
 

１ 実証地区の所在地 新潟県 

２ 実証地区の概要 

対象作物 えのき、なめこ、えりんぎ 

認証取得者数 

継続 

取得した GAP

の種類 
GLOBAL.G.A.P. 

11 名 

(うち新規 1名) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生・労働安全研修会の様子 

 

 

 

 

 

 

３ ＧＡＰ認証取得に向けた産地の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、青果市場の価格形成力が弱体化し、価格形成の主導権は量販店に移り、青果

市場主体の販売では厳しい状況となっている。JA 十日町においては量販店との直接販

売を主体に据え、再生産価格の維持に努めてきた。産地間競争は厳しく量販店、消費

者から選ばれる産地をめざし GLOABALG.A.P.に取り組み、きのこでは全国初となる団

体認証を取得し 3年目を迎えた。団体認証取得生産者 11 名で JA 十日町きのこ部会を

立ち上げ、JA 十日町が事務局を担当している。JA 職員 3名、生産者 1名、JA 新潟中

央会職員 1名あわせて 5名で内部検査員資格を取得(内 3名は内部監査員資格有)し、

認証維持のバックアップ体制を構築している。 

 団体認証を取得したことで、生産者、JA、関係機関との連携は深まり、生産者の意

識も向上しクレーム等も徐々に減少している。さらに信頼される産地をめざすために

本事業を活用し、食品安全のリスク軽減を進めていきたい。   

団体事務局（JA ⼗⽇町農産物集出荷施設）
・事務局⻑：園芸畜産課課⻑
・事務局責任者：園芸畜産課係⻑
・事務局：園芸畜産課 きのこ担当
（GGAP 担当者、QMS 管理責任、クレーム対応関係、
⽣産出荷資材、集荷業務、衛⽣、労働安全）

JA ⼗⽇町きのこ部会 部会⻑
（⽣産者代表）

外部アドバイザー
・南⿂沼地域振興局
・JA 新潟中央会
・JA 全農新潟県本部

内部検査員
内部監査員

外部委託先

松之⼭パッケージセンター

各農場
えのきたけ・なめこ・えりんぎ

組織図
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４ 取組の過程 

（1）ＧＡＰ団体認証に取り組むきっかけ及び組織の経緯 

 取引先の大手量販店が平成 29 年 4 月に、PB 農産物は国際認証 GAP 管理の 100％実施

を目指していくと発表した。同社の PB はなめこ、えのきともに取扱量の 30％程度を占

めていた。国際認証 GAP を取得することで産地全体の品質管理のレベルアップ、他産地

との差別化を図るため、国際認証 GAP を取得する検討を始めた。各部会で検討を進め平

成 29 年 12 月、なめこ生産者 3名、えのき生産者 2名で取り組むことを決定した。 

 平成 30 年 3 月から JA グループ第三者認証 GAP 取得支援チームの指導を受け、準備を

進めた。構成員が複数の品目であることから、GLOBALG.A.P.団体認証に取り組む生産者

を構成員とする JA 十日町きのこ部会を立ち上げた。 

 GLOBALG.A.P. で要求されるレベルが高かったため、混乱することも多かったが、平

成 25 年から新潟県南魚沼地域振興局が事務局を務め、県独自認証の魚沼きのこ GAP に

取り組んできた経験から、生産者からの大きな不満はなく、生産者の自主的な取組と事

務局、関係機関の連携がうまくかみ合い、GAP 団体認証取得につながった。 

 

（2）日頃から感じていた産地におけるリスクの内容 

消費者の食品に対する関心の高さと安全・安心に対する要求も高まる中、異物混入な

どのクレームが場合によっては、消費者や取引先から信頼を一気に失うリスクを孕んで

いることに危機感を持っていた。このようなリスクを少しでも減らすこと、また、生産

者の衛生管理に対する意識をどうすれば高めることができるのかを考えていた。 

 

（3）産地リスクに対応した具体的な取組事項（評価指標と管理点）   

 ①食品安全                  

異物混入などクレーム内容の分析と対応策の検証を行い、リスク評価の再検討により 

クレームを低減することを目的に取り組んだ。 

・直近 3年間のクレーム件数と内容を把握した。クレームの内容に合わせて、対応策の

把握と検討をすすめた。特に異物混入については、混入物質や経路の見直しを通して

対応方法が整理できた。 

・クレーム発生時の生産者への連絡体制づくりについては、「当該生産者から混入経路、

再発防止策を講じるよう指示する」と明文化し、当該生産者が主体となって再発防止

策を考え、その都度全生産者に周知した。 

・クレームの中から、必要な対応として定期的な点検・清掃、目視での確認、ポスター

掲示での注意喚起等の取組を通じ、全生産者の当事者意識の醸成が図られた。 
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５ 団体としてＧＡＰに取り組んで良かったこと 
・生産者との関わりが増え、生産者、ＪＡ、系統組織との一体感が醸成された。生産者

