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NEWS RELEASE 

平成２７年１２月１１日 

報道各位 

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） 

肥料の回収および農産物への対応について（第７報） 

 太平物産株式会社（以下、太平物産）の肥料品質問題について、11月5日の記者会見以

降の肥料の回収・代替品の供給の状況、農産物への影響と補償、外部の弁護士による太平

物産に対する調査結果、その他の肥料メーカーに対する調査、再発防止・品質管理の強化

について、報告します。 

Ⅰ．太平物産の品質問題について 

１． 太平物産肥料の回収と代替品の供給について 

農家、JAおよび本会の在庫は、全体で約16,200トンありましたが、11月30日現在、6,463

トン（全体の40％）を太平物産に返品しました。今後もJAの協力を得て早急に回収をす

すめます。 

 代替銘柄については、年内に必要とされる241銘柄については、すでに決定し、出荷

しています。翌春に必要な557銘柄については74％が決定済みとなっています。 

２． 農産物の補償について 

太平物産製の肥料を用いて栽培され、「有機農産物」や「特別栽培農産物」と表示し

て販売済または出荷予定の農産物および、交付金の対象となる生産者について以下のと

おり補償します。11月20日、表示の判断に必要な肥料成分に関する情報を公開し、補償

の対象となる農産物を確認中です。なお、補償した金額の全額を太平物産に求償します。 

（１）出荷予定の農産物

「有機農産物」や「特別栽培農産物」の表示が可能となるまでの期間、「慣行品」へ

の変更にかかる費用および「慣行品」との価格差にもとづく金額。 

（２）販売済の農産物に対する補償

該当肥料の使用および価格差の補填が必要と確認され、取引先を通じて消費者に対

し返金を行なった金額。 

（３）環境保全型農業直接支払交付金

交付金の対象から外れた場合についてはその金額。

３． 太平物産に対する調査について 

  調査報告書のとおり。 

Ⅱ．肥料メーカーに対する調査について 

肥料メーカーに対する書面調査および立入調査を実施しました。その結果、6社で本会

（別添２）
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との契約と異なる原材料や配合割合で製造するなどの問題があることが判明しました

が、主要成分は確保されており、太平物産のような有機割合の変更はなく、「特別栽培

農産物」等に影響し、消費者、生産者に損害を与える事例はないと認識しています。 

１． 書面調査 

肥料メーカー248 社に対して書面により製造実態を調査しました。このうち、実際に肥

料を製造している 146社の回答内容を精査し、旭肥料株式会社、相模肥糧株式会社の 2社

に製造上の問題があることがわかりました。 

２． 工場立入調査 

書面調査で問題のあった 2 社を含めた有機複合肥料メーカー27 社 49工場※1を調査対象

としました。 

※1 11月 5日のニュースリリースにおいて、37社 67工場を立入調査対象としましたが、メーカー

間の受委託による重複を除いた結果、27社 49工場となりました。

工場立入調査の結果、6 社（6 工場）で問題があることが判明しました。このうち、旭

肥料株式会社、相模肥糧株式会社の 2 社については、すでに 12 月 4 日のニュースリリー

スで公表したとおりです。

株式会社中田商会（本社大阪府吹田市 代表取締役社長 中田 富雄）、富山魚糧株式

会社（本社富山県富山市 代表取締役社長 中田 佐久悦）、株式会社ジャット（本社大

阪府大阪市 代表取締役社長 吉村 明弘）および、Ａ社の 4 社の 13 銘柄※２で問題点が

確認されました。問題点は、①保証票の使用原料重量順の誤表示、②使用原料の記載漏れ、

③設計上の内成分が保証値を満たしていない、④指定配合肥料に登録肥料以外の原料を使

用したというものです。4社はすでに当該銘柄の出荷を停止し、独立行政法人 農林水産消

費安全技術センター（以下、FAMIC）に報告しました。 

※2 全農の取扱い 66銘柄のうち、問題があった銘柄数

本日、農林水産省は㈱中田商会、富山魚糧㈱、㈱ジャットに対する FAMICの立入検査の

結果および指導状況を公表し、本会およびその他の販売業者に対して、法違反が認められ

た肥料について自主回収を行い、その結果を報告するよう指導通知を発出しました。 

4 社が使用している原料は通常の肥料製造に使用されているものであり、これらの肥料

を使用した農産物の安全性に問題はありません。内成分切れはあったものの、窒素全量、

りん酸全量、加里全量などの主要成分は保証値が確保されているので、作物の生育に影響

はないと認識しています。化学肥料由来窒素の割合は増加せず、「特別栽培農産物」「有機

農産物」等への影響もないと認識しています。 

Ⅲ．再発防止・品質管理態勢の強化について 

１． 本会の品質管理の問題点 

肥料取締法によって、メーカーには肥料銘柄の登録、届出、および公定規格を遵守する義

務が課せられています。このことにより、肥料の成分量を担保し、有害物質が規制されるな

ど、品質が確保されています。 

これまで、本会はメーカーに対して上記を前提に、本会として守ってもらうべき品質の考

え方を提示し、遵守を求めてきました。このように、本会の品質管理は取扱う銘柄を直接管

理するのではなく、メーカーとの信頼をもとにしていたため、今回のように意図をもって製

造設計を変更された場合、メーカーの不正行為を未然に発見・是正することは困難な実態に

ありました。 
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この結果、消費者・生産者・取引先・JA の皆様に大変なご迷惑をおかけすることとなり、

また、全農マークに対する信頼を裏切ることになったことを深く反省し、ただちに製造工程

に踏み込んだ実効ある品質管理態勢を構築していきます。 

 

２． 実施具体策 

（１） 品質管理体制について 

品質管理専任部署の設置 

（２） 品質管理強化の考え方 

ア． ガバナンス体制など取引先のリスク度合いを評価 

イ． 有機肥料等肥料の種類によるリスク度合を評価 

ウ． 上記、ア、イの両面から、重点的にチェックする銘柄・メーカーを特定し、優先順位

を付けて管理。 

（３） 実施事項 

ア． メーカー事業点検（書面） 

イ． 工場立入り調査の実施 

ウ． 製品管理機能を強化する覚書の締結 

エ． メーカー研修会の強化 

オ． 全農マーク貼付基準の厳格化 

以上 

 

 

 

 

 

 

  

この件に関する報道のお問い合わせは、 

 ＪＡ全農 広報部 広報企画課 

TEL03-6271-8055 
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太平物産肥料の品質問題の経過 

 

10月 6日 ：本会営農・技術センター肥料研究室で、秋田工場製品の「水稲おまかせ一発」

を分析したところ、りん酸の保証成分切れが判明。 

10月 13日 ：太平物産は当該銘柄を出荷停止し、JA在庫の回収開始。 

10月 20日 ：秋田工場で他にも 32 銘柄で保証成分切れとの報告。青森、関東工場でも成

分分析をせずに出荷した銘柄が多数あったとの報告。3 工場（秋田、青森、

茨城）での出荷を停止。 

10月 21日 ：本会職員が 3工場に行き、出荷可能銘柄と不可銘柄を区分けする作業開始。 

10月 22日 ：前日収受した秋田工場の成分分析結果をチェックしていたところ、有機配合

銘柄の中にアンモニア性窒素の値が異常に高い銘柄を発見し、その原因説明

を太平物産に求めた。 

10月 23日 ：太平物産が有機原料割合を少なくしている事を認めた。 

10月 26日 ：秋田工場品回収合意。太平物産の全銘柄について、全工場での製造指示書提

出を要請。 

10月 29日 ：関東工場回収合意。渋川工場（群馬）の培土工場も肥料を 10 銘柄製造して

いることを確認。全 4工場製造品全て回収。 

11月 1日 ：この時点で製造指示書を入手できた600銘柄で、当初設計と比較したところ、

9割近くで設計を変えていることが判明。 

有機 JAS適合証明書を発行している銘柄を確認し、有機 JAS農産物問題認識。 

11月 2日 ：メーカー書面調査の送付（248社）。 

11月 3日 ：全銘柄 783 のうち調査可能な 726銘柄を調べ、678 銘柄で製造指示書が当初

設計と相違していることが判明。 

11月 5日 ：14時、太平物産ホームページ掲載。 

17時、全農記者会見。 

11月 6日 ：メーカー書面調査を回収・精査。旭肥料㈱、相模肥糧㈱より問題があったと

の報告。 

11月 9日 ：10時、太平物産記者会見。 

11月 10日 ：メーカー立入調査開始（27社 49工場）。 

11月 20日 ：農林水産省が太平物産の検査結果公表。本会に対して自主回収の指導通知。 

本会ＨＰに太平物産肥料の窒素全量、化学肥料由来窒素含有率、有機由来窒

素含有率を掲載。 

11月 27日 ：太平物産が秋田地裁に民事再生手続きの申し立て 

11月 28日 ：メーカー立入調査終了（6社 6工場で問題あり）。 

12月 4日 ：農林水産省が旭肥料㈱、相模肥糧㈱の検査結果公表。本会に対して自主回収

の指導通知。 

12 月 11 日：農林水産省が㈱中田商会、富山魚糧㈱、㈱ジャットの検査結果公表。本会に

対して自主回収の指導通知 

（参考） 



 

 

 

 

全国農業協同組合連合会  

代表理事理事長 成清 一臣 殿 

 

 

 

 

 

調査報告書 

太平物産株式会社の肥料製造における不正行為について 

 

 

 

2015（平成 27）年 12月 11日 

全国農業協同組合連合会 

調査チーム 

 

  



 

 

目次 

Ⅰ 調査チーム .................................................................................................. 1 

第１ 調査に至る経緯 ................................................................................... 1 

１．太平物産における不正行為の発覚 ...................................................... 1 

（１）保証成分切れの発覚 ......................................................................... 1 

（２）その後の不正の確認状況 ................................................................. 1 

２．JA 全農の対応 ..................................................................................... 2 

（１）製造出荷停止・回収と代替品の提供 ............................................... 2 

（２）慣行栽培農産物への表示切り替え要請 ............................................ 2 

（３）補償協議 ........................................................................................... 2 

３．調査チームの設置 ................................................................................ 2 

４．対外公表 .............................................................................................. 3 

５．太平物産の経過と現状 ........................................................................ 3 

第２ 調査チームの構成 ................................................................................ 5 

１．弁護士 .................................................................................................. 5 

２．JA 全農 ................................................................................................ 5 

（１）食品品質表示管理・コンプライアンス部 ........................................ 5 

（２）肥料農薬部 ....................................................................................... 5 

第３ 調査事項 .............................................................................................. 5 

第４ 調査の概要 ........................................................................................... 5 

（１）工場の現地調査 ................................................................................ 5 

（２）本社（秋田）・東京本社の現地調査 ................................................. 5 

（３）関係者ヒアリング ............................................................................ 6 

（４）太平物産の関係資料の検証 .............................................................. 6 

Ⅱ 調査報告 ..................................................................................................... 7 

第１ 本調査チームが認定した事実.............................................................. 7 

１．太平物産と JA 全農との取引関係 ....................................................... 7 

（１）太平物産の企業概要 ......................................................................... 7 

（２）太平物産と JA 全農との取引関係 .................................................... 7 

２．本件不正行為の要旨 ............................................................................ 8 

（１）要旨 .................................................................................................. 8 

（２）個別銘柄における不正行為について ............................................... 9 

（３）個別銘柄調査の結果 ......................................................................... 9 

３．本件不正行為の手口 .......................................................................... 11 

（１）登録・届出設計の変更 ................................................................... 11 

（２）「工場設計」の会計システムへの登録 ........................................... 13 

４．本件不正行為開始の時期等 ............................................................... 14 

（１）工場経験者のヒアリング ............................................................... 14 

（２）客観的資料、記録により確認できる時期 ...................................... 18 



 

 

（３）小括 ................................................................................................ 18 

５．本件不正行為の目的、理由 ............................................................... 18 

（１）前例の踏襲 ..................................................................................... 18 

（２）製造上の問題解決策としての設計変更 .......................................... 19 

（３）原料価格（製造原価）低減の目的の有無 ...................................... 20 

（４）各工場における違い ....................................................................... 21 

６．役職員の本件不正行為に対する認識 ................................................. 21 

（１）工場 ................................................................................................ 21 

（２）工場長の経験のある取締役 ............................................................ 23 

（３）工場長の経験のない取締役 ............................................................ 24 

（４）本社 ................................................................................................ 27 

（５）営業部門 ......................................................................................... 29 

第２ 太平物産で本件不正行為が行われた原因 ......................................... 29 

１．工場の問題 ......................................................................................... 29 

（１）工場設備・機械の問題 ................................................................... 29 

（２）少量多品種製造の負荷 ................................................................... 30 

（３）杜撰な製造実態と品質管理 ............................................................ 31 

（４）小括 ................................................................................................ 31 

２．組織体制上の問題 .............................................................................. 31 

（１）品質管理体制の不存在 ................................................................... 31 

