
実需者におけるＧＡＰへの取組、課題等について 

法人・団体等名  日本生協連  委員氏名  壽原 克周      

１．ＧＡＰの推進状況 

（１）ＧＡＰの種類 

・「生協産直における青果物品質保証システム」の一環として「適正農業規範（生産者・農家

編）」「適正農業規範（ＪＡ・団体編）」として開発提案を行った独自のＧＡＰ 

（２）目的 

  ①消費者の信頼獲得 

 ②食品の安全確保 

 ③安全で安心できる「たしかな商品」を消費者・生協組合員に提供する 

 ④上記を実現するために基本的なマネジメントシステムの標準化を図り、すべての生協と産

地の品質管理レベルの向上をめざします 

（３）内容 

 ①項目数（生産者編／団体編） 

 ・必須項目（＝４４／６０項目）：安全で安心できる「たしかな商品」として供給が可能と

なる最低限の項目、いわば、「生協産直にミニマムスタンダード」であり義務的な項目 

 ・推奨項目（＝１７／１５項目）：「必須項目」の「上乗せ項目」で安全性の確保をより確

実なものにする項目 

 ②項目の内容（独自のGAPの場合） 

「生産者・農家編」：①圃場、施設等の基本的な管理②栽培計画の作成と保管

③栽培記録の作成と保管④農薬、化成肥料の記録の作成と保管⑤農薬、化成肥料などの保

管・管理状況⑥水管理⑦生産・収穫・保管・出荷管理⑧環境への配慮⑨衛生管理     

⑩健康管理⑪作業安全⑫理念、コンプライアンス 
「生産者団体・ＪＡ編」：①生産者の基礎的データの収集②生産計画の作成

③生産者の記帳内容の集約・確認・点検④農薬残留検査・土壌検査、農薬・肥料の管理⑤

環境への配慮⑥生産環境の把握⑦衛生管理⑧入荷・選別管理⑨出荷管理⑩販売管理⑪健康

管理⑫組織管理⑬生産者への指導⑭作業安全⑮理念、コンプライアンス 

 ③取組の確認方法 

 ・「説明会」の開催   ・「講習会」の開催 

 ・会員生協・事業連合毎の「相互点検」の実践 

・それに基づく「二者（相互）認証」に実施 

２．ＧＡＰの取組に対する評価 

（１）生産者にどのレベルの取組を望むか 

 ・「食べ物を生産している・扱っている」という「基本理念」を理解すること。 

 ・「改善課題」を見出すための「自己点検」を前提とした相互点検・確認を行う。 

（２）ＧＡＰに取り組んで生産された農産物に対し、どのように対応しているか、 

または今後対応する意向（予定）があるか。 

 ・「取り引き条件」としない（してはいけない）。 

３．ＧＡＰの推進課題 

（１）生産者 

 ・取り引き関係のある会員生協・事業連合との連携による継続的な取り組みを行うこと。 

（２）指導者 

 ・特になし 

（３）その他 

 ・特になし 

４．その他、要望など 

 － 

資料１－４ 
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生協産直における
青果物品質保証システム
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2008年９月５日
日本生活協同組合連合会
産直担当 壽原 克周

Ⅰ．「青果物品質保証システム」
開発の背景

• 無登録農薬、適用外農薬、残留農薬
• BSE問題、偽装表示 等事故・事件の多発

• 食の安全に関わる関心の高まり
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• 食の安全に関する新たな社会的な枠組み
やシステムへの転換

生協の農産、産直事業の改革への要求の
高まり

「青果物品質保証システム」の経過（１）

産直３原則から生協産直基準へ
～２００１年１月提案より

「産直３原則」とは・・・
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産直３原則」とは

１．生産地と生産者が明確であること

２．栽培、肥育方法が明確であること

３．組合員と生産者が交流できること

「生協産直基準」とは・・・

１．組合員の要求・要望を基本に、多面的な
組合員参加を推進する

２．生産地、生産者、生産・流通方法を明確
にする

３ 記録 点検 検査による検証システムを確
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３．記録・点検・検査による検証システムを確
立する

４．生産者との自立・対等を基礎としたパート
ナーシップを確立する

５．持続可能な生産と、環境に配慮した事業
を推進する

「青果物品質保証システム」の経過（２）

・2002年春 偽装表示問題の発覚など

・2002年６月
「原産地点検システム（手法）」の提案

⇒ 各生協での農産物取り扱いの総点検
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• 第６回全国生協産直調査（2003年）
⇒ 全国生協における産直の取り組みの実態調査

①産地・取引先の表示の一斉点検の実施

②商品政策・産直政策、産直基準の策定・見直し

「青果物品質保証システム」の経過（３）

・2003年 「農産事業改革の提案」
１．基準・ルールの明確化

２．検証システムの確立
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３．自立・対等を基礎にした取引関係構築

