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R3-6 福井県 

       「GAP による農場改善で日本一の経営を目指す」 

 
１ 実施地区の概要 

  
 
 
 
２ FGA の団体運営方針 

 スローガン「みんなで GAP に取り組み、福井の農業（農場）を日本一にする」 
 

 FGA（Fukui GAP Assosiation）は農業者有志に

よる団体組織であり、信頼される農場の証である

GAP を高い水準で実践することで福井県産農産物

（米）が消費者や米穀販売者から「日本一信頼さ

れる産地」と評価されることを運営方針（目標）

として活動している自主組織である。 
  

 
３ 取組の経過 

（１）GAP 団体認証に取組むきっかけ 
   会長の安實正嗣氏が 2014 年の（一社）日本生産者 GAP 協会が開催したシンポジュ 

ウムに参加して GAP の普遍的な価値を学ぶ。その後、持続可能な消費者から信頼さ 
れる持続可能な農業経営に GAP は不可欠であると確信して県内担い手組織（県認定 
農業者ネットワーク）同志に呼びかけて、賛同した 10 農場で団体認証を取得すべく 
２０１９年に FGA を設立した。団体認証のキーマンとなる団体事務局に県認定農業 
者ネットワークの事務局経験者を迎え活動を開始した。 
 

 （２）FGA 組織の特徴 

  ①農場が主体的に取り組む 
 FGA は団体利用施設をもたないため、事務局主導型ではなく、農場主導型を採用 
している。そのため、各農場が「JGAP 管理点と適合基準」を理解し、実践する方 
策をまとめた「GAP 手引書」を作成したため、各農場の理解度が飛躍的に向上した。 

   ②内部監査は高位平準化の手段 

 内部監査は単なる管理点の履行確認でなく、全体のレベルアップの手段と捉えて 
いる。リスクは経営規模、従業員数、年齢構成等によって異なるため、画一的には 
見れないが、内部監査で抽出された問題点や改善取り組みは他農場でも有用な内容 
も多々あるため、各農場の改善事例やヒヤリハットを、全体で話し合い共有する機 
会を定期的に設けている。また、お互いの農場を行き来することで、ある農場の優 
れた改善が別の農場に広がっている。（水平展開） 

 対象作物 取得したＧAP 名  対象品目 団体認証農場数 
  水稲    JGAP  玄米・精米   １１農場 
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４ 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 「商品（米）のクレーム対応」 

・従来は農家が JA や買取業者に売り渡す形であり、農業者としてのビジネス認識 
 は希薄であったが、近年は米取扱商社との直接取引や消費者への直販も増大し、 
 クレームを直接受ける事案も出てきたことから、「商品（米）のクレーム対応」 
 に取り組むことにした。 
・７月に各農場へ過去クレームの実例報告を要請し、報告された内容の詳細聞き 
 取りを実施した結果、２件のクレーム事例（米取扱い商社に販売した玄米への 
 カメムシ被害米の混入、一般消費者に販売した精米の変質）が顕在化され、そ 
 れぞれの対策・改善策について協議した。 

・８月には商品クレーム発生現場視察・検討

会を開催し、クレーム発生農場現場を視察す

ると同時に、その原因や対応策について検討

し、商品に対する生鮮食料品である旨を受取

人が理解できるような仕組みを検討する必要

性を共有した。 
 
（左写真：商品クレーム発生現場視察風景） 
 

 
   ・１０月には「米のクレーム対策」研修会を開催し、福井パールライスの上嶋副部 
    長からの研修を受けた。米のクレームとして、食味・異臭・異物・虫・カビ（変 
    色）・品質・製品などがあり、その原因についてを理解した。また、米の発送方 
    法として、消費者に直販する場合、米袋への注意喚起表示をすることが大切であ 
    ることを学んだ。 

・こうした取組みを踏まえ、検討会で１２月に「商品（米）のクレーム対応策」に 
 ついて協議してまとめ、令和４年１月に全農場と共有し、今後取組みをすすめる 
 とした。その内容は次のとおり。 
 