（２）工場管理が行われていなかったこと ............................................. 31 

（３）リスクマネジメント体制の不備 .................................................... 32 

（４）工場への教育、研修の未実施 ........................................................ 32 

（５）工場の意見が反映されにくい商品設計プロセス ........................... 32 

（６）営業部門・本社部門と工場との情報共有・意思疎通の欠如 ......... 33 

（７）取締役会におけるガバナンスの不在 ............................................. 33 

（８）小括 ................................................................................................ 33 

３．意識の問題 ......................................................................................... 33 

（１）工場 ................................................................................................ 33 

（２）生産管理部 ..................................................................................... 34 

（３）営業部門 ......................................................................................... 35 

（４）取締役 ............................................................................................ 35 

（５）小括 ................................................................................................ 35 

４．企業風土 ............................................................................................ 35 

（１）「販売第一主義」と営業力重視 ...................................................... 35 

（２）縦割り意識 ..................................................................................... 36 

第３ まとめ ................................................................................................ 36 

Ⅲ JA 全農の問題点と再発防止策 ................................................................. 37 

第１ JA 全農の問題点 ............................................................................... 37 

第２ JA 全農としての再発防止策 ............................................................. 37 



1 

 

Ⅰ 調査チーム 

第１ 調査に至る経緯 

１．太平物産における不正行為の発覚 

（１）保証成分切れの発覚 

平成 27 年 10 月 6 日、JA全農営農・技術センターが水稲用肥料の銘柄開発のため、

太平物産が製造販売する肥料１銘柄を分析したところ、保証成分量に満たない成分が

あること（以下「保証成分切れ」という）が発見されたため、全国農業協同組合連合

会（以下「JA全農」という）は同社に対して、事実確認と原因究明を求めた。 

これに対して、10 月 9 日、同社から、保証成分が切れた原料（種化成）を配合して

製品を製造していたとの報告があり、JA全農はさらに詳細な報告を求めた。 

10 月 13 日、同社は自主的に当該銘柄の出荷停止と回収を判断した。 

 

（２）その後の不正の確認状況 

10 月 16 日、同社から、①種化成を元の設計と異なる設計で製造していたこと、②

種化成の設計値が切れていても配合肥料を製造する際に他の原料で調整しているとの

報告があった。このため、JA全農は秋田工場のすべての製品の保証成分が確保されて

いるかどうか確認を求めた。 

10 月 19 日、太平物産秋田工場で、多数の銘柄について保証成分切れの分析結果が

あり、分析結果を確認せずに出荷した銘柄が含まれていたことが判明したため、太平

物産は、秋田、青森、関東工場における肥料の製造・出荷を停止することに同意した。 

10 月 20 日、青森工場、関東工場でも成分分析をせずに出荷した銘柄があることが

確認された。 

10 月 21 日、JA全農が秋田、青森、関東工場に立入調査を行い、サンプルの採取と

工場長、工場長代理等のヒアリングを行った。 

10 月 22 日に収去した秋田工場の成分分析データを解析したところ、有機配合肥料

のなかに無機態窒素率が異常に高い銘柄を発見した。 

10 月 23 日、太平物産は、 

①登録設計どおりに製造を行っていないこと 

②登録保証票に記載されていない原料を使用していること 

③指定配合肥料において使用が認められていない原料を使用していること 

を認め、秋田工場で製造された化成肥料の回収に同意した。 

また、太平物産は、「特別栽培農産物」対応（窒素成分の 50％以上が有機原料由来）

と標榜した銘柄のうち 22 銘柄について、実際には有機由来窒素量が 50％以下である

ことを認めたため、JA 全農は、「特別栽培」として販売されている農産物に影響を与

える可能性について検討を開始した。 

10 月 26 日、太平物産は、秋田工場で製造された肥料全品を回収することに同意し

た。 

10 月 26 日、27 日、JA 全農は関東工場において登録届出設計と製造指示書を比較

対照し、同工場のデータを確認した結果、登録設計どおりに製造された銘柄がほとん

どないことを確認したため、10 月 28 日、太平物産は、関東工場で製造された肥料の
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全品を回収することに同意した。 

同日、太平物産の 100％子会社である日本農芸化学工業株式会社（以下、会社につ

いては「日本農芸」といい、工場については「渋川工場」という）が太平物産から製

造委託されて製造していた銘柄についても登録設計どおりに製造されていないことが

確認されたため、同工場での製造・出荷を停止し、翌 29 日に太平物産は全品を回収す

ることに同意した。 

また、10 月 29 日、JA全農は青森工場においても登録設計どおりに製造されている

ものがほとんどないことを確認したため、太平物産は、同工場で製造された肥料の全

品を回収することに同意した。 

11 月 2 日、太平物産が「有機 JAS 適合証明書」を発行している銘柄のうち 2 銘柄

について、実際には無機原料が使用されていることが報告された。 

以上の JA全農による調査の結果、11 月 3 日時点で、調査可能な 726 銘柄の約 9 割

の銘柄に問題があることが確認された。 

 

 

２．JA全農の対応 

（１）製造出荷停止・回収と代替品の提供 

JA全農は上記のとおり太平物産における肥料の製造・出荷の停止と同社製造肥料全

品の回収、代替肥料の供給を決定し、関係各所に連絡・通知した。 

10 月 29 日から肥料の回収を進め、翌 30 日から JAをとおして生産者への代替肥料

の供給を開始している。代替肥料については、事前にメーカーの工場調査等を実施し

て品質と表示に問題がないことを確認した上で供給している。 

 

（２）慣行栽培農産物への表示切り替え要請 

 JA 全農は、太平物産製造の肥料を使用して栽培した農産物について、「特別栽培農

産物」「有機農産物」等と表示せずに慣行栽培農産物として販売するよう生産者、取引

先等に要請した。 

 

（３）補償協議 

 JA全農は、太平物産製肥料に起因して発生した損害について補償することとし、消

費者、取引先、生産者、JA等の意向を踏まえながら、協議を進めている。 

 JA全農は、補償した金額の全額を太平物産に求償することとしている。 

 

 

３．調査チームの設置 

 太平物産における登録届出設計と異なる工場設計・製造指示書による肥料の製造は

後述するとおり、全工場において長期間にわたって意図的に行われていたものである

（以下「本件不正行為」という）。しかも、本件不正行為の実行者には現取締役一名が

含まれており、問題が確認された太平物産製造肥料は約 9 割に上っていた。 

JA全農は、同社製造肥料のほぼ全量を購入して「全農マーク」を付して販売してき
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たところ、これによる生産者、取引先、消費者への影響等社会的影響は大きく、JA全

農に対する信頼を損なう事態となっていた。 

このように、本件不正行為の悪質性、社会的影響、JA全農の信頼を損なう事態とな

っていること等を踏まえ、JA全農は、太平物産製造肥料を供給してきた責任を果たす

ために、太平物産における本件不正行為の事実関係及び原因を究明するとともに、JA

全農における問題点についても調査、検証することとした。 

そこで、10 月 30 日、JA全農は、外部の弁護士を含む調査チーム（以下「本調査チ

ーム」という）を設置し、調査を開始した。11 月 3 日には、太平物産から本調査チー

ムの調査に全面的に協力する旨の誓約書を受領し、社長等からのヒアリングを開始し

た。 

 

 

４．対外公表 

 11 月 5 日、JA 全農は本件について記者会見を行い、事実関係を公表、説明して謝

罪した。また、同日付「肥料の回収及び農産物への対応について」と題するプレスリ

リースをホームページ上にアップした。 

 以後、ホームページへの掲載や記者説明会を通じて対外的に、必要な情報提供を行

っている。 

 

 

５．太平物産の経過と現状 

10 月 21 日、太平物産は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（FAMIC）

仙台センターに対して太平物産が製造・販売している肥料につき保証成分切れ等が確

認され、同社工場での肥料製造・出荷を停止したことを報告した。翌 22 日には、農林

水産省消費・安全局農産安全管理課に対して肥料の保証成分切れ等を報告した。その

後も、事態の進捗に応じて農水省に報告を行っている。 

農水省は、JA全農の 11 月 5 日のプレスリリースを踏まえて、FAMIC に指示して、

11 月 7 日から 16 日にかけて肥料を製造していた太平物産の 7 工場（4 工場と製造委

託先 3 工場）への立入検査を実施した。 

その間の 11 月 9 日、太平物産の B 代表取締役社長（以下「B 社長」という）は秋

田市内のホテルで弁護士同席の下で記者会見を行い、本件不正行為についての事実関

係を説明し、謝罪した。 

農水省は、11 月 20 日、以下のとおり太平物産への立入検査の結果と対応を公表し

た。 

①調査対象 621 銘柄について、当該肥料を施用した圃場で生産された農作物の安全

性に問題がないことを明確にした。 

②そのうち 386 銘柄については、登録等設計書と異なる製造指示書で肥料を製造し

ていたことによる、原料の種類の記載不適正等の肥料取締法違反を認定した。 

③太平物産に対して、肥料の保証票の記載を改めるまでの出荷停止等を指導し、肥

料取締法に基づく報告徴収命令を行った。 
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 太平物産は、本件不正行為発覚後の肥料の製造販売停止等によって財務状況が急速

に悪化し、今後の資金繰りに支障を来す状況になったとして、11 月 27 日、秋田地方

裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、外部の第三者への事業承継等を視野に入

れて債務の整理等を実施することを発表した。 
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第２ 調査チームの構成 

１．弁護士 

  五味 祐子（国広総合法律事務所 弁護士） 

  池田 晃司（国広総合法律事務所 弁護士） 

 

２．JA全農 

（１）食品品質表示管理・コンプライアンス部  

  鈴木 理央次長他 2 名 

 

（２）肥料農薬部  

  塚田 悟次長他 5 名 

 

 

第３ 調査事項 

 本調査チームの調査事項は、以下のとおりである。 

 ①太平物産における不正行為の事実認定及び評価 

 ②太平物産役職員の不正行為についての認識及び認識可能性 

③太平物産における不正行為の原因 

 ④JA全農の問題点 

 

 

第４ 調査の概要 

本調査チームは、太平物産の工場（青森、秋田、関東、渋川）・工場事務所の現地調

査（現地の写真撮影を含む）、本社（秋田）・東京本社の現地調査、関係資料の検証、

関係者ヒアリング、パソコン上のデータ及びシステム使用実態の調査などを実施した。

具体的には、以下のとおりである。 

なお、個別銘柄調査については JA全農が実施した結果の報告を受けている。 

 

（１）工場の現地調査 

 本調査チームは、太平物産の４工場において、製造設備（設備、オペレータールー

ム等）、倉庫（在庫、原料の確認）、工場事務所（書棚等の確認、パソコン上のデータ

及びシステムの使用実態の検証）、分析室等の確認を実施し、関係資料の提供と説明を

受けた。 

 ・青森工場  11 月 17 日 

 ・秋田工場  11 月 13 日、14 日、12 月 4 日 

 ・関東工場  11 月 20 日 

 ・渋川工場  11 月 25 日 

 

（２）本社（秋田）・東京本社の現地調査 

 本調査チームは、11 月 14日、12 月 4 日に、秋田本社（総務部、経理部、生産管理
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部等）において関係資料の提供と説明を受け、執務室のパソコン上のデータ及びシス

テムの使用実態の調査などを実施した。 

 11 月 25 日には、東京本社（業務部、総務部一部）において、業務部の執務室の確

認、関係資料の確認、会計システム（新・旧）のデータ及び使用実態の検証を実施し

た。 

 

（３）関係者ヒアリング 

 本調査チームは、太平物産の役職員、元役職員合計 31 名から、合計約 48 時間のヒ

アリングを実施した。 

 

（４）太平物産の関係資料の検証 

 本調査チームは、太平物産から関係資料の提出を受け、検証を実施した。 
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Ⅱ 調査報告 