４．正確で誠実な表示と情報提供

５．事故・苦情に対する迅速・適切な対応

６．組織倫理とコンプライアンスの確立
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Ⅱ．「青果物品質保証ｼｽﾃﾑ」
の目的と課題

消費者の信頼獲得

食品の安全性確保
安全で安心できる『たしかな商品』を
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安全で安心できる『たしかな商品』を
組合員に提供する。

基本的なマネジメントシステムの標準化

すべての生協と産地の品質管理レベルの
向上のためのシステムの構築

ﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝの各段階をつなぐｼｽﾃﾑ

生産
加工
流通

店舗
センター

組合員

商品・表示＆トレーサビリティ
商
品
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計画・点検・確認

自立した各システムを繋ぐ、確認・情報共
有化・コミュニケーションのネットワーク

【生産者】
生産・出荷管理
監査・情報開示

【生協】
品質・数量管理
監査・情報開示

【中間流通】
加工・物流管理
監査・情報開示

個
別

全
体

開発のための目標・課題

○農産品全体の品質を保証する基本的なマ
ネジメントシステムの標準化
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ネジメントシステムの標準化

○すべての生協と産地の品質管理レベルの
向上のためのシステムの構築

青果物品質保証システム概念図

ＨＡＣＣＰ ＨＡＣＣＰ ＨＡＣＣＰ ＨＡＣＣＰ
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ＧＡＰ ＧＭＰ ＧＤＰ ＧＨＰ

農場 包装加工 倉庫・輸送 小売

嘘をつかずに、正直に生きる

【スタンダード】

●適正農業規範（ＧＡＰ：生産者および生産者組織における規範）

●適正流通規範（ＧＭＰ、ＧＤＰ：倉庫、包装・加工、流通における規範）

●適正販売規範（生協農産部門における取引規範）

青果物品質保証システム・全体マネジメント図
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【認証システム】

●自己点検（生産者及び生産者団体自らが点検を行なう：最優先課題）

●二者認証（生協と取引先との二者による点検・確認の仕組みとルール）

統一フォーマット 産地・生産履歴管理システム

生

協

生
協
の
取
り
扱
う

生協産直における品質保証システムの確立
■第１ステージ

■第２ステージ

＊産直品を中心に
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協

産

直

品

う
一
般
農
産
物

■第３ステージ

＊一般品も視野に
入れて

＊産直＆一般品

青果物品質保証システム
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青果物品質保証システム・ＰＤＣＡ

2004年度：「青果物品質保証システム」の開発提案
2005年度：「青果物品質保証システム検討会」

⇒ 「2006年改訂版」の提案
2006年度：「青果物品質保証システム普及委員会」
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⇒ 「2007年改訂版」の提案
2007年度：「青果物品質保証システム作業部会」

⇒ 「2008年改訂版」の提案
• 各規範の有効性の確認、改善課題の探求
• 実現可能性が高く、より確かな品質保証のシステ
ムを構築するための検討

青果物品質保証システム

2007年度・普及の取り組み

１．日本生協連（産直事業委員会）開催
適正農業規範 開催数 参加者数

・生産者団体向け説明会：２回 156名
点検者養成講習会 ４回 113名
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・点検者養成講習会 ：４回 113名
２．主要生協・事業連合での展開
コープさっぽろ、いわて生協、みやぎ生協、

コープネット、ユーコープ、東海コープ、京都生協、
コープきんき、コープＣＳネット、コープ九州
など

Ⅲ．「適正農業規範2008年改訂版」
＜主な特徴点＞

① 各規範項目の「設定理由」の明記
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② 各規範項目の「内容」を詳述した「解説」を付記

③ 各規範項目の「点検項目」を設定

規範項目の構成

「必須項目」と「推奨項目」の区分け

○必須項目

これらの実践によって、安全で安心できる
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これらの実践によって、安全で安心できる
「たしかな商品」として供給が可能となる最
低限の項目

いわば、「生協産直のミニマムスタンダード」

義務的な項目

規範項目の構成（続）

○推奨項目

「必須項目」の「上乗せ項目」で安全性の確
保をより確実なものにする項目
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保をより確実なものにする項目

１．圃場、施設等の基本的な管理
1-1 所有ないし借用している圃場の位置が
記載された台帳を作成し、管理している

＜設定の理由＞
農 合
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供給された農産物に問題があった場合に、
それがどこで生産されたものかを特定できる
ようにして、被害を最小限に抑えるため
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①圃場台帳はあるか。

②圃場の地番、面積（果樹の場合は本数）が
記載されているか。

③圃場台帳は1年以内に更新されているか。

④更新 な 件( 場 追加 削除 代

＜点検項目＞
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④更新が必要な要件(圃場の追加、削除、代
表地番、面積の修正など)が発生以降に更新
されているか。

