
ＪＡ蒲郡市
農産物ガイド

A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t s  G u i d e

ＪＡ蒲郡市では、安全・安心な農産物の供給に取り組んでいます。
　◎関係機関と連携し、生産される農産物の安全確保に取り組む
　◎消費者相談、取引先対応を的確かつ十分に行う
　◎「安全・安心な農産物生産基準」を作成して組合員に周知徹底し、栽培体系ごとの生産履歴の記帳を義務付けている

アスパラガス
平成19年より出荷が始まりました。
平成24年3月に『アスパラガス部会』が発足し、個人での
出荷・販売体制から共同出荷・販売体制に移行し、ハウス
栽培で高品質のアスパラガスを出荷しています。

ねぎ
健康野菜3ＳＵＮ研究会（農家2戸）と個選農家
1戸が、栽培面積1.0haで周年栽培しています。
商品名は、『健康野菜3ＳＵＮ研究会』（農家2戸）
の「ねぎ太郎」と個選農家1戸の「小池さんちの
ねぎ」です。水耕ねぎは、周年栽培で年間6～7
作収穫することができます。

2月中旬～11月上旬

ねぎ太郎

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

JA蒲郡市〒443-0007  愛知県蒲郡市神ノ郷名取15
TEL（0533）68-7206   FAX（0533）68-6082   URL http://www.ja-gamagori.or.jp/JA蒲郡市

品　目

温 室 み か ん

早 生

箱 入 娘

青 島

は る み

せ と か

樹熟デコポン®

南 津 海

麗 紅

品　目

キ ウ イ

イ チ ゴ

水 耕 ね ぎ

輪 菊

アスパラガス

ブルーベリー

ブ ド ウ

シャインマスカット

な す

出荷時期

4月中旬～9月下旬

11月上旬～1月上旬

11月下旬～12月中旬

1月上旬～2月下旬

1月中旬～3月中旬

1月上旬～3月上旬

4月上旬～5月上旬

4月中旬～5月上旬

1月中旬～2月中旬

出荷時期

1月中旬～2月下旬

10月下旬～6月下旬

4月～3月（周年）

4月～3月（周年）

2月中旬～11月上旬

3月中旬～８月上旬

7月～8月

7月下旬～8月下旬

6月中旬～11月上旬

安全・安心な農産物

地産地消の５つの魅力
・新鮮な農産物が手に入る。　
・旬の農産物（おいしくて栄養価の高い）を味わえる。
・誰がどのように作ったのか食品についての情報を得やすい。食の安全性も守られる。
・地元の産業（農業）を守ることにつながる。
・食品の輸送距離が短いため、環境にも優しい。

地産地消とは…地元で生産された農産物を地元で消費することです。

農産物出荷時期お知らせカレンダー

7戸 １.5ha
ウェルカム
ヨーデル
ガリバー

部会員数 栽培面積

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

栽培品種 出荷時期 主な出荷先市場

名古屋地区 年中あります

主な出荷市場 主な販売先 出荷時期

小池さんちのねぎ

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱へ全量出荷

名古屋地区 年中あります

出荷市場 主な販売先 出荷時期

安全・安心の農産物を提供します

2020.3

輪菊

それまで個人で出荷、販売されていた輪菊生産者が、平成
12年10月に共同販売体制を基に結成された菊部会『オレ
ンＧマム』が輪菊を出荷しています。開花時期を調節する
「電照栽培」と「加温栽培」などとの組み合せで、盆や年
末年始の需要期などの他、1年を通して出荷しています。
新たな取り組みとして、従来の白熱電球とＬＥＤ電球を併
用して使用することにより消費電力を大幅に削減していま
す。

3戸 1.1ha

秋　菊：「神馬」
　　　　「精興光玉」
夏秋菊：「岩の白扇」
　　　　「精の光彩」
　他　：「精興の誠」
　　　　「寄の山陽」

部会員数 栽培面積 栽培品種

世田谷花き市場
なにわ花いちば

主な出荷先市場

なす

平成22年より市場向け出荷がはじまりました。平成30年
3月に『ナス部会』が発足し、市場担当者と密なやり取り
をし、ナスを出荷しています。
朝収穫したナスを昼に梱包し、出荷場へ集めます。夕方に
は市場に到着し、翌朝にはスーパーに並ぶ新鮮なナスです。