第１ 本調査チームが認定した事実 

１．太平物産と JA全農との取引関係 

（１）太平物産の企業概要 

 太平物産は、昭和 23 年 4 月に創業した、東北（宮城を除く）および関東、山梨、

長野への有機配合肥料、有機化成肥料の製造・販売、農材販売等を業とする株式会社

である。資本金は 3 億 1200 万円、年間売上額は約 70億円、従業員数は約 132 名であ

る。 

平成 18 年 5 月までは三菱マテリアル株式会社（以下「三菱マテリアル」という）

の子会社であり、同社経理部門出身者が社長を務めていた。平成 18 年 6 月に三菱マ

テリアルを退職して太平物産の社長に就任した A氏（現相談役・以下「A相談役」と

いう）が三菱マテリアル保有の太平物産株式を譲り受けて役員持株会を設立し、その

後、従業員持株会が設立されて徐々に株式が譲渡されてきた。現在、両持株会が同社

の大株主となっている。 

平成 27 年 10 月時点の取締役は、会長の C 氏（以下「C 会長」という）、代表取締

役社長の B氏、常務取締役の D 氏（以下「D 常務」という）、取締役の E氏（以下「E

取締役」という）の 4 名であり、平成 27 年 6 月の株主総会をもって取締役を退任し

た A氏が相談役として現体制をバックアップしている。 

太平物産のガバナンス体制は、取締役会とその下に取締役と執行役員で構成される

経営委員会によって運営されている。経営の重要事項は経営委員会で実質的な審議が

行われ、取締役会は意思決定の場である。会計監査は、会計参与が行っている。 

組織体制は、この 10 年間で度々変更されているが、概ね営業、生産技術管理、管理

という 3 部門体制で運営されてきた。 

登記簿上の本社である秋田本社には、社長室、経理部、総務部、営業本部、生産管

理本部等本社機能が置かれ、東京本社には JA 全農との窓口である業務部（従前の購

買部と原料部）が置かれている。 

太平物産製造の肥料は、平成 27 年 10 月時点で、太平物産の直営工場である青森工

場、秋田工場、関東工場、渋川工場、同社の製造委託先1として九十九里工場、袖ケ浦

工場、鴨川工場の合計７工場で製造されていた。なお、小名浜工場は、東日本大震災

による福島営業所の業績悪化の影響と工場設備の老朽化等により、平成 26 年 3 月末

をもって閉鎖された。その後、同工場で製造されていた肥料銘柄のうち多数は関東工

場において、数銘柄は渋川工場において製造されていた。 

  

（２）太平物産と JA 全農との取引関係 

 太平物産と JA 全農との取引は、太平物産が創業した昭和 23 年に開始されて以来、

本件不正行為の発覚によって同社工場での肥料製造販売を停止した平成 27年 10月ま

                                            
1 製造委託先の九十九里工場、袖ケ浦工場、鴨川工場は他社の工場であるが、農水省通達に従
い賃貸借契約を締結していることから、生産者保証票には「太平物産九十九里工場」等と記載

される。 
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で継続されてきた。 

取引は、主として、肥料原料の売買と製造された肥料の売買である。太平物産が肥

料原料の一部を JA 全農から購入し（その他は商社等商流系で調達）、JA 全農が同社

製造肥料のほぼ全量を購入し、「全農マーク」を付して、JA をとおして生産者に販売

していた。 

JA 全農による太平物産に対する管理は、「くみあい肥料の品質および銘柄取扱いの

考え方」により行い、「全農マーク」を付していたが、工場立入検査等による牽制は全

く行われていなかった。 

 肥料の販売価格の JA全農との交渉は、年 2 回、JA全農の各事業所と太平物産の業

務部との間で行われていた。まず、原材料の折込価格と肥料製造の加工賃について交

渉が行われ、これらで設定された金額に基づいて肥料の販売価格が決定された。 

 個別銘柄の売買契約は、太平物産が JA 全農に対して新規銘柄の登録・届出証と添

付の製造設計書、包材（袋）を提出し、JA 全農との間で価格を決定して、JA 全農品

名コードを設定することにより成立する。JA 全農と太平物産との契約内容は、登録・

届出設計のとおりの肥料を製造、販売するというものであった。 

 

 

２．本件不正行為の要旨 

（１）要旨 

本件は、太平物産の工場において、工場長が自ら又は工場長代理・課長代理らに指

示して、登録・届出設計の内容を変更した工場設計・製造指示書を作成し、これらに

基づいて肥料を製造し、包材に登録・届出設計どおりの原材料・保証成分量等が記載

された生産者保証票を貼付して、JA全農に販売したものである。 

  

ア 登録・届出設計からの変更の類型 

太平物産で行われた登録・届出設計から工場設計への変更（以下「設計変更」と

いう）は、概ね、以下の類型に整理される。 

①配合割合の変更 

②記載されていない原材料の使用 

 

イ 有機原料割合の変更と包材の表示 

  太平物産では有機原料入り肥料が多数製造販売されており、調査対象銘柄には有

機原料割合の変更が多数存在することが確認された。 

太平物産の有機原料入り肥料の包材には、「特別栽培対応」を意味する「特栽」と

いう用語を含むペットネームが確認された。 

また、有機 JAS 対応をうたっているにもかかわらず、無機原料を投入していた銘

柄も確認された。 

有機原料割合の変更は、「特別栽培農産物」の販売や有機 JAS 規格認証要件におい

て生産者に大きな影響を与える可能性がある。 
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（２）個別銘柄における不正行為について 

JA全農は、太平物産から購入した肥料について、銘柄毎に、個別調査を行った2。 

調査対象銘柄の選定、調査方法、調査項目は、以下のとおりである。 

 

ア 調査対象銘柄の選定 

JA 全農が平成 25 年 4 月から 27 年 10 月までの 2 年 7 ヶ月間に太平物産から購

入した実績のある肥料、合計 783 銘柄を調査対象とした。調査対象期間は、肥料取

締法に基づく肥料製造データ保存期限（2 年間）等を前提とした。 

  調査対象銘柄は、青森工場、秋田工場、関東工場、渋川工場、九十九里工場、袖

ケ浦工場、鴨川工場において製造され、JA 全農が購入していたものであるが、閉鎖

された小名浜工場において平成 26 年 3 月末まで製造、出荷された銘柄、製造委託

先で製造され、太平物産が製造元として出荷されていた銘柄も調査対象銘柄に含ま

れている。 

    

イ 調査方法 

  本件不正行為は、太平物産の工場において、登録・届出された設計を変更する手

口で行われたことから、JA全農は、太平物産が肥料の製造において実際に使用して

いた工場設計書又は製造指示書の記載内容（原材料の種類、割合、成分量等）と登

録・届出された設計等を比較照合する方法により調査を実施した（書面調査）。 

  なお、成分分析による調査は、保証成分切れの有無についての確認は可能である

が、本件不正行為に多数見られた保証成分切れにならない原材料の変更・割合の変

更、有機原料の低減についての調査には必ずしも適していないこと、相当な期間を

要すること等から、この方法を採っていない。 

 

 ウ 調査項目 

 （ア）登録・届出設計との違い 

銘柄毎に、配合割合変更の有無、登録・届出設計に記載されていない原材料の使

用の有無、保証成分切れの有無について調査し、JA全農との契約違反の有無につい

て判断した。 

 （イ）化学肥料由来窒素含有率への影響 

太平物産株式会社製造の肥料は、登録・届出された設計が変更されたことにより

有機原料割合が変更された銘柄があることから、各銘柄の化学肥料由来窒素含有率

への影響について調査を行った。 

 

（３）個別銘柄調査の結果 

 調査対象銘柄のうち 6 銘柄は、太平物産において工場設計書又は製造指示書が保管

                                            
2 農林水産省による太平物産製造肥料に対する調査は、11 月 20 日のリリースによると、①調

査対象銘柄は包材を入手できた銘柄、②調査方法は太平物産において変更された工場設計と包

材の表示を照合確認する方法、③調査項目は肥料取締法違反該当性であり、ＪＡ全農の調査と

は異なる。 



10 

 

されていなかった。そのため、それらを除く 777 銘柄について調査を実施した。 

 

ア 登録・届出設計との違い 

 JA全農における調査項目に基づく調査結果は以下の通りである。 

なお、袖ケ浦工場及び鴨川工場で製造された銘柄については、問題となるものは

確認されなかった。 

 

分類 銘柄数 備考 

全銘柄数 783   

調査銘柄数 777   

問題のある銘柄数 697   

内

訳 

配合割合の変更 697 

重複あ

り 
記載されていない原材料の使用 308 

保証成分切れ 106 

問題なし 80   

 

 

登録・届出した設計の内容を変更する場合、肥料取締法に基づき変更手続を行う

必要がある。しかしながら、太平物産は、かかる変更手続を行うことなく、変更さ

れた工場設計・製造指示書に基づき肥料を製造し、包材に登録・届出どおりの表示

を行っていたことから、肥料取締法に抵触する銘柄が多数含まれている。 

各銘柄についての肥料取締法違反該当性については、上記で述べたとおり、11 月

20 日、農林水産省から公表された。 

 

イ 「特別栽培農産物」要件該当性への影響 

太平物産製造の肥料には、登録・届出設計の内容変更において有機原料割合を低

下させた工場設計・製造指示書を作成し、これらに基づいて製造したにもかかわら

ず、包材等に「特別栽培農産物」対応、有機原料 50％以上含有等の虚偽の表示をし

て JA全農に販売した銘柄が、22 銘柄確認されている。 

「特別栽培農作物」の要件は、化学肥料由来窒素を地域の慣行栽培の 50％以下に

削減することであるところ、登録・届出設計の変更（有機原料割合の低下）によっ

て化学肥料由来窒素含有率が上昇した銘柄が 532銘柄確認された。これについては、

JA全農は、平成 27 年 11 月 20 日にウェブサイト上に、窒素全量や化学肥料由来窒
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素の含有率を公表している。 

生産者がこれらの銘柄を「特別栽培農産物」の栽培に用いた場合、当該農産物に

ついて「特別栽培農産物」の要件該当性が問題となりうる。 

 

ウ 有機 JAS 規格認証要件該当性への影響 

 太平物産が生産者に対して「有機 JAS 適合証明書」を発行した銘柄において、有

機 JAS 規格に適合しない原料を使用して製造し、JA 全農に販売された銘柄が 2 銘

柄確認された。これらの銘柄は、登録届出設計と異なるものであった。 

 生産者がこれらの銘柄を「有機」農産物等としての生産に用いた場合、当該農産

物について、有機 JAS 規格認証要件該当性が問題となりうる。 

 

エ 不正競争防止法違反、詐欺罪 

上記アのうちの肥料取締法違反行為とイ及びウについては、JA全農に対する「商

品の品質についての誤認表示」として不正競争防止法違反（同法 2 条１項 13号「誤

認惹起行為」）が成立する可能性がある。 

そして、故意又は過失により「不正競争」を行って他人の営業上の利益を侵害し

た者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う（同法 4条）。 

不正の目的で誤認惹起を行った者は刑事罰の対象となり（同法 21 条 2 項第１号・

5 号。懲役 5 年以下もしくは 500 万円以下の罰金・併科））、個人が処罰される場合

には法人にも刑事罰が科される（同法 22 条１項。両罰規定・3 億円以下の罰金）。

したがって、本件不正行為を実行した太平物産の役職員については、同法 21 条 2

項１号・5 号に該当するとして刑事罰の対象とされる可能性があり、太平物産も刑

事罰の対象となりうる。 

また、本件不正行為を実行した太平物産の役職員については、JA全農に対する詐

欺罪（刑法 246 条 1 項）が成立する可能性もある。 

 

 

３．本件不正行為の手口 

（１）登録・届出設計の変更 

ア 太平物産の工場に共通する手口 

太平物産の青森工場、秋田工場、関東工場、渋川工場、小名浜工場において行わ

れてきた不正行為の具体的手口は、以下のとおりである。 

 

①登録・届出した製造設計書の内容（以下「本設計」という）を変更する（以下、

変更された設計内容を「工場設計」3という）。 

                                            
3 青森工場で保管されていた「工場設計書」は、登録届出された製造設計書と同じ雛形で作成
されており、原料の種類と配合割合、成分とその割合、保証成分量が記載されている。「製造

指示書」は、製造現場において必要な情報である銘柄、原料の種類と配合割合のみが記載され

ているもので、製造現場で直接必要のない情報である成分とその割合、保証成分量の記載はな

い。 
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②工場設計に基づいて銘柄名と原材料の割合・重量を記載した「製造指示書」を

作成する。 

③製造指示書により現場作業員に製造指示を行う。 

④製造指示書に基づいて原材料を投入して肥料を製造する。 

⑤包材に登録・届出した設計に基づいた生産者保証票を貼付して出荷する。 

 

  本調査チームのヒアリングにおいて、工場長らは、①の設計変更について、基本

的には保証成分量を維持する範囲で行っていた旨を述べているが、製造指示書がさ

らに変更されていったことにより、製造指示書上、保証成分切れが確認された銘柄

がある。  

青森工場では、工場設計が書面（工場設計書）で保管されていた。しかし、秋田

工場と関東工場では、成分量などを手計算して、本設計を変更した工場設計につい

て手書きメモ等を作成し、それに基づいて製造指示書を作成していた。そして、当

該手書きメモ等は廃棄し、その後は製造指示書のデータを変更し製造していたため、

工場設計書は作成していなかった。 

なお、JA全農に対し太平物産が提出した工場設計書は、本件事案をうけ、農水省

から提出を求められたため、新たに作成したものである。 

 

