
たじま農業協同組合 

 

 

都市の消費者と交流 

 

【地域一体となった取組の推進】 

○ コウノトリの野生復帰への取組と合わせ、生

産者、JA、行政が一体となり、実需者とも連携し

て「コウノトリ育む農法」の普及を推進。同農法

の生産部会に 294 名が所属し、農薬を使用しな

いタイプ、農薬使用を減らすタイプ合わせて、

470ha で同農法を実施(2020 年 3 月時点)。その

結果、2005年に初放鳥されたコウノトリは 2020

年には 200羽を超えるまでに生息を拡大 

【JAが多様な取組を主導】 

○ 2018 年、たじま農協が事務局となり、GLOBAL

G.A.P.と有機 JASの団体認証を取得 

○ 輸出促進にも取り組み、理念や取組内容が評

価され「コウノトリ育むお米」は６ヶ国に輸出。

シンガポールや UAE で食農特別授業を実施する

など、海外の販路拡大にも注力 

【持続的な農業生産の推進】 

○ 毎年土壌診断を行い、適正施肥を実施。堆肥は

資源循環のために地元産の牛ふんと鶏ふんの活

用を推進。通常の稲作にはない冬期湛水等の水

管理により、水田に生息する生き物を保全 

【地域内外・他業種との連携】 

○ 「コウノトリ育むお米」を豊岡市の学校給食に

継続的に提供。また、販売収益の一部をコウノト

リの野生復帰の取組や環境保全活動に参加し貢

献できる仕組みを構築 

○ 実需者との連携により、「ごはんの日」のイベ

ント、商品展示会、「産地へ行こう」交流会等、

都市部の消費者の理解促進にも努力 

HP・SNS 等

有機農業・環境 

保全型農業部門 

所在地：兵庫県豊岡市 

面  積：1,343ha 

構 成 員：1,573人 

栽培品目：水稲 

コウノトリと農業が共生

アラブ首長国連邦（ドバイ）の Gulfood

（中東最大級の食品総合見本市）

HP: https://www.ja-tajima.or.jp/ 

農林水産大臣賞 

取組の紹介 

https://www.ja-tajima.or.jp/


有限会社 冨田ファーム 

 取組の紹介  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

HP・SNS 等 

  http://tsuchinobunka.jp/ 

 

直売所 

 

【継続的な土づくりの取組】 

○ 化学肥料を全く使用しない牧草栽培を 20

年以上継続。圃場を 23区画に分割し、平成

13年から毎年継続した全圃場の土壌分析や糞

尿の成分分析、サイレージの分析等を実施

し、化学肥料を用いた栽培に匹敵する良質な

粗飼料を確保 

○ マメ科牧草の定着に向けて、土壌分析に基

づいた酸度矯正等行うなど、データに基づい

た土づくりを実施、化学肥料を使用しないこ

とでコストを低減 

 

【６次産業化の取組】 

○ 一年間安定して生産した良質な生乳を用い

てチーズ等の製造を行い、道内外の多くの販

売店へ安定出荷 

○ 北海道でのブランド(きらりっぷ・北のブラ

ンド)に認証されたほか、国内外のチーズコン

テストでも高評価 

 

【取組成果の社会還元】 

○ 内閣府の「ムーンショット型研究開発制度」

の研究に協力を求められ、今後 10年間の研究

に協力していくことを承諾 

○ 地域内外の大学からの実習生なども積極的

に受け入れ、自身の取組を伝授 

○ 土壌分析等の経営データは、町の農業振興

センター、地域大学、種苗会社等に提供してお

り、持続可能な農業の発展に貢献 

 HP・SNS 等  

HP: https://www.tomita-farm.jp/ 

有限会社冨田ファーム 

有機農業・環境 

保全型農業部門 

所在地：北海道紋別郡興部町 

面  積：70ha 

構 成 員：6人 

栽培品目：牧草 

オホーツク農業科学研究センター 

における分析の様子 

生産局長賞 

 

スラリー散布 



株式会社 アグリ・コーポレーション 

 取組の紹介 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

HP・SNS 等 

  http://tsuchinobunka.jp/ 

 
耕作放棄地・遊休農地の解消 

 

