの役割も含めたＧＡＰとする。 

JAあいち版GAPのイメージ 

輸送 JAの
役割 



JAあいち版GAPの特徴 

1.愛知県版GAPとの連動 

 愛知県版GAP というべき愛知県農産物環境安全推進マニ
 ュアルの「環境・安全やろまいシート」と連動している。 
 (やろまいシートの必須項目と項目の内容を一致。このこ 
 とにより産地で農業改良普及員とJA営農指導員が協力し 
 てGAPの普及・推進を行うことができている。) 

2.JA用チェックシートの設定 

 生産者用チェックシートのみならずＪＡ用チェックシート
 を設定、JA用チェックシートで ①集出荷場以降の管理 
 ②JAの果たすべき役割(取組む生産者に対する指導) がで
 きているかの確認ができるようになっている。  

   



JAあいち版GAPの特徴 

3.生産性向上やコストダウンに結びつく項目の明示 

 生産性(作業性)の向上やコストダウンにつながる項目に網
 かけをして取組むメリットをわかりやすくした。 

4.管理責任者の設置 

 JA及び取組み部会組織には全体の進行管理を効率的に行い
 対外的な窓口となる管理責任者を設置することとした。 

5.内部検査体制の整備 

 GAPを確実に実践するため、取組む部会組織内で相互に実
 施状況を確認する内部検査体制を整備した。 

6.サブシートの整備 

 肥料農薬の在庫管理台帳や内部検査結果報告書などの 

 サブ シートを整備した。 

 

 

  

   



確認者

提出日 平成　　年　　月　　日 確認日 平成　　年　　月　　日

?

ＪＡあいち版ＧＡＰ
チェックシート

施設（野菜・果樹）

【生産者用】

ＪＡ名

部会名

作物名

氏　名

住　所

・安全な農産物を求める消費者の声に応えることができます。
・記録をもとに、農作業の改善につなげれば、コスト低減や品質
　向上につながります。
・取組をＰＲすることにより、量販店などに対する産地の評判が
　高まります。
・産地全体で取り組むことにより、産地全体の生産レベルが高ま
　ります。

　　　3.チェックシートの使い方

ＪＡあいち版ＧＡＰチェックシートについて

・農作業計画を立て、わが農場ではどうしたら各管理点が到達で
　きるか決めましょう。
・それぞれの管理点ごとに実施できたら、チェック印とチェック
　した月日を記入しましょう。
・最初からすべての管理点が実施できなくても結構です。できる
　ところから実施しましょう。
・1作(1年)が終了したら、どの程度実施できたかの自己審査を行
　いましょう。
・実施できなかった管理点は次作（来年）実施できるようにする
　ためにはどうしたらよいかを考えましょう。
・1作(1年)分のチェックシートができたらＪＡに提出しましょう。
・番号に網掛けのある管理点は、生産性（作業性）の向上やコス
　トダウンに結びつく項目です。

　　　1.ＧＡＰ手法とは
　ＧＡＰ手法とは、生産の工程を管理する手法であり、農作業
の計画を立て、実践した結果をチェックし、記録を残すことで、
記録をもとに作業の改善などを行うものです。

