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九州農政局管内の
GAP取組事例

（国際水準GAPの取組）



宮崎県

農家とダイレクト【西都市】
GLOBALG.A.P. 品目：ピーマン
有限会社四位農園【小林市】
GLOBALG.A.P. 品目：ほうれんそう等

鹿児島県

有限会社熊田製茶【さつま町】
ASIAGAP 品目：茶
有限会社松田農場【薩摩川内市】
JGAP 品目：きんかん
株式会社ローソンファーム鹿児島【東串良町】
JGAP 品目：だいこん等
農事組合法人菊永茶生産組合【南九州市】
GLOBALG.A.P. ASIAGAP 品目：茶
大吉農園【指宿市】
JGAP 品目：キャベツ等
有限会社ハラダ製茶農園【屋久島町】
GLOBALG.A.P. ASIAGAP 品目：茶
株式会社皆村農園【和泊町】
GLOBALG.A.P. 品目：ばれいしょ つ

福岡県

株式会社ユーアス【上毛町】
JGAP 品目：キャベツ
アグリ食品有限会社【古賀市】
JGAP 品目：かいわれだいこん
まぁちゃんファーム株式会社【小郡市】
JGAP 品目：こまつな
JA福岡大城しめじ部会【大木町】
JGAP 品目：ぶなしめじ
JAふくおか八女かんきつ部会GAP研究会【八女市】
JGAP 品目：みかん

大分県

JAおおいたGAP研究会【大分市】
JGAP 品目：かんきつ 等
シセイ・アグリ株式会社【豊後大野市】⑪〇
GLOBALG.A.P. 品目：白ねぎ
有限会社育葉産業【豊後大野市】
JGAP 品目：みつば

●
●

●

長崎県

愛菜ファーム株式会社【諫早市】
GLOBALG.A.P. 品目：トマト
アリアケファーム株式会社【諫早市】
GLOBALG.A.P. 品目：たまねぎ

佐賀県

株式会社グッドリーフ【唐津市】
GLOBALG.A.P. 品目：サラダ野菜
肥前原木しいたけ工房【唐津市】
JGAP 品目：しいたけ
清水茶業組合【嬉野市】
JGAP 品目：茶

熊本県

坂上農園【玉名市】
GLOBALG.A.P. 品目：ミニトマト
玉名の米所八十八夜【玉名市】
GLOBALG.A.P. 品目：米
こめだ農園【西原村】
GLOBALG.A.P. 品目：にんじん
立石農産【八代市】
JGAP 品目：ミニトマト

●

●●
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県名 所在地 番号 認証農場名 認証の種類 個別・団体の別 認証取得農産物

福岡県 上毛町 ① 株式会社ユーアス JGAP 個別 キャベツ

福岡県 古賀市 ② アグリ食品有限会社 JGAP 個別 かいわれだいこん

福岡県 小郡市 ③ まぁちゃんファーム株式会社 JGAP 個別 こまつな

福岡県 大木町 ④ JA福岡大城しめじ部会 JGAP 団体 ぶなしめじ

福岡県 八女市 ⑤ JAふくおか八女かんきつ部会GAP研究会 JGAP 団体 みかん

佐賀県 唐津市 ⑥ 株式会社グッドリーフ GLOBALG.A.P. 個別 サラダ野菜

佐賀県 唐津市 ⑦ 肥前原木しいたけ工房 JGAP 個別 しいたけ

佐賀県 嬉野市 ⑧ 清水茶業組合 JGAP 団体 茶

長崎県 諫早市 ⑨ 愛菜ファーム株式会社 GLOBALG.A.P. 個別 トマト

長崎県 諫早市 ⑩ アリアケファーム株式会社 GLOBALG.A.P. 個別 たまねぎ

熊本県 玉名市 ⑪ 坂上農園 GLOBALG.A.P. 個別 ミニトマト

熊本県 玉名市 ⑫ 玉名の米所八十八夜 GLOBALG.A.P. 個別 米

熊本県 西原村 ⑬ こめだ農園 GLOBALG.A.P. 個別 にんじん

熊本県 八代市 ⑭ 立石農産 JGAP 個別 ミニトマト

大分県 大分市 ⑮ JAおおいたGAP研究会 JGAP 団体 かんきつ 等

大分県 豊後大野市 ⑯ シセイ・アグリ株式会社 GLOBALG.A.P. 個別 白ねぎ

大分県 豊後大野市 ⑰ 有限会社育葉産業 JGAP 個別 みつば

宮崎県 西都市 ⑱ 農家とダイレクト GLOBALG.A.P. 個別 ピーマン

宮崎県 小林市 ⑲ 有限会社四位農園 GLOBALG.A.P. 個別 ほうれんそう 等

鹿児島県 さつま町 ⑳ 有限会社熊田製茶 ASIAGAP 団体 茶

鹿児島県 薩摩川内市 ㉑ 有限会社松田農場 JGAP 個別 きんかん

鹿児島県 東串良町 ㉒ 株式会社ローソンファーム鹿児島 JGAP 個別 だいこん 等

鹿児島県 南九州市 ㉓ 農事組合法人菊永茶生産組合 GLOBALG.A.P. ASIAGAP 団体 茶

鹿児島県 指宿市 ㉔ 大吉農園 JGAP 個別 キャベツ 等

鹿児島県 屋久島町 ㉕ 有限会社ハラダ製茶農園 GLOBALG.A.P. ASIAGAP 個別 茶

鹿児島県 和泊町 ㉖ 株式会社皆村農園 GLOBALG.A.P. 個別 ばれいしょ

も く じ
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＜基本情報＞
所在地：福岡県築上郡上毛町
構成員18名：役員４名（うち外部役員１名）

従業員14名（うち海外研修生３名）
＜農場概要＞
栽培面積：キャベツ10ha
＜経営の理念＞「全力農業！ 選ばれるモノづくり、自分づくり」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆生産履歴等の管理

経営管理ソフトを活用し省力化を目指したが、
個々のパソコンスキルの違いにより軌道に乗る
まで時間を要した。

◆従業員の意識改革
繰り返し研修を行うこと

により、従業員の意識改革
を醸成。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆整理整頓や生産履歴等の管理でコスト削減
・段ボール、肥料、農薬等の生産資材の在庫管理
を徹底することにより無駄な支出が減少。