【40haで有機農業を展開】 

○ 代表取締役の佐藤氏が、10 年前に五島市に移住し、就

農。現在、自作地と賃借地を合わせて 40haで、有機甘藷

の育苗から収穫まで自社で実施 

○ 2020年には全農地で有機 JAS認証を取得。2020年には

青果用有機甘藷 300ｔ、加工品用有機甘藷 100ｔの合計

400ｔを収穫予定 

 

【加工品開発・輸出の取組】 

○ 2014 年 7 月、生産から加工、販売、流通までを一貫し

て自社で行う仕組みを構築 

○ 香料・着色料・保存料を一切使用しない赤ちゃん用の食

べるおしゃぶり「オーガニックおしゃぶー」や、端材を原

料としたかんころ餅等、無駄のない農産物利活用を実施 

○ 国内で取引需要が少ない S、2S、3Sサイズを、オーガニ

ック需要が高い香港を中心に市場を開拓し、有機安納芋

を週 1トン出荷 

 

【輪作・土壌診断の取組】 

○ 有機甘藷と大麦の輪作を行い、春まで大麦を栽培する

ことにより、夏季の雑草を抑制。機械除草が不要となるこ

とを実現 

○ 3 年に一度の土壌診断を長崎県五島振興局の指導のも

とで行い、適正な土づくりを実施 

 

【耕作放棄地の再生】 

○ これまで 10haの耕作放棄地・遊休農地の解消に取り組

んできており、今後、毎年 10haの耕作放棄地の解消を目

指し、復旧した農地の一部は移住者や有機農業者へ貸し

出し、地域農業者の経営支援の実施 

HP・SNS 等  

HP: http://osyaburi.jp/  

圃場の様子 

有機農業・環境 

保全型農業部門 

所在地：長崎県五島市 

面  積：40ha 

構 成 員：36人 

栽培品目：かんしょ（有機安納芋）    

生産局長賞 

 

「オーガニックおしゃぶー」

 

 

 

 



有限会社 肥後あゆみの会 

 取組の紹介 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

【トマトの有機栽培】 

○ 2001年10月に、有機栽培で自立できる農業を

目指し、かんきつ農家4戸、野菜農家2戸の合計 

6戸で会を設立 

○ トマトの有機栽培を県内でいち早く成功させ

るなど栽培技術を確立させ、現在はトマト5haを

中心に、水稲や露地野菜等を合わせて16haのほ

場で有機JAS認証を受け、大規模経営を実現 

 

【安定出荷・販路確保の取組】 

○ 2015年には自社の農産品加工所を設立、2016

年には共同集出荷施設を整備。地域で生産され

た有機農産物の安定供給と更なる生産拡大 

○ 生産物の栄養分析（糖度、ビタミンC、硝酸イ

オン、抗酸化力）を行い、十分な品質確保がな

されているか確認。商談においてデータを活用 

 

【研修生の受入れ】 

○ 研修生の受入れを積極的に行い、研修後は農

地やハウスを手配、生産した有機農産物をあゆ

みの会を通じて販売するなど、研修生の独立と

経営安定を支援 

○ 独立後の研修生を支援するため、NPO法人熊本

県有機農業研究会において生産部会を立ち上

げ、県内の流通業者に呼びかけて販売網を作る

予定であり、県内の有機農業推進体制づくりに

も貢献 

 HP・SNS 等   

HP: http://higoayuminokai.co.jp/ 

栽培に用いる野草堆肥 

（左：堆肥化初期、右：堆肥化終盤） 

有機農業・環境 

保全型農業部門 

所在地：熊本県宇城市 

面  積：16ha 

構 成 員：28人（パートを含む） 

栽培品目：水稲、トマト、しょうが、 

     かぼちゃ、かんきつ等 

      

 

生産局長賞 

 

生産物の栄養分析結果 

研修生への指導 

（右から２番目が澤村氏） 



 

ＪＡ三重中央 美杉清流米部会 

 