⑤圃場と台帳に記載された内容は一致するか
(サンプル調査)。

【用語の解説】
＜台帳＞
資産もしくは財産を生じる力のある資源＝あまり変化
しないものを記載した文書です。台帳には、作成日と管理者名(生
産者・農家の氏名)が必要です。
＜圃場＞
農産物の生産に使用可能な土地のことを指します。休耕してい
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農産物 生産に使用可能な土地 とを指します。休耕して
る土地、作付けしていない土地、緑肥、飼料用作物を生産してい
る土地やビニールハウス、ガラスハウスなども含みます。
＜管理＞
定期的、もしくは必要な要件(圃場の追加など )が生じ
るたびに更新(追加、加筆、修正、訂正、削除)し、見直し(現状と
の照合、確認)を行い、最新の状態にしておき、必要なときにすぐ
に取り出せるようにすることを指します。

【補足説明】
• 所有と借用の区別は台帳に明記する必要があります。ただし
その根拠となる土地の権利書や、借用の契約書、借地所有者の
名義を要求するものではありません。

• また圃場には、当該生産者が管理している畦畔を含みます。

圃場の位置では、地番と面積を要求します。その圃場までの
経路、路線図、概観図、見取り図などを要求するものではありま
せん
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せん。

• 台帳に記載する地番は、代表地番(同一の管理を実施してい
ること)、あるいは通称、俗称(家族や所属組織などで通用するこ
と)で可とします。

• 圃場台帳の書式は、独自のもので可とします。

• 対象となる圃場は、生産者が生協向けに産直品として出荷す
る農産物を生産している土地のみではありません。当該生産者
が関与するすべての圃場を記載した台帳を求めます。

【注意事項】
・ 圃場と台帳に記載された内容の調査は、すべ
てを対象に毎年行う必要はありません。３年に
１回程度の頻度で行います。
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・ 圃場までの経路、路線図、概観図、見取り図
などは、有機JASや地方自治体の認証など、制
度上要求されている場合があるので、対象圃
場については図面の添付を求めます。

Ⅳ．生産者の本システム活用
の意義

１．生産側と消費者側の信頼関係構築の
コミニケーションツール

２ 生産者の農業経営にとっても役立つ
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２．生産者の農業経営にとっても役立つ

３．「適正農業規範」は新たな農業経営視点。

数年後には、日本でも「適正農業規範」
が当たり前に。
積極的に取り組む方が成果は大きい。

「点検者養成講習会」の開催

第１回目 ・・・ 参加者＝30名
・日時：2008年6月19日（木）～20日（金）

・場所：「大宮ソニックシティ」（大宮市）

第２回目 ・・・ 参加者＝24名
日時 2008年6月26日（木） 27日（金）
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・日時：2008年6月26日（木）～27日（金）

・場所：「かでる２．７」（札幌市）

第３回目 ・・・ 定員＝30名
・日時：2008年9月17日（水）～18日（木）

・場所：「ウェルシティ広島」（広島市）

＊対象は、生協職員、産直先団体職員
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Ⅴ．取り組みにあたって
留意点 １

• 地域・品目の全体に共通する項目への絞
り込み

• 農産物の特性、地域的な特性などをも考
慮する必要があること
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慮する必要があること

• また、情報の変化（新たな制度の制定等）
に対応させていくことが必要

• 関係者相互に協議・確認しながら実践する
ことが重要

留意点 ２

• 評価に際しては、まず「自己点検」を
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• 次いで、取引相手などによる点検

• 点検の進め方を含めて相互に確認

留意点 ３

• 各規範の各項目は、いわば「目指す方向」
であり、ステップアップを基本にすること

• 一律で、機械的な評価はしてはいけない
「十分 か「不十分 を確認し 改善課題を
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• 「十分」か「不十分」を確認し、改善課題を
探っていくこと

• 安全で安心できる「たしかな商品」を関係
者が一体となって確保するために活用す
ることが重要

留意点 ４

○規範項目を「取引条件」にすることの
ないようにすることが重要
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○「食べ物を生産している」「食べ物を
扱っている」という基本姿勢の堅持

品質保証システムの姿

• 生協組織での理想型

産直産地

自主点検

生協組織

二者点検

改善確認

再評価
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点検ﾁｰﾑ
商務担当

品質管理担当

評価者
政策見直し

妥当性確認

内部監査
内部監査員
組合員理事

Ⅶ．まとめ
～「青果物品質保証システム」

今後の課題～
１．運用マニュアルの作成
⇒ 2008年度に作業
２．「適正流通規範」の普及
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⇒ 「説明会」、「点検者養成講習会」開催

３．「米版・適正農業規範」の策定

⇒ 2008年度に作業
４．「適正農業規範」の普及
⇒ 「点検者養成講習会」開催継続

５．「適正販売規範」開発検討