・生産履歴の管理を徹底し、安定した生産を実現
◆従業員の意識の変化

生産に対する自信と意欲の向上。
♦会社の信用度がアップ

求人の応募数が増加。

株式会社 ユ ー ア ス

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組①
（個別認証）

・組織も拡大し従業員も増え、新たな
ルール作りに取り組む必要を感じた。

ＪＧＡＰ青果物2016
（2018年2月認証取得）

＜今後の課題＞
◆意識の継続
・ GAPは認証取得がゴールではない。リスクに対
する意識を継続して持ち続けることが重要。

・ ヒヤリハット事例を朝礼等で情報共有。

＜問い合わせ先＞ ０９7 9－7 2－1 3 9 5 http://www.youasufarm.jp/

JGAP　

キャベツ
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＜GAP認証取得で苦労したこと＞

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

☞ＧＡＰの取組②
（個別認証）

＜GAP取得のきっかけ＞

アグリ食品有限会社

1996年～「かいわれ
大根生産衛生管理マ
ニュアル」による管理

JGAP青果物2010
（2012年5月認証取得）

◆認証審査までの準備
・かいわれ大根生産衛生管理マニュアルを、該当するJGAPの項目
にあてはめる作業に時間を要した。

◆管理チェック項目の増加・記録項目の増加による帳票
管理、担当者の教育
◆管理作業手順の統一

→ 写真入り栽培管理マニュアルの作成

◆クレームへの対応
・生産工程表の作成により、異物混入等の問い合わせに対し、
迅速で確実な対応が可能となり、相手先からも、より信頼を得
られるようになった。

◆品質が一定化
・栽培管理マニュアルに沿った作業を行うことで、作業者によ
る品質のばらつきがなくなった。

◆従業員の意識向上
・目につく場所にチェック項目
リストを掲示することにより、
自然に従業員の意識が変化し、
作業場の雰囲気がよくなった。

自分達に合った
衛生管理を充実
したい。

＜今後の意向＞

◆GLOBAL G.A.P.の取得
・取引先の親会社がGFSIのメンバーであることから、GFSIに承
認されているGLOBAL G.A.P.をいずれ取得したい。

整理整頓された施設 ＜問い合わせ先＞ ０９２－９４３－７３４９

JGAP　

かいわれだいこん

＜基本情報＞所在地：福岡県古賀市

構成員30名：役員５名＋社員５名＋パート20名
〈農場概要〉
栽培面積：かいわれだいこん 6.6a

交代勤務で
GAP頑張って
います！
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＜基本情報＞

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組③
（個別認証） まぁちゃんファーム株式会社

所在地：福岡県小郡市
構成員８名：ご夫婦＋社員１名＋パート１名＋実習生４名
＜農場概要＞
栽培面積：こまつな 1.5ha（年６作）
＜経営の理念＞
「安全で安心できる作物を第一に考え、こまつなの本当のおいしさを提供できる農園づくり」

・安全・安心で本当のおいしさを追求
・普及指導センターからの勧め

■関係書類の作成
ＧＡＰ認証の申請当時は、関係書類のひな形がなく、

一つ一つの項目を考えるのに相当時間を要した。
■片付け・配置
・まずは不要な物を捨てること。
・安全・衛生面を考慮した動線の確保。
■意識の改革
・意識改革には５年を要した。
・「食品を扱っている」という意識づくり。
・ＧＡＰ認証を取得して終わりではない。
・作業効率よりも、安全・衛生面を優先さ
せる。

■取引先の増加
⇒取引先との信頼関係が深まった。

■生産履歴・作業履歴の記帳
⇒より安定した生産。

■整理整頓・忘れ物や２度買いの減少
⇒コスト削減。

■従業員とのコミュニケーション
⇒食事会等を行うことで意思疎通が深められた。

■普及指導員や農政局とのつながり
⇒最新情報の取得。

ＪＧＡＰ青果物2010
（2012年９月認証取得）

一緒に働く仲間に
笑顔のある農園！

消費者様の笑顔を想像しながら
ガンバル農園づくりを続けます！

問い合わせ先はこちら↓↓↓
携帯:090-8418-7518、URL:http://www.mfc11831.jp/

JGAP　

こまつな

５

http://www.mfc11831.jp/


＜基本情報＞

＜GAP認証で苦労や改善されたこと＞

＜GAP認証取得による効果＞＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組④
（団体認証）

所在地：福岡県三潴郡大木町
構成員：９事業所
＜農場概要＞
栽培品目：ぶなしめじ
＜経営方針＞
「信頼される農場づくり」

・ブランディング
・取引先との信頼関係

✦関係書類の作成(個別認証→団体認証)
ＧＡＰ認証の申請について、今まで各生

産法人で必要な書類を作成し申請
を行っていたため、相当時間を
要していた。

✦意識の改革
無意識に行っている作業を可

視化 することで、自分たちの生
産作業を 見直すことができ、従
業員に意識付けできるようにな
った。

✦整理整頓の徹底
⇒バイヤー等の見学者受入れ
⇒異物混入の不安が軽減
⇒安全面でのＰＲ

✦団体認証を受けたことにより
⇒部会内での切磋琢磨
⇒部会内での品質に対する
意識の共有

⇒品質の向上

自信を持って販売できる

＜問い合わせ先＞
ＪＡ福岡大城 営農経済部 直販課 ０９４４－３２－１３４６

ＪＧＡＰ青果物2016
（2017年12月認証取得）

ＪＡ福岡大城しめじ部会

・農事組合法人 きのこの里
・農事組合法人 ふる里の森
・農事組合法人 秋香園
・農事組合法人 ドリームマッシュ
・有限会社 きのこ秋萌
・農事組合法人 きのこ工房
・農事組合法人 豊地の郷
・農事組合法人 マッシュキティ
・農事組合法人 モアハウス

構成員

自信を持って
商談できました

Food EXPO Kyushu2018に出店

安心・安全な
しめじ生産に
取組んでいま
す。

JGAP　

ぶなしめじ
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＜基本情報＞

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

〈問い合わせ先〉ＪＡふくおか八女 園芸指導部 園芸指導課 0943-23-1163

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

所在地：福岡県八女市
構成員：１３名
＜農場概要＞
栽培面積：みかん 42㏊（内訳：極早生15.5㏊、早生10.3㏊、普通15.1㏊、中晩かん1.1㏊）
＜経営の理念＞
「安全・安心・甘い八女みかんを消費者に届けよう」

