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GLOBALG.A.P.

case1

ＳＮＳ等による情報共有を徹底した農場運営！
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

10名

生産管理システムを導入し栽培
履歴を記録。作業指示には写真
付きでＳＮＳを活用
ベトナム人の海外技能実習生を
積極的に受け入れ、結びつきを
強化

2017年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積
メロン：1.6ha

1

中国四国地方

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 経営管理のベースとするため
 商品の品質を維持・向上させるため
 就業に関して統一的なルールをつくるため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：150万円／年
※審査費用、土間打ち費用、農薬保管庫、カ
バー購入費用等
現在（維持費用）：45万円／年

3

ＧＡＰの実践と効果

実践内容
＜労働安全＞
ヒヤリハット等を記録し、従業員
全員で共有し教育に活用
＜農場経営管理＞
５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
を徹底、資材の棚卸しの実施
＜農場経営管理＞
海外技能実習生を含めた従業員全員に
スマホを持たせ、SNS等で情報共有

4

整理整頓された農機具保管庫

効果
農場では、ヒヤリハット等のデータを「宝物データ」と
呼ぶくらい重要な情報と認識
トラブルをヒヤリハットに押さえ込み、事故発生を防止

資材の保管場所が明確になったことで紛失が減少
農薬の購入量が抑制され、不良在庫を削減
生産管理システム経由で、従業員全員が容易に生育状況
を確認することが可能となった
農薬の調合割合等の指示・承認をスマホ経由で行う指示
体制を確立

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 実需者（小売・バイヤー）からは前向きな評価
 銀行が認証取得を評価し、ハウス増築に係る融資に良い影響
 ベトナムではＧＡＰを評価する傾向があるため、ベトナムでの展開を推進予定

5

ここがポイント！
 防除作業に独自の確認テストを設け、満点を取った者のみ作業可能とするルールを設定
 ハウス１棟を従業員や海外技能実習生の教育用に割り当て、栽培技術等の習得支援を実施
 ベトナムからの海外技能実習生が、帰国後にベトナムで活躍する好循環を確立

個別認証

ASIAGAP

case2

九州地方

有機農業の強みをＧＡＰで補強！
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

13名

有機ＪＡＳ認証を取得
新規就農希望者を多数受け入れ

2017年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積
トマト（ハウス） ：3.9ha 他

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 消費者の信頼が得られるような品質の保証を得
るため
 実需者に対する価格交渉力を高めるため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：99万円／年
※審査費用、分析費用、コンサルタント費用、施
設改修費用等
現在（維持費用）：24万円／年

衛生面のルールを策定し掲示

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜人権保護＞
毎朝・毎週の定期的なミーティング
の実施
＜農場経営管理＞
農薬関係の在庫管理（入庫・出庫）
を厳格化
＜農場経営管理＞
正社員４名を責任者に任命し、
作業を分担

4

効果
ミーティングを通じて、従業員全員で栽培計画に基づ
く作業内容を決め、共通認識の下に作業を実施

必要なときに必要量の在庫が維持されるようになり、
栽培が効率化

社員が責任感を持って管理する組織に成長
工程ごとのリスク評価をともに実施する等、農場運営
に社員が積極的に参画

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 商談会で加工品関係の実需者から関心をもたれることがある
 小売業者からＧＡＰ認証を強く求められることはないが認知はしている印象

5

ここがポイント！
 有機ＪＡＳ認証を強みに販売戦略を立て、ＧＡＰ認証をその補完のために活用
 具体的には、有機ＪＡＳ認証では求められない衛生面の管理や作業工程の取り決め等の整備、
品質の保証、安定的な供給の実現にＧＡＰの取組が必要

GLOBALG.A.P.

case3

個別認証

九州地方

持続可能な農業の実践と農産物の「安定供給」
経営の概況
労働力人数

経営の特徴
認証取得年

22名

2018年

白ネギを周年生産
自社生産堆肥を使用し、循環
型農業を実践

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積
白ネギ：15ha

ＧＡＰ認証取得の目的

1





2

PickUP!