11戸 1ha 筑陽

部会員数 栽培面積 栽培品種

愛知県中央青果㈱

主な出荷先市場

2019～

GAP -ギャップ-（Good Agricultural Practice）
農産物の安全を確保し、より良い農業経営を実現する取組みを推奨します。
■食品安全－異物混入の防止、農薬の適正使用と保管　など
■環境保全－適切な施肥、土壌侵食の防止、廃棄物の適正処理　など
■労働安全－整理整頓、備品整備、作業場保全　など
■人権保護－労働者の働きやすい環境整備、法令遵守　など
■農場経営管理－圃場や資材管理、担当者の明確化　など
従来の生産工程管理や栽培日誌、農薬の適正利用や残留農薬調査など安全な農産物を出荷する体制をより明確化していきます。
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いちご

蒲郡みかん

現在の蒲郡市農協苺部会（愛称：サンベリー蒲郡）が平成4年に発足し、平成30年現在の部
会戸数は38戸です。
高設栽培が年々増え、現在栽培面積の8割強（施設数では130
施設以上）で、章姫・ゆめのかの2品種が栽培されています。
平成14年から平成19年まで愛知県知事賞、平成29年受賞その他個人賞を受賞。
令和元年名古屋市から優良産地表彰を受けました。

蒲郡では、一年を通してみかんを出荷しています。春から初秋にかけては、『蒲郡温室みか
ん』が出荷の中心です。秋から初冬にかけては、『早生みかん』を中心とした、露地みかん
が主体となり、マルチ栽培の登録園地で栽培する糖度の高い特選品として『箱入娘』と名付
けてブランド化し、年末の贈答用に人気です。

はるみ　（清見×ポンカン）　出荷時期：1月中旬～3月中旬
はるみは果汁たっぷりで甘くて濃厚な味で皮がむきやすく内袋も柔らかいため
袋ごと食べられるのが特徴です。

せとか　（清見×アンコール）×マーコット　出荷時期：1月上旬～3月上旬
果皮は橙色が濃く、表面が滑らかで、きれいな果実です。
皮がむきやすく内袋ごと食べることができ、コクのある味わいで食味が大変良好です。
※「マツコの知らない世界（2017年放送）」でも紹介され好評でした。

『箱入娘』は、みかんの
樹の下に、白いシートを
敷き、余分な水分を入れ

ないことにより、糖度を高くする「マルチ栽培」園地
の中から、味の良い果実を厳選して収穫したみかん
です。皮が薄く、中身がしっかりして、甘さが
たっぷりで内袋がとろけるような食味が特徴です。

『青島みかん』は年明け1月から2月下旬まで出荷をしています。
『青島みかん』は、早生に比べひとまわり大きく扁平な形が特徴です。
風味は濃厚で糖度が高く味にコクがあり、
味わい豊かなみかんです。 蒲郡と言えば「みかん」を連想するほど、ブランド

は、地域に浸透しています。平成20年には特許庁が
認可する地域団体商標（地域ブランド）に『蒲郡み
かん』が登録され、地域のシンボルとなりました。
また、平成22年3月には、長年にわたる創意工夫を
通じて、意欲的に先駆的技術を導入し、経営や産地
が一体となって、良質で安全な農産物作りの取り組
みに、集団組織の部において第39回日本農業賞大賞
を受賞いたしました。

▲
 露地みかん

蒲郡は、降雪・降霜日数が少なく温暖なことと、冬季の日照
量が豊富なこと、また山と海に囲まれた地域で、山麓から海
までの距離が短く、全体に緩やかな傾斜を持った扇状地であ
るため、降雨は速やかに排出されて、糖度の高いみかん生産
に適しています。

色と大きさを測定するカメラ・
光センサーによる選果システム
色と大きさを測定するカメラと糖度と酸度
を測定する光センサーによる選果システム
により、バラつきのない出荷に努めていま
す。

収穫の翌日に店頭に並ぶ
朝に収穫し、その日の午後にパック詰めを行います。そして夕方にはＪＡの総合集出荷場か
ら青果市場に出荷されます。収穫翌日の朝、スーパーなどに並ぶので新鮮そのもの。産地の
美味しさをそのまま味わうことができます。

軸付き苺
業務用等の一部の出荷を除き、苺の軸を付けて収穫・出荷します。その理由は、収穫やパッ
ク詰めの時に果実に触らないようにして、消費者の方に少しでも新鮮な苺を食べていただき
たいからです。