取引先の量販店からの取得依頼

■生産履歴の管理
ＪGAPの団体認証を青年部で申請しており、農薬保

管や倉庫内の整理整頓について父親との認識違い。（要、
不要の線引き）
■労働環境の整備（ハード面の設置に係る導入経費等）

安全性を確保するための、資材導入や
証明書の確保に関わる経費増大。
■リスク評価（食品安全、農作業
安全等）

各農場におけるリスク評価にお
いて、各構成員が自覚しているも
のの、それを文書化することに慣
れていない。

■取引先の信頼確保
⇒今まで以上に産地としての信頼確保
⇒より安定した生産・販売数量

■従業員の意識の変化
⇒経営者としての自覚の向上
⇒安全な農産物の生産

■労働環境の整備
⇒農作業事故防止の意識向上

ＪＧＡＰ青果物２０１０
2016年 認証取得

ＪGAP団体認証取得申請メンバー！
（撮影時に４人のメンバーが不在でした。）

農薬の保管状況のチェック
ＧＡＰ研究会
持丸会長

安全・安心・甘い八女みかんを消費者の
皆さんへお届けします。

☞ＧＡＰの取組⑤
（団体認証）

JAふくおか八女かんきつ部会GAP研究会 JGAP　

みかん
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＜基本情報＞
所在地：佐賀県唐津市
【経営概要】役員2名･従業員 11名(うち外国人技能実習生(女性)1名)
【農場概要】栽培面積：48ａ（リーフレタス等サラダ野菜の周年出荷）

パートナー農場：３園 95ａ
［(株)エバーグリーン、 (株)サンファーム、ライフグリーン］

【経営理念】「人の健康と地球環境に配慮したおいしい野菜の提供」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆作業手順のマニュアル化と従業員への指導・徹底
作業手順をマニュアル化し、全従業員へ意識付け。
パートナー農場への波及（3農場もＪＧＡＰ取得）。

◆生産システムの開発と履歴の管理
自社独自の生産システムを開発。作業責任者にはタブ
レット端末を付与し、データによる作業管理を徹底。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆従業員の意識・品質の向上
クレーム対応を作業手順書に明記するとともに、クレー
ム処理のシミュレーションを会社全体で年１回実施する
ことで、従業員の意識向上、商品の品質向上に寄与。

◆受注量の増大
GAPに沿った農場運営が大手
量販店Nストア等に評価され、
受注量が拡大。

◆生産工程の見える化による作業
効率化と適正な在庫管理
経験と勘に頼る作業管理から
作業手順をマニュアル化し、
責任者の配置、毎日の作業の
記帳を徹底することで、作業
の効率化、適正な在庫管理を
実現。

☞ＧＡＰの取組⑥
（個別認証）

2007年 ＪＧＡＰ取得
ＪＧＡＰ認証佐賀県第１号

2014年
GLOBALG.A.P.取得

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

◆民間就業体験から、農業
経営改善にもGAPが必要
不可欠との経営判断

株式会社 グッドリーフ
GLOBALG.A.P.

サラダ野菜
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＜基本情報＞
所在地：佐賀県唐津市
〈経営概要〉 家族経営＋農福連携（就労継続支援Ｂ型事業所）
〈農場概要〉 所属農場：１農場

栽培規模：原木30,000本(年間生産量約２トン)
生産商標：山鮑（やまあわび：大型しいたけ）

〈経営理念〉「持続可能な環境保全型農業を通じた社会貢献」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆労働環境の整備（ハード面の導入経費等）
・乾燥施設の改修、燃料タンクの集約と屋外設置。
・作業施設の整理・整頓、林業資材との区分。

◆ＧＡＰ基準に沿った作業工程の就労者への指導
・スタッフ(事業所職員)へ
作業に当たっての手順や
決め事を
習熟して
もらい、
就労者へ
徹底。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆自身の栽培・作業管理意識の向上
・原木栽培にこだわり栽培を続けているが、ＧＡＰ基
準に沿った栽培、乾燥工程を取り入れたことにより、
自身や作業員の安全確保、安心・安全なしいたけ生
産への意識の向上と商品への自信。

〈今後の目標〉
◆東京オリパラへの食材採用、輸出
・パートナー会社と
連携し、東京オリ
パラへの食材提供
を目指す。食材と
して採用されれば、
県内の同業者への
波及を図り、安定
した生産体制をつ
くり輸出も検討。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑦
（個別認証）

2017年 JGAP認証

日本能率協会によるＪＧＡＰ認証

◆農商工連携のパートナー
会社と東京オリパラへの食
材提供を目指す

肥前原木しいたけ工房（中山 茂廣）
JGAP　

しいたけ

９



＜基本情報＞
所在地 佐賀県嬉野市 TEL(茶工場)：0954-43-2614

〈経営概要〉組合員 17名
〈農場概要〉所属農場：18農場（組合員17農場、組合所有１農場）

栽培面積：33ha（成園31ha）
栽培品種：ヤブキタ、オクミドリ、オクユタカ、サエミドリ

〈経営理念〉「地域の気象特性を活かし、消費者へ安心・安全なお茶と

して認められる産地づくり」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆全組合員の取組意識の醸成
◆労働環境の整備（ハード面の導入経費）
・農薬保管庫、集荷加工工場の改修・機器の増設等。

◆生産履歴の管理
・施肥・防除、収穫等の作業日
報への記帳徹底。

◆リスク評価（農作業安全）
・全ての圃場の農作業事故防止
への注意点（圃場間の段差
、農業機械の搬出入路）を改
めて点検・整理。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆整理整頓による作業効率化や在庫管理でコスト削減
・組合員の農業倉庫や加工施設で整理整頓が徹底され、
農作業準備、後片付け等の時間短縮、また、加工工
程での作業効率も向上。

・農薬、肥料等資材の在庫管理で無駄な支出が減少。
・異物混入や残留農薬へのリスク対応研修により、製
品（荒茶）の品質向上。

◆茶園での農作業の安全管理点の見える化
・農作業における注意事項を茶園単位で掲示したこと
により、組合員の農作業
農機具事故が大幅に減少。

・毎年自己点検を行いリス
クの検証・改善。

・農作業事故への対応のた

め普通救命講習の受講。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑧
（団体認証）

2015年 JGAP団体認証

インターテックによるＪＧＡＰ認証

◆取引先の大手飲料メーカー
Ｋ社からの要請

清 水 茶 業 組 合
し みず

JGAP　

茶
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【基本情報】
所在地：長崎県諫早市 構成員：社員30名（契約社員を含む）、作業員120名（季節雇用含む）
○事業内容…農産物生産・販売，農作業受託，集出荷事業受託
○農場概要…経営面積：47.3ha（露地野菜37.3ha , 施設野菜10ha）
（ H30作付品目：トマト（ﾐﾆﾄﾏﾄ・大玉ﾄﾏﾄ）8ha , たまねぎ10ha , にんじん12ha ,