労働環境を整えるため
経営の効率化、健全化のため
実需者から信用を得るため
社内のリスク管理を徹底するため

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：145万円／年
※審査費用、土壌診断費用、残留農薬検査
費用、水質検査費用、コンサルタント費用
等

農薬保管庫内の様子

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜環境保全＞
持続可能な農業の実現に向け、土壌
分析を基に施肥設計を行い、有機肥
料を投入
＜労働安全＞
整理整頓を徹底

＜農場経営管理＞
資材の購入方法を、まとめ買いから
必要な時に必要量のみ購入する方法
に変更

4

効果
ＧＡＰ導入前後で、有機肥料の使用割合が２０％から
40％に増大

ＧＡＰの導入が、不要なものを廃棄するきっかけと
なった

ＧＡＰ導入前と比較して、農薬購入費用を１５％削減
不良在庫の削減

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰ認証取得を背景に強気の交渉が可能となり、取引単価を引き上げることができた
 取引相手の紹介により販路を拡大する中、ＧＡＰ認証取得もあって、相手先から厚い信頼が寄せ
られている

5

ここがポイント！
 「安定供給」を大切にしており、求められた規格を必要な時期に必要量納品することを目指す
 安定供給と農産物の品質を下支えするマネジメントシステムこそがＧＡＰである

JGAP

case4

個別認証

関東地方

ＧＡＰは農業の「品質マネジメントシステム」
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

５名

2013年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

工業系企業の一部門の形で農業
参入
都市近郊農業を行う中で、近隣
住民や景観に配慮

水稲：0.84ha 大豆：1.12ha
タマネギ：0.6ha その他野菜：0.15ha

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 作業工程の管理や生産過程の見える化を通して、
経営改善に役立てるため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：50万円／年
※審査費用、設備改修費用
現在（維持費用）：30万円／年
※審査費用、設備改修費用、廃棄物処理費用

ルールは細かく掲示

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜労働安全＞
一回の作業をワンタッチで行えるよう、
作業動線の見直し等を実施
＜農場経営管理＞
農薬保管庫や肥料庫を小さいサイズ
に変更
＜農場経営管理＞
経年の生育データ等を比較し、栽培
方法等の改善を実施

4

効果
農産物への接触回数が減少し、交差汚染を防止
作業内容の見直し等により、個々の作業に要する時間
を削減
物理的に在庫を持てない農場環境とすることで、不良
在庫を削減

水稲の品質が向上し、出荷分はすべて一等米に品質向上
【参考】一等米比率の県内平均は、2018年産で約43％
ＧＡＰ導入前後で、単収が６俵から8.5俵に向上

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 実需者から評価されている認識はない
 農業高校や野菜産地等、外部からの視察を多く受け入れており、県内でＧＡＰといえば当社と
認知されている状況

5

ここがポイント！
 工業系企業は、ISO9001などの品質マネジメントシステムを導入することが当然の業界であり、
ＧＡＰ認証は農業版の品質マネジメントシステムと認識
 特に新規就農からＧＡＰを導入することは、「人件費」等を捉えた農業経営の観点からも有効

GLOBALG.A.P.

case5

関東地方

ＧＡＰ認証をストーリーに位置付けた経営戦略！
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

６名

2017年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

ぶどう（ワイン用）

1

個別認証

ＧＡＰ認証取得の目的

会社の成り立ちは、ワイン醸造
所の生産部門
地球に優しい栽培方法を志向し、
ブランディングに活用

:0.93ha

PickUP!

 ワイン原料の産地でＧＡＰの取組をしている農
家が他にみられず、地域や業界を主導する存在
になりたかったため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：80万円／年
※審査費用、コンサルタント費用
現在（維持費用）：40万円／年
※審査費用

除草作業を行う羊

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜環境保全＞
環境に配慮するため、不耕起草生栽
培や羊による除草等を実施
＜労働安全＞
従前は独自で行っていた機械のメン
テナンスを専門業者に依頼
＜農場経営管理＞
栽培記録を細かくデータ化し、比較
検証を実施

4

効果
除草作業の負担を軽減
害虫・益虫がバランス良く圃場にいる環境に向け、継
続的に改善中
専門業者がメンテナンスを行うことで、高い信頼性を
確保

作業ごとの所要時間が明確になり、作業内容の見直し
や投資効率の見える化を実現
経験則に縛られていた作業を記録に基づく作業に転換

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ワイナリーツアーでＧＡＰの説明を行っているが、ツアー客の反応は薄い
 収穫物の全量をグループ内で使用するため対外的に評価されることはないが、ワイン原料の産地が
GLOBALG.A.P.に取り組むという前例のない取組への挑戦である