間では同じ品目の生産者だけではなく、別品目の生産者との連携も強まった。 

・異物混入リスクを洗い出すことで混入事例が取組前に比べ減少したこと。 

・品質、衛生管理の意識レベルが向上した。 

・整理、整頓の本来の意味を理解し施設内が清潔に保てるようになった。 

・生産者の従業員合計約 150 名に対して年一回の衛生・労働安全ついての講習会を行  

 うことで意識が高まり、産地全体のレベルアップにつながったこと。 

・電気、水道の使用量を毎月記録することで、実際の使用量を把握でき、結果として 

省エネにつながった。   

                

６ 今後取り組む課題 

・取得から 5回目の審査となることから、審査員が見るポイントがより細分化され、 

要求レベルは上がってくると思われる。より一層のレベルアップが必要。 

 

７ 目で見てわかる改善変化 

（1）農場内に掲示した標識 

 ①始業時の体調管理、作業時の注意事項 

                   

始業時の体調管理によるコロナウィルス対策 

服装チェック、作業時の注意事項の確認に

より異物混入防止の注意喚起 

  

 

 

 

 

 

 ②異物混入防止の注意喚起 

 

作業室入室前の注意事項を掲示し異物混入

防止の注意喚起 
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 ③環境保全の注意喚起 

                   

                   廃菌床、破損ビンの適正な処理について 

                   注意喚起 

 

 

 

 

 

 

（2）取組(前)後の農場の状況がわかる写真 

 ①異物混入危険個所の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生育室の天井に設置されている蛍光灯の本体部分に，サビ様の剥がれが多く発生 

していた。異物混入リスクが発生している状況だった。清掃チェックリストに 

項目を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

改善前 改善後 
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②異物混入危険個所の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生育室の空調機ファンガードに埃等の付着が目立ち、収穫物の汚染リスクが発生していた。 

ファンガードは清掃スケジュールに含まれておらず，清掃が行われていなかった。清掃  

チェックリストに項目を追加した。  

 ③異物混入発生リスクの改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掻き出し作業時に、栽培ビンやコンテナの破損について点検し，破損数を記録し，廃棄する

手順となっている。点検済みのビンおよびコンテナの中には破損が見られるものが含まれて

おり，破片による異物混入リスクが発生していた。書き出し場に劣化したコンテナ・ビンの

取り扱いについて掲示した。 

改善前 改善後 
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１ 実証地区の所在地 静岡県 

２ 実証地区の概要 

対象作物 茶 

認証取得者数 

新規 

取得した GAP

の種類 
JGAP 

13 名 

(うち新規 13 名) 

 

産地周辺図                体制図 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

３ ＧＡＰ認証取得に向けた産地の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

厳しい茶業情勢のなかではあるが、手塩に掛けて育てた茶葉を全量販売することを基

本とし、市況・顧客ニーズを先取りした工場運営により、ＧＡＰ団体認証取得に向け

て、組合員の衆知を結集し一丸となり長生き出来る茶工場づくりに邁進する。 

＜活動方針＞ 

第１項；良質茶の製造販売を基本理念とし、お客様から当茶農協を名指しで買い 

求められる商品を提供 

第２項；お客様の要求品質に合わせるべき製造工程を確立し均一な荒茶品質を確保 

第３項；茶生産労務者及び工場労務者の健康管理を重視した安全で安心して働ける 

作業環境の整備 

第４項；芽揃いの良い茶葉が生産できるように、栽培指導や摘採指導を行い、適期・

摘採による均一な良質な茶葉を集荷 

第５項；茶価低迷時であっても施肥管理や薬剤管理の手を抜かない茶園管理を行い、

樹勢の良い茶園づくりを推進 
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４ 取組の過程 

（1）ＧＡＰ団体認証に取り組むきっかけ及び組織の経緯 

・一部の顧客からＧＡＰ非認証取得工場からの商品は購入する事が出来ないとの方針に

伴う顧客要求への対応 

・持続化できる団体経営を推進するために、培ってきた茶づくりの熱意を継承 

・高齢な茶生産者が安心して安全な茶栽培に取組ができる土台づくり 

   上記３項目の取組の背景からＧＡＰ団体認証取得の可否判断を農場責任者と役員に  

   諮り意思決定をしたうえで取組を開始した 

 