（ＰＤＣＡサイクルの繰り返し）が大切です。

　　　2.ＧＡＰ手法を導入するメリット

①計画(Plan)
　農作業の計画を立て、点検項
目（チェックシート）を定めます。

②実践(Do)
　チェックシートを確認し農作業
を行い、記録します。

④見直し・改善(Action)
　改善点を見直し、次回の作付
けに役立てます。

③点検・評価(Check)
　記録を点検し、改善点を見つけ
ます。

［チェックシート］ 



番号 区分 管理点（チェック項目）

1-1
土づくり、肥培管理等環境保全型農業
や省エネに関する資料を収集したり、
研修を受講しましたか。

1-2
安全防除や農薬に関する資料を収集し
たり、研修を受講しましたか。

1-3
省エネに関する資料を収集したり、研
修を受講しましたか。

2-1

水
源
確
認

水源（農業用水、地下水、水道、その
他）が明らかな水を用いていますか。

3-1
定期的に土壌診断を実施しています
か。

3-2

たい肥や土壌改良資材は、表示を確認
するなどして、原料の種類や主な成分
の含有量が明らかなものを施用してい
ますか。

3-3
たい肥や土壌改良資材は、ＪＡの施
肥・土づくり基準や土壌診断結果など
を参考にして施用していますか。

3-4
たい肥の施用後は、速やかに土壌と混
ぜていますか。

3-5
肥料は、登録・届出された表示がある
ものを選択していますか。

3-6
ＪＡの施肥・土づくり基準や土壌診断
結果などを参考にした施肥を行ってい
ますか。

情報収集・水源・土づくり・施肥

□チェック印と日付を記入

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

情
報
収
集

　□　　　　月　　　日

土
づ
く
り
資
材
・
肥
料
の
適
切
な
使
用

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

番号 区分 管理点（チェック項目）

4-1
種
苗

種苗は、使用農薬（使用方法、使用成
分名と使用回数）の確認をしています
か。

4-2
使用する作物の登録農薬であることを
確認して購入していますか。

4-3
対象作物に登録のある農薬をラベルの
使用基準どおり使用していますか。

4-4
農薬を使用する場合は、農薬が身体に
付着しないような服装等に心がけ、マ
スクをかけて作業していますか。

4-5
粒剤等の飛散しくにい農薬を使用した
り、風がほとんどない時間に作業を行
うようにしていますか。

4-6
散布機の調整は適切に行っています
か。

4-7

住宅地や田畑に近接した農地で農薬を
散布する時には､散布前に近隣住民や
田畑所有者に周知するようにしていま
すか｡

4-8
適期防除のために、病害虫の発生状況
を観察や予察情報などで確認していま
すか。

4-9
ＪＡの防除ごよみなどを参考にした、
ローテーション防除やＩＰＭに取り組
んでいますか。

5-1
省
エ
ネ

暖房機の掃除を行い、冬期には二重被
覆又は夜間の変温管理を行うなど省エ
ネに努めていますか。

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

農
薬
の
適
切
な
使
用

農
薬
飛
散
事
故
防
止

適
切
な
防
除

防除

　□　　　　月　　　日

□チェック印と日付を記入

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

省エネ