ラップのシリアル番号印字
食の安全・安心に対する関心が高まる中、パックごとに生産者の識別が可能となるシリアル番
号を記載したイチゴを平成23年からはじめました。各生産者が安全・安心に対して責任を持ち、
イチゴを栽培しています。

通いコンテナ
通いコンテナでの出荷は、従来の段ボール出荷に比べ、
組立て時間が軽減されたことにより、生産者の作業時間
の省力化になっています。また、費用削減にもつながる
ほか、品質維持、ゴミの削減にも取組み、クリスマス以
降の出荷は、全量コンテナ出荷にしています。

品種特性
章姫　　　：大玉果で酸が低いため食味が良く、果肉は柔らかい。
ゆめのか　：果汁が豊富でとてもジューシー、糖・酸のバランスが良くさわやかな食味。

38名
12.14ha
（章姫：10.81ha）
（ゆめのか：1.33ha）

名古屋北部市場内
セントライ青果㈱

主な出荷時期

戸数

面積

出荷時期

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

101戸

29.7ha

4月中旬～9月下旬

1,333百万円

1,589t

518戸

269.1ha

10月～5月中旬

1,734百万円

8,458t

部会員数 栽培面積 出荷市場

10月下旬
6月下旬まで

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

848百万円

654t（2,423千パック）

種類 温室みかん 露地みかん
2月下旬から『ハウスデコポン®』の出荷が始まります。4月上旬～5月上
旬にはハウスの中で完熟になる（出荷直前）まで樹上で栽培される『樹熟デ
コポン®』を出荷しています。
樹熟デコポン®は抜群の甘さと適度な酸味が調和し、内袋の柔らかさが相ま
ってとろける旨さが感じられます。まさに“デコポン本物”の美味しさです。

麗紅　（清見×アンコール）×マーコット　出荷時期：1月中旬～2月中旬
その名の通り、紅が濃く麗しい外観で、果皮はむき易く濃厚な味わいです。

れいこう

ゆら早生　出荷時期：10月
極早生みかんの中でも、甘みが強く、果汁も多い品種です。外観は、緑色が残っていて
も、中の実は、内袋もやわらかく食べやすいです。

わ　せ

北原早生　出荷時期：10月下旬～11月中旬
他の早生みかんよりも、成熟時期が早いにも関わらず、果汁と甘みたっぷりの品種です。

きたはら  わ  せ

南津海　（カラマンダリン×吉浦ポンカン）　出荷時期：4月中旬～5月上旬
南津海は、袋ごと食べられる飛び抜けた甘さが特徴です。
皐月の季節に『甘い』『むきやすい』『食べやすい』と3拍子が揃った美味しさです。

な　つ　み

▲
 温室みかん

現在は、産地化品種としてはるみ・せとか・樹熟デコポン®・南津海のブランド化を実現してきました。
今後も品質重視を基本に、多様な消費者ニーズに応えるみかん産地として、将来へ向けた新品種の取組みを進めているところ
です。新たな試験品種として、麗紅・ゆら早生・北原早生の栽培に取組んでいます。

れいこう わ　せ きたはら わ　せ

新品種への取組み

産

　地

　化

　品

　種

試

　験

　品

　種

第39回日本農業賞大賞受賞

●環境にやさしい　　　　　　　　　　　　　
生物農薬の活用による化学農薬の削減
　※天敵の捕食性昆虫による害虫駆除
　さらに、ICT技術を活用した栽培にも取り組み
始めています。よりおいしいみかんを目指して。

蒲郡温室みかんのこだわり！

ハウスみかん栽培を開始したのは昭和48年です。
『蒲郡温室みかん』の特徴は、『宮川早生』に品種を統一し、糖度と酸度のバランスが良く、
味にコクがあります。じょうのう（うち袋）が柔らかく、袋ごと食べられ、食味（口当た
り）がとても良いです。
絹肌みかんと呼ばれるほど果皮が薄くなめらかで、色も紅が濃く鮮やかです。誰でも簡単に
皮を剥くことができます。

●着果管理

●温度管理・土壌の水管理の徹底
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（章姫：10.81ha）
（ゆめのか：1.33ha）