小松菜0.6ha , その他）
○経営理念…「安全・安心・新鮮で愛を育む美味しい野菜の提供！」

【 GAP認証取得で苦労したこと】
◆リスク評価（食品安全・農作業安全等）
・作業や現場等のリスク評価（掘り起こし）
・リスク評価に基づくマニュアルやルールづくり
・日々の各作業現場の管理や農作業等の記録

◆社員（作業員）の意識改革
・なぜGAPが必要なのか
社員の意識改革

・作業員への統一された
指導や作
業手順と
ルールの
習熟

【 GAP認証取得による効果や改善されたこと】
◆社員・作業員の意識が変わった
・社員等が自ら何をすべきか考え意識するようになった。
・ 国際基準のGAPにより、当社が目指す「安全性の担保」
と「世界に向けた野菜づくり」に繋がっている。

◆輸出の取り組み
・平成26年から輸出を開始。自社ブランド「愛果菜」の信
頼性の向上（主な輸出先：香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）。

◆安心安全の担保
・問題を迅速に発見し被害
を最小限に抑えることが
できる。

・常に自分たちで見直し、
改善していくことで、安
全・安心の確保と現場に
合った体制が構築できて
いる。

【ＧＡＰの取得のきっかけ】

１

愛菜ファーム 株式会社☞ＧＡＰの取組⑨
（個別認証）

GLOBALG.A.P.

トマト

◆安全性の担保
◆世界に通用する野菜の生産

2011年認証取得
GLOBALG.A.P.

http://aisaifarm.jp/index.html
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【基本情報】
所在地：長崎県諫早市 構成員：社員7名、作業員（周年雇用：12名、季節雇用20名）

（農場概要）
経営面積：57.6ha

（H30作付品目：たまねぎ41ha,にんじん8ha,ｷｬﾍﾞﾂ8ha,長ねぎ3ha,しょうが0.6ha）

（経営理念）
「お客様が求める野菜づくり、信頼される安全性の担保、定品質・定価格・定量産」

【 GAP認証取得で苦労したこと】
◆リスク評価（食品安全・農作業安全等）
・各農作物毎の作業等のリスク評価（掘り起こし）
・生産から出荷までの各種作業等のマニュアルやルール
を自分達で考え構築する

◆作業員への意識付け⇒農業を知らない作業員
・GAPの取り組みの意味（必要性）をキチンと理解させ
る必要がある

【 GAP認証取得による効果や改善されたこと】
◆作業員の意識の変化
・GAPの取り組みを理解し、社員や作業員が自ら何をすべ
きか考え意識するようになった。

・農業に対する考え方そのものが大きく変わった。
・当社が目指している安全性の担保、定品質・定量産に繋
がっている。

◆安心安全の担保
・生産から出荷までの営農活動全般のトレーサビリティが
構築された。

◆労働環境の整備
・作業員との意見交換等に
より、意見を取り入れる
ことで必要とされる環境
整備、現場に合った農作
業事故の防止に向けた対
策など、互いの信頼関係
が強くなった。

【ＧＡＰの取得のきっかけ】
◆安心安全の担保
◆市場ニーズへの対応

2009年認証取得
GLOBALG.A.P.

農産物の写真

経営理念を目指した

「見える化」
１

アリアケファーム 株式会社☞ＧＡＰの取組⑩
（個別認証）

GLOBALG.A.P.

たまねぎ
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＜基本情報＞
所在地：熊本県玉名市
構成員：ご夫婦、（平坦地）常時雇用１３名 （高冷地）臨時雇用６名

＜農場の概要＞
栽培面積：１６０a（冬春ミニトマト（赤）８５a、冬春ミニトマト（カラー）１５a、夏秋ミニトマト（赤）６０a）

＜農場のこだわり＞
「安心して食べられるトマトを食卓へ（美味しいミニトマトは当たり前）」
■徹底したハウス管理 ■GLOBALG.A.P.取得 ■従業員との情報共有化の徹底

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆リスク評価
・今まで農業をする上でわざわざ考えていなかった。
・最初は考えてもなかなか評価出来なかった。
・評価後の対応策が分からなかった。

◆危険予測・未然防止策
・リスクを見つけるではなく、
感じる力が徐々についてきた。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑪
（個別認証）

坂 上 農 園

■商談会での出会い → ファームアライアンスマネジメント
■くまもと農業経営塾 → 自社の強みを磨いて競合他社との差別化

①熊本県産ミニトマト ②周年栽培 ③GLOBALG.A.P.

３本柱で販路拡大を目指す。

2015年
GLOBALG.A.P.取得【ミニトマト】

＜今後の経営展開＞
◆地域を守る農業の担い手を増やす。
女性が働きたいと思う農業スタイルや、雇用環境の
整備など楽しい農業スタイルの提案。

◆法人化による雇用の場の提供
海外研修生ではなく、日本人の雇用の場を提供

◆地域農業を守る。
災害時など「いざという時に役立つ企業」を目指す。

https://www.sakagami-minitomato.com/index.html

＜GAP認証取得後の付随効果＞
◆販売面
 大消費地のデパートで、GLOBALG.A.P.コーナー販売
 バイヤー様から栽培履歴を求められても即対応できる
 特にトレーサビリティが求められる大手レストラン、外

食流通と商談可能に。
◆経営改善面
 月１回のミーティングで職場の環境改善
 リスクマネジメント能力向上

GLOBALG.A.P.

ミニトマト
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＜基本情報＞
所在地：熊本県玉名市 労働力：ご夫婦、両親、妹
＜農場概要＞
栽培面積：約7.4ha（水稲2.6ha、大豆2.4ha、麦（大豆裏作）2.4ha）

＜経営の理念＞

「食で人の体は変わる」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆リスク評価（食品安全、農作業安全）
・慣習で行っていた清掃手順や頻度、作業場での飲食禁
止、火気厳禁を書面にしたルールを作成
・慣行栽培で使用した機械（コンバイン、乾燥機等）を
共用しており、交差汚染防止のため清掃
◆労働環境の整備
（ハード面の設置にかかる導入経費）
・GAP認証圃場は無肥料・無農薬で
あるが、慣行栽培圃場で農薬を使用す
るため保管庫を平成29年9月に新規購入
・作業場の蛍光灯をLEDに交換
・倉庫の防虫対策として網戸を新規設置

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆圃場毎に出荷袋を別にして、異物混入等が発生
しても最小限の回収で済む体制を確立
◆手渡し販売ではGGAP認証していることでお客
様から好反応
◆認証前に比べ手渡し販売の際に生産履歴の説明
が容易

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑫
（個別認証）

・生産履歴の消費者等へのＰＲ
・農産物のブランディング

2018年 GLOBALG.A.P.取得
（水稲 ２.3ha）

（農薬保管庫）

http://818ya.net/

GLOBALG.A.P.