（2）日頃から感じていた産地におけるリスクの内容 

・経験に頼る栽培管理の作業にて観察的な作業修得が主体となっているため、農場者全

体への一元化した栽培管理が出来にくい。・・栽培管理における工程管理が不明確 

・日々の作業管理を文書化する作業習慣でないため、記憶に頼る追跡調査となってい

る・・作業記録や手順書の文書化がない 

  ・農場主の責任感は強いが、共同作業者（家族労働者）への方針や指針が浸透していな 

い・・作業指導や栽培管理指針の教育や展開不足 

  ・現在の栽培管理が最適条件であるとの意識固定にて改善意欲が薄れている 

    ・・固定観念からの脱却不足 

ＧＡＰの手法（適合基準）に基づいた栽培管理の再認識と、改善意欲の高揚を図るた

めに、団体・農場マニュアルを活用したリスク分析と作業改善に取り組む事とした 

 

（3）産地リスクに対応した具体的な取組事項（評価指標と管理点）   

 ①食品安全                  

  同一茶葉の入荷と均一な荒茶品質を維持するために一元管理を浸透するよう、茶農協が

決めた施肥管理指針と薬剤管理指針を順守した茶園管理（茶期毎の防除・施肥記録の提

出と遵守確認）を行い、茶葉荷受け時に茶葉品質の非通過ゼロ（適合品）に取り組んだ。 

  その決められた茶園管理を進めるため、土づくりと樹勢強化への施肥量を考慮した施肥

計画（年間契約）を立案して適期な施肥遵守を行って来た。また、農薬の薬剤散布にお

いては、防除暦表や農薬効果一覧表に基づいた防除文書（登録薬剤の使用と、散布量・

散布面積・最終散布日など記載）に沿った防除を行ってきた。 

  更に、施肥管理と薬剤管理が的確に順守した証を在庫管理簿に記載し、決められた順守

事項の確認と点検を推進し、茶葉及び荒茶の食品安全に取り組んで来ました。 
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②労働安全 

安心して安全な茶栽培や荒茶製造ができる作業への取り組みとして、茶葉生産者および

荒茶製造者において労働災害を発生させない労働安全に取り組み、従来から継続してい

る休業災害ゼロ件を維持して行くことに取り組みました。 

  休業災害ゼロ維持への具体的な活動として、危険な作業場所の洗い出しを栽培管理工程

（収穫工程・交差汚染）におけるリスク分析と荒茶工場の製造工程におけるリスク分析

を行い、対策項目を抽出して薬剤散布時の防護具着用や茶工場内における衛生管理など

の掲示やマニュアル配布による改善活動を進めた。 

また、各種機関の安全講習や安全点検を開催して農作業機械の安全対策の確認と専門業

者による座学と現地・現物での点検を実施した。 

更に、現状の作業の危険個所を洗い出し対策方法を文書化し、家族である作業者まで伝

達できるようにしたことや、急傾斜地での乗用機械の摘採工程などの農作業への見直し

を注意喚起とともに行ってきた。 

 

③環境保全 

 過去の農村地帯から開発が進み現在は住宅化が進んだ地域環境となったことから、近隣

住民からの騒音や茶園管理における苦情が考慮されるため、地域社会との共存を大切に

し、環境保全に取り組み苦情件数ゼロを目標に推進した 

  苦情件数ゼロ目標への取り組み活動として、栽培工程における茶園への施肥や薬剤散布

時の飛散防止に圃場の整備（側面の除草・流土防止策など）と近接住居者へ配慮した農

作業への取り組みを指導・展開した。 

  また、栽培管理に使用した農業資材・薬剤廃瓶・肥料廃袋の回収点検を内部監査実施時

に併せ、回収・返却処理のルール順守と関連機関への持ち込み確認を行った。  

  更に、近隣住民とのコミュニュケーションを図るために自治会保有地の草刈りや自治会

役員会に出席し、席上にて茶農協がＪＧＡＰ取得に取り組んでいる状況説明や課題提起

を行い、苦情ゼロに取り組んできた。  

 

５ 団体としてＧＡＰに取り組んで良かったこと 

ＧＡＰの適合基準と日々の茶栽培管理における農作業との整合点への理解活動に時間

を費やしたが、内容を理解して行くうえで農作業の栽培工程が明確となり、茶農協の

求めていた一元管理化へと近づいてきた。 

また、圃場一覧や施設地図の作成・登録などに伴い、今まで手付かずの状態であった

不要物の撤去や倉庫内の整理・整頓が進み、目に見えた改善活動が進んだ。 
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更に、ＧＡＰ認証取得にともなう手法への勉強会を進めるなかで、外部機関（産地リ