5

ここがポイント！
 顧客の満足度を上げるためには、ストーリー性のある商品であることが重要
 羊による除草作業やGLOBALG.A.P.取得もストーリーの一部であるが、ＧＡＰの取組は品質の良い
ぶどうの生産に寄与

JGAP

case6

個別認証

近畿地方

ＩＣＴ×農業＝経営管理の高度化及び労働安全
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

６名

生産管理システムを導入して栽
培履歴を記録
ＳＮＳを利用した作業日報の作
成
自社内の大規模加工部門と連携

2018年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

みかん:7.09ha

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 加工部門ではＨＡＣＣＰ、ＩＳＯを導入してお
り、農業部門でも生産管理を徹底するため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：11万円／年
※審査費用、物品（燃料タンク・電球等）購入
費用

倉庫内の整理整頓を徹底

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜労働安全＞
アプリを活用し、ヒヤリハットを従業
員全員で共有
各部署に｢労働安全衛生委員会｣を設置
＜労働安全＞
整理整頓、農薬倉庫の整備、危険物・
毒劇物の管理の徹底
＜農場経営管理＞
年間防除暦や過去の使用記録を踏まえ
て農薬等の資材を購入
必要な時に必要量のみを購入

4

効果
従業員全員が日頃から危険箇所・危険作業を意識
特定された危険箇所に対し、組織的に対策を講じること
が可能となり、圃場内の安全性が向上

取組の徹底を通じて、作業者の意識改革を促進
記録に関する作業者の意識を向上

農薬の期末在庫量が減少
購入方法の変更により、無駄な購入を抑制

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰ認証により市場に対する農薬散布記録等の説明が容易になった
 加工部門による営業の際に、相手先の商社がＧＡＰの取組に興味を持った

5

ここがポイント！
 複数のＩＣＴシステムを活用し、生産履歴や作業記録等をシステム上で管理することで、経営管理
の高度化を実現
 農場経営管理のみならず、ヒヤリハットの共有等により労働安全にも効果

ASIAGAP

case7

個別認証

九州地方

安全安心をアピールし、海外にも販路を拡大！
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

３名

2018年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

有機農業を実施
卸部門と加工部門を有しており、
自社農産物を加工して積極的な
ブランディングを実施
輸出の取組を徐々に拡大中

人参:2ha タマネギ:0.6ha

1

ＧＡＰ認証取得の目的
 時代の流れに遅れないためには、ＧＡＰが必要
だと考えたため
 付加価値として安全安心をアピールするため
 東京2020大会への供給意向があったため

2

PickUP!

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：69万円／年
※審査費用、コンサルタント費用

肥料等はビニール敷きのパレット上で保管

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜食品安全＞
圃場内での喫煙を全面禁止

効果
食品安全のみならず労働衛生の観点からも重要
安全安心に対する強いこだわりを対外的に示す根拠の
１つ

＜食品安全＞
作物の生育状況を逐一撮影し、
ＳＮＳアプリ経由で取引先に共有

取引先は、購入予定の作物の状況を逐一把握できるよう
になり、トレーサビリティを確保

＜農場経営管理＞
従業員に対し、毎日の日報作成を
義務付け

4

日報の内容から従業員ごとの作業スピードを把握する
とともに、従業員の評価に活用

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰ認証取得経営体としてＧＡＰ認証の価値を理解しており、周辺地域のＧＡＰ認証取得経営体
からＧＡＰ認証農産物を買い付けて販売する仲卸の役割も果たしている
 ＧＡＰ認証取得を契機に、アジア地域への輸出を開始しており、今後も販路拡大の方向

5

ここがポイント！
 安全安心へのこだわりが強く、ＧＡＰ認証は付加価値として安全安心をアピールする手法として
有効と認識
 今後は、有機ＪＡＳ認証も取得し、無農薬・無化学肥料も付加価値に加えたい

GLOBALG.A.P.

case8

個別認証

北海道地方

植物工場で環境保全重視の農業経営を実現！
経営の概況
労働力人数

経営の特徴
認証取得年

36名

2018年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

太陽光利用型の植物工場
無農薬の水耕栽培技術を確立
ナレッジマネジメント部門を
設け記録管理を電子化

葉菜類、果菜類22品目：0.3ha

ＧＡＰ認証取得の目的

1





2

PickUP!