米
玉名の米所 八十八夜
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＜基本情報＞
所在地：熊本県西原村
労働力：ご夫婦、両親、正社員３名、外国人技能実習生２名、パート６名
＜農場概要＞
栽培面積：25ha（にんじん18ha、だいこん7ha）
＜経営理念＞
「消費者ニーズに応じた野菜づくり、儲かる農業の実現」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆生産履歴等の管理
・ほ場管理等の記帳、ほ場地図の作成

◆労務管理
・外国人技能実習生が理解できる契約書や作業マニュア
ルの作成

・従業員との意見交換、議事録の作成
◆リスクの把握（食品安全、農作業安全等）
・ほ場等の危険箇所の把握及びリスク対応策の考案

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆取引先との契約を優先的に継続
◆リスク管理の徹底
・従業員が作業場やほ場で衛生面に気を配るようにな
り、より安全で安心な農産物の提供につながる

◆整理整頓や生産履歴の記帳でコスト削減
・整理整頓により、作業場が整理され、作業効率が

アップ
・農薬や肥料の在庫管理で無駄な支出減少
・生産履歴等の管理により、従業員への情報共有を効
率化

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑬
（個別認証）

【農業者の声】
GAP導入1年目は、農薬や農機具の

整理整頓等、労働環境の整備に苦労
した。

2016年 GLOBALG.A.P.取得

（にんじん 18ha）
取引先との契約条件

こめだ農園
http://www.komedanouen-daikon.com/ http://www.komedanouen-ninjin.com/

GLOBALG.A.P.

にんじん
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＜基本情報＞
○ 所在地：熊本県八代市
○ 労働力：ご夫婦、外国人技能実習生８名、パート６名

＜農場の概要＞
◇ 栽培面積： 1.85 ha（ミニトマト）

＜経営の理念（企業宣誓）＞
①人と自然に優しい農業を行う ②社会のために向上心を持って事業に努める
③目標でなく、目的をもって作業を行う

＜GAP認証の取得・更新で苦労したこと＞
◆ JGAP農場用管理点と適合基準に沿ったルール作りに困惑
◆更新審査では、特に労働安全、人権保護（実習生等）の作業
条件遵守等の原因追及・改善が厳しく求められ苦慮

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆経営の見える化（PDCAサイクルの徹底）
・農場、経営を点検することにより不要（無駄）な
ものが判明（経営改善、コスト削減）

◆整理整頓、農作業・点検ルールの徹底
・整理整頓による作業効率UP
・従業員の意識向上、労働安全に有効

◆取引の有利性（信用・信頼の確保）
・市場、消費者等に対する食品安全のアピール
・契約出荷、市場での有利販売、取引の拡大

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑭
（個別認証）

立 石 農 産

■農場・経営管理のツール
■グローバル化に向けた対応

2010年 JGAP（Basic）取得
【ミニトマト：全面積】

＜今後の経営展開について＞
◆GAPに取り組む新しい仲間作り（農業経営者とな
る人材育成）
◆アジア圏をターゲットに輸出を検討
◆JGAPからASIAGAP認証取得に向け準備中

http://www.gunchiku.co.jp/publics/index/21/（立石グループ）

JGAP　

ミニトマト
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＜GAP認証取得で苦労したこと＞
【認証取得にあたって】
取組意思のある高齢者にわかりやすいマニュアルの提示、記帳しや
すい様式の必要性等、課題が浮き彫りに。

【認証取得後】
３品目が団体認証を取得 → 審査認証費用を抑えられないか。

【生じた課題への対応】
マニュアルは、図を多用、文字を大きくするなど高齢者へ配慮。
生産者が慣れたやり方、様式をできる限り活かす。
農場・倉庫等の片づけと整理整頓！

いちご、みつば、柑橘の３団体を統一し、団体事務局の運営効率化

＜基本情報＞
所在地：大分県大分市
構成戸数：78戸
＜経営概要＞
経営面積：99.7ha（柑橘：7.9ha,みつば：5.6ha,いちご：7.2ha,大葉：12.4ha,白ねぎ：58.9ha,七草：7.7ha)
＜取組方針＞

①本人が諦めない限り、最後まで付き合う！②誰(高齢者)でも取り組むことが出来るよう、工夫を重ねる！

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆柑橘は、GAP認証を取得し団体として取引先と協議すること
により高単価商品としての販路拡大(糖度等の品質基準も有り)

や西日本全体へ販売エリアが拡大。
◆出荷規格の交渉もより良い条件で進めることが可能となり、
いちごについては規格が簡素化し、生産者のパック詰めの作
業効率が２倍以上に効率化

（平成24(2012)年度：7,840g/時間 ⇒ 平成25(2013)年度：15,000g/時間）

【従来の2段詰めパック】 【1段詰めパック】

◆いちご、みつば、柑橘の３団体を統一して団体認証を取得す
ることにより、団体事務局の審査費用は45万円→15万円、
審査対象農場数の削減により農場毎に負担する審査費用は約
４万円→２万円に削減

◆青果物であれば、どの品目でも追加・拡大できる体制を確
立！

(29年度に３品目追加取得。30年度はさらに２品目の追加取得に向け、取り組み中)

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞
 大分県内で発生した残留農薬事故からの立ち直りと販路拡大のた
め、大分県と連携してJGAP団体認証に向けた準備開始(平成
23(2011)年６月)