スク支援協会・ＪＡ指導員・機械メーカーなど）による、事例に基づいた教育・指導・

助言にて役員を含め農場責任者の「食に対する安全意識」や「労働安全に対する心構

え」、また、「地域社会との共助・共生へのコミュニュケーション」が図られ、ＧＡＰ

の適合基準への意識高揚ができ、意識改革とともに同じ目的・目標への足掛かりをつ

くることとなり、団体としてＧＡＰに取り組んで良かったと感じている。 

 

６ 今後取り組む課題 

初年度の取り組みは全てが初めての体験・管理作業であり、団体・農場マニュアルに

沿った手法の順守と適合基準に合わせた栽培管理における指導を主として進めてきた

が、茶葉生産者や荒茶製造に携わる工場労務者の立場からの視点となっていたマニュ

アル（手順書）の作成であったかを反省し、現実的・効果的なマニュアル（手順書）

に見直し・改訂を進める。 

また、ＧＡＰへの認証取得に際して書類作成と適合基準の理解に多くの時間を費やし、

農閑期主体の取り組み活動であったが、農繁期での取り組み活動へのやり方を工夫す

る必要がある。 

更に、農場責任者に対し高負担となり苦労が目に見えていることから、茶業が好転し

て「ＧＡＰに取り組んで良かった」と思われる事を期待して、向上心を高めて行きた

い。 

 

７ 目で見てわかる改善変化 

（１）農場内に掲示した標識 

1-1）施設（倉庫）内への掲示による注意喚起とルール順守の徹底 
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1-2）施設（茶工場）への入門や労働衛生への注意点を掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3）基準順守のため希釈倍数表の貼付   1-4）倉庫・農場内の無断立入禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組(前)後の農場の改善状況（写真） 

2-1）汚染水の漏洩を防止した指定洗浄場の設置 

 

 

 

              各農場主に一任した 

              洗浄場所であったが 

              汚染漏洩の危険を防 

              止した洗浄場を設置 

               （２箇所設置） 

 

Ａ地 

Ｂ地 
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2-2）掃除道具の区分（茶箒は土間掃き、白箒は商品（茶葉）掃き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

2-3）茶園からの古葉流出を防止した茶園と道路の境へ芝生定植 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4）茶工場労務者による自治会保有地への草刈りによる地域貢献活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

《商品（茶葉）運搬時は常時携帯》
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認証取得者数

1年目：新規、２年目：継続

団体１（構成農場20→19、
農産物取扱施設１、
外部委託先１）

３　ＧＡＰ認証取得に向けた産地の方針

１　実証地区の所在地　静岡県

２　実証地区の概要

対象作物

取得した
ＧＡＰの種類

茶

JGAP

１年目：茶工場役員にて話し合い、ＧＡＰ取得に向けた方針を決めました。

・最初から１００％を求めるのではなく、まずはできることから手を付けていく

・茶工場からの受け身ではなく、各自が自らのリスクを把握してもらうことが大切

・各自のリスク管理をＧＡＰの手法に当てはめて、書式を統一する

・コロナ禍ではあるが、できる限り講習と教育訓練に時間をかける

２年目：ＪＧＡＰの継続に向けて、手法の統一と理解に注力しました。

・作業員に教育訓練を行い、ＧＡＰに取り組む意義を理解してもらう

・書式をより細分化し、見落としや書き漏れを防ぐように配慮する

・異物混入や交差汚染の可能性を見直し、新しいルールを作る

・マニュアルの見直しを行い、より当工場らしい内容にしていく

・取得ラインはクリアしたため、１００％を目指して精進する
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　・食品安全については、近年、取引先より異物混入についての問い合わせが増えて
　きており、茶工場としても個別案件への対応ではなく、全体的な仕組みや設備の改
　善が必要と判断していました。これまで大きなクレームや商品回収に至った経緯は
　ありませんでしたが、より安心安全な荒茶製造のためのルール作りが必要であった
　状態でした。

　・労働安全については、構成農家の高齢化に伴い、茶工場内の作業だけではなく、
　各圃場における作業でも労働事故への危険は高まっていました。近年、不注意によ
　る労災事故も発生しており、農作業や茶工場労務におけるリスクの把握と改善が必
　要な状態でした。