イ 製造指示書の更なる変更 

秋田工場や関東工場では、一度本設計から変更した製造指示書をさらに変更した

銘柄が相当数存在している。 

本調査チームによる工場長、工場長代理等からのヒアリングによると、その理由

は、原料の品質、工場設備・機械の状態、気象条件（湿度、温度）による影響によ

り、本設計から変更した製造指示書であっても、造粒しない、固結する等のトラブ

ルが発生していたため、そのトラブル対策として、工場長、工場長代理・課長、時

には現場のリーダーが相談しながら原材料の種類の変更や使用量の変更などを試し、

「うまくいった」原材料の使用量に合わせて製造指示書を書き直していた。製造指

示書の書き直しについては、「問題があることは分かっていたが、つくるために仕方

がなかった」「納期に間に合わせるためにやった」などと述べる工場長がいたほか、

製造現場での工夫、生産効率の改善のためとして問題意識は持たなかった旨を述べ

る者もいた。 

同一銘柄について原料割合が異なる製造指示書が 2 枚確認された銘柄もあるが、

基本的には最新版の製造指示書しか保管されておらず、変更経緯等の記録もないこ

とから、製造指示書が繰り返し変更された銘柄は特定できず、変更の経緯（時期、

理由、内容）等の確認はできなかった。 

 

ウ 業務委託先に対する工場設計に基づく製造指示 

  太平物産はα株式会社（以下「α」という）に対して肥料と原材料の製造委託を

行っている。しかし、そのうち少なくとも 2 銘柄の肥料について、本設計が変更さ

れた工場設計に基づいて製造、出荷されていた。また、太平物産とαとの肥料価格
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の交渉も、工場設計をもとに作成された「原価計算表」によって行われていた。 

この点、現業務部長は、本件不正行為の発覚まで、当該「原価計算表」は本設計

に基づくものと認識していた旨を述べており、かつ、当該「原価計算表」上も工場

設計に基づくものであることをうかがわせる記載はない。 

太平物産とαとの取引開始当時の契約書や資料は保管されておらず、当時の状況

を把握している役職員は既に退職しており、取引開始時や太平物産からの工場設計

交付の経緯は確認できていない。 

 

（２）「工場設計」の会計システムへの登録 

ア オービック上の設計登録 

太平物産では、平成 18 年 4 月に初めて会計システム（「OBICα」。以下「オービ

ック」という）が導入され、同システムで生産管理が行われるようになり、工場の

製造実績もシステムで管理されることとなった。 

オービックの製造実績データ入力の大まかな仕組みは、以下のとおりである。 

①「設計登録」に各銘柄の設計内容をマスター登録する 

② 製造実績データ画面にマスター登録されている設計を呼び出し、当該設計に

基づいて予定原料と予定投入量を表示させる 

③当該生産実績データ画面上で、工場が製造実績データ（各銘柄の原料投入量、

製造量、出荷量）を入力する 

①の「設計登録」にマスター登録する権限は、経理部情報システム責任者及び担

当者（合計 3名）に限定されていた。しかし、マスター登録されたのは、工場から

FAX で送付された本設計と異なる内容の「工場設計」（製造指示書）であった（な

お、この工場設計は生産管理部には共有されていなかった）。 

そのため、工場長等が製造実績データ画面において入力する製造実績データ（各

銘柄の原料投入量、製造量、出荷量）は工場設計に基づいて計算され（②③）、これ

に基づいて生産管理と在庫管理が行われ、会計処理も工場設計に基づいて行われて

いた。 

 

イ 現在の会計システム上の設計登録 

平成 26 年 4 月に現在の会計システム（以下「現行システム」という）のうち会

計処理部分のシステムが導入され、平成 27 年 4 月には生産管理もシステムに加わ

った。現行システムにおける製造実績データ入力の大まかな仕組みは、上記で述べ

た①から③とほぼ同じものであった。 

現行システムの導入により、オービックに登録されていた工場設計のデータが、

現行システムの「設計登録」に移行された。 

マスター登録権限については、現行システム導入に伴い、作業の効率性の観点か

ら工場長らもシステム登録権限者と認められることとなり、マスター登録の変更も

工場が自由に行うことが可能となった。そのため、平成 27 年 4 月以降のマスター

登録は工場で行われている。 
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ウ 工場での設計変更 

上記で述べたとおり、オービックにおいても現行システムにおいても、製造実績

データ画面には、マスター登録されている工場設計に基づき、予定原料と予定投入

量が表示されるところ、原料の削除・追加や割合（投入量）の変更も当該画面上で

行うことができた。そのため、工場長らは、マスター登録された工場設計どおりに

製造実績を入力する必要はなく、そのときどきで自由に設計変更した製造実績デー

タを入力することができた。 

   

エ 工場設計に基づくシステム管理 

以上から、平成 18 年 4 月以降、太平物産の会計システムには、本設計から変更

された工場設計がマスター登録されており、これに基づいて工場の製造実績が入力

されて生産管理と在庫管理が行われ、会計処理に反映されていた。 

したがって、本設計は会計システムには登録されず、生産管理、在庫管理、会計

処理には反映されていなかった。 

  

 

４．本件不正行為開始の時期等 

（１）工場経験者のヒアリング 

 ア 前任工場長からの前例の踏襲 

本調査チームは、太平物産の工場長経験者のうち調査可能な者全員（現工場長３

名を含む 7 名）からヒアリングを行った。 

その結果、工場長経験者は、工場長就任時には、本設計が変更された工場設計・

製造指示書が存在していたことから、それらを引き継いで製造指示を行ったこと、

工場長就任後の新規銘柄については、工場長自身又は工場長代理等に指示して本設

計を変更して工場設計・製造指示書を作成し、製造指示を行った旨を述べている。 

別工場から異動して工場長に就任した場合、前任工場長から本設計が変更された

製造指示書で製造するようにといった明確な申し送りはなかった。工場長経験者は、

工場事務所に保管されている本設計から変更された工場設計・製造指示書について、

本設計と照らし合わせることにより内容が異なることを認識したものの、そのまま

使用継続した旨を述べている。 

また、工場長代理や課長が所属工場の工場長に昇格した場合には、前任工場長の

指示等によって本設計を変更して工場設計や製造指示書を作成していることを認識

し、具体的な方法等について工場長から教わる、製造指示書から原料配合割合と成

分割合を計算して学ぶなどして引き継いだ旨を述べている。 

他方、工場長経験者は、B 社長を始め、ときどきの経営陣から、本件不正行為を

行うよう一斉に指示を受けたことはない旨を述べている。 

しかし、D 常務は、青森工場長に就任したころ、当時の常務取締役・生産管理部

長であった P元常務から本設計からの変更を指示された旨を述べている。 

以下では、各工場における状況において述べる。 
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イ 各工場における状況 

（ア）青森工場 

上記アで述べた工場経験者に対するヒアリングで名前があがった青森工場の

工場長は以下の通りである。 

・平成 20 年 12 月まで          T氏（旧青森工場） 

・平成 21 年 1 月から平成 24 年 3月まで  D 常務（新青森工場） 

・平成 24 年 4 月から現在          K氏 

 

T元工場長は、ヒアリングを実施できなかった。 

D 常務は、平成 21 年 1 月に、新設された青森工場の工場長に就任した。前任

のT元工場長が使用していた本設計から変更された製造指示書を受け継ぐととも

に、P 元常務（元秋田工場長）から、複数の銘柄について本設計を変更するよう

指示を受けた旨を述べている。D 常務は、受け継いだ製造指示書と P元常務の指

示にしたがって工場設計書を作成し直し、それに基づく製造指示書を作成した旨

を述べている。 

この点、P 元常務は、D 常務に指示した事実についてはあまりよく覚えていな

いとしながらも、当時の青森事業所長兼営業所長であった Q 元取締役（故人）か

ら要請され、秋田工場の倉庫で本設計どおりのサンプルと変更したサンプルを試

作して、両方の色を見比べながら本設計から設計変更を行った旨を述べている。 

K 工場長は、平成 24 年 4 月に工場長に就任し、D 常務が作成した工場設計書

と製造指示書を受け継いてそのまま使用継続するとともに、新規銘柄のうち設計

変更が必要な銘柄について、自ら又は課長代理等に指示して本設計を変更して製

造指示書を作成し、製造・出荷していた旨を述べている。 

 

（イ）秋田工場 

上記アで述べた工場経験者に対するヒアリングで名前があがった秋田工場の

工場長は以下の通りである。 

・昭和 57 年 11 月から平成 6 年 3 月       U 氏 

・平成 6 年 4 月から平成 20 年 6月       P元常務 

・平成 20 年 7 月から平成 24 年 4月       G執行役員 

・平成 24 年 5 月から平成 27 年 3月       D常務 

・平成 27 年 4 月から現在            G 執行役員 

 

U元工場長は、ヒアリングを実施できなかった。 

P 元常務は、秋田工場の工場長代理となった平成 2 年 7 月当時、U 元工場長

によって本設計と異なる内容の製造指示が行われていたことを認識した旨を述

べている。そして、P 元常務は、U 元工場長が作成した製造指示書を受け継い

てそのまま使用継続するとともに、新規銘柄のうち設計変更が必要な銘柄につ

いて、自ら本設計を変更して工場設計・製造指示書を作成し、製造・出荷して

いた旨を述べている。 
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G執行役員は、平成 20 年 7 月に工場長に就任した際に、P元常務から本設計

と異なる製造指示書を受け継いでそのまま使用継続するとともに、新規銘柄の

うち設計変更が必要な銘柄について、自ら又は工場長代理に指示して、本設計

を変更して工場設計・製造指示書を作成し、製造・出荷していた旨を述べてい

る。 

D 常務も、同じく、G 執行役員から本設計と異なる製造指示書を受け継いで

そのまま使用継続するとともに、新規銘柄のうち設計変更が必要な銘柄につい

て、自ら又は工場長代理に指示して、本設計を変更して工場設計・製造指示書

を作成し、製造・出荷していた旨を述べている。 

D常務の後任として再び工場長となった G 執行役員も引き続き本件不正行為

を行っていた。 

 

（ウ）関東工場 

上記アで述べた工場経験者に対するヒアリングで名前があがった関東工場の

工場長は以下の通りである。 

・昭和 59 年 3 月から昭和 63 年 3月まで    V氏 

・昭和 63 年 4 月から平成 17 年 3月まで    S氏 

・平成 17 年 4 月から平成 18 年 3月まで    W 氏 

・平成 18 年 4 月から平成 24 年 3月まで    M 氏 

・平成 24 年 4 月から平成 27 年 3月まで    G 執行役員 

・平成 27 年 4 月から現在            L氏 

 

昭和 63 年 3 月まで工場長であった V氏は、ヒアリングを実施できなかった。 

昭和 63 年 4 月に工場長に就任した S 氏は、昭和 58 年 4 月に工場の主事に就

任した頃に、前任の工場長であった V氏によって本設計と異なる内容の製造指示

が行われていたことを認識した旨を述べている。そして、S 氏は、既にあった製

造指示書を受け継いてそのまま使用継続するとともに、新規銘柄のうち設計変更

が必要な銘柄について、自ら本設計を変更して工場設計・製造指示書を作成し、

製造・出荷していた旨を述べている。 

平成 17 年 4 月に工場長に就任した W氏については、ヒアリングを実施できな

かった。 

M 元工場長、G 執行役員、L 工場長も同様に、工場長就任時に本設計から変更

された製造指示書に基づき製造が行われていることを認識し、それをそのまま使

用継続するとともに、新規銘柄のうち設計変更が必要な銘柄について、自ら本設

計を変更して工場設計・製造指示書を作成し、製造・出荷していた旨を述べてい

る。 

また、現在の課長代理も、ときどきの工場長からの指示を受け、既存銘柄の製

造指示書の更なる変更、新規銘柄の本設計からの設計変更により製造・出荷して

いた旨を述べている。 
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（エ）旧小名浜工場 

  上記アで述べた工場経験者に対するヒアリングで名前があがった小名浜工場の

工場長は以下の通りである。 

   ・平成 16 年 3 月まで              X氏 

   ・平成 16 年 4 月から平成 18 年 3 月まで    M氏 

   ・平成 18 年 4 月から平成 19 年 3 月まで    W 氏 

   ・平成 19 年 4 月から平成 19 年 12 月まで   D 常務 

・平成 20 年 1 月から平成 24 年 4月まで    T氏 

・平成 24 年 5 月から平成 26 年 6月まで    M 氏 

・平成 26 年 3 月をもって製造停止（同年 6 月に工場閉鎖） 

   

平成 16 年 3 月まで工場長であった X 氏についてはヒアリングを実施できなか

った。 

M 氏は、平成 16 年 4 月に工場長に就任したときに、前任工場長において本設

計が変更された製造指示書が使用されていたことを認識したが、工場長就任後は

それをそのまま使用継続し、新規銘柄のうち設計変更が必要な銘柄について、自

ら又は工場長代理に指示して、本設計を変更して工場設計・製造指示書を作成し、

製造・出荷していた旨を述べている。 

平成 18 年 4 月に工場長に就任した W氏については、ヒアリングを実施できな

かった。 

平成 19 年 4 月に工場長に就任した D 常務は、前任工場長から製造指示書を受

け継ぎ、本設計と異なる設計で肥料が製造されていることを認識し、そのまま製

造指示書を使用継続したが、新規銘柄はなかったため小名浜工場において自ら設

計変更を行っていない旨を述べている。 

T氏は、ヒアリングを実施できなかった。 

再度工場長となった M 氏も引き続き本件不正行為を継続した。 

   