ブランディング・知名度向上のため
環境保全の取組みの強化のため
生産物の安全安心の確保のため
従業員意識の向上のため

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：200万円／年
※審査費用、残留農薬検査費用、水質検査費用、
コンサルタント費用等
現在（維持費用）：140万円／年
※導入年の内訳に同じ

植物工場内の栽培状況

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容

効果

＜環境保全＞
残渣の水分量を削減

廃棄量の削減及び肥料の使用量減少

＜環境保全＞
水をできるだけ使わず、かつ、連作
障害を起こさない技術の確立
＜農場経営管理＞
作業全般に対するリスク分析・評価
の実施及び作業動線・マニュアルの
整備

4

年間の使用水量を150tに抑制
直近５年間において、養液の排水なし
農福連携を推進
雇用している障がい者の業務範囲を清掃業務のみから播
種準備・播種作業まで拡大するとともに、１名を正社員
として登用

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰへの取組をきっかけに、新聞・雑誌の取材を受ける機会が増加
 フードディフェンスの取組として、圃場への見学者受入れを中止

5

ここがポイント！
 連作障害や農薬障害、土壌の疲弊への対応、異常気象による農業用水の枯渇等への危機感から、
エネルギーや水の使用量を極力減らす水耕栽培技術を確立
 その結果、ＧＡＰとの親和性も高い環境保全に重きを置いた農業経営を実現

ASIAGAP

case9

個別認証

北陸地方

農場運営のルールづくりにＧＡＰあり!
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

５名

実家を継ぐ形で就農した現経営
者が、農場内でのルールを確立
するためにＧＡＰを導入
県で推奨されている減農薬を行
う等により環境へ配慮

2012年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

水稲：21ha

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 農場の運営ルールを定めるため
 施肥・農薬散布の計画を綿密に行うため
 栽培管理の意思統一を図るため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：20万円／年
※審査費用、農薬保管庫、防虫ネット購入費用
現在（維持費用）：14万円／年
※審査費用

作業場内にルールを掲示

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容

効果

＜人権保護＞
ＧＡＰ認証の基準書を参考に
農場内のルールを策定
＜農場経営管理＞
水稲の播種は品種ごとに計画を立てて
時期をずらして実施
＜農場経営管理＞
ばらばらに保管していた農薬を
一箇所に集めて一元管理

4

勤務時間等の労働条件を明確化し、農繁期以外は週５日
8:30～17:30の勤務体制を確立

品種の混在を防止するとともに、収穫時期をずらすこと
で米を通年で出荷

農薬の在庫量の把握が容易となったことで、ＧＡＰ導入
前と比較して購入を６％削減

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰ認証取得前は９割がＪＡへの出荷だったが、ＧＡＰ認証取得後はＧＡＰを評価して価格
交渉に応じてくれる小売業者との結びつきを獲得
 商品にJGAPマークを表示しているが、消費者からの反応は今のところない

5

ここがポイント！
 ＧＡＰ認証の取得を通じて、勤務時間等のルール作りや、農薬・肥料の適正量等の習得、生産・
販売計画の従業員全員での共有、作業の仕組みのマニュアル化等、経営の基礎を確立

GLOBALG.A.P.

case10

個別認証

ＧＡＰ認証取得で変わること・変わらないこと
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

１名

生産に特化した家族経営
多角化は念頭になく、毎年の
利益率にこだわる営農歴30年
のベテラン

2016年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

水稲：24ha

1

関東地方

大豆：6ha

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 東京2020大会をきっかけにＧＡＰに関心を持っ
たため
 同業他社との差別化の手段とするため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：110万円／年
※審査費用、コンサルタント費用、農
薬保管庫、救急箱購入費用
現在（維持費用）：85万円／年
※審査費用、コンサルタント費用

