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第５回農業生産工程管理（GAP）の共通の基盤づくりに関する検討会 
議事概要 

 
１．日  時：平成２２年１０月１５日（金）１４：００～１６:１５ 
２．場  所：農林水産省三番町会議所会議室 
３．出席者：別紙のとおり 
 
（１）開会 
＜佐藤技術普及課長の進行により検討会開会＞ 
 
（２）挨拶 
（雨宮審議官）本日は御多用の中、本検討会にご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。

また、農林水産行政の推進に御理解と御支援をいただいておりますことを、この場をお借

りして御礼申し上げます。 
  農業生産工程管理（GAP）につきましては、近年、生産者の主体的な取組が進み､現在、
約半数の産地で導入されている状況となっております｡ 
 この間、農業者・産地、都道府県、民間等の皆様のご努力により GAPの取組が進められ
てきたところですが、内容については差が出てきており、共通基盤づくりをしなければな

らないという問題意識を持っています。 
 また、食品安全に関するリスク低減や、環境保全､労働安全のように幅広い分野への取組

の拡大、消費者・実需者ニーズへの対応等、取組内容の高度化も求められております。 
 このため、昨年８月より本検討会及びワーキンググループで検討をいただきながら、本

年４月に野菜、米、麦について「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドラ
イン」を策定したところです。 
 この度、GAP の普及の一層の推進を図るため、他品目についてもガイドラインの検討を
行いたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましては、幅広い見地から忌憚のな

い御意見を賜りますようお願い申し上げます。 
 
（３）委員の紹介・検討会の進め方について 
＜佐藤技術普及課長より開催要領に基づき説明＞ 
検討会の座長は開催要領に基づき澁澤委員にお願いしております。以後の議事の進行に

ついて座長にお願いいたします。 
 
（４）議事【農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドラインの改定について】 
（澁澤座長） 
最初に、一言挨拶させていただきたい。 
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昨年に引き続き、ガイドラインの対象品目の拡大が本検討会の宿題となっている。GAP
はそのまま訳せば、「優良な農業の実践」という意味合いになり、昨年の検討会での議論で

も農業生産工程管理（GAP）というのは適切ではないという意見もあったが、行政用語と
して使っているので御理解願いたい。 

GAP については３つの構成要素、視点があると考えている。１点目はどのような農業を
目指すのかという理念、哲学、コンセプトである。２点目は、それを実現するために必要

な要件、管理点であり、今回検討するガイドラインが正にこれに当たる。３点目は、これ

を実際の農作業に落とし込んで実践するための手段であり、チェックリスト等を活用しな

がらＰＤＣＡサイクルを回していくことになるが、これら３つを併せて優良な農業、GAP
を実践するということになる。 
今回、これらの軸となるガイドラインを作成するに当たっては、我が国が蓄積した法令、

科学的知見等を分析してパッケージとして整理することが主要な作業となる。また、国内

に知見がない場合には暫定的に国際的な基準を活用するが、こうしたものについては喫緊

に我が国の法体系を整備して改定を行うこととするということも昨年議論したところであ

る。 
 ただし、ガイドラインの中で明示されていない重要な要素があり、それは、担い手たる

生産者が経営の中で利潤を得ていくことであるが、今回の検討においては、これも重要視

し、念頭において議論を進めていただきたいと思う。 
それでは、議事次第に従い、議事を進めたいと思う。最初に、ガイドラインの改定につ

いて議論を行うが、まず現在の GAPをめぐる取組状況について事務局から資料２の説明を
お願いしたい。 
（森技術普及課課長補佐） 
 GAPをめぐる状況についてであるが、まず、GAPの定義と国内での普及状況について説
明したい。定義については、国際的な定義として、国連食糧農業機関では、「農業生産の環

境的、経済的及び社会的な持続性に向けた取組であり、結果として安全で品質の良い食用、

非食用の農産物をもたらすものである。」とされているところ。農林水産省のガイドライン

では、「農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿

って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的

な改善活動のこと」と定義している。 
 GAP の導入・実践の流れとしては、まず、産地での導入に当たっての合意形成の後、体
制整備を行い、法令等の内容に則して、具体的な点検項目等を定め、それに則して農作業

の実践記録、点検・評価、改善を行うもので、ＰＤＣＡサイクルを活用した取組である。 
 次に、点検項目のイメージについて野菜を例にして示しているが、生産から出荷までに