（オ）渋川工場 

渋川工場は日本農芸が所有する工場であり、メインは太平物産から製造委託を

受けた培土の生産であるが、数銘柄の肥料の製造を受託していた。 

日本農芸の取締役には太平物産の役職員が就任していたが、肥料製造実務には

直接関与しておらず、同社社員の工場長代理が責任者として担当していた。 

平成 26 年 4 月、小名浜工場の閉鎖に伴って受け継いだ 2 銘柄については、本

設計と異なる内容の製造指示書が FAX で送付され、これに基づいて製造が行わ

れた。しかし、渋川工場には、これらの製造指示書が本設計と異なることは知ら

されず、本件発覚まで日本農芸の社長も工場長代理にもその認識はなかった。 

 

（カ）九十九里工場 

九十九里工場においては、太平物産からαに製造委託された 2 銘柄について、

本設計の内容が変更された工場設計が交付され、これに基づいて製造されていた。
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しかしながら、αに工場設計に基づく製造指示を開始した経緯は不明であり、設

計変更の理由も不明である。 

  

（２）客観的資料、記録により確認できる時期 

平成 18 年 4 月に導入されたオービックには、当初から本設計から変更された工場

設計がマスター登録されており、少なくとも、平成 18 年 4 月には、青森工場、秋田

工場、関東工場、小名浜工場において、本設計が変更された工場設計のある銘柄が存

在し、これに基づいた製造が行われていた。 

また、本調査チームが確認した最も古い本設計と内容が異なる製造指示書の作成日

付は関東工場の平成 6 年 11 月 1 日付のものであり、関東工場においては、その頃か

ら本件不正行為が行われていたことが認められる。 

九十九里工場においては、平成 19 年以降の工場設計に基づく「原価計算表」がある

ことから、遅くとも平成 19 年から、本設計と異なる工場設計に基づく製造指示が行わ

れていた。 

 

（３）小括 

以上から、太平物産に提供された客観的資料、記録により確認された各工場におけ

る本件不正行為の開始時期は、青森工場、秋田工場、小名浜工場については平成 18

年 4 月、関東工場については平成 6 年 11 月、渋川工場については平成 26 年 4 月、九

十九里工場については平成 19年である。 

また、本調査チームのヒアリングにおいて、元工場長自身が本件不正行為を行って

いたことを認めた時期を考慮すると、さらに遡り、秋田工場については平成 6 年 4 月

ころから、関東工場においては昭和 63 年 4 月ころから本件不正行為が開始されたこ

とが強く推認される。なお、本調査チームのヒアリングを行った全ての工場長経験者

が、その前任の工場長から行われていた旨を述べていることから、太平物産において

本件不正行為が開始された時期がさらに遡る可能性がある。 

 

 

５．本件不正行為の目的、理由 

（１）前例の踏襲 

工場長や工場長代理・課長のヒアリングでは、本件不正行為を行った理由について、

「前任の工場長が行っていたから、そのままなんとなく引き継いだ」「前任工場長によ

って本設計から変更されていたから、特に指示されたわけではないが、やらなければ

ならないと思った」などと述べており、各工場長が本件不正行為に及ぶ契機となった

のは、前任工場長からの前例の踏襲であった。 

しかしながら、それを是正することなく継続して後任に引き継いだ理由や新規銘柄

についても自ら不正行為に及んだ理由は、前例の踏襲だけでは説明できない。工場長

等からのヒアリングによれば、工場長等が本件不正行為を継続した理由は、以下のと

おり、主として製造上の問題解決のためであった。 
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（２）製造上の問題解決策としての設計変更 

本調査チームのヒアリングにおいて、工場長経験者、工場長代理、課長といった工

場の製造現場での経験を持つ役職員は、本件不正行為の理由として、悪臭クレーム対

策、固結防止、造粒性の改善、保証成分切れ防止、生産効率の向上など各種の製造上

の問題解決を挙げている。 

 

ア 悪臭クレーム対策 

本調査チームのヒアリングによると、秋田工場では、有機化成肥料の製造を開始

した昭和 40 年頃から悪臭クレームを受けるようになった。特に、有機原料割合の

高い化成肥料（PP）の製造過程での強い臭いについては、近隣住民、近隣の工場、

当時親会社だった三菱マテリアルからの苦情、消防署からの指摘等を受け、製造停

止に至ったことなどもあった。そのため、悪臭防止は同工場の重大な課題として歴

代工場長に引き継がれていた。 

悪臭防止策として、臭いの強い動物由来有機原料を減らし植物由来有機原料に代

替する、これに伴う保証成分切れ防止のため原料の割合変更や有機原料割合の低減

等を行うなどの本設計の変更を行っていた。 

 

イ 固結防止 

全工場において、配合肥料、化成肥料を問わず、生産者からの固結クレームも頻

繁に発生していた。営業からも強く対策が求められ、工場が解決すべき重要課題と

して、工場の品質改善を目的とした TPM 活動でも取り上げられた。平成 26年、27

年と連続して、取締役が出席する場で、各工場が固結対策のための改善活動につい

て発表を行った。 

平成 26 年には、D 常務の提案により固結クレーム対策プロジェクトの発足が経

営委員会で承認されている。 

しかし、工場では、これらの正式な活動以前から、固結防止策として固結防止剤

の変更、付加、使用量の増加その他原材料の変更（溶けやすい尿素を減らして硫安

を増やす、硝酸系を減らす）などにより本設計の変更を行っていた。 

 

ウ 造粒性の改善 

秋田工場の有機化成肥料製造設備の老朽化、性能不良と関東工場のペレットマシ

ンの使用上の課題等を原因として、化成肥料（PP）、ペレットの造粒性には大きな

問題が発生していた。特に、有機原料によりペレットマシンのダイスが詰まり、製

造ラインが停止する、製品化できないなどのトラブルが多発していた。 

また、秋田工場の化成肥料製造設備は歩留まりが悪く、投入された原料のうち 6

割は製品として出荷できるが残りの 4 割程度は造粒できず、製品として出荷できな

い状況であったことから、その改善策として有機原料割合の大幅低減、形状の異な

る原料への変更、造粒促進剤などの投入、使用が認められない原料の投入などによ

り本設計の変更が行われていた。 

 



20 

 

エ 保証成分切れ防止 

秋田工場の有機化成肥料製造設備、関東工場のペレットマシンでは、有機化成肥

料の安定的製造ができず、成分の不安定さが問題となっていた。そのため、P 元常

務は、本設計において保証成分量に余裕がない銘柄や有機原料割合が高い銘柄につ

いて、保証成分切れリスク対策として原料割合の変更による本設計の変更を行って

いた旨を述べている。 

青森工場製造の銘柄についても、保証成分切れにならないぎりぎりの成分量への

設計変更が行われているものもある。 

 

オ 本設計における原料の相性 

 本設計における原料の相性が悪い組み合わせがある場合に、設計変更が行われて

いた。 

 

カ 生産効率の向上 

  太平物産における多数銘柄の取り扱い、小ロット製造の受注、繁忙期における短

期納期での受注によって、工場は、頻繁な銘柄切替えと厳しい納期順守が求められ

ることになり、相当な負担となっていた。安定製造が難しい装置・機械であったこ

とも加わり、生産効率の向上に資する原材料への変更等の設計変更（たとえば、装

置・機械内における落下速度の速い形状の原料への変更等）を行っていた。 

 

 キ 作業の利便性 

  小名浜工場では猫車（手押し車）により原料の運搬、計測を行っていたことから、

袋状原料については計測上の利便性を優先して、本設計の原料の配合割合をきりの

よい数字に変更していた。 

 

（３）原料価格（製造原価）低減の目的の有無 

本調査チームのヒアリングにおいて、太平物産の役職員（退職者も含む）は一様に、

工場は原料価格の交渉、決定等に関与していない、コスト意識もなかったと述べ、工

場関係者も「とにかく（肥料を）つくることだけ考えていた」「納期に間に合わせるこ

とを考えていた」「原料価格については会社には申し訳ないけれども考えていなかった」

として、本件不正行為は原料価格の低減を目的としたものではなかった旨を述べてお

り、現経営陣や本社が工場に対して原料価格の低減を指示した資料等もない。したが

って、原料価格低減は、本件不正行為の主目的ではなかったものと思われる。 

しかし、青森工場には、同工場製造の各銘柄について本設計の折込価格、実価格、

工場設計の実価格の差額をメリットとして算出した計算表（「78 期設計価格計算」。78

期とは平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月まで）が保管されている。当該計算表では、

本設計から工場設計への設計変更による年間メリット総額は合計 3233万 7913円と算

出されている。したがって、平成 21 年頃に、太平物産において、青森工場製造銘柄に

ついて、設計変更による価格低減が検討されたものとみられる。 

なお、当該計算表については、本調査チームが行ったヒアリング対象者全員が、初
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めて見た、作成者もわからないなどと述べている。 

 

（４）各工場における違い 

ア 青森工場 

青森工場は配合肥料のみを製造している。青森工場長らは、同工場における不正

行為は、固結防止と生産効率の改善が目的であった旨を述べている。 

 

イ 秋田工場 

秋田工場では、配合肥料と化成肥料を製造している。 

配合肥料については、保証成分切れの防止、原料の変更、固結防止などの理由で

設計変更が行われていた。 

有機化成肥料については、上記で述べたとおり、有機化成肥料製造に伴う悪臭ク

レーム対策、有機化成肥料製造設備が原因となる造粒性の改善、固結防止、生産効

率改善といった理由で設計変更が行われていた。 

 

ウ 関東工場 

関東工場では、配合肥料とペレット肥料を製造している。 

配合肥料については、保証成分切れの防止、固結防止などの目的で設計変更が行

われていた模様である。 

ペレット肥料については、上記で述べたとおり、ペレットマシンが原因となる造

粒性の改善、固結防止、生産効率改善といった理由で設計変更が行われていた。 

 

エ 渋川工場 

 渋川工場は太平物産から製造委託を受けて肥料を製造しているが、渋川工場から

は本設計と異なることを知らされていなかったため、本設計から変更された設計に

基づいて製造していることを認識していなかった。 

 

オ （旧）小名浜工場 

 小名浜工場では、配合肥料を製造していた。設計変更は、上記で述べたとおり、

作業上の利便性のために行われた。 

 

カ 九十九里工場（αの工場） 

上記で述べたとおり、αに対して工場設計に基づく製造指示が行われた経緯は明

らかでない。また、αにおいては、当該銘柄について本設計どおりに製造しても何

ら問題はないとのことである。したがって、設計変更の理由は不明である。 

 

 

６．役職員の本件不正行為に対する認識 

（１）工場 

 ア 工場長 
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歴代工場長は、本件不正行為を認識して自ら実行し、又は、工場長代理等に指示、

変更許可をした当事者である。 

工場長は、ヒアリングにおいて、「保証成分切れは絶対にダメだ」「包材の表示は

大事」との認識であった旨を述べており、保証成分切れが肥料に関する法令やルー

ルに抵触するとの認識があったことが認められる。 

また、各人による若干の違いはあるが、本設計の変更は、国や県に対する登録・

届出内容の変更として行政手続が必要であることを認識していた旨4や、保証成分量

が維持されている範囲での設計変更についても何らかの問題があり、「おおっぴらに

話すような事項ではない」と考えていた旨を述べる者などがおり、工場長らは何ら

かのルールに反する問題行為であるとの漠然とした認識は有していたものと思われ

る。 

他方、全ての工場長経験者は、特別栽培や有機 JAS 規格についての知識はなく、

有機原料割合の変更そのものについては問題意識をもっていなかった旨を述べてい

る。ただし、後述するとおり、D 常務の供述については疑問がある。 

 

イ 工場長代理・課長代理 

 現在の青森工場の課長代理、秋田工場長の工場長代理、関東工場の課長（以下「工

場長代理等」という）は、本設計から変更された工場設計・製造指示書に基づいて

肥料の製造指示を行っていたことを認めており、各人により多少の認識の差はある

ものの、本件不正行為を認識していた。 

これらの工場長代理等は、保証成分切れが問題であることを認識していたことに

ついては共通しているが、保証成分量が維持されている範囲での設計変更、固結防

止剤の投入、造粒促進剤の投入については、問題であることを認識していた者と認

識がなかったと述べる者がいる。 

 しかし、いずれの工場長代理等も、特別栽培農産物、有機 JAS 規格についての知

識はなかったと述べている。 

 