劇物、取扱いルール等の掲示

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容

効果

＜環境保全＞
水の使用量や圃場周辺の生物の生息
状況等を定期的に調査・観察
＜農場経営管理＞
毎年の経費の割合等を明文化する等、
利益率を意識した経営を実施

現時点(2019年)で周辺環境に大きな変化はみられないが、
継続的に状況を把握する習慣が身についた

農業生産に特化した家族経営であっても安定的に黒字
を確保

＜農場経営管理＞
ＩＣＴシステムを活用して生産履歴
や資材に関する情報を管理

4

紙媒体だけでの記録と比較して、記録する内容が細か
くなったため、詳細な振返りが可能

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰに理解のあるバイヤーとの取引では、販売価格が３％程度上昇
 商談相手からは、ＧＡＰ認証を取得した農家だから問題ない、その農家が生産した農産物だか
ら安心だろうと、農家として評価を受けている印象

5

ここがポイント！
 従前から確たる経営理念の下に農業経営を行っていたこともあって、ＧＡＰの取組に伴う農業生産
上の大きな変化・効果はみられないが、ＧＡＰ認証の取得によって対外的な評価を得ており、同業
他社との差別化に成功

ASIAGAP

case11

個別認証

九州地方

「取引先からの要請」の先にあるＧＡＰの効果
経営の概況

経営の特徴

労働力人数

認証取得年

８名

2017年

ＧＡＰ認証の品目の栽培面積

ＧＡＰ認証取得品目の全量が
契約栽培の茶農家
ＧＡＰ認証取得で取引先から
の信頼を獲得し、契約栽培の
規模を拡大中

緑茶（生茶・荒茶）：2.1ha

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 取引先からの要請に対応するため
 東京2020大会による訪日客や海外での販売に活
かしたいため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
導入年（導入費用）：74万円／年
※審査費用、コンサルタント費用
現在（維持費用）：15万円／年
※審査費用

肥料はパレット上に保管（上からブルーシート）

ＧＡＰの実践と効果

3

実践内容
＜労働安全＞
従業員に対し、過去に起きた事故など
を引用しつつ労働安全の教育を実施

効果
従業員が労働安全に気を遣うようになったため、重篤
な事故の発生を未然に防止し、ヒヤリハットのレベル
に抑え込めている

＜農場経営管理＞
地域行事への参加やコミュニティへ
の奉仕作業等、地域とのコミュニ
ケーションを積極的に実施

地域との関係を改善
周辺農家との関係も良好で、農地を任せたいという要望
も複数寄せられる状況

＜農場経営管理＞

記録したデータを規模ごとの単収の算出等に活用
ＩＴ関係を活用し、従業員間のコミュニケーションを
確保

圃場管理や生産履歴の記録には、
パソコンやＩＣＴシステムを活用

4

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 取引先からの要請に対応したものであり、取引の継続に必要不可欠なもの
 認証の取得・維持が取引先の信頼獲得につながり、契約栽培の規模拡大が認められたことで、
茶の市況が下がる中にあっても出荷量の増加で売上げをカバー

5

ここがポイント！
 「取引先からの要請」が認証取得のきっかけであったものの、認証取得によって、取引の継続のみ
ならず、労働安全の確保や栽培規模の拡大等、多方面で効果を発揮

GLOBALG.A.P.

case12

団体認証

団体ならではの認証取得ローテーション！
団体の概況

団体の特徴

構成農場数

認証取得年

13農場

産地全体で環境保全型農業の
取組を実施するＪＡ
野菜部会ごとに構成経営体の
中から代表を決め、概ね２年
ごとにローテーション

2009年

ＧＡＰ認証の品目
馬鈴薯、人参、トマト

1

北海道地方

ＧＡＰ認証取得の目的

等

PickUP!

 取引先からの要請に対応するため
 地域全体で食品安全・環境保全の取組を強化
するため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
＜団体事務局＞
導入年（導入費用）：190万円／年
※審査費用
現在（維持費用）：190万円／年
※審査費用

責任者及びその職務を掲示

＜構成経営体＞
導入年（導入費用）：認証費用の負担無し
農薬保管庫等少額の備品を各自購入
現在（維持費用）：負担無し

3

掲示物は団体事務局が作成し提供

ＧＡＰの実践と効果
＜団体事務局と構成経営体の関係＞
ＪＡとＪＡ内の各部会構成員
＜団体事務局の取組＞
基準書をベースに作成した独自の
チェックリストを部会構成員に配付