 取組の紹介  

【GAPに取り組んだきっかけ】 
○ 部会全体で取組むことでの活性化 
○ 労働安全確保や環境保全の取組の明確化 
○ 管理をルール化・書面等での見える化をするこ

とによって経営や農地を引継ぐ準備 
等の有効なツールであると判断し取組を開始 

 
【GAPの継続に向けた取組】 
○ ４名の担い手の先行認証取得と、先行取得した

認証をもとにした勉強会の実施により部会全
体での意思統一を図った上で部会全員での団
体認証を取得 

○ 高齢農家でも理解が容易なマニュアルの作成 
○ JAが事務局を担うことで農業者の負担を軽減 
 
【経営改善に向けた取組とその効果】 

○ 個々の農場のリスクを部会全体で評価し共有

することで安全管理の意識向上 

○ 環境保全の取組（特別栽培）における収量・品

質の安定化への取組に際し、部会全体のデータ

の記録を管理し関係機関の協力のもとに検討

した結果を JA の営農指導に活かし部会全体で

の統一した栽培技術を確立し、初期生育の安定

や 1等米比率の向上に寄与 

○ 組織体制を整理し、リスクの高い農薬使用等の

管理をルール化・マニュアル化することで、部

会の方針やルールが明確になり、経営やほ場の

継承等に役立ち、認証取得後３名の新規部会員

を確保 

所在地：三重県津市 

認 証：JGAP(米（籾、玄米、精米）)(H31年) 

応募区分：団体の部 

栽培面積：20ha 

構成員：23名 

栽培品目：水稲 

農林水産大臣賞 

ＧＡＰ部門 

津市長を表敬する美杉清流米 

部会員とＪＡ職員の皆様 

部会の GAP研修の様子 

環境保全の取組の一環と

しての生き物調査の様子 



アットファーム株式会社・ 

株式会社 Cow's family 

 取組の紹介  

【GAPに取り組んだきっかけ】 
○ 次世代に残せる酪農経営の確立、自己の生産す

る牛乳の高付加価値化、消費者に安全・安心を
届けたいとの思いから、認証取得の取組を開始 

○ 認証取得取組に際しては、TMR センター(牛の
給食センター)、JA及び普及センター等の関係
機関の協力を得た上での認証取得 

○ 酪農経営体では日本初となる GLOBALG.A.P.の
取得により後進へ道筋を開く 

 
【GAPの継続に向けた取組】 
○ 毎年のリスク評価表の見直しと、それに連動し

た各種作業マニュアルの改正を通じて、作業の
効率化を推進 

○ 毎日の全員によるミーティング及び毎月の従
業員の自主ミーティングにて目標の設定・実施 
 

【経営改善に向けた取組とその効果】 

○ マニュアルを活用しての作業の平準化で省力

化や効率化が図られたことで作業時間が減少 

○ 疾病記録や投薬記録の確認をその場でできる

ため、適期・適切な処置が可能となり、疾病の

早期発見で早期の治癒に結び付き、乳量損失や

疾病牛の対応に係る時間の削減を実現 

○ 牧場内のルールや手順の明確化によって、従業

員の負担が軽減されたうえ、従業員全員による

同レベルでの作業を実現 

 

 HP・SNS 等  

【アットファーム株式会社】 

HP：http://at-farm-corp.com/ 

【株式会社 Cow's family】 

HP：https://www.uno-farm.com/ 

所 在 地：北海道野付郡別海町 

認 証：GLOBALG.A.P.（H30年 MILK） 

     JGAP（H31年生乳、乳用牛、肉用牛） 

応募区分：個別経営の部 

生産局長賞 

ＧＡＰ部門 

アットファーム株式会社・株式会社 Cow’s family 

来訪者用の着替え 

農場・施設の区画を記した地図 



福島県立岩瀬農業高等学校 

・株式会社八芳園

取組の紹介 

【GAPに取り組んだきっかけ】 
○ 東日本大震災後 8 年が経過した H30 年の海外研

修の際に、海外の学生が福島県産農産物への不
安を感じていることにショックを受け、風評の
払拭には、しっかりとした生産体制の構築と客
観的な証明が必要と実感し、全校をあげて認証
取得への挑戦を決意