名古屋北部市場内
セントライ青果㈱

主な出荷時期

戸数

面積

出荷時期

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

101戸

29.7ha

4月中旬～9月下旬

1,333百万円

1,589t

518戸

269.1ha

10月～5月中旬

1,734百万円

8,458t

部会員数 栽培面積 出荷市場

10月下旬
6月下旬まで

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

848百万円

654t（2,423千パック）

種類 温室みかん 露地みかん
2月下旬から『ハウスデコポン®』の出荷が始まります。4月上旬～5月上
旬にはハウスの中で完熟になる（出荷直前）まで樹上で栽培される『樹熟デ
コポン®』を出荷しています。
樹熟デコポン®は抜群の甘さと適度な酸味が調和し、内袋の柔らかさが相ま
ってとろける旨さが感じられます。まさに“デコポン本物”の美味しさです。

麗紅　（清見×アンコール）×マーコット　出荷時期：1月中旬～2月中旬
その名の通り、紅が濃く麗しい外観で、果皮はむき易く濃厚な味わいです。

れいこう

ゆら早生　出荷時期：10月
極早生みかんの中でも、甘みが強く、果汁も多い品種です。外観は、緑色が残っていて
も、中の実は、内袋もやわらかく食べやすいです。

わ　せ

北原早生　出荷時期：10月下旬～11月中旬
他の早生みかんよりも、成熟時期が早いにも関わらず、果汁と甘みたっぷりの品種です。

きたはら  わ  せ

南津海　（カラマンダリン×吉浦ポンカン）　出荷時期：4月中旬～5月上旬
南津海は、袋ごと食べられる飛び抜けた甘さが特徴です。
皐月の季節に『甘い』『むきやすい』『食べやすい』と3拍子が揃った美味しさです。

な　つ　み

▲
 温室みかん

現在は、産地化品種としてはるみ・せとか・樹熟デコポン®・南津海のブランド化を実現してきました。
今後も品質重視を基本に、多様な消費者ニーズに応えるみかん産地として、将来へ向けた新品種の取組みを進めているところ
です。新たな試験品種として、麗紅・ゆら早生・北原早生の栽培に取組んでいます。

れいこう わ　せ きたはら わ　せ

新品種への取組み

産
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　品

　種

試
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　品

　種

第39回日本農業賞大賞受賞

●環境にやさしい　　　　　　　　　　　　　
生物農薬の活用による化学農薬の削減
　※天敵の捕食性昆虫による害虫駆除
　さらに、ICT技術を活用した栽培にも取り組み
始めています。よりおいしいみかんを目指して。

蒲郡温室みかんのこだわり！

ハウスみかん栽培を開始したのは昭和48年です。
『蒲郡温室みかん』の特徴は、『宮川早生』に品種を統一し、糖度と酸度のバランスが良く、
味にコクがあります。じょうのう（うち袋）が柔らかく、袋ごと食べられ、食味（口当た
り）がとても良いです。
絹肌みかんと呼ばれるほど果皮が薄くなめらかで、色も紅が濃く鮮やかです。誰でも簡単に
皮を剥くことができます。

●着果管理

●温度管理・土壌の水管理の徹底
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いちご

蒲郡みかん
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蒲郡は、降雪・降霜日数が少なく温暖なことと、冬季の日照
量が豊富なこと、また山と海に囲まれた地域で、山麓から海
までの距離が短く、全体に緩やかな傾斜を持った扇状地であ
るため、降雨は速やかに排出されて、糖度の高いみかん生産
に適しています。

色と大きさを測定するカメラ・
光センサーによる選果システム
色と大きさを測定するカメラと糖度と酸度
を測定する光センサーによる選果システム
により、バラつきのない出荷に努めていま
す。

収穫の翌日に店頭に並ぶ
朝に収穫し、その日の午後にパック詰めを行います。そして夕方にはＪＡの総合集出荷場か
ら青果市場に出荷されます。収穫翌日の朝、スーパーなどに並ぶので新鮮そのもの。産地の
美味しさをそのまま味わうことができます。

軸付き苺
業務用等の一部の出荷を除き、苺の軸を付けて収穫・出荷します。その理由は、収穫やパッ
ク詰めの時に果実に触らないようにして、消費者の方に少しでも新鮮な苺を食べていただき
たいからです。

ラップのシリアル番号印字
食の安全・安心に対する関心が高まる中、パックごとに生産者の識別が可能となるシリアル番
号を記載したイチゴを平成23年からはじめました。各生産者が安全・安心に対して責任を持ち、
イチゴを栽培しています。