ウ 土壌・肥料検定センター、分析担当者 

（ア）秋田工場の N 土壌・肥料検定センター長 

本調査チームのヒアリングにおいて、N 土壌・肥料検定センター長は、毎日、

化成肥料を分析し、分析結果を工場長に書面で提出しており、保証成分切れが生

じた銘柄が相当数あることを認識し、工場長がこうした保証成分切れの製品につ

いても、分析結果を確認しないまま出荷していたことも認識していた。 

また、本件不正行為の全容や個々の銘柄についての具体的な設計変更について

の認識までは認められないが、本設計から変更された工場設計に基づいて製造が

                                            
4 BSE 問題の際は、肉骨粉等の原料が使用できなくなったため、多数の銘柄について登録・届

出の変更手続が行われた。したがって、BSE 問題を経験した者については、原料の変更等を行

う場合にかかる手続が必要であることを認識していたはずである。また、変更手続についての

明確な認識がなかった旨を述べている者もいるが、行政への登録・届出内容を勝手に変更する

ことに問題があることは想定してしかるべきである。 
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行われていたことについても認識していた。 

 

（イ）青森工場の元分析担当者 

本調査チームのヒアリングにおいて、青森工場の元分析担当者であった O氏は、

本件不正行為の全容、具体的手口、個々の銘柄における不正行為までの認識があ

ったとは認められない。しかし、青森工場において、本設計から変更された工場

設計に基づいて製造が行われていることについて感づいていた旨を述べており、

本設計どおりに製造されていない銘柄があることを認識していたものとみられ

る。 

 

（２）工場長の経験のある取締役 

 ア D 常務取締役 

  D 常務は、昭和 63 年１月に太平物産に入社し、工事関係の部署に配属されていた。

平成 15 年 4 月、小名浜工場に異動となり、平成 18 年４月に工場長代理、平成 19

年 6 月に工場長に就任した。平成 20 年 1 月に新青森工場に工場長として異動し、

平成 24 年 5 月から秋田工場長（平成 27 年 3 月まで）と生産管理部長を兼務した。

また、平成 25 年 5 月に常務取締役に就任して生産技術本部を管掌し、現在に至る。 

小名浜工場長及び青森工場長を務めていたときには、工場長として本件不正行為

を実行し、部下である工場長代理に指示していた当事者であった。 

生産管理部長に就いた後も、秋田工場長を兼務して引き続き本件不正行為を行っ

ていた。太平物産の各工場において本件不正行為が実行されていたことを認識して

いたにもかかわらず、是正することなく、放置、黙認していた。 

なお、本調査チームのヒアリングにおいて、D 常務は、有機 JAS 適合証明書上に

「担当者名 生産管理部 D」と記載があることについて、当該証明書を作成して

いない、生産管理部課長が作成したなどとして、有機 JAS 規格や特別栽培等につい

ての知識はなかったなどと述べている。しかし、生産管理部長の立場にあったこと

を考えれば、これらの知識が全くなかったとの供述については疑問がある。 

常務取締役に就任した後も、太平物産の各工場において本件不正行為が行われて

いることを認識していたにもかかわらず、一切是正せずに放置し、黙認していた。 

 

 イ P元常務取締役 

  P元常務は、昭和 54 年から秋田工場に勤務し、平成 2 年 7 月に工場長代理、平成

6 年 4 月には工場長に就任し（平成 20 年 6 月まで）、平成 20 年 4 月には生産管理

部長を兼務した。平成 16 年 6 月には取締役に就任し、平成 24 年 6 月に退任した。 

  秋田工場長を務めていたときには、工場長として本件不正行為を実行し、部下で

ある工場長代理等に指示していた当事者であった。 

また、取締役に就任した後（その後生産管理部長も兼務した後）も、太平物産の

各工場において本件不正行為が行われていることを認識していたにもかかわらず、

是正することはなかった。それだけでなく、青森工場で製造する銘柄について本設

計からの設計変更を行い、D 常務に指示したり、他の工場長から相談を受けて設計
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変更についてアドバイスするなどしており、本件不正行為を助長していた。 

 

（３）工場長の経験のない取締役 

 ア A相談役 

A 相談役は三菱マテリアルの経理部門に長く所属し、監査役に就任していたが、

平成 18 年 6 月に同社監査役を退任して、同年 7 月に太平物産の代表取締役社長に

就任し、平成 26 年 6 月までの約 8 年間にわたって代表取締役社長を務めた。その

後、取締役相談役となり、平成 27 年 6 月に取締役を退任して、現在は相談役であ

る。 

A相談役は、本調査チームのヒアリングにおいて、本件不正行為について認識し

ていなかったと述べている。 

しかしながら、以下の事情が認められる。 

・本件不正行為は、8 年間の社長在任期間を通じて、全ての工場で行われ、約 9

割の銘柄について問題が認められたものであること。 

・本件不正行為の原因として挙げられた肥料の固結、悪臭問題、工場の装置・機

械の歩留まり、肥料の造粒性等の各工場における肥料製造上の問題を認識して

いたこと。 

・平成 18 年 4 月に導入された会計システム及び平成 27 年 4 月に導入された現

在の会計システムには、本設計から変更された工場設計がマスター登録されて

おり、工場設計に基づいた生産管理、在庫管理が行われ、これが会計処理にも

反映されていたこと。 

・平成 26 年 8 月及び平成 27 年 9 月に開催された TPM 活動の報告会に出席し、

秋田工場の工場長代理から、秋田工場において、 

①造粒促進剤（糖蜜、リグニン、セピオナイト、ベントナイト）の使用 

②固結防止剤の変更（珪藻土からシリカフュームへの変更） 

が実施されていることについて資料に基づき報告を受けたこと。なお、①②は、

工場において本設計から設計変更が行われていることを示すとともに、肥料取

締法上使用できない材料が使用された可能性を推測させる内容であった。 

   

以上の事情からすれば、A相談役が、何らかの形で本件不正行為を認識していた

との疑いは払拭できない。 

 

イ C会長 

昭和 49 年 12 月に太平物産に入社し、以後、一貫して営業部門の経歴を重ねてい

る。平成 11 年 6 月に取締役に就任、平成 20 年 6 月に専務取締役、平成 21 年 6 月

に代表取締役専務、平成 26 年 6 月に取締役会長となり、現在に至る。工場、製造

部門での勤務経験はない。平成 23 年 4 月から 1 年間だけ生産技術本部を管掌して

いたが、「他になり手がなかったから」就いたのみで、生産技術本部の業務を把握し

ていたわけではなかった。 

C会長は、本調査チームのヒアリングにおいて、本件不正行為について認識して
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いなかったと述べている。 

しかしながら、C会長についても、以下の事情が認められる。 

・本件不正行為は、取締役在任期間を通じて、全ての工場で行われ、約 9 割の銘

柄について問題が認められたものであること。 

・本件不正行為の原因として挙げられた肥料の固結、悪臭問題、工場の装置・機

械の歩留まり、肥料の造粒性等の各工場における肥料製造上の問題を認識して

いたこと。 

・平成 18 年 4 月に導入された会計システム及び平成 27 年 4 月に導入された現

在の会計システムには、本設計から変更された工場設計がマスター登録されて

おり、工場設計に基づいた生産管理、在庫管理が行われ、これが会計処理にも

反映されていたこと。 

・平成 26 年 8 月と平成 27 年 9 月に開催された TPM 活動の報告会のいずれかに

出席し、秋田工場の工場長代理から、秋田工場において、 

①造粒促進剤（糖蜜、リグニン、セピオナイト、ベントナイト）の使用 

②固結防止剤の変更（珪藻土からシリカフュームへの変更） 

が実施されていることについて資料に基づき報告を受けたこと。なお、①②は、

工場において本設計から設計変更が行われていることを示すとともに、肥料取

締法上使用できない材料が使用された可能性を推測させる内容であった。 

   

以上の事情からすれば、C会長が、何らかの形で本件不正行為を認識していたと

の疑いは払拭できない。 

 

ウ B代表取締役社長 

昭和 44 年 4 月に太平物産に入社し、営業部門が長く、工場・製造部門での勤務

経験、所管経験はない。平成 14 年 6 月に取締役就任後は管理部門全般を担当して

きた。平成 18 年 6 月、常務取締役となり、平成 26 年 6月から代表取締役社長を務

めている。 

B社長は、本件不正行為について認識していなかったと述べている。 

しかしながら、本調査チームのヒアリングにおいて、3～4 年前に、P さんから、

「化成肥料について固結や造粒性の問題があるため肥料の配分をいじっている」と

いった話があり、多少の設計変更が行われている旨の話を聞いたが、それ以上の確

認はしなかった旨を述べている。 

さらに、B社長についても、以下の事情が認められる。 

・本件不正行為は、取締役及び代表取締役社長在任期間を通じて、全ての工場で

行われ、約 9 割の銘柄について問題が認められたものであること。 

・本件不正行為の原因として挙げられた肥料の固結、悪臭問題、工場の装置・機

械の歩留まり、肥料の造粒性等の各工場における肥料製造上の問題を認識して

いたこと。 

・平成 18 年 4 月に導入された会計システム及び平成 27 年 4 月に導入された現

在の会計システムには、本設計から変更された工場設計がマスター登録されて



26 

 

おり、工場設計に基づいた生産管理、在庫管理が行われ、これが会計処理にも

反映されていたこと。 

・平成 26 年 8 月及び平成 27 年 9 月に開催された TPM 活動の報告会に出席し、

秋田工場の工場長代理から、秋田工場において、 

①造粒促進剤（糖蜜、リグニン、セピオナイト、ベントナイト）の使用 

②固結防止剤の変更（珪藻土からシリカフュームへの変更） 

が実施されていることについて資料に基づき報告を受けたこと。なお、①②は、

工場において本設計から設計変更が行われていることを示すとともに、肥料取

締法上使用できない材料が使用された可能性を推測させる内容であった。 

   

以上の事情からすれば、B社長が、何らかの形で本件不正行為を認識していたと

の疑いは払拭できない。 

 

 エ E取締役 

昭和 55 年 4 月に太平物産に入社し、当初数年間は肥料のデリバリー業務を行っ

ていたが、その後は一貫して経理部などの管理部門に所属していた。工場・製造部

門での勤務経験、所管経験はない。平成 9 年に経理部課長、平成 15 年に経理部長、

平成 26 年 6 月から執行役員、平成 27 年 6 月に取締役就任し、管理部門全般を所管

している。情報システム管理責任者でもある。 

E 取締役は、本調査チームのヒアリングでは、本件不正行為は認識していなかっ

た、会計システムに登録していた設計が本設計から変更されていることを知らなか

ったと述べている。 

しかしながら、以下の事情が認められる。 

・本件不正行為の原因として挙げられた肥料の固結、悪臭問題、工場の装置・機

械の歩留まり、肥料の造粒性等の各工場における肥料製造上の問題を認識して

いたこと。 

・平成 18 年 4 月に導入された会計システム及び平成 27 年 4 月に導入された現

在の会計システムには、本設計から変更された工場設計がマスター登録されて

おり、登録権限者として自らその登録作業を行っていたこと。 

・会計システムにおいて、工場設計に基づいた生産管理、在庫管理が行われ、こ

れが会計処理にも反映されていたこと。 

・平成 27 年 9 月に開催された TPM 活動の報告会に出席し、秋田工場の工場長

代理から、秋田工場において、 

①造粒促進剤（糖蜜、リグニン、セピオナイト、ベントナイト）の使用 

②固結防止剤の変更（珪藻土からシリカフュームへの変更） 

が行われていたことについて資料に基づき報告を受けたこと。なお、①②は、

工場において本設計から設計変更が行われていることを示すとともに、肥料取

締法上使用できない材料が使用された可能性を推測させる内容であった。 

   

以上の事情からすれば、E取締役が、何らかの形で本件不正行為を認識していた
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との疑いは払拭できない。 

 

（４）本社 

 ア 生産管理部長 

（ア）S 元製造部長（製造部は現在の生産管理部） 

関東工場長として本件不正行為を行っていた当事者である。 

製造部長就任後は、本件不正行為を是正できる立場にあり、その権限も有して

いたが、何ら是正措置を取らず、違法状態を黙認した。 

 

（イ）P元常務 

上記で述べたとおり、秋田工場長としてまさに本件不正行為を行っていた当事

者である。取締役、生産管理部長に就任後も本件不正行為を実行するとともに、

他の工場長に設計変更の指示や助言を行っていた。 

 

（ウ）D 常務 

上記で述べたとおり、秋田工場長としてまさに本件不正行為を行っていた当事

者である。生産管理部長、取締役就任後は、本件不正行為を是正できる立場にあ

り、その権限も有していたにもかかわらず、何ら是正措置を取らず、違法状態を

黙認した。 

  

イ 生産管理部課長 

 （ア）生産管理部の業務内容 

生産管理部は、新規銘柄の登録・届出、変更業務を担当し、登録・届出設計の

内容をチェックするなど肥料取締法を理解し、新規銘柄の検討においては、営業

と工場との間で連絡・調整を行っていたが、生産管理業務、品質管理や工場のチ

ェック等は行っていなかった。 

 