○ 初年度は、県 GAP 推進員等の指導を受けて認証
取得に挑戦

○ R2 年度は県家畜保健衛生所や農業普及所の指導
を受け、畜産 GAP認証取得に向けた取組を実施

【GAPの継続に向けた取組】 
○ 詳細なマニュアルと農場での表示等によって、

毎年変わる生徒への農場管理手法の継承が可能
○ 教員のみならず生徒のリスク低減に係る意識が

向上し、労働安全性を確保

【経営改善に向けた取組とその効果】 

○ 学科毎に実施していた資材等の管理を一元化す

ることで必要以上の資材発注を削減

○ GAP の実践によって生徒が自主的に行動するよ

うになり、教育効果が向上

○ GAPの強みを生かした甘酒やブランド米「福
ふ く

数多
あ ま た

」

などの商品開発、海外輸出に向けた取組など、魅

力的な教育プログラムを実践

○ パートナーである八芳園より GAP 認証農産物を

活用した料理・商品化の指導を受け、生徒の企画

力向上、併せて八芳園社員の GAP への理解促進

が図られ、実需者とのマッチング機会が増加

HP・SNS等 

◆岩瀬農業高等学校 https://iwase-ah.fcs.ed.jp/ 

◆株式会社八芳園 https://www.happo-en.com/ 

所 在 地：福島県岩瀬郡鏡石町（岩瀬農業高等学校） 
認 証：GLOBALG.A.P.（H30年 米、りんご、バジル、みずな、きゅうり、レタス､ 

R1年 ばれいしょ、だいこん、メロン、かんしょ、なし 
R2年 えだまめ、大豆、らっかせい、小豆、ぶどう、トマト、ルッコラ） 
JGAP（R2年 乳用牛・生乳、肉用牛、採卵鶏・鶏卵） 

応募区分：人材育成の部 

生産局長賞 

ＧＡＰ部門 

福島県立岩瀬農業高等学校と 

株式会社八芳園との連携 

畜産 GAP取得に向け指導の様子 

GLOBALG.A.P.の公開審査 

https://iwase-ah.fcs.ed.jp/
https://www.happo-en.com/


JAグリーン近江老蘇 

集落営農連絡協議会 

取組の紹介 

【GAPに取り組んだきっかけ】 
○ 兼業農家や高齢な構成員が多いため、「農作業

従事者の安全確保」や「後継者への技術継承」
等の課題を解決する活用するツールとして、
GAPの取組を開始。

【GAPの継続に向けた取組】 
○ 取組当初は、構成員の GAP に対する理解度は

様々であったため、４法人の集合研修や農場評
価を実施。一年程かけて、GAPへの理解を深め、
団体認証取得に向けた合意形成を実現。

○ JAが団体事務局を担う JA職員による講習会や
他の GAP 認証取得経営体への視察研修を通じ
て、団体構成員のモチベーション維持に貢献。 

○ ４法人それぞれの管理手法や記録様式を生か
しつつ、GAPの管理点に適合するように様式を
見直すことで、構成員の負担を軽減。

【経営改善に向けた取組とその効果】 

○ GAPの取組により、労働管理などの書類やノウ

ハウが蓄積され、改善を行う仕組みを構築。こ

れにより、円滑な役員交代・技術の伝承を実現。 

○ 一筆ごとの作業時間や肥料・農薬使用の記録を

もとに作業マニュアルを改善。これを徹底する

ことで、「代かきで約 15％の作業時間短縮」、

「乾燥調製・袋詰めで約 25％の作業時間短縮」

等。

○ 農作業に携わる組合員を対象に事故防止、衛生

管理のアイデアを毎年募集し、集約した意見を

もとにマニュアルを改善。

所 在 地：滋賀県近江八幡市 

認 証：GLOBALG.A.P.（H29年米 

H30年小麦・大麦・大豆・マンゴー 

H31年白ねぎ） 

応募区分：団体の部 

面 積：358.7 ha 

構 成 員：４法人(328農家) 

生産局長賞 

ＧＡＰ部門 

先進地視察 

GAP講習会 

点検項目の確認の様子 
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