 〇被害米混入対策 
  被害米混入は設備機械保全の問題と出荷前品質確認の問題であるため、梱包 
  前にサンプリング検査で水分や異物チェックを再度会員に徹底する。 
 〇米（玄米・精米）の保存・保管周知方策 
  米保存・保管に関する注意書を商品へ添付することを最良とするが、当面 
  FGA としての共通表示スタイルは持たず、各農場のスタイルとする。 
 〇クレーム発生対応の基本的対応策 
  客の話を詳しく聞き取る。聞き取り内容や現物を確認した上で、考えらる原 
  因を説明しておくなどを行うと同時に、「商品クレームへの対応手順」に従 
  って対応し、その経過を記録し、その原因を明確にしておき、農場全体で共 
  有する。 
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②労働安全 「ドローン作業事故防止対策」 

・ドローンが農作業に不可欠な道具となってくる中、一方でドローン事故発生も 
 増加してことが予測される中、「ドローン作業事故防止対策」を取り組むことに 
 した。 
・７月に各農場へ過去ドローン作業事故報告を要請し、報告された内容の詳細聞き 
 取りを実施した結果、３農場から４件があり、その内容は、プロペラの接触によ 
 るケガ、墜落事故、ドローン衝突、集団登校とのバッティング事例であった。 

 
・８月にはドローン事故発生現場視察・検討

会を開催し、「ドローン作業による事故発生状

況とその対策について」の説明を受け、余裕

をもったバッテリー交換、離発着の際はドロ

ーンから３ｍ離れることを基本とするなど今

後の対応策について協議した。 
（左写真：ドローン事故発生現場検討会風景） 
 

 
   ・１０月にはドローン事故防止研修会の開催し、北陸近畿クボタ ソリューショ 

 ン推進部の坪田課長からの研修を受けた。その内容は、ドローン作業環境改善 
 として、空中散布に関連する法令の理解、飛行方法のルール周知、農薬ラベル 
 の尊守、ドローン情報基盤システム登録、安全チェック表の活用などを学んだ。 

  ・こうした取組みを踏まえ、検討会で１２月に「ドローン作業事故防止対策」に 
 ついて協議してまとめ、令和４年１月に全農場と共有し、今後取組みをすすめる 
 とした。その内容は次のとおり。 
 
 〇ドローン作業前の環境対策 
  始業前ミーティングの励行、ドローン情報基盤システム（FISS）の飛行計画登 
  録、安全チェック表による安全作業の確認、危険箇所の検討、確認等 
 〇ドローン作業中の作業手順対策 
  作業中のヘルメット、マスク着用の励行、散布現場でのドローン離発着場所の 
  確認、飛行中における人及び車等の注視等 
 〇ドローン作業後の安全対策 
  ドローン機体、付属品の損傷確認、入念な機体の洗浄、清掃、散布後ミーティ 
  ングの励行 
 
③環境保全 「プラスチック被覆肥料の低減（廃プラ低減）取組み」 

・現在一般的に使用されているプラ被覆肥料（水稲用一発肥料）のプラスチック被 
 覆材が廃プラ環境問題となっているとの認識から廃プラを低減するためにノー 
 プラ被覆肥料の低減策に取組むことにした。 
・３月にノープラ被覆肥料を調査して肥料メーカー２社の製品（開発途上品）の提 
 供を受け、10 農場で平均各 30a で試験栽培することとした。 
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・８月にはノープラ被覆肥料の試験田視察を２

農場で行い、どの試験田も生育状況が慣行肥料

田と遜色ないと確認した。 
 
 
（左写真：ノープラ被覆肥料試験田視察風景） 
 

 
・９月にはノープラ肥料試験田について、各農場から所見アンケート調査を行い、 
 その結果、「特に問題はなかった」回答が多く、今後拡大して使用したい意向 
 が大半を占めた結果となった。 
・１２月には、ノープラ被覆肥料の試験田結果報告会を開催し、肥料メーカから 
 慣行肥料田と比べてほぼ遜色ない収量があった報告があり、今後、さらに試験 
 研究をしていくとのことであった。 
・こうした取組みを踏まえ、検討会で１２月に「プラスチック被覆肥料の低減（廃 
 プラ低減）取組み」について協議してまとめ、令和４年１月に全農場と共有し 
 た。その内容は次のとおり。 
 
 〇ノープラ被覆肥料の使用量を R３より増大させて、さらに実圃場検証（フィ 
  ールド検証）を進める。 
 〇今年度の実績を踏まえ取組品種の拡大、施肥量の見直し、緩効肥料配分の見 
  直しを行いノープラ肥料への全面移行を確立して行く。 
 〇全面移行までの期間における廃プラ流出を極力減らすために、水管理を徹底 
  する、浅水代掻きによる浮き上がり防止、代掻き後汚泥沈下後の排水を合 
  わせて実行していく。 
 