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日



番号 区分 管理点（チェック項目）

6-1
堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬、種
苗等の購入伝票を保管していますか。

6-2
堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬等は
入出庫管理簿へ記録していますか。

6-3
農薬は在庫のチェックと計画的な利用
に努めていますか。

7-1
農薬は、カギをかけて保管するように
していますか。

7-2
「毒物」、「劇物」に該当する農薬
は、保管庫に「医薬用外毒物」、「医
薬用外劇物」の表示をしていますか。

7-3
農薬を別の容器へ移し替えないように
していますか。

7-4
ガソリンなどの揮発油は安全な容器に
保管していますか。

7-5
重油タンクに防油堤を設置しています
か。

8-1

肥料や農薬を使用したときは、生産履
歴記帳シート（栽培日誌）に記帳し、
出荷前までにJAへ提出しています
か。

8-2
収穫物については、収穫ほ場・収穫
日・出荷日・出荷量等に関する記録を
保管していますか。

8-3
ほ場や作業場から発生する被覆フィル
ム・こん包資材等を分別して適正に処
理し、その記録を保管していますか。

入
出
庫
管
理

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

□チェック印と日付を記入

保管・記録

適
正
保
管

　□　　　　月　　　日

施
肥
防
除
・
収
穫
・
処
理
記
録

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

番号 区分 管理点（チェック項目）

9-1
トイレの後や作業の前には手洗いを励
行し、清潔な作業着を着用しています
か。

9-2
喫煙・飲食は決めた場所で行っていま
すか。

9-3
帽子の着用などにより異物の混入を防
止するなど、衛生に注意した農産物の
調製を行っていますか。

9-4
定期的に、運搬車両・機械・作業用具
の点検・修繕を行っていますか。

9-5
作業前後には、出荷調製用の架台や収
穫用コンテナの清掃を行っています
か。

10-1
作物残さについては、たい肥化した
り、ほ場への還元を行うなど、リサイ
クルするようにしていますか。

10-2
農薬の空き容器は地域で定められた回
収・廃棄方法で処理していますか。

10-3
期限切れ農薬は、ＪＡによる回収に出
すなど適正に処理していますか。

12-2
確
認

改
善

1作（1年）ごとに自己点検を行って
いますか。

12-4
確
認

改
善

丌適合だった管理点（チェック項目）
を改善するようにしましたか。

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

適
正
処
理
・
廃
棄

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日
　□　　　　月　　　日

作
業
環
境

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

　□　　　　月　　　日

収穫・出荷・調整・後片付け

□チェック印と日付を記入

　□　　　　月　　　日

確認・改善

衛
生
管
理



確認者

提出日 平成　　年　　月　　日

?