準備、育苗、栽培管理、収穫・調製・出荷等の生産工程があり、各工程には法令等に則し

て、農業者が実践すべき取組があり、それを具体的な点検項目の形にしている。食品安全

面では、例えば、準備段階において、水源が食品の汚染源とならないよう「用水の水源は



3 
 

何か知っていますか」、環境保全面では、農薬や肥料の過剰な施用により環境に負荷を与え

ないよう「肥料又は液肥は施肥基準に基づいた施用をしましたか」、労働安全面では、収穫・

調製・出荷段階において、農業機械への巻き込み等が起こらないよう「機械作業の際の作

業服は袖や裾が締まるものを着用しましたか」等が点検項目となる。 
次のページは、生産工程管理の有効性、メリットについて、食品の安全性の向上を例に

とって模式的に示したものである。横軸に食品中の危害要因の濃度、縦軸にその濃度の生

じる頻度を示している。リスクの低減対策を取らないものとリスク低減対策を取った場合

の危害要因の分布を比較し、生産工程管理の中で低減対策を行うことによって危害要因の

含有濃度が左にシフトし、摂取量が低くなることを示している。 GAPの導入のメリットは、
食品の安全性の向上の他、環境の保全、労働安全の確保があり、更に、生産工程管理の実

施により、品質の向上、農業経営の改善や効率化、競争力の強化、消費者や実需者の信頼

確保が図られると考えている。 
次に、国内の普及状況についてであるが、GAP の導入産地は着実に増加しており、２２
年３月時点において約２千産地で導入されている。産地強化計画等を作成している産地を

対象に調査しており、全体の産地数約４４００の約半数で導入している状況。 
 品目別に見ると、米と麦で導入が比較的進み約６割の産地で導入済みとなっており、次

いで野菜が５割弱となっている。一方、果樹と大豆で３割台となっており、相対的に見る

とより取組の推進が必要な状況。また、２１年のデータと比較すると総じて導入検討中の

産地が導入済みに移行する一方で、未検討の産地の割合に大きな変動はなく、３割以上の

産地が未検討のままの状況。 
 都道府県別に見ると、各都道府県とも着実に導入は進んでいるものの、依然として、地

域的なばらつきが大きい状況。 
 現在、基礎 GAP、都道府県 GAP、民間団体の GAP、ＪＡの GAP、産地独自の GAP等
異なる種類の GAPが存在している。農業者や産地は取引先によって異なる内容の実践が求
められる場合があるなど負担が懸念され、共通基盤の整理が必要な状況。 
 今年度検討を想定している品目について GAPの種類の構成を見ると、果樹では、野菜と
傾向が類似し、国、県、民間の取組が多い一方、大豆では、米や麦と傾向が類似し、ＪＡ

の GAPが多く、また、産地独自の GAPの割合も高い。 
 また、それぞれの GAPの取組内容も大きく異なっており、点検項目数で 20～100以上と
様々なレベルの GAP が混在している状況。また、基礎 GAP 等国内の GAP の多くは、環
境保全、労働安全のように幅広い分野を対象として取り組む観点、食品の安全性向上のた

めの取組の充実等消費者・実需者ニーズに応える観点から、現行の取組内容では不十分で

あり、内容の高度化が求められている。 
 GAP における「点検」の工程は、点検項目等と農作業を実施した記録の内容を基に点検
を行うものであり、改善が必要な部分を把握するなど農業の改善に不可欠なものである。

なお、自己点検においても、点検結果は記録に残し、他者からの求めがあれば情報提供で
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きる状態となっている。現在、この自己点検のみの取組を行っている産地が約半数となっ

ている。ガイドラインにおいては、点検の客観性を確保するため、自己点検に加え、産地

の責任者等による内部点検や、取引先である第２者による点検、審査・認証団体等の第３

者による点検のいずれかの客観的な仕組み等の活用を明記している。 
 次に、「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」について説明した
い。まず、食料・農業・農村基本計画においては、これまで説明した普及状況等を踏まえ

て現状認識を示すとともに、それを踏まえた今後の取組の基本的な方針として、共通基盤

づくりを進めるとともに、産地における更なる取組の拡大と内容の高度化を進めることと

している。 
 共通基盤の必要性については、まず、国内に様々な内容の GAPが存在し、農業者や産地
の負担が懸念される状況にあり、共通基盤の整備が必要であること。また、現在、食品安