（イ）元生産管理部課長 

J 元生産管理部課長（業務部部長代理）は、生産管理部課長のときは、本件不

正行為について認識していなかったと述べている。 

しかしながら、業務部部長代理になってからは、固結防止プロジェクトのチー

ムメンバーとして、工場長らと固結防止対策について検討していること、生産管

理部課長として登録・届出業務の経験があったことから工場向けの原料調達業務

を行う過程で工場において登録・届出の変更手続を行わないまま固結防止剤が使

用されていることを認識していた。 

したがって、J 元生産管理部課長は、何らかの形で本件不正行為を認識してい

たとの疑いは払拭できない。 

 

（ウ）現在の生産管理部課長 

現在の生産管理部課長である I 氏（営業出身）は、本件不正行為について明確
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な認識はなかった旨を述べているものの、同人は、納期が迫っているが工場に原

料がない場合などに、違う原料で代替しているかもしれないと思ったことはある

旨を述べている。 

また、I課長も、平成 27 年 9 月に行われた TPM活動の報告会に出席し、上記

内容を認識している。 

したがって、I 課長は、何らかの形で本件不正行為を認識していたとの疑いは

払拭できない。 

  

ウ 業務部長 

業務部は東京本社に置かれ、原料の仕入れや肥料の販売における全ての業務を担

当し、JA全農との取引窓口でもある。業務部は、工場からの原料調達依頼を受けて

原料の発注をするが、銘柄毎の発注ではないため、原料の発注状況から本件不正行

為を認識することは極めて困難である。 

H業務部長は本件不正行為を認識していなかった旨を述べており、また他の関係

者も、同人に本件不正行為について伝えた者はいないこと、業務部は組織体制、業

務内容から見て認識可能性はない旨を述べている。したがって、H 業務部長が、本

件不正行為を認識していたとは認められない。 

      

エ 総務部長 

F 総務部長は、D 常務が青森工場長であった当時、工場長代理を務めていたが、

担当業務は同工場における総務であり、肥料の製造には関与していなかったとして

本件不正行為を認識していなかったと述べており、D 常務もこれに沿う供述をして

いる。 

しかし、青森工場事務室には「本設計」と「工場設計」ファイルが 2 冊並べて保

管されていたこと、当時の D 常務は、工場事務室において工場設計書の作成作業を

行っていた状況等から、当時、F 総務部長が本件不正行為を認識しうる立場にあっ

たと認められる。 

また、総務部長になってからは、TPM 活動の事務局として平成 26 年 8 月及び平

成 27 年 9月に行われた報告会に出席し、その内容を認識している。 

したがって、F 総務部長が、何らかの形で本件不正行為を認識していたとの疑い

は払拭できない。 

  

オ CSR 室長 

 R 元取締役は、平成 16 年に JA 全農から出向した後、平成 18 年 6 月に太平物産

の取締役に就任し、平成 18 年 8 月に JA 全農を退職した。東京本社にて CSR 室を

立ち上げて室長を兼務していたが、平成 25 年 6 月に同社取締役を退任した。 

R 元取締役は、同社にリスクマネジメント活動を導入した。工場における固結、

造粒性について問題があることは把握していたものの、リスクマネジメント活動と

しては工場の安全対策に注力していたことから、工場の肥料製造の実態への理解は

十分ではなかった。 



29 

 

以上から、本調査チームの調査においては、本件不正行為を認識していると認め

るに足る証拠はなかった。 

後任 CSR 室長についても、前任室長の活動を引き継いた程度であり、本件不正

行為について認識していなかった。 

 

カ 会計システム担当者 

 会計システム担当者は、本件不正行為について認識していなかった旨を述べてい

る。 

この点、会計システムへの設計登録において、工場から「工場設計」（製造指示書）

の送付を受けシステム登録していたこと、工場において製造指示書が変更される度

にその旨の情報がシステム担当者に送付されていたことから、本件不正行為を認識

していたのではないかとの疑問が生じる。しかし、「工場設計」は本設計と照合しな

ければ異なる内容であることを確認できないこと、同システムには本設計が登録さ

れていないこと、工場から送付された情報の単純な打込み作業しか行っていなかっ

たこと等から、会計システム担当者が本件不正行為について認識していたとは認め

られない。 

 

（５）営業部門 

 東北支店長、青森営業所長、秋田営業所長、関東支店長・営業所長、関東営業所

課長は、本調査チームのヒアリングにおいて、本件不正行為を認識していなかった

とし、工場は登録・届出設計どおりに製造しているものと信じていた、何ら疑うこ

とはなく、裏切られたと述べている。 

 また、営業部門は、工場との間で月 1回の製造計画作成のための協議をしていた

ほかは、工場との接点はほとんどなく、情報共有等はなされていなかった。 

さらに、新規銘柄の社内申請プロセスにおいて工場の了解を得て設計を作成して

いたと認識していたこと（下記第２の２（５）参照）を踏まえれば、こうした供述

には信用性がある。 

したがって、営業部門が本件不正行為を認識していたとは認められなかった。 

 

 

第２ 太平物産で本件不正行為が行われた原因 

１．工場の問題 

（１）工場設備・機械の問題 

ア 青森工場 

現在の青森工場は平成 20 年 1 月に移転新設されたため、その後の同工場の設備・

機械には大きな問題はなかった。 

 

イ 秋田工場 

秋田工場の設備・機械は老朽化等により、臭い対策、温度湿度管理等が十分行う

ことができなかった。同工場の配合肥料製造設備（昭和 61 年 6 月）と化成肥料製
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造設備（昭和 58 年 12 月）は老朽化しており、多額の修繕費が計上されている。加

えて、上記で述べたとおりに化成肥料製造設備の造粒設備の性能が悪く、造粒性、

歩留まり率の問題など製造上のトラブルが多発していた。 

本調査チームのヒアリングによると、秋田工場では、実際には、有機原料割合が

20~30%を超える有機化成肥料（PP）の製造はそもそも不可能であったとみられる。

その結果、秋田工場では、有機化成肥料を製品化するために、有機原料を大きく減

らす、原材料を変更するなど本設計を大きく変更していた。 

 

ウ 関東工場 

配合肥料製造設備とペレット肥料製造設備があるが、ペレット肥料製造設備には

大きな問題があった。昭和 62 年 4 月から、ディスクペレッター方式のペレットマ

シンを導入してペレット肥料の製造が開始されたが、ペレットマシンのダイスが詰

まって製造停止するなどして安定した製造が難しく、S 元工場長、M 元工場長は本

設計を変更した工場設計（製造指示書）に基づき製造を行っていた。 

平成 25 年 1 月には、それまでの乾式造粒機から湿式造粒機に変更することにな

り、新しく湿式造粒機が 1 基導入され、翌年もう 1 基が導入された。しかし、ペレ

ットマシンのダイスが詰まって停止するなどの問題は解消されず、造粒性は悪いま

までトラブルが多発し、引き続き安定製造が困難な状況が続いた。本調査チームと

しては、設備・機械の性能の問題か、工場作業員のスキルの問題か、原料や設計の

問題かについては確定できないが、関東工場においては、このような理由から、製

造現場での試行錯誤による設計変更が繰り返され、有機原料割合の低下などの設計

変更が行われた。 

     

（２）少量多品種製造の負荷 

太平物産は、同社のような中小肥料メーカーが生き残るために、生産者の需要にで

きるだけ応えることを経営方針としており、多銘柄の取扱い、有機原料の使用、小ロ

ット生産の受注等生産者の要請にきめ細かに対応する商品ラインナップと機動的な製

造・出荷体制が、同社の販売量拡大と利益を支えていた。 

しかし、この原動力が、実際には、工場の製造現場に相当な負荷を与えていた。秋

田工場や関東工場においては、不確実な製造状況下で、製造しにくい設計に基づく製

造が要請され、頻繁な銘柄切り替え生産と短期納期が加わり、工場は工場装置・機械

やスキルを超えた製造をせざるを得ない状況に置かれていた。 

こうした状況下において、工場長らは納期最優先の意識が強く働き、製造指示書の

作り替えによる設計変更という、その場しのぎの対応を常態化させたと考えられる。  

本調査チームのヒアリングによると、工場長らは「とにかくつくらないといけない」

「納期は守らなければならない」と述べていた。G 執行役員は秋田工場長として、製

造・出荷におわれ、納期順守のために分析結果未確認のまま出荷しており、「保証成分

切れになるかもしれないがそれでも仕方が無いと考えていた、事後的に保証成分切れ

の銘柄が判明しても回収等を行わなかった」旨を述べている。 
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（３）杜撰な製造実態と品質管理 

各工場にはそれぞれ「品質管理体制」「品質管理基準」「製造フロー」などの品質管

理についての書面が存在している。しかし、これらには具体的で明確な手順の定めは

なく、品質問題への対処方法や記録の整備・保管についての定めもない。工場長、工

場長代理等の具体的な業務内容、権限、責任範囲も明確にされていない。そのため、

工場ではこれらに沿った運用は行われていなかった。 

また、工場における製造や品質管理は場当たり的であり、ノウハウや技術を記録し

て蓄積し、共有する仕組みはなかった。工場長間の引き継ぎについても、設計内容、

製造指示、製造実態、問題解決策、品質管理等重要事項については行われておらず、

本設計を変更した製造指示書を黙って置いていく形であり、「引き継ぎ」と呼べるよう

なものではなかった。 

このような工場の杜撰な製造実態と品質管理は、本設計の変更による対応が工場内

の慣例となって事実上引き継がれることを許し、本件不正行為が長期間継続された大

きな原因となったものと考えられる。 

 

（４）小括 

 以上のような工場での装置・機械の問題、少量多品種製造の負荷、そして杜撰な製

造実態と品質管理は、工場において、長期間、不正が踏襲された直接的原因になって

いたと考えられる。 

 

 

２．組織体制上の問題 

（１）品質管理体制の不存在 

太平物産は肥料メーカーであるにもかかわらず、肥料の製造と品質管理は工場任せ

であり、工場から独立した品質管理部門がなかった。工場の品質管理体制は存在せず、

本社は工場での製造と品質管理の実態を全く把握していなかった。 

品質管理の基本である成分分析は、サンプル収去基準、方法、分析基準等は統一さ

れておらず各工場がばらばらに実施していた。分析結果についても、工場に併設され

た分析センターや分析担当者から上司である工場長に報告されるだけで、本社生産管

理部には成分分析結果は報告されなかった。 

 このような「工場任せ」「工場内完結」が、長年にわたり本件不正行為が見逃されて

きた大きな原因の一つである。 

 

（２）工場管理が行われていなかったこと 

生産管理部（旧製造部）は、組織体制図上、工場を管理統括する部署と位置づけら

れている。しかし、実際には、生産管理部長自身が本件不正行為の実行行為者（工場

長）であり、工場管理は期待できなかった。 

生産管理部課長以下の部員も、登録・届出業務（行政手続業務）に特化し、工場の

管理監督は行っていなかった。工場の実態や工場長等の意識は把握できておらず、工

場への関係法令やルールについての情報提供も工場でのトラブルやリスク情報収集も
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行っていなかった。そのため、各工場の業務フロー、製造指示書等製造に必要な書式

も統一されていなかった。 

また、会計システムへの設計登録については、生産管理部のチェックが介在すべき

であるが、実際には、平成 27 年 3 月まで使用されていたオービックについては、工

場長から直接、本設計から変更された「工場設計」が経理部情報システム担当者に送

付される仕組みであり、また現在は、情報システム担当者によることなく、工場長ら

が自由に設計登録を行う仕組みとなっており、生産管理部による登録・届出設計管理

という点でも不備があった。 

 

（３）リスクマネジメント体制の不備 

CSR 室のリスクマネジメントは形式的であり、活動のほとんどが工場の安全衛生

推進活動であった。そのため、肥料メーカーにとって最も重要な肥料取締法等に係る

リスクは見落とされた。 

 

（４）工場への教育、研修の未実施 

太平物産では、工場への教育、研修が全く行われていなかった。すなわち、コンプ

ライアンス教育、研修も、肥料メーカーとして必ず習得すべき肥料取締法、特別栽培

農産物に係る表示ルール、JAS 法等に関する基本的な教育、研修も全く行われていな

かった。 

そのため、工場の製造責任者である工場長ですら、肥料取締法や表示ルールについ

ての知識、理解は乏しく、コンプライアンス意識もなかった。 

したがって、本件不正行為の重大性を認識することができず、また、製造と納期順

守を優先して根本的な解決策を取らずに、慣例と称して本件不正行為が漫然と引き継

がれてきたものと考える。 

 