ＪＡあいち版ＧＡＰ
チェックシート

施設（野菜・果樹）

【ＪＡ用】

ＪＡ名

部会名

作物名

確認日 平成　　年　　月　　日

番号 区分 管理点（チェック項目）

12-1
生産者用チェックシートは作付け終了
後速やかに回収しましたか。

12-2
回収した生産者用チェックシートの内
容を点検し傾向を分析しましたか。

12-3
産地・部会に対して生産者用チェック
シートの点検・傾向分析結果を報告し
ましたか。

12-4
丌適合だった管理点（チェック項目）
を改善するように指導をしています
か。

12-5
ＪＡ用チェックシートの内容を点検し
傾向を分析しましたか。

12-6
丌適合だった管理点（チェック項目）
を改善するようにしましたか。

確認・改善

□チェック印と日付を記入

　? 　　　　月　　　日

　? 　　　　月　　　日

確
認
・
改
善

Ｊ
Ａ
用
シ
ー
ト

　? 　　　　月　　　日

確
認
・
改
善

生
産
者
用
シ
ー
ト

　? 　　　　月　　　日

　? 　　　　月　　　日

　? 　　　　月　　　日

番号 区分 管理点（チェック項目）

1-1
土づくりや肥培管理等環境保全型農業に
関する情報や資料を提供したり、研修を
実施しましたか。

1-2
安全防除や農薬に関する情報や資料を提
供したり、研修を実施しましたか。

1-3
省エネに関する情報や資料を提供した
り、研修を実施しましたか。

3-1
定期的に土壌診断を実施し、診断結果に
基づく処方箋を作成していますか。

3-2
たい肥や土壌改良資材は、原料の種類や
主な成分の含有量が明らかなものを施用
する指導をしていますか。

3-3
土づくり基準を作成し、土壌診断結果に
基づく土づくり指導を行っていますか。

3-6
施肥基準を作成し、土壌診断結果に基づ
く肥培管理指導を行っていますか。

　☐　　　　月　　　日

情報提供・土づくり・施肥

　☐　　　　月　　　日

□チェック印と日付を記入

　☐　　　　月　　　日

　☐　　　　月　　　日

情
報
提
供

土
づ
く
り
資
材
・
肥
料
の
適
切
な
使
用

　☐　　　　月　　　日

　☐　　　　月　　　日

　☐　　　　月　　　日



ＧＡＰに取り組むメリット 

【生産場面でのメリット】 

■作付け前に土壌診断を行う■ 

 土壌診断により従前の肥培管理が過剰施肥であることが分
かれば、診断結果に基づく適正施肥を行うことにより 

 1.施肥コストが低減できた  

 2.最適な肥培管理を行うことによる収量･品質がアップした 

 3.健全な作物になったため耐病性が向上し減農薬栽培とな  
 った  

 4.過剰施肥による地下水汚染が防止できた 

 など、生産者にとってメリットの多い項目となる。現に土
壌診断の実施で収量が大幅にアップした事例もある。 



ＧＡＰに取り組むメリット 

【生産場面でのメリット】 

■病害虫発生予察情報やほ場での病害虫発生状況を確認する■  

 1.早期発見・早期防除ができ農薬の使用量が減尐することに  
 より防除コストが低減できた 

 2.その結果減農薬栽培につながった 

 3.散布者に対する負荷軽減にもなった 

   

  などのメリット発生が期待できる。 



ＧＡＰに取り組むメリット 

【収穫・出荷・調製場面でのメリット】 

■トイレの後や作業の前に手を洗う■  

 手洗いをきちんと行うことにより 

 食中毒発生を防ぐことができた 

 

■作業時は帽子をかぶる・タバコは決められた場所で吸う■  

 励行することで  

 髪の毛やタバコの灰などの異物混入を防ぐことができた 

 

  などのメリット発生が期待できる。 



【メリットの事例】 

 愛知県産大葉に関するアンケート結果 

(１)異物混入について (２)品質変化について(傷み等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GAP手法により約半数で異物混入の減尐や 

   品質向上につながった!! 
 

ＧＡＰに取り組むメリット 

回答数 割合

22 29%

16 21%

25 32%

14 18%

77 100%

選択肢

異物混入が大きく減尐した

異物混入が若干減尐した

変化なし

その他

合計

回答数 割合

4 5%

31 40%

38 49%

5 6%

78 100%

選択肢

品質が大きく向上した

品質が若干向上した

変化なし

その他

合計



【チェックシート】 

 ・生産者用とJA用シート 

  管理点（チェック項目、生産者用シート） 
   露地用：３８項目、施設用：４１項目 
   米：２７項目（暫定）、麦：４３項目、大豆： ３７項目。 

  項目の内容や表現については産地の実情に合わせ修正、追加可能
 （項目の削除については該当しない場合のみ）。 

【サブシート】  

 ・肥料・土壌改良資材、農薬入出庫・在庫管理台帳 
 ・生産履歴管理システムの記帳シート 
 ・内部検査結果報告書(H２１年８月追加) 

【手引書】 

 ・｢ＪＡあいち版ＧＡＰ推進の手引き｣ (H２１年８月改定) 