＜問い合わせ先＞ＪＡおおいたＧＡＰ研究会事務局 ＴＥＬ：097-544-0310（ＪＡおおいた営農部園芸課）

☞ＧＡＰの取組⑮
（団体認証）

JAおおいたGAP研究会 JGAP
柑橘、みつば、いちご、大葉

白ねぎ、七草

平成29年度未来につながる
持続可能な農業推進コンクール

生産局長賞受賞

17



＜基本情報＞

所在地：大分県豊後大野市

構成員：１６名（従業員：１２名、パート：４名）

＜経営概要＞

作付品目：白ねぎ15ha、キャベツ2.5ha、かんしょ2ha、さといも1.5ha

取得認証：白ねぎ（GLOBALG.A.P.）、キャベツ（JGAP (ローソンファーム) ）

企業理念：「志を持ち、誠を尽くす」

経営基本理念：～４つのシセイ（至誠、資生、姿勢、市井） ～
ＧＡＰの取組状況：社内ルールにGAPを取り入れる事で、社員への浸透を図る

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

◆従業員の意識改革

・GLOBALG.A.P.の必要性
・衛生面
（食品としての位置づけ）

◆審査書類の整理

・作業日報等の記載

◆取得・更新の費用負担

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

◆商品や会社に対する信頼性の向上

・商談がスムーズに進む
・取引先拡大（増加：５社）

◆従業員の意識の変化

・業務の専門化や労働環境の改善により、能力ややる
気を引き出し生産性がアップ

◆整理整頓

・定期的な清掃、収納場所の取り決め及び機械のメン
テナンスにより作業効率アップ

◆作業マニュアルの作成

・作業毎にマニュアルを作成する
ことにより、品質の安定

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑯
（個別認証）

2018年

GLOBALG.A.P.取得

（品目：白ねぎ）

GLOBALG.A.P.の目指す

「持続可能な農業」に共感

連絡先：0974-34-2114   ホームページ www.shisei-agri.com/

シセイ・アグリ株式会社 GLOBALG.A.P.

白ねぎ
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＜基本情報＞ ＜認証品目＞
所在地：大分県豊後大野市
社員数：38名（うちパート32名） みつば

＜農場概要＞
鉄骨アルミガラス温室 7,300㎡（みつば水耕栽培）

＜経営理念＞
手を抜かない誠実さをモットーに皆様が食卓で美味しく・安心して召上がって

いただける様、優しく、丁寧に美水（めいすい）みつばを育てます。

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

◆2005年にJＧＡＰ初版による認証を受けようと志した
が、実施例がなく参考にした協会の資料は研究用であり
非現実的であったため、実現可能な仕組みづくりの明文
化のところで苦労した。この経験から「最初から完璧を
目指す必要は無い」ことを知った。まず、作業手順を書
き出し、その中に含まれる無理、無駄、むら、リスク要
因を見つけ、できることから取組を実施し、改善を重ね
ることが大切だと実感した。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

◆ＧＡＰを実践していくと自然に整理整頓が出来て、機
械や道具・書類の管理が的確になり不要な動作が少なく
なった。また、農場全体の管理整理も進んだ。
◆自らの農業のあり方を見直すチャンスとなり、お客様
の視点に立って商品づくりをするようになった。

（取組の一例）

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑰
（個別認証）

2006年 JGAP取得

大分県第１号！

無農薬や減農薬が真に安全
の証なのかを疑問に思い、
「根拠ある安全」を模索し、
ＧＡＰの必要性を見出した。

JGAP  

http://www.m-mitsuba.com 美水みつばの郷

有限会社 育葉産業 JGAP

みつば
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＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

＜基本情報＞
所在地：宮崎県西都市大字清水５６－３
従業員：６名（正社員２名、期間雇用（１月～６月）２名、パート(通年)２名）

＜農場概要＞
栽培面積：施設野菜６３a（ピーマン２７a、きゅうり３６a（GAP認証：ピーマン））

水稲１５０a

＜経営理念＞
地域の食文化を維持・発展させるための農業活動を行い独立自尊の人間を育成し、環境社会に貢献する。

○認証取得に伴う経費負担
・認証取得のための設備等に経費を要し、補助金を活用
しても大きな負担となった。

○従業員への周知徹底
・点検内容と作業手順の周知と理解に
時間を要した。

○社員に対する衛生管理の意識向上や作業のマニュアル
化に向けた基盤作りとともに、今後のGAP認証生産物
の流通量の増加（スタンダードとなる可能性）を見据
えて、2018年、GLOBALG.A.P.を取得。

☞ＧＡＰの取組⑱
（個別認証） 農家とダイレクト株式会社

○従業員の意識向上と作業の効率化
・作業ルールを定めたことによる効率的な作業と従業員の
自主性が向上

○リスク管理の徹底
・医薬品の保管場所もマニュアル化したことにより作業中
の怪我への対応が迅速化

○経費削減
・保管庫の整理や記録簿の管理による農薬や資材費の削減

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

農家とダイレクト 株式会社
http://noka-direct.shop-pro.jp/

GLOBALG.A.P.

ピ－マン
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＜基本情報＞
所在地：宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３０２８
従業員：160名

＜農場概要＞
栽培延べ面積：365ha（ほうれんそう200ha、えだまめ100ha、ごぼう30ha、こまつな30ha、ケール5ha）

＜目指すところ＞
「食の安全リスクの低減」「労働安全」「環境保全」「生態系の維持」の実践を通しての「食の安全と持続可能な生産管理」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
○農業生産工程管理の徹底
・従業員の一日の作業の流れの明確化
・栽培管理、農薬等の受け払いの記録保持
○労働環境の整備
・休憩室、トイレの改修・整備等

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
○コスト削減
・整理整頓や農薬等の在庫管理を記録することに
より無駄な購入等が減少。
○事故防止
・毎日の朝礼で、作業手順や注意点の確認。
・毎月１回、全従業員で機械の点検を行い、トラ
ブルを未然に防止。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組⑲
（個別認証）

社内での圃場の管理基準としてGAPを活用するため、
2009年にGLOBALG.A.P.を取得

し い

有限会社 四 位 農 園
GLOBALG.A.P.