通いコンテナ
通いコンテナでの出荷は、従来の段ボール出荷に比べ、
組立て時間が軽減されたことにより、生産者の作業時間
の省力化になっています。また、費用削減にもつながる
ほか、品質維持、ゴミの削減にも取組み、クリスマス以
降の出荷は、全量コンテナ出荷にしています。

品種特性
章姫　　　：大玉果で酸が低いため食味が良く、果肉は柔らかい。
ゆめのか　：果汁が豊富でとてもジューシー、糖・酸のバランスが良くさわやかな食味。

38名
12.14ha
（章姫：10.81ha）
（ゆめのか：1.33ha）

名古屋北部市場内
セントライ青果㈱

主な出荷時期

戸数

面積

出荷時期

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

101戸

29.7ha

4月中旬～9月下旬

1,333百万円

1,589t

518戸

269.1ha

10月～5月中旬

1,734百万円

8,458t

部会員数 栽培面積 出荷市場

10月下旬
6月下旬まで

平成30年度販売取扱高

平成30年度販売数量

848百万円

654t（2,423千パック）

種類 温室みかん 露地みかん
2月下旬から『ハウスデコポン®』の出荷が始まります。4月上旬～5月上
旬にはハウスの中で完熟になる（出荷直前）まで樹上で栽培される『樹熟デ
コポン®』を出荷しています。
樹熟デコポン®は抜群の甘さと適度な酸味が調和し、内袋の柔らかさが相ま
ってとろける旨さが感じられます。まさに“デコポン本物”の美味しさです。

麗紅　（清見×アンコール）×マーコット　出荷時期：1月中旬～2月中旬
その名の通り、紅が濃く麗しい外観で、果皮はむき易く濃厚な味わいです。

れいこう

ゆら早生　出荷時期：10月
極早生みかんの中でも、甘みが強く、果汁も多い品種です。外観は、緑色が残っていて
も、中の実は、内袋もやわらかく食べやすいです。

わ　せ

北原早生　出荷時期：10月下旬～11月中旬
他の早生みかんよりも、成熟時期が早いにも関わらず、果汁と甘みたっぷりの品種です。

きたはら  わ  せ

南津海　（カラマンダリン×吉浦ポンカン）　出荷時期：4月中旬～5月上旬
南津海は、袋ごと食べられる飛び抜けた甘さが特徴です。
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●環境にやさしい　　　　　　　　　　　　　
生物農薬の活用による化学農薬の削減
　※天敵の捕食性昆虫による害虫駆除
　さらに、ICT技術を活用した栽培にも取り組み
始めています。よりおいしいみかんを目指して。

蒲郡温室みかんのこだわり！

ハウスみかん栽培を開始したのは昭和48年です。
『蒲郡温室みかん』の特徴は、『宮川早生』に品種を統一し、糖度と酸度のバランスが良く、
味にコクがあります。じょうのう（うち袋）が柔らかく、袋ごと食べられ、食味（口当た
り）がとても良いです。
絹肌みかんと呼ばれるほど果皮が薄くなめらかで、色も紅が濃く鮮やかです。誰でも簡単に
皮を剥くことができます。

●着果管理

●温度管理・土壌の水管理の徹底



ＪＡ蒲郡市
農産物ガイド

A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t s  G u i d e

ＪＡ蒲郡市では、安全・安心な農産物の供給に取り組んでいます。
　◎関係機関と連携し、生産される農産物の安全確保に取り組む
　◎消費者相談、取引先対応を的確かつ十分に行う
　◎「安全・安心な農産物生産基準」を作成して組合員に周知徹底し、栽培体系ごとの生産履歴の記帳を義務付けている

アスパラガス
平成19年より出荷が始まりました。
平成24年3月に『アスパラガス部会』が発足し、個人での
出荷・販売体制から共同出荷・販売体制に移行し、ハウス
栽培で高品質のアスパラガスを出荷しています。

ねぎ
健康野菜3ＳＵＮ研究会（農家2戸）と個選農家
1戸が、栽培面積1.0haで周年栽培しています。
商品名は、『健康野菜3ＳＵＮ研究会』（農家2戸）
の「ねぎ太郎」と個選農家1戸の「小池さんちの
ねぎ」です。水耕ねぎは、周年栽培で年間6～7
作収穫することができます。