（５）工場の意見が反映されにくい商品設計プロセス 

太平物産での商品開発（企画・設計）は、営業部門が主体となって行われており、

工場の意見が反映されにくいプロセスであった。 

新規銘柄の申請に至るプロセスは、 

①営業が生産者・JAへの営業活動で得た情報や需要をもとに企画・開発を行う 

②営業は新規銘柄の設計原案を書面で作成し、生産管理部に提出する 

③生産管理部はその内容を肥料取締法の観点から（成分の計算に誤りがないか、保

証成分が確保されているか等）をチェックするとともに、工場に対して製造・製

品化に支障がないか等を確認する 

④生産管理部は、チェック結果と工場の見解を営業担当者に伝え、再検討を依頼す

る 

⑤営業が生産者・JA と調整を行い、その結果を「新銘柄採用検討書」にまとめ生産

管理部、業務部に提出する 

⑥生産管理部は工場に当該検討書を FAX して最終確認を行い、登録・届出申請手続

を行う 
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というものである。 

数年前までは、③において工場の意見確認が行われず、工場長経験者からは、本設

計どおりでは製造できない、製造しにくい銘柄が登録・届出されてしまうため、不正

な設計変更せざるを得なかったとの証言があった。 

その後、生産管理部が③において工場の意見を必ず確認する運用に改善され、工場

は製造しにくい原料の変更、相性の悪い原料や割合変更を求めるようになったが、営

業が既に生産者・JA との協議結果をもとにした設計であることや利益面、肥効との関

係から変更が受け入れられない銘柄もあった。そのため、工場としては、製造できな

いと強く拒否することに躊躇し、結果として営業に押し切られる形となり、登録・届

出後に設計変更にて対応せざるを得ない状況になった銘柄もあったと見られる。 

以上から、商品設計プロセスにおいて工場現場の意見が反映されにくい仕組みであ

ったため、工場での能力を超えた設計が登録・届出され、その後の不正な設計変更で

対応するというやり方が常態化していたものと考えられる。 

 

（６）営業部門・本社部門と工場との情報共有・意思疎通の欠如 

月 1 回の生産計画会議を除けば、営業部門と工場との間で情報共有や意見交換は殆

ど行われていなかった。そのため、工場は生産者視点を持つことができず、他方、営

業は工場での製造トラブル等について把握せず、相互理解はなかった。 

営業部門と製造部門である工場との情報共有、意見交換を行うなど制度（会議など）

がなかったことは本件不正行為の原因の一つである。 

 

（７）取締役会におけるガバナンスの不在 

工場の品質管理体制の整備は、一次的にはこれを所管する担当役員、生産技術本部

長である。 

しかし、工場出身以外の（営業や本社出身等の）取締役も取締役会のメンバーとし

て担当役員に対して牽制を働かせ、工場の品質管理体制、工場管理の不存在等につき

問題を指摘し是正させる責務がある。A 相談役、C 会長、B 社長から生産管理部門を

所管する P元常務や D 常務に対して、こうした問題指摘等は適切に行われていなかっ

た。 

本件不正行為について工場長出身の取締役が自ら実行、認識していたことを踏まえ

ると、取締役会におけるガバナンス不全も本件不正行為の大きな原因である。 

 

（８）小括 

以上から、太平物産における組織体制上の問題は本件不正行為の要因となったもの

と考えられる。 

 

 

３．意識の問題 

（１）工場 

 ア コンプライアンス意識の欠如 
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工場長、工場長代理、課長、課長代理は、肥料取締法、品質表示ルール等につい

て知識がなく、コンプライアンス意識もなかった。 

また、肥料メーカーとして最低限習得すべき法令、ルールについて社内研修等が

なかったことは会社の問題でもある。工場長らの不勉強による知識不足は、自らの

コンプライアンス軽視を表している。 

  

イ 責任感の欠如 

  上記で述べた工場長の不勉強による知識不足、悪しき前例の踏襲は、工場のトッ

プとしての職業的責任感が欠如していたと言わざるを得ない。肥料メーカーの工場

長は工場トップとして肥料の品質について一次的な責任がある。法令を知りません

でした、会社が教えてくれませんでしたとの供述は責任感のなさを露呈している。 

 

ウ リスク認識の欠如 

本件不正行為は、肥料取締法違反に該当するとともに、不正競争防止法違反や詐

欺罪など刑罰の対象にもなりうる行為であり、実行行為者は自らの刑事責任も問わ

れかねない。そして、JA 全農、JA、生産者、ひいては消費者の信頼を裏切る行為

であって、社会的影響は大きいものであり、会社の存続の危機（民事再生申立）に

陥るリスクの高い行為である。しかし、工場長を始め本件不正行為を実行していた

役職員たちは、その重大性を全く認識していなかった。このようなリスク認識が欠

けていたことが、本件不正行為をただただ慣例として受け継ぎ、継続した大きな原

因であったと考えられる。 

 

エ 生産者視点の欠如 

 本調査チームによる工場長等のヒアリングでは、工場長等から肥料の製造トラブ

ル対応や納期についての供述はあったが、肥料を使用する生産者についての供述は

なく、生産者視点は全く持っていない。自ら製造している肥料を生産者がどのよう

に使用するのかについての想像力や生産者が何を考えて肥料を選ぶのかといった点

への関心もない。そのため、包材チェックも誤字脱字チェックのみであり、有機原

料の割合の重要性や表示の重要性についての認識も持ち得なかった。 

営業部門の役職員が皆、生産者や農協の方を裏切ってしまい申し訳ないとの謝罪

の言葉を繰り返し述べている様子とは対照的である。 

 

オ 品質軽視と出荷・納期優先 

 工場では出荷・納期が最優先され、そのために本設計から原材料の変更、割合変

更、有機原料を製造しやすいように変更していた。 

  

（２）生産管理部 

  営業出身者である課長は、営業の意見や情報を工場に流し、連絡調整役として業

務を行っていたが、工場の肥料製造の実態についての理解が十分であったとはいい

がたい。また、工場管理や品質管理という視点はなかったため、工場の製造実態に
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踏み込んで情報収集したり、チェックするなど具体的な行動を取らなかった。 

 

（３）営業部門 

営業部門の社員は、自ら肥料の設計作成能力を持ち、生産者や JA との信頼関係

を築いて営業活動を行ってきたことを自負し、肥料取締法、有機 JAS 規格、特栽

表示ルールについても自ら習得するという向上心を持っている。 

  販売量拡大、生産者重視の意識が強かったが、工場に対しては、「設計どおりにや

っているだろう」といった程度の意識しかなく、工場に生産者の要望を的確に伝え

ることへの考慮がなかった。また、対等な立場で工場と意見交換を行う、工場の製

造実態を知る、工場との情報共有や相互理解をしようとする姿勢は見られなかった。 

このような営業部門の意識、姿勢は、工場から営業に対する異論や意見を遠慮さ

せたものと考えられる。 

 

（４）取締役 

ア リスク認識の欠如 

肥料取締法違反リスク（コンプライアンス上のリスク）、肥料の品質リスク、表示

リスク、工場の品質管理体制上の問題についての認識が全くなかった。そのため、

工場の品質管理体制やチェック体制に不備があったが、それに気付くことができな

かった。 

 

イ 品質管理という視点の欠如 

本調査チームによるヒアリングにおいてさえも、工場の品質管理への意識は薄か

った。工場における製造上の問題点や課題についての認識は持っていたにもかかわ

らず、それを真摯に受け止め、実態に即したリスク把握をしたり、品質管理体制の

整備に動くことはなかった。本調査チームによるヒアリングにおいて、本件の原因

や責任について質問しても、品質管理体制の未整備について言及することはなく、

肥料メーカーの取締役として、肥料の品質管理体制整備について自ら責任を負うと

いう意識は希薄である。  

 

（５）小括 

  以上のとおり、工場、本社、取締役にはリスク認識やコンプライアンス意識が欠

けており、これが長期間、本件不正行為が行われた最大の原因であると考えられる。 

 

 

４．企業風土 

（１）「販売第一主義」と営業力重視 

太平物産において約 8 年間経営トップであった A 相談役（前代表取締役社長）は、

本調査チームのヒアリングにおいて、太平物産は「営業力の会社」であり、「販売第一

主義」と述べていた。営業部門のトップである C会長も「営業力の会社」であること

に誇りを持っている様子がうかがえる。 
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こうした経営トップの発言や意識は、工場や製造現場からの発言力を弱め（発言を

遠慮させ）、工場から営業に対して、「モノを言えない、言いにくいわけではないが、

なんとなく言わない」または、「営業が生産者と作り上げた設計に文句はいえない」と

いった雰囲気を醸成したものと見られる。 

 

（２）縦割り意識 

会長、社長は、経営トップとして会社として組織運営を適切に行う責務がある。し

かし、C 会長、B 社長は、工場で行われた本件不正行為についての自らが責任を負う

との自覚は希薄である。本調査チームによるヒアリングにおいて、相談役、営業畑の

会長、社長の供述からは、「工場の問題は工場の責任」といった姿勢が見え隠れする。

また、相談役、会長、社長は、工場の製造現場におけるトラブルや問題について報告

を受けていたにもかかわらず、その問題解決に十分な関心を持った様子はない。 

また、社員ヒアリングにおいても、工場のことは工場任せ、分からない、自分のす

べき業務はここまで、と割り切り、他の部署のことには立ち入らず、問題意識を持た

ない発言が多かった。 

経営トップを始め会社全体の縦割り意識は、本件不正行為が継続した原因の一つと

考えられる。 

 

 

第３ まとめ 

 本件不正行為は、約 700 銘柄もの肥料について不正が認められる大規模なものであ

る。そして、本件不正行為は、長期間にわたり、太平物産の全ての工場で、工場長が

主導して意図的に行われていたものであって、極めて悪質である。 

さらに、本件不正行為を実行していた工場長 2 名が取締役に就任した上に、その他

の経営陣も、工場の品質管理には目を向けず、工場に対するコンプライアンス教育、

研修も全く行っていなかった。また、経営陣の本件不正行為に対する認識についても

疑わざるを得ない。 

以上からすれば、本件不正行為は、「工場だけの問題」にとどまらず、経営陣が関与

した会社ぐるみの不正行為と言わざるを得ない。 

本件不正行為の継続によって、消費者、生産者、取引先、JA等に与えた影響は大き

く、「特別栽培農産物」表示や有機 JAS 規格に対する信頼を低下させる事態となって

いる。 

このような事態を引き起こした太平物産の責任は重大である。  
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Ⅲ JA全農の問題点と再発防止策 

第１ JA全農の問題点 

全農マークは、生産者にとっては生産活動における大きな信頼であり、消費者にと

っては「国産農作物」に対する信頼の基礎をなす。 

また、国民の健康志向、食の安全・安心に対する意識の高まりに伴い、「有機」「特

栽」に対する生産者、消費者の期待には極めて大きなものがある。 

このような全農マークに対する「信頼」「期待」は、裏返せば、その「信頼」「期待」

に反する状況が生じた場合には JA全農に対する強い非難（リスク）となる。 

しかし、JA全農においては、そのリスクの認識が希薄であり、十分な品質管理態勢

を構築せず、品質管理はメーカー任せとなっていた。 

以上の結果、太平物産に対しては、JA全農による工場立入等による牽制は全く行わ

れず、また工場長など製造責任者に対する品質管理意識への働きかけもなく、本件偽

装を長期間継続させることにつながった。 

 

 

第２ JA全農としての再発防止策 

 JA全農としては、肥料メーカーに対して、単に法令に違反しない製品を製造させる

というレベルに止まらず、「JA 全農との契約どおりのものを製造させる」という基本

的な姿勢を徹底する必要がある。 

その上で、品質管理をメーカー任せにするのではなく、JA全農自身による各種施策

を通じて、JA全農自身で品質管理・リスク管理を行うという発想を徹底すべきである。 

 具体的には、以下のような施策を実行すべきである。 

 

１．肥料品質管理専門部署の設置 

 肥料品質管理強化策を主体的に遂行する専門部署を設置する。 

 

２．リスクベースアプローチに基づく品質管理強化策の策定とその契約条項化 

（１）考え方 

①取引先、工場を、規模、製造体制、品質管理体制、コンプライアンス体制等から

評価し、リスク度合いに応じて区分する。 

②肥料の性質に基づくリスク度合い（有機 JAS 銘柄か、特栽銘柄か等）に応じて重

点的にチェックする銘柄を特定する。 

③上記①②のリスクアセスメントを組み合わせて検討を加え、リスクベースアプロ

ーチの手法でメリハリを付けた各種チェック（書面調査、立入調査、サンプリング

調査、聴き取り調査等）を行う。 

④上記のリスクアセスメント、各種チェックについては、その妥当性、適切性を定

期的に検証し、必要な見直しを行う。 

 

（２）品質管理機能強化を実行するための契約上の手当 

 上記（１）の考え方に基づく品質チェックを可能にするための権限規定及び契約違
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反行為に対する制裁規定等を包含する覚書等を新たに締結する。 

 

３．肥料メーカー向け研修会の実施 

肥料メーカーの経営者、工場担当者、品質管理担当者等を対象として、コンプライ

アンス（肥料関連法令）や品質管理のスキルを習得する研修会を実施する。 

 

４．全農マーク貼付基準の厳格化の実施 

「くみあい肥料取扱いの考え方」を改訂すると共に、その内容の周知徹底を図るた

めの施策を実施する。 

 

以 上 
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