ほうれんそう、えだまめ、ごぼう

こまつな、ケール
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＜基本情報＞
所在地：鹿児島県薩摩郡さつま町求名９５５１
経営：熊田製茶：農業女子プロジェクトメンバーの熊田明日香さんとご両親の

3人で有機茶の生産から加工まで行っている。
☆栽培面積：ＧＡＰ認証取得園７０３a 

（祖父の代の昭和45年から茶の生産開始、平成14年から有機栽培）

美香園 ：さつま町・薩摩川内市の若手茶業者の「薩摩さみどり会」会長の
熊田淳人さん夫婦とご両親の４人で有機茶の生産から加工まで行っている。

☆栽培面積：ＧＡＰ認証取得園５８０a

（有）熊田製茶は熊田製茶と美香園の共同経営の製茶工場である。

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
○認証は、従来から有機JASとISOを取得していた
ため、様々な様式の作成はかな
り楽だったが、農場２件での団
体取得だったため、そのための
準備が大変でした。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞

☆自分達の中で意識付けができるようになったこと
が一番です。
☆茶商からの売り先に合わせたリクエストに対
応できる体制ができたこと。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞
平成14年から有機ＪＡＳ認定

→平成30年2月ASIAGAP茶Ver.1団体認証取得
取引先からの要望と海外へ目を向けた時に必要だと感じた。

☞ＧＡＰの取組⑳
（団体認証）

有限会社 熊 田 製 茶

問合先：電話・ＦＡＸ ：熊田製茶：0996-57-0875
美香園 ：0996-57-0355

ASIAGAP

茶
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＜基本情報＞
農場所在地 鹿児島県 薩摩川内市祁答院町藺牟田1133番地
農場概要 きんかん ハウス1.1ha  路地0.2ha
経営理念
「食品安全 環境保全 労働安全 人権福祉」に配慮した
農場運営にあたる

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
1、栽培以外の環境整備（資本投資）が必要だった。
⇒ 農薬 肥料 機械 などの倉庫、休憩室、

トイレ 駐車場
2、全員で勉強会を行う時間を、多く費やさなければ

ならなかった。

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
1、チェック項目に従うことで、頭が整理された。
2、農場運営に緊張感が生まれた。
3、GAPには、減農薬の目標値などはうたって
ないが、社内目標値を決めることで、減農薬
栽培ができていった。

4、年 月 週の計画会議を行い論議することで
社内の共通認識を持てた。

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

「安全栽培の担保を確実にしたかった。」

2013年11月にJGAP青果物を初取得。
現在、 JGAP青果物2016を継続取得中。

☞ＧＡＰの取組㉑
（個別認証）

【問合せ先】 ℡：0996-56-0426   Fax:0996-56-0545
ＨＰ：https://www.mazdafarm.jp/index.html ネット販売有り

当社ではいち早くＪＧＡＰ認証
を取得し、安全・安心で美味し
いきんかんの生産・販売を行っ
ています。生で美味しく食べら
れるきんかんを是非ご賞味下さ
い。

JGAP　

きんかん有限会社 松田農場
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＜基本情報＞
所在地：鹿児島県肝属郡東串良町
設 立：2011年４月
構成員：役員２名、社員１名、外国人実習生７名
資本金：500万円

＜経営概況＞
栽培面積：だいこん６ha、にんじん２ha、かんしょ1ha・・・ＧＡＰ認証作物

キャベツ４ha、ごぼう2ha、（水稲栽培も検討中）

（株）ローソンファーム鹿児島の４Ｓ活動
整理・不要なものは捨てる
整頓・必要な物の整理分類
清掃・身近なところをきれいに清掃し、「見える」ようにすること
清潔・清掃することできれいな状態を保ち、「汚れ」ないようにする

＜GAP取得で苦労したこと＞
○ 圃場が点在しているため、紙ベースでは作業記録の管理
が煩雑。このため、市販の栽培管理ソフトを活用し対応

○ 従業員への周知
・収穫から出荷までのルールを事務室に掲示
・作業前や作業時に、その日作業する圃場の危険ポイント
を伝達

＜ＧＡＰの効果＞
○ 従業員が安心して働ける環境整備 従業員の事故ゼロ

○ 農薬の飛散防止を徹底
○ 異物の混入防止を徹底

○ 農薬等資材の適切な在庫管理 コストの削減

＜（株）ローソンファームにおけるＧＡＰ取組みの考え方＞
１．消費者の皆様に安心・安全な生鮮品を食べて頂きたい。
２．ローソングループでは、自社農場で安心・安全な青果物の生産を行っている

ことを消費者にアピールしたい。
３．農業の産業化を行い、地域雇用を発生させ、地方創生を行いたい。
上記を実践のためには、労働環境を整え、働きやすい職場にする必要がある
ことから、

2014年11月、ローソンファーム社長会にて、ＪＧＡＰが日本の農業に最も適し
た生産工程管理と位置づけ、ローソンファームでのＪＧＡＰ導入を決定‼

（株）ローソンファーム鹿児島は、2016年８月、ＪＧＡＰ認証を取得

☞ＧＡＰの取組㉒
（個別認証）

<経営の理念＞
株式会社ローソンファー
ム鹿児島は、安心・安全
な食の供給者として、持
続可能な環境保全農場の
実践者として、農業を通
じて社会・地域に貢献し
ます。

株式会社 ローソンファーム鹿児島
～ 環境に配慮し、地域に根ざした安心・安全な農業を実践 ～

-（株）ローソンファーム鹿児島の目標 -
（株）ローソンファーム鹿児島は、ＪＧＡＰを導入し、

良い農業の実現を宣言します。
① 安全で、安心な、農作物を消費者にお届けします。
② 環境に配慮した農業を心がけ、地域と調和した事業
を推進します。

③ 効率的な農業生産を行い、原価低減に努めます。
④ 従業員の安全と福祉に気を配った農業を推進します。

ローソンファーム鹿児島の片平代表

JGAP　

だいこん、にんじん、かんしょ
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＜基本情報＞
設立日：昭和47年11月22日
所在地：南九州市知覧町塩屋23649
組合員数：36名（平均年齢53歳）
茶園面積：161ha

加工施設：３工場

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
 取引先の確固たる信頼確保

・相対取引量が増加（24％ 73％）し、新規顧客も

増えた。

 組合員の意識変化
・「ヒヤリハット」による改善提案で、労働災害を出さ
ない意識が高くなった。

・「衛生教育」の実施により、食品を扱っている意識が
高くなった。

・作業ごとの責任者を明確にすることで、組織の強化が
図れた。

 輸出への取り組み
・Ｈ25年から各国の基準に合わせた農薬
試験を行い、農薬体系を確立した。

(Ｈ30年米国や台湾向け55ｔ）

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組㉓
（団体認証）

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
取得準備段階

・ＧＡＰの必要性を理解してもらうための教育
・組合員から一人の脱落者も出さない取り組み
パソコン研修、個別指導、農場が記入しやすい帳票作り等

・イラストを入れたわかりやすいマニュアルの作成
取得後

・ＧＡＰのスキルアップ
取引先による監査の実施・指導

不適合の水平展開や情報の共有化

・若手内部検査員の育成
ＨＡＣＣＰ，食品衛生講習会参加

菊永茶生産組合

食に対する意識改革の声
消費者の声に近づく必要性
取引先からの要望

徹底した品質管理
（菊永茶生産組合ＨＰより）

2008年 ISO9001 取得
2009年 ＪGAP取得
2015年 GLOBALG.A.P.取得

連絡先：（0993）85ｰ3271

農事組合法人 菊永茶生産組合
GLOBALG.A.P.