＜ＧＡＰの実践にあたっての団体事務局の主な役割＞
内部監査の実施、取引先等との対外的なやりとり、
マニュアルや掲示物等の作成及び構成経営体への提供
＜取組による効果＞
ＧＡＰの知識や必要性を部会全体で共有し、取組水準
を向上

＜構成経営体の感触＞
 食品の安全性や環境への配慮等に関する意識が全体的に向上
 代表をローテーションで取り組むことで、皆が生産工程管理の重要性を認識
 マニュアル等が整備されたことで、新規就農者が農業経験等に縛られることなく従事可能

4

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 既存の契約で出荷量を増加できたことに加えて、新規の販路確保のきっかけとなった
 認証取得している品目は、市況と比較して若干高めの単価で取引
 独自のＧＡＰの取組を求める取引先もあるが、ＧＡＰ認証との差分審査のみに簡略化できた

5

ここがポイント！
 構成経営体の中から代表を決めてローテーションで取り組むことで部会全体の取組水準を向上
 代表を外れてもしっかり取組を継続する傾向にあり、農業者に対して生産工程管理の重要性を認
識させる良いきっかけ

JGAP

case13

団体認証

九州地方

取引先と連携した団体認証の取組
団体の概況

団体の特徴

構成農場数

認証取得年

９農場

法人経営の出荷組合が、取引先
からの要請に対応するため、組
合員とともに団体認証を取得
取引先も認証取得をサポート

2017年

ＧＡＰ認証の品目
レタス

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 取引先からの要請に対応するため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
＜団体事務局＞
導入年（導入費用）：215万円／年
※審査費用、検査費用、トイレ等購入費用、
コンサルタント費用等
現在（維持費用）：71万円／年
※審査費用、検査費用、会議費用等

肥料は倉庫内にパレット上で保管

＜構成経営体＞
導入年（導入費用）：審査費用の負担無し
※水質検査、農薬庫、トレー等の購入費用
（土壌診断は３筆まで団体が無料実施）
現在（維持費用）：負担無し

3

農薬の保管状況

ＧＡＰの実践と効果

＜団体事務局と構成経営体の関係＞
法人経営の出荷組合と出荷元の組合員
（農業者）
＜団体事務局の取組＞
各組合員から栽培管理記録や生育状
況データを提出させ比較検証を実施

＜ＧＡＰの実践にあたっての団体事務局の主な役割＞
内部監査の実施（取引先所属の内部監査員と共同）、
取引等における窓口、資材（種を除く）の一括購入
様式の統一化 等
＜取組による効果＞
異なる品種を農家間で扱った場合の生育状況の違いを
比較でき、次年度の栽培計画策定に活用

＜構成経営体の感触＞
 ＧＡＰの取組は事務的な負担が多く、団体事務局と役割分担できる団体認証でないと継続は困難
 消費者目線で考えるようになり、自分だったら買わないと思う農産物は出荷しなくなった
 環境保全に対する意識が向上

4

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 認証取得・維持に当たっては、取引先から内部監査員派遣等で協力を得ている
 地元ＪＡからも関心が寄せられており、意見交換等で付き合いが増加
 構成経営体ではない組合員もいるため、認証の有無で販売単価に差をつけられないことが課題

5

ここがポイント！
 認証取得の動機が「取引先からの要請」であるが、認証取得・維持に取引先からの協力を得て
二人三脚でＧＡＰの取組を実施中
 モチベーションの低い構成経営体については団体事務局のサポートで取組を継続

JGAP

case14

団体認証

東北地方

認証取得を通じて継続的なＧＡＰの取組を！
団体の概況

団体の特徴

構成農場数

認証取得年

26農場

2017年

ＧＡＰ認証の品目

ＪＡの水稲部会
部会内から有志を募ったところ
50%が賛同
認証取得後も徐々に規模拡大中

水稲

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 農産物に安全安心のイメージを付加したいため
 東京2020大会に農産物を供給したいため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
＜団体事務局＞
導入年（導入費用）：872万円／年
※審査費用、残留農薬検査費用、共選施設改
修費用、農薬保管庫、トイレ購入費用等
現在（維持費用）：104万円／年
※審査費用、残留農薬検査費用等
＜構成経営体＞
導入年（導入費用）：審査費用の負担無し
※農薬保管庫の購入費用
現在（維持費用）：負担無し