JAあいち版GAPのツール 



平成　年度　肥料・土壌改良資材在庫管理台帳
№

入庫 出庫 在庫

端数は小数点以下の数値で記入

数量
品名 月/日 購入先規格

平成　年度　農薬在庫管理台帳
№

入庫 出庫 在庫

端数は小数点以下の数値で記入

購入先規格品名 月/日
数量

［サブシート］ 



№
ＪＡ

管理責任者
部会長

部会
管理責任者

検査日　　平成　　年　　月　　日（　　） 検査員名

検査農家名 （ＡＢＣなどの記号で現してもよい）

検査項目
項目№

1

2

3

4

5
（農薬保管状況、作業場の状況、器具の保管状況などの検査項目を記入）

検査結果
項目№

1

2

3

4

5

（各項目の取組状況を記入）

丌適合だった項目とその改善点
項目№

外部指導･助言者からの意見

検査結果

項目名

意見記入欄

内部検査員

改善点

平成　　年度　　　　　　　部会　内部検査結果報告書（現地検査）

氏名所属

№
ＪＡ

管理責任者
部会長

部会
管理責任者

検査日　　平成　　年　　月　　日（　　） 検査員名

検査農家名 （ＡＢＣなどの記号で現してもよい）

検査項目
項目№

1

2

3

4

5
（チェックシートの主なチェック項目を記入）

検査結果
項目№

1

2

3

4

5

（各項目の取組状況を記入）

丌適合だった項目とその改善点
項目№

外部指導･助言者からの意見

平成　　年度　　　　　　　部会　内部検査結果報告書（シート検査）

氏名所属 意見記入欄

内部検査員

改善点

検査結果

項目名



  麦・大豆は県下全域で取り組まれている。 

  米については県下全域で導入をすすめつつある。いきいき
愛知をはじめとした契約栽培が導入の対象。 

  野菜・果実については部分的な取り組み（ナス：県下全域、
トマト・キャベツ・つまもの：東三河主体） 

  ＪＡあいち中央では平成２０年度 安全・安心対策本部会
議で「すべての部会に導入」と意思決定されたため、概ね
すべての部会で導入もしくは導入が検討されている。 

  取組まれているGAPはJAあいち版GAP、愛知県版GAP 
がほとんどである。 

愛知県におけるＧＡＰの取組み状況 



平成22年度　愛知県下におけるＧＡＰ手法の取組状況（平成22年11月末現在）
【尾張地域】

1 導入に向け検討中、８月から取組む予定（ＪＡオペ対象）
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中
導入に向け検討中

6 H20年産 生産者全員
2 H21年産 生産者全員

導入に向け検討中
4 Ｈ21年度 Ｈ２１年度から導入

導入に向け検討中
2 H20.4 生産者全員
7 H20.4 生産者全員
3 導入に向け検討中

11 H21.10 部会員60名のうち初年度役員で取組、次作から全員で取組予定
36 H20年産 生産者全員（営農組合は組合で１つ）（人数は前年度）
34 H21年産 生産者全員（人数は前年度）

Ｈ22年産 導入に向け検討中（南部）
13 Ｈ19年度 部会員全員
20 H21.9 部会員全員、トマト組合（9名）に対しては22年10月～本格導入予定
2 Ｈ20年度
7 H21.6 生産者全員
5 H21.11 生産者全員

24 H22.1 部会員全員
7 H22.3 部会員全員

36 H22.1 部会員全員
22 H22.1 研究会員全員

Ｈ18年度 現在休止中
Ｈ22.3 取組みなし

35 Ｈ18年度 現在休止中
60 Ｈ18年度 産直部会
3 H19.7 豊明市、小牧市、東郷町
4 Ｈ18年度 一宮市、稲沢市、豊明市、H19 MPS認証取得

導入
時期

西春日井 米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

ＪＡ名 部会名 ＧＡＰの種類
取組
人数

みつば
小牧桃生産部会

愛知北
大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ

愛知西
なす協議会 愛知県版ＧＡＰ

麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ

あいち海部

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ
米 ＪＡあいち版ＧＡＰ
ハウスれんこん部会

あいち知多

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ

契約ひとめぼれ栽培部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
特別栽培米研究会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