ASIAGAP

茶
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＜基本情報＞
所在地：鹿児島県指宿市
構成員17名：ご夫婦＋パート15名（キャベツ班6名、ケール班5名、枝豆班4名）
＜農場概要＞
栽培面積：28.5ha（キャベツ22ha、枝豆5ha、ケール1ha、プチヴェール0.5ha）
＜経営の理念＞
「消費者目線にたち、我が子に喜ばれる野菜づくり」

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
◆生産履歴の管理
・何時、誰が、何をしたか日報に記帳
・作業日報をエクセルでデータ化

◆労働環境の整備（ハード面の設置にかかる導入経費）
・農薬保管庫、休憩室、トイレ（屋外、作業場）の増設等

◆リスク評価（食品安全、農作業安全等）
・全員でリスクと対策を検討し、情報を共有化

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆取引先が増えた（販路拡大：２社→６社）
◆整理整頓や生産履歴の記帳でコスト削減
・整理整頓（5S）により、作業場が整理され、作業効
率がアップ

・農薬や肥料の在庫管理で無駄な支出が減少
・作業前点検と作業後のメンテナンスで機械トラブル
減少

◆従業員の意識の変化
・従業員自らが働く中で問題点に気付くようになり、
事故防止に役立つ

◆労働環境の整備
・労災加入による雇用環境の改善

大 吉 農 園

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞

☞ＧＡＰの取組㉔
（個別認証）

だ い き ち

◆農産物のブランディング
◆知名度の向上

2016年 JGAP取得
日本能率協会によるJGAP認証第１号

みんなでチェック 作業後のメンテナンス 整理整頓

例：借地で初めて作業するほ場の場合は
どこがどう危険か、みんなでリスト
を作成し、チェック
・トラクターの転落事故危険箇所など

私たちは
キャベツ
班です。

JGAP　

キャベツ、枝豆、ケール、プチヴェール
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【お問合せ先】℡:0997-46-2369 Fax:0997-46-4035
HP http://www.harada-tea.co.jp/

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆自らの仕事に対する自信
生産工程を整理、管理することによって、間違いが
ない作業ができる、間違えていれば修正することが
確実にできる。

◆リスク管理への理解（リスク＝発生頻度×重篤性）
リスクの定義が明確となり、生産工程でリスク管理
をするという見方が広まった。その結果、食品安
全・作業効率の向上に繋がった。

◆法規法令の遵守
農業に必要な法令を見直し、整理する
ことでこれまで以上に地域社会との繋
がりが深まった。例えば、水の採取届、
労働安全講習、燃料の取り扱いなど。

☞ＧＡＰの取組㉕
（団体認証）

＜GAP認証取得で苦労したこと＞
■GLOBALG.A.P.しか規格がない状況で、取り組みをスタートする。
このため、GLOBALG.A.P.独特の要求体系への理解に苦労する。
例えば…
◎ 海外の農業体系（経営者と作業員がいる大規模経営）を想定し

た規格になっている
◎ 英語から日本語に翻訳されるなかで、規格の本質がわかりにく

くなっている
◎ IPM（Integrated Pest Management）やPPP（Plant

Protection Products）などの聞きなれない言葉が多い
◎ 海外では“茶”といえば“紅茶”が主流で、紅茶の製造をベースに

した規格内容になっている
◎ ISO、FSSC22000とは異なり、一般原則（GR）やAnnexと

いった関連文書の比重が大きく、これらの理解も必要である

＜基本情報＞
所在地：鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2457-43
社員10名
＜農場概要＞
茶園35.4ha（平成30年10月現在）（やぶきた31％,さえみどり29％,ゆたかみどり16％,あさつゆ９％他 全11品種栽培）

＜ハラダ製茶のこだわり＞
「創業100年を超えて、美味しさを安全に、という品質と日本の「お茶」の新たな可能性を求めて。」

＜ＧＡＰの取得のきっかけ＞
食品工場で実践してきた生産管理手法(GMP)を茶栽培の工程から活用し、
取引先からの一層の信頼を得たいという思いからGAPに取組んだ。

平成20年日本の緑茶業界で初のGLOBALG.A.P.とJGAPの認証を取得。

有限会社 ハラダ製茶農園
GLOBALG.A.P.

ASIAGAP

茶

27

http://www.harada-tea.co.jp/


＜基本情報＞
所在地：鹿児島県大島郡和泊町 （沖永良部島）
構成員：常時4名，臨時雇用40名/年

〈農園概要〉
栽培面積：ばれいしょ20ha（ばれいしょ専作)

＜GAP認証取得で苦労したこと＞

◆従業員の意識改革
・毎朝のミーティングと定期的な教育

◆労働環境の整備
・作物保管庫，農薬保管庫，トイレの増設
・選果場等の定期的な清掃とその記録

◆リスク評価
・リスク評価の作成と定期的な見直し

◆生産履歴の管理（作業者，天候，作業内容，使用資材，
使用機械等）
・退勤時に作業者による作業記録の記入，作業記録の

データ化

＜GAP認証取得による効果や改善されたこと＞
◆取引先の増加（3社→6社）
◆共販から個販になり，品質向上への意欲が高
まった。また，契約することで価格が安定した。
◆教育訓練を行うことで，従業員の意識が変わり，
より安全に気を付け，情報交換が増え，作業効率
が上がった。
◆農薬や肥料の在庫管理で，無駄な支出が減少し
た。
◆整理整頓により作業効率が上がった。
◆生産履歴を詳細に記録することで，圃場ごとの
生産性が把握でき，不作地への対応ができ，秀品
率が上がった。

＜ＧＡＰの取得状況＞
平成26年３月 GLOBALG.A.P.認証取得
平成28年12月 K-GAP認証取得

☞ＧＡＰの取組㉖
（個別認証）

ＨＰ☛ http://www.minamuranouen.net/index.html

（ネット注文もできます！）
TEL＆ FAX ：0997-92-1211、担当：090-9656-8903

GLOBALG.A.P.

ばれいしょ株式会社 皆村農園
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