2月中旬～11月上旬

ねぎ太郎

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

JA蒲郡市〒443-0007  愛知県蒲郡市神ノ郷名取15
TEL（0533）68-7206   FAX（0533）68-6082   URL http://www.ja-gamagori.or.jp/JA蒲郡市

品　目

温 室 み か ん

早 生

箱 入 娘

青 島

は る み

せ と か

樹熟デコポン®

南 津 海

麗 紅

品　目

キ ウ イ

イ チ ゴ

水 耕 ね ぎ

輪 菊

アスパラガス

ブルーベリー

ブ ド ウ

シャインマスカット

な す

出荷時期

4月中旬～9月下旬

11月上旬～1月上旬

11月下旬～12月中旬

1月上旬～2月下旬

1月中旬～3月中旬

1月上旬～3月上旬

4月上旬～5月上旬

4月中旬～5月上旬

1月中旬～2月中旬

出荷時期

1月中旬～2月下旬

10月下旬～6月下旬

4月～3月（周年）

4月～3月（周年）

2月中旬～11月上旬

3月中旬～８月上旬

7月～8月

7月下旬～8月下旬

6月中旬～11月上旬

安全・安心な農産物

地産地消の５つの魅力
・新鮮な農産物が手に入る。　
・旬の農産物（おいしくて栄養価の高い）を味わえる。
・誰がどのように作ったのか食品についての情報を得やすい。食の安全性も守られる。
・地元の産業（農業）を守ることにつながる。
・食品の輸送距離が短いため、環境にも優しい。

地産地消とは…地元で生産された農産物を地元で消費することです。

農産物出荷時期お知らせカレンダー

7戸 １.5ha
ウェルカム
ヨーデル
ガリバー

部会員数 栽培面積

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

栽培品種 出荷時期 主な出荷先市場

名古屋地区 年中あります

主な出荷市場 主な販売先 出荷時期

小池さんちのねぎ

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱へ全量出荷

名古屋地区 年中あります

出荷市場 主な販売先 出荷時期

安全・安心の農産物を提供します

2020.3

輪菊

それまで個人で出荷、販売されていた輪菊生産者が、平成
12年10月に共同販売体制を基に結成された菊部会『オレ
ンＧマム』が輪菊を出荷しています。開花時期を調節する
「電照栽培」と「加温栽培」などとの組み合せで、盆や年
末年始の需要期などの他、1年を通して出荷しています。
新たな取り組みとして、従来の白熱電球とＬＥＤ電球を併
用して使用することにより消費電力を大幅に削減していま
す。

3戸 1.1ha

秋　菊：「神馬」
　　　　「精興光玉」
夏秋菊：「岩の白扇」
　　　　「精の光彩」
　他　：「精興の誠」
　　　　「寄の山陽」

部会員数 栽培面積 栽培品種

世田谷花き市場
なにわ花いちば

主な出荷先市場

なす

平成22年より市場向け出荷がはじまりました。平成30年
3月に『ナス部会』が発足し、市場担当者と密なやり取り
をし、ナスを出荷しています。
朝収穫したナスを昼に梱包し、出荷場へ集めます。夕方に
は市場に到着し、翌朝にはスーパーに並ぶ新鮮なナスです。

11戸 1ha 筑陽

部会員数 栽培面積 栽培品種

愛知県中央青果㈱

主な出荷先市場

2019～

GAP -ギャップ-（Good Agricultural Practice）
農産物の安全を確保し、より良い農業経営を実現する取組みを推奨します。
■食品安全－異物混入の防止、農薬の適正使用と保管　など
■環境保全－適切な施肥、土壌侵食の防止、廃棄物の適正処理　など
■労働安全－整理整頓、備品整備、作業場保全　など
■人権保護－労働者の働きやすい環境整備、法令遵守　など
■農場経営管理－圃場や資材管理、担当者の明確化　など
従来の生産工程管理や栽培日誌、農薬の適正利用や残留農薬調査など安全な農産物を出荷する体制をより明確化していきます。
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　◎「安全・安心な農産物生産基準」を作成して組合員に周知徹底し、栽培体系ごとの生産履歴の記帳を義務付けている
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平成19年より出荷が始まりました。
平成24年3月に『アスパラガス部会』が発足し、個人での
出荷・販売体制から共同出荷・販売体制に移行し、ハウス
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健康野菜3ＳＵＮ研究会（農家2戸）と個選農家
1戸が、栽培面積1.0haで周年栽培しています。
商品名は、『健康野菜3ＳＵＮ研究会』（農家2戸）
の「ねぎ太郎」と個選農家1戸の「小池さんちの
ねぎ」です。水耕ねぎは、周年栽培で年間6～7
作収穫することができます。