 ５ 団体として GAP に取り組んで良かったこと 
   団体認証に取り組んでよかったこととして、同じ GAP に取り組む農場仲間がいる 

ため、ドローン作業事故防止等の労働安全対策やプラスチック被覆肥料低減策等の環 
境保全対策などに、全農場での検討と取組み、農場間での相互研さんが図られ GAP 
による農場改善が図られている。 
 また、JGAP 認証審査費が個人審査費と比べて低く抑えることができ、経費節減が 
図られている。さらに、FGA 農産物（米）は大量数量を確保でき、販売先との交渉が 
可能となり、生協などの新たな開拓が可能となってきている。 
 

 ６ 次年度に取り組む課題 
 今年度に取り組んできている３つの課題（「商品（米）のクレーム対応」・ 「ド 
ローン作業事故防止対策」・「プラスチック被覆肥料の低減（廃プラ低減）取組み」） 
について、その対策をまとめたが、次年度では各農場でその対策が実践される取組み 
を行っていく計画。また、新たに FGA に加入する農場への指導する体制を確立して 
いきたい。さらには、FGA 農産物（米）の販売先拡大を目指していきたい。  
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１ 実証地区の所在地 群馬県 

２ 実証地区の概要 

対象作物 レタス 

認証取得者数 

新規 

取得した GAP

の種類 
JGAP 

  １４名 

(うち新規１４名) 

 

 

 

【組織図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部監査委員会 ＪＡ利根沼田ＧＡＰ管理事務局 

事務局責任部署 

(営農企画課) 営農企画課 

JGAP 指導員 

ＪＡ利根沼田集荷場 

久呂保予冷庫 

管理責任部署 

（指導販売課） 

品質管理責任部署 

(指導販売課) 

ＪＡ利根沼田久呂保レタス部会 

農場（生産者１４名） 団体代表 部会長 
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３ ＧＡＰ認証取得に向けた産地の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

平成２年に広域合併前の久呂保農協管内の気の合った農家が集い「久呂保朝穫レタス

部会」を立ち上げ、日々の情報交換や、ＪＡ等の指導により生産性を向上させてきた。

現在、久呂保レタス部会は部会員１４名、約１４０㌶以上の面積でレタスを栽培してい

る。そんな久呂保管内のレタス生産を更に伸ばそうと、後継者たちがレタス作りに情熱

を持ち真剣に取り組んでいる。今後、長期にわたり農業経営を継続していく為には、安

全な農産物の生産・労働安全・環境保全が不可欠であることや、取引先からＧＡＰ取得

を求める声もあり、安心安全な農作物の生産を行う為、部会内で話し合い２年前から生

産・出荷工程の管理、農薬・資材の管理、労務管理、環境への配慮など部会員全員が一

丸となり本格的にＧＡＰの取り組みをスタートさせた。 

（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が高まり、安心・安全は当然のものとなっている。異物混

入等があった場合、消費者や取引先からの信頼を一気に失うリスクがあり、産地にとっ

ては存続の危機に陥る可能性がある。また、農業経営を継続していく上で最も大切な資

源である「人」の労働安全について、衛生管理も含め意識を高く持ち安全に作業ができ

る環境を整える必要があると感じていた。 

（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                  

異物混入などのリスクに対して「異物混入等のクレームに対する原因把握と対応策の

実施によるクレーム件数の低減」を評価指標とし、「①クレームが発生した際の要因把

握と是正に向けた対応策の検討」「②管理マニュアルを必要に応じて修正しクレーム低

 健全な農業経営と品質管理を継続させ、安全でおいしい農産物を安定的に生産す

るために、ＧＡＰを活用して「安全・安心なレタスの生産と出荷」「環境に配慮した

レタス生産」「労働安全に配慮したレタス生産」「人権・福祉に配慮したレタス生産」

を４本柱に、魅力ある産地づくりを目指している。 

当部会ではシーズン中に部会員全員が参加する定例会議を毎週行っており、販売

状況とＧＡＰ取り組みの情報共有を図っている。また、部会のグループＬＩＮＥを

活用して、ＧＡＰ取り組み等に関する情報を迅速に共有できる体制ができている。

定例会議やＬＩＮＥを活用し、産地リスク対策の取組みを円滑に進めていきたい。 
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減に向けた取り組み」を管理点として意識向上に取り組んだ。 