3

整理整頓された乾燥機・計量器置き場

劇物の保管場所には火気厳禁の掲示

ＧＡＰの実践と効果

＜団体事務局と構成経営体の関係＞
ＪＡ水稲部会と部会に所属する組合員
有志
＜団体事務局の取組＞
各組合員から考えられるリスクを集約
し、フィードバック

＜ＧＡＰの実践にあたっての団体事務局の主な役割＞
内部監査の実施、取引等における窓口、
ＧＡＰ導入時の農薬庫の一括購入、様式の統一化、
構成経営体への指導、圃場の地図作成 等
＜取組による効果＞
組合員全体でリスクを共有し、組合員によるリスク対
策の取組を後押し

＜構成経営体の感触＞
 作付面積に基づいて農薬の必要量を算出して購入するようになったため、期末在庫が大幅に減少
 以前から生産履歴の記帳は行っていたが、様式が統一されたことで記録の見やすさが改善
 ＧＡＰ認証の審査が毎年あるからこそ続けられており、自己確認だけでは続かないと感じる

4

ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 ＧＡＰ認証農産物とそれ以外の農産物を区分けせずに精米加工を行っており、ＧＡＰ認証農産物
が特別な物と位置づけられていない

5

ここがポイント！
 ＧＡＰ認証農産物として取引を行っていないため、認証に対する農業者のモチベーションは低い
 認証維持のためにＧＡＰの取組を継続させることで、リスク評価や整理整頓の習慣が農業者に根
付きつつあるなど、認証をＧＡＰの取組を継続させるためのツールとして活用

ASIAGAP

case15

団体認証

関東地方

取引継続のため団体認証に取り組む茶農協
団体の概況

団体の特徴

構成農場数

認証取得年

30農場

取引先からの要請に対応して
ＧＡＰに取り組む茶農協
世界農業遺産に登録された栽
培方法を実施

2017年

ＧＡＰ認証の品目
茶

1

ＧＡＰ認証取得の目的

PickUP!

 取引先からの要請に対応するため
 経営の体質や従業員の意識向上を図るため

2

ＧＡＰ認証にかかる負担
＜団体事務局＞
導入年（導入費用）：77万円／年
※審査費用、残留農薬検査費用、研修受講費用、
施設改修費用、物品購入費用
現在（維持費用）：96万円／年
＜構成経営体＞
導入年（導入費用）：負担無し
現在（維持費用）：負担無し
※土壌分析はJAが無償で対応、水質調査は水道
局が対応
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入場時の注意事項等を掲示

搬入口に鳥獣進入防止のネットを設置

ＧＡＰの実践と効果

＜団体事務局と構成経営体の関係＞
茶農協と所属する組合員

＜団体事務局の取組＞
最低限の記載で必要な内容を網羅でき
る様式を作成し、組合員に配付

＜ＧＡＰの実践にあたっての団体事務局の主な役割＞
内部監査の実施、取引等における窓口、
マニュアル、手順書の作成、様式の統一化

等

＜取組による効果＞
組合員の負担を軽減しつつ、取組の水準をJGAPから
ASIAGAPに引上げ

＜構成経営体の感触＞
 団体事務局が取組の事務的な部分を全面的にサポートしてくれるので何とか取組を維持できている
 団体内部での共通認識がより明確になり、工程管理の意識が低い農場の水準を底上げ
 団体内でヒヤリハットが共有されるようになり、労働安全に対する意識が向上
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ＧＡＰ認証取得に伴う対外的評価
 取引先からＧＡＰ認証取得を取引継続の要件とされたため、認証取得しない選択肢はなかった
 ＧＡＰ認証で農薬使用量等が証明できたことで、輸出用途の取引先を新規に開拓できた
 ＧＡＰ認証取得以降も、茶の市況は悪く、取引単価は下落傾向

5

ここがポイント！
 茶は他品目と比較してＧＡＰ認証取得が進んでおり、取引先から要請されることが多い
 市況が悪いこともあって認証取得が経営改善につながっていないが、従業員の安全に関する意識
の向上等、日頃の農作業の改善に結びついており、経営体質の改善に一定の効果