2月中旬～11月上旬

ねぎ太郎

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

JA蒲郡市〒443-0007  愛知県蒲郡市神ノ郷名取15
TEL（0533）68-7206   FAX（0533）68-6082   URL http://www.ja-gamagori.or.jp/JA蒲郡市

品　目

温 室 み か ん

早 生

箱 入 娘

青 島

は る み

せ と か

樹熟デコポン®

南 津 海

麗 紅

品　目

キ ウ イ

イ チ ゴ

水 耕 ね ぎ

輪 菊

アスパラガス

ブルーベリー

ブ ド ウ

シャインマスカット

な す

出荷時期

4月中旬～9月下旬

11月上旬～1月上旬

11月下旬～12月中旬

1月上旬～2月下旬

1月中旬～3月中旬

1月上旬～3月上旬

4月上旬～5月上旬

4月中旬～5月上旬

1月中旬～2月中旬

出荷時期

1月中旬～2月下旬

10月下旬～6月下旬

4月～3月（周年）

4月～3月（周年）

2月中旬～11月上旬

3月中旬～８月上旬

7月～8月

7月下旬～8月下旬

6月中旬～11月上旬

安全・安心な農産物

地産地消の５つの魅力
・新鮮な農産物が手に入る。　
・旬の農産物（おいしくて栄養価の高い）を味わえる。
・誰がどのように作ったのか食品についての情報を得やすい。食の安全性も守られる。
・地元の産業（農業）を守ることにつながる。
・食品の輸送距離が短いため、環境にも優しい。

地産地消とは…地元で生産された農産物を地元で消費することです。

農産物出荷時期お知らせカレンダー

7戸 １.5ha
ウェルカム
ヨーデル
ガリバー

部会員数 栽培面積

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱

栽培品種 出荷時期 主な出荷先市場

名古屋地区 年中あります

主な出荷市場 主な販売先 出荷時期

小池さんちのねぎ

名古屋北部市場内
　セントライ青果㈱へ全量出荷

名古屋地区 年中あります

出荷市場 主な販売先 出荷時期

安全・安心の農産物を提供します

2020.3

輪菊

それまで個人で出荷、販売されていた輪菊生産者が、平成
12年10月に共同販売体制を基に結成された菊部会『オレ
ンＧマム』が輪菊を出荷しています。開花時期を調節する
「電照栽培」と「加温栽培」などとの組み合せで、盆や年
末年始の需要期などの他、1年を通して出荷しています。
新たな取り組みとして、従来の白熱電球とＬＥＤ電球を併
用して使用することにより消費電力を大幅に削減していま
す。

3戸 1.1ha

秋　菊：「神馬」
　　　　「精興光玉」
夏秋菊：「岩の白扇」
　　　　「精の光彩」
　他　：「精興の誠」
　　　　「寄の山陽」

部会員数 栽培面積 栽培品種

世田谷花き市場
なにわ花いちば

主な出荷先市場

なす

平成22年より市場向け出荷がはじまりました。平成30年
3月に『ナス部会』が発足し、市場担当者と密なやり取り
をし、ナスを出荷しています。
朝収穫したナスを昼に梱包し、出荷場へ集めます。夕方に
は市場に到着し、翌朝にはスーパーに並ぶ新鮮なナスです。

11戸 1ha 筑陽

部会員数 栽培面積 栽培品種

愛知県中央青果㈱

主な出荷先市場

2019～

GAP -ギャップ-（Good Agricultural Practice）
農産物の安全を確保し、より良い農業経営を実現する取組みを推奨します。
■食品安全－異物混入の防止、農薬の適正使用と保管　など
■環境保全－適切な施肥、土壌侵食の防止、廃棄物の適正処理　など
■労働安全－整理整頓、備品整備、作業場保全　など
■人権保護－労働者の働きやすい環境整備、法令遵守　など
■農場経営管理－圃場や資材管理、担当者の明確化　など
従来の生産工程管理や栽培日誌、農薬の適正利用や残留農薬調査など安全な農産物を出荷する体制をより明確化していきます。