契約コシヒカリ栽培部会

げんきの郷 愛知県版ＧＡＰ

愛知県版ＧＡＰ
鍋田トマト部会 愛知県版ＧＡＰ
鍋田ナスＦＣ他（ナス） 愛知県版ＧＡＰ

ＪＡあいち版ＧＡＰ
契約あいちのかおり栽培部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

阿久比米れんげちゃん研究会 愛知県版ＧＡＰ

ハウスみかん部会 愛知県版ＧＡＰ
東海ナス研究会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

(尾張地域）
管内イチゴ農家 愛知県版ＧＡＰ
切りバラ生産者（バラ） ＭＰＳ

備考

米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

米・麦・大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
なごや

米
あいち尾東

大豆

尾張旭市いちじく部会 愛知県版ＧＡＰ

ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ

尾張中央

小牧柿部会

高蔵寺産直部会

小牧梨部会

春日井産直部会

小牧いちじく部会
小牧ぶどう部会
小牧受託者部会
小牧じねんじょ部会
春日井園芸部

とよば産直部会

高蔵寺じねんじょ部会
小牧産直部会



【西三河地域】

68 H20年産 営農部会員のみ取組（人数は前年度）
96 H21年産 営農部会員のみ取組、回収人数は53名

133 H20.8 部会員全員
68 H20.10 部会員全員
90 H21.4 部会員全員、8/中　中間確認予定

302 H21.7 部会員全員、露地は西三河共計統一版ＧＡＰ
33 H21.6 部会員全員
23 H20.12 部会員全員
12 H19.4 部会員全員
15 H21.7 部会員は45名

146 H21.3 部会員全員
210 H21.8 回収人数は84名
280 H21.8 回収人数は56名
28 H21.7 回収人数は5名
12 H21.7 部会員全員
10 H21.7 部会員全員
12 H21.3 部会員全員
18 H21.3 回収人数は3名
22 H21.6 回収人数は12名
21 H21.4 回収人数は9名

3454 H21.4 2500名がシート提出
47 H20年産 全員回収
47 H21年産 全員回収
47 Ｈ22年産
54 H21.10 部会員全員

導入に向け検討中
導入に向け検討中

Ｈ22年度 導入について合意
32 H20年産 全員回収
50 H21年産 回収人数は37名
16 Ｈ22年産 減農薬栽培米での取り組み
60 H21.2 部会員全員
49 H20.7 部会員全員

H22.4 部会員は20名
導入に向け検討中（ブドウ）
導入に向け検討中（ミカン、モモ、ブドウ、カキ、ナシ）

4 H20年産 中甲、若竹、逢妻、桝塚会、千足
5 H21年産 中甲、若竹、逢妻、桝塚会、千足

全員 Ｈ22年産 部会員全員（ＪＡ米チェックシートに項目追加）
4 H22.11 部会員全員

11 導入検討中。次年度から部会員全員で実施予定
11 H22.9 部会員全員
14 H22年度 部会員全員
15 Ｈ18年度 部会員全員
55 Ｈ20年度 部会員全員
61 Ｈ20年度 部会員全員
75 Ｈ21年度 部会員全員
11 Ｈ21年度 役員から取組、部会員は44名（人数は前年度）

ＪＡあいち版ＧＡＰ
露地野菜部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

ＪＡ名 部会名

いちご部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

あいち中央

大豆（営農部会） ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦（営農部会） ＪＡあいち版ＧＡＰ
米（営農部会） ＪＡあいち版ＧＡＰ
胡瓜部会

いちじく部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
加工部会（加工トマト） ＪＡあいち版ＧＡＰ

甘藷部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

チンゲン菜生産部会 愛知県版ＧＡＰ
ぶどう部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
梨生産部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
人参部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
玉葱部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

さといも部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

トマト部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
ナス部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
かぶ・かりもり部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
しょうが・しそ部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
刈谷露地園芸部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

ＪＡあいち版ＧＡＰ産直部会

西三河

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ
米（作業受託部会） ＪＡあいち版ＧＡＰ

いちじく部会

愛知県版ＧＡＰ

梨部会

あいち三河

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ

岡崎果樹振興会
幸田町果樹振興会

あいち豊田

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ
米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

猿投白菜部会

愛知県版ＧＡＰ

ぶどう部会 愛知県版ＧＡＰ

きゅうり部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
促成なす

促成なす部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
いちじく部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

桃部会 愛知県版ＧＡＰ

いちじく部会 愛知県版ＧＡＰ

夏秋なす部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ

なし

麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ
米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