４　取組の過程
（1）ＧＡＰ団体認証に取り組むきっかけ及び組織の経緯

（2）日頃から感じていた産地におけるリスクの内容

　　厳しい茶業界の中、荒茶の取引主体が茶問屋からドリンクメーカーへと変化して
　きています。2019年に取引先よりＧＡＰの取得が取引条件として挙げられ、今後の
　茶業情勢も考慮すると、ＧＡＰの取得が不可欠と判断されました。また、今後の茶
　工場運営を考えると、近隣茶工場との合併もありうるため、イニアシティブを取る
　意味でもＧＡＰの運用手法を先に取り入れておく必要があると判断しました。

　・環境保全については、地域産業の基盤としての茶工場を正常に維持管理し、次世
　代につなげていく仕組み作りが必要と考えていました。構成農家数は年々減少して
　おり、このままでは茶工場の運営も難しくなるため、早めの対策が必要であると考
　えました。

（3）産地リスクに対応した具体的な取組事項（評価指標と管理点）
　①食品安全

　　農産物取扱施設（茶工場）と各農場における交差汚染を排除し、ゾーニングを行
　　いました。同時に有害鳥動物及び昆虫の侵入を防ぐ対策を見直しました。また、
　　緊急時に備えた異常・苦情・ルール違反対応手順の見直しを行いました。

　②労働安全

　　　何よりも茶工場及び各農家の施設が整理整頓され、余分な物や肥料、農薬を
　　処分できたため、物がきちんと整理され、安全で作業しやすい空間が生まれま
　　した。労働安全や食品安全に関しての意識も高まり、様々なことを記録に残す
　　習慣が付きました。圃場リスク、農作業リスク、茶工場リスクを検討すること
　　により、何が良くて何が悪いのか、判断の基準ができたと感じています。
　　　２年目にはＪＧＡＰ取得の効果もあり、問屋及び斡旋業者からの引き合いも
　　安定し、より具体的な荒茶内容打合せにより、収益のアップにつながりました。

　　施設地図・圃場地図を作成し、圃場リスク・農作業リスク・茶工場リスクをそれ
　　ぞれ洗い出し、リスク評価及び対策を検討しました。また、各作業者への教育訓
　　練を行うことをルール付けし、各分野における責任の所在も明確にしました。

　③環境保全

　　生葉及び荒茶の出荷量の妥当性を把握し、年間目標の根拠及び基本方針を明確に
　　しました。取引先との情報交換を密に行い、必要とされる荒茶の方向性を定めま
　　した。労働者確保に向け声掛けを行い、地元の若者に参加してもらっています。

５　団体としてＧＡＰに取り組んで良かったこと
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　　　燃料及び消火器の注意表示　　　　　　　農薬庫と廃棄物置場の表示

６　今後取り組む課題

　　　書類の記入やＪＧＡＰの意識維持において、人によってバラツキが見られる
　　ようになってきました。意識的に農場管理の向上ができる方がいる一方で、
　　年齢や身体の不調からＪＧＡＰに対しても消極的な方も増えてきました。
　　　今一度ＪＧＡＰの意義とメリットを再認識していただくとともに、より簡易
　　に農場管理ができるように手法と書式の改善に取り組んでいきます。
　　　また、今回の維持審査（10月上旬）から次回の更新審査（１月上旬）まで
　　１年３ヵ月の間があるため、内部審査の時期を検討するとともに、内部研修会
　　を分散させて行い、ＪＧＡＰの意識を継続できる工夫をしていきます。

７　目で見てわかる改善変化
（１）農場内に掲示した標識

　　　茶工場の入場ルールの周知　　　　　　　　　手洗い設備の表示

　　　機械の近くでの巻き込み注意　　　　　劇薬・除草剤と普通薬の区分け
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　生葉受入のゾーニング　　作業員出入口のゾーニング　　荒茶出荷場のゾーニング

　　　鳥害虫除けのネット　　　　　　　　高所作業用のキャットウォーク

　工場からの排水桝（前）→　掃除後の排水桝（後）、マニュアルに掃除頻度を規定

    入口への網の設置　　　開ける窓への網戸の設置　　　排気ダクトの侵入防止

（２）取組(前)後の農場の状況がわかる写真

【農産物取扱施設（茶工場）】
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　　　　一般的な蛍光灯　　　　　　　　　　　　　異物混入と危険防止の観点から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛散防止カバーの設置かLED化

　　　　散乱した肥料袋　　　　　　　　　　　袋を片付け、動物侵入防止のため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルーシートを張った

　　作業機と肥料や農薬が近く、　　　　　　　交差汚染防止の観点から、摘採に関

　　交差汚染の危険があった　　　　　　　　　するものは上段に収納・保管

　　切り立った崖があり危険な圃場　　　　　ロープを張って危険区域への侵入防止

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刃があるので取り出し時の事故防止に注意

【各農場、圃場】
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