その結果、全戸が管理マニュアル及びリスク検討結果に基づき、収穫出荷工程から出

荷資材等の保管方法までを適正に管理し、従業員教育まで含め対策を行った。 

また、収穫終了後に全体会議にて各種リスク検討会を実施し、リスクを再評価し管理

マニュアルの改訂を行った。  

②労働安全 

労働安全のリスクに対して「労働事故（休業を必要とする事故以上）発生件数の削減」

を評価指標とし、「①部会員個々のリスク検討状況の確認」「②農作業事故防止啓発資料

を配付し事故防止への意識向上を図る」「③事故が発生した際には発生要因を把握し、

再発防止に向けた対策等を管理マニュアルに反映させる」を管理点として取り組んだ。 

その結果、作業場等の危険個所に掲示物を設置し、部会員個々で農場のリスク管理を

行った。全体会議でのリスク検討会では、各農場で起きた事故やヒヤリハット等の情報

を共有し、対応策を管理マニュアルや手順書に反映することで、農作業安全に対する意

識が高まった。 

③環境保全 

環境保全のリスクに対して「廃棄物の不適切な処理（不適切処理：０件）」を評価指

標とし、「①部会全体として環境保全に取り組むための方針を作成し、適切な廃棄につ

いて管理マニュアルに記載」「②廃プラスチック・農薬の回収日を部会内で共有する」

ことを管理点として取り組んだ。 

その結果、不適切処理はゼロ件であり、廃棄物処理日をＬＩＮＥで共有するなどのル

ール化が進んだ。 

 

５ 団体としてＧＡＰに取り組んで良かったこと 

ＪＧＡＰ団体認証取得を部会員が１人も欠けることなく全員で取り組むことを目標

にスタートさせたことで、産地全体でリスクに対する意識や気づきが向上した他、今ま

で以上に部会員同士に強い繋がりが出来た。また、今まで農業経営の中で明確に整理し

てこなかった情報（生産工程に潜むリスクや作業ルール・在庫管理・作業記録など）が

ＧＡＰを実践することで「見える化」されたことで、各生産者は生産・出荷・労働・環

境・人権などを再確認し、意識改革を図ることが出来た。特に労働安全・食品安全に対

するリスクに敏感になり、より良い対策を検討するようになった。 

今後はＪＧＡＰ認証団体として、食品の安全・品質管理、健全な経営を維持し「信頼

される強い産地」になれるように取り組む。 
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６ 次年度に取り組む課題 

収穫終了後に実施した全体会議でのリスク検討会を毎年実施し、部会全体で情報を共

有する。更に、部会全体で検討したリスク対策を個々の農場に持ち帰り、従業員への教

育をより徹底する。また、認証取得が目的ではないことを理解し、ＧＡＰの取り組みに

対する生産者間のレベル差が広がらないよう高位標準化を目指す。 

 

７ 目で見てわかる改善変化 

（１）農場内に掲示した標識 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

従業員が利用する事務所内に健康管理等に関する

注意事項等の掲示 

手洗い場の掲示物 

農薬保管庫の掲示物 農薬保管庫内の掲示物 
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 種類別の掲示物             怪我や事故発生時の対応や連絡先を掲示 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危険箇所の掲示物                  整理整頓の掲示物 

  



－ 142 －

（２）取組後の農場の状況がわかる写真 

改善前：資材、肥料、コンテナ等が乱雑に置かれ、

交差汚染や事故発生等のリスクがあった。 

改善後：各資材を整理し、異物混入や事故等のリス

クを低減させた管理に改善した。 

改善前：農薬が乱雑に置かれ、こぼれによる汚染

等のリスクがあった。 

改善後：農薬保管庫を整備し、農薬による汚染リ

スクを低減させた保管状況に改善した。 

改善前：車庫内に資材が乱雑に置かれ、トラクター

等の使用時に接触等のリスクがあった。 

改善後：車庫内の資材を整理し、トラクター等使用

時の接触等のリスクを低減した。 



－ 143 －

 

集荷場内の搬入動線を明確にし、異物混入や

交差汚染、労働安全に対するリスクを軽減 

 

 

 

 

 

 

圃場周辺状況を確認し、食品安全及び労働安

全に関するリスクを検討 
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