愛知県版ＧＡＰ柿部会

人参部会 愛知県版ＧＡＰ

甘長ピーマン部会 愛知県版ＧＡＰ
なす部会 愛知県版ＧＡＰ

ＧＡＰの種類
取組
人数

導入
時期

備考



平成22年11月現在、 

87組織が導入、29組織が導入について検討中となった。 

【東三河地域】

1 H21年産 （生産者１人）（人数は前年度）
15 Ｈ22年産 導入に向け検討中(いきいき愛知、契約栽培米部会）
19 Ｈ21年度 部会員全員、基礎ＧＡＰも参照
22 H19.4 部会員全員、ＪＧＡＰの取組検討
18 H19.4 部会員全員、ＪＧＡＰの取組検討
18 Ｈ20年度 部会員全員
42 H18.4 部会員全員、ＪＧＡＰの取組検討

導入に向け検討中
5 H20年産 部会員全員
6 H21年産 部会員全員

導入に向け検討中
175 H17.11 部会員全員
51 H21.12 部会員全員

114 H22.9 部会員全員
45 H22.11 H21年度から田原果菜部会員（トマト栽培者）全員にて実施

446 H22.11 H22年度から常春部会全員にて実施
導入に向け検討中

4 H20年産 部会員全員
4 H21年産 部会員全員
5 H20.6 部会員は22名

62 H20.4 部会員全員
9 H21.4 部会員全員

16 H19.7 回収人数は13名
72 H22.5 回収人数は64名

部会員は51名、導入に向け検討中
110 H22.6 部会員全員

7,324

ＪＡあいち版ＧＡＰ

田原果菜部会（トマト） ＪＡ愛知みなみ版ＧＡＰ

愛知みなみ

豊橋

大豆

ＪＡあいち版ＧＡＰ

東三温室
ＪＡあいち版ＧＡＰハーブ＆菊葉部

ひまわり

大豆 ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦

ミニトマト部会

トマト部会作手支部 愛知県版ＧＡＰ
ミニトマト生産部 愛知県版ＧＡＰ

蒲郡市

愛知東

麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ
米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

ＪＡあいち版ＧＡＰ
米 ＪＡあいち版ＧＡＰ

トマト部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
その他

いちご部会 愛知県版ＧＡＰ

大葉

大葉部会 愛知県版ＧＡＰ

ＪＡあいち版ＧＡＰ
麦 ＪＡあいち版ＧＡＰ

愛知県版ＧＡＰなす部会
米受託協議会

合計 116 組織

大葉部 ＪＡあいち版ＧＡＰ

豊橋温室 大葉部会 ＪＡあいち版ＧＡＰ
三河温室 三河温室園芸組合

常春部会（キャベツ） ＪＡ愛知みなみ版ＧＡＰ

愛知県版ＧＡＰ
トマト部会設楽支部
トマト部会津具支部
一鍬田茶業組合（新城市）  愛知県版ＧＡＰ

愛知県版ＧＡＰ

導入
時期

備考ＪＡ名 部会名 ＧＡＰの種類
取組
人数



 「チェックシートの配布・回収」レベルに留まっている産
地が多い(PDCAサイクルが回せていない)。 

 JA用チェックシートはほとんど利用されていない。  

 「JAが言うからチェックする」という「やらされてやる」
という産地も多い(部会役員は理解されていても部会員には
取組みの意義が浸透していない)。 

 管理責任者の設置や内部検査の実施は｢手引き」で示したも
のの、実施されていない産地が多い。 

まだ形式的なGAPに留まっている産地がほとんど。 

以上の課題を解決することではじめて中身のある 
ＧＡＰになる!!  

ＧＡＰ普及推進の課題 



 農林水産省が策定した「農業生産工程管理（GAP）の共通
基盤に関するガイドライン」に準拠した内容(農作業安全に
関する項目の追加等)に改定。                                    
(県GAPの改定と連動、８月１日に発表予定。) 

 GAP導入のための｢啓発パンフレット」を作成。           
(8月配布予定) 

 県との連携による前述の課題解決(=質的向上) 。 

GAP手法の導入により環境と安全に配慮した農業の
実践だけでなく、農家の経営安定と愛知県農業の生
産振興を目指す!!  

JAあいち版ＧＡＰの今後 