全に関する危害要因のリスク低減のための指針を農林水産省で作成しており、それらの科

学的知見に基づく取組を生産者が着実に実施できるようにすることが必要であること。更

に、食品安全だけでなく、環境保全や労働安全のように幅広い分野を対象として取り組む

ことが必要であることを挙げている。共通基盤となるガイドラインは我が国の農業生産活

動において、特に実践を奨励すべき取組を共通基盤として明確化したものであり、個々の

法令等に定められている取組をパッケージとしてとりまとめている。 
ガイドラインは、工程管理の内容と手法の実践について示している。内容については、

食品安全、環境保全、労働安全の主な目的ごとに関連する法令等に基づき必要な取組事項

を整理している。手法の実践については、ＰＤＣＡサイクルの活用について記載しており、

特に点検活動については、自己点検だけでなく、内部点検等のいずれかの客観的な点検の

仕組みの活用を明記している。 
 具体的な項目について、以下野菜を例にとって示している。食品安全の項目については、

食品衛生法、農薬取締法、国際的な衛生管理指針を基に、ほ場環境の確認と衛生管理、農

薬・水・肥料・培養液の使用、作業者等の衛生管理、機械・施設・容器等の衛生管理、収

穫後の農産物の管理等に関する取組事項を盛り込んでいる。環境保全に関しては、環境と

調和のとれた農業生産活動規範等を基に、農薬や肥料による環境負荷の低減対策、土壌の

管理、廃棄物の適正な処理･利用、エネルギーの節減対策、特定外来生物の適正利用等を取

組事項として盛り込んでいる。労働安全に関しては、農作業安全の指針等に基づき、危険

作業の把握、農作業従事者の制限、服装及び保護具の着用、機械等の導入・点検・整備管

理・利用、農薬･燃料等の管理等を取組事項として盛り込んでいる。更に、全般的な項目と

して、知的財産の保護・活用、情報の記録・保管、生産工程管理の実施等についての取組

事項を盛り込んでいるところ。 
また、米と麦については、品目特有の事項のみを抜粋として示しており、例えば、米で

はカドミウムの低減対策、麦ではカビ毒対策等が取組事項として盛り込まれているところ。 
更に、留意点として、ガイドラインの関連法令等の改定があった場合は必要に応じて見
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直すこととしている。また、各実施主体は、共通基盤であるガイドラインの内容を確保し

つつ、産地独自の取組を盛り込むなどの取組内容の発展が可能であること、産地での取組

にあたっては、団体と農業者の役割分担が可能であることについて明記している。 
 最後に GAP の普及に向けた取組についてであるが、まず、GAP の推進に係る政策目標
については、食料・農業･農村基本計画の内容を踏まえ、平成２７年度までの目標として、

GAP 導入産地数３千産地、ガイドラインに則した GAP の導入産地１６００産地の２つの
目標を設定している。 
 GAP の関連予算については、消費・安全対策交付金、産地収益力向上支援事業、強い農
業づくり交付金で GAPの導入を支援している。 
都道府県段階の取組への支援としては、消費・安全対策交付金において、県の推進方針

の検討、GAP の普及のためのマニュアル作成、リーダー等を対象とした研修への支援を実
施するとともに、普及組織の活動費を支援している。 
また、産地の導入に対しては、消費・安全対策交付金で支援を行うとともに、産地収益

力向上支援事業、強い農業づくり交付金で産地の収益力向上に結びつける取組としてハー

ド整備を含めた支援をしている。 
 そのほか、直接の予算措置以外の取組として、産地における導入状況の調査、GAP の導
入促進に向けたシステム開発を実施している。 
（澁澤座長）GAPの取組の現状についての説明であったが、質問等あればどうぞ。 
（原委員）導入状況の産地の枠組みはどうなっているのか。 
（森技術普及課課長補佐）ここでいう産地とは、「産地強化計画等を作成している主体」の

こと。野菜の場合は、産地強化計画の作成主体は単位農協の場合が多い。米については、

カントリーエレベーターの利用体制整備計画の作成主体を産地としている。 
（福永委員）労働安全に関して、長時間労働についてはこれまで議論はあったのか。農業

の場合、かなり長い時間労働しなければならないことがあり、長時間労働を終えた労働者

が帰宅中に居眠り事故などを起こす危険性もある。一般企業ではこうした残業は禁じられ

ているが、農業の場合には目をつぶっている部分があるのではないか。 
（澁澤座長）昨年は、その部分について、詳細な議論は行っておらず、「労働安全のための

指針」の内容を組み込むということであった。ただし、発言の内容については重要なこと

であると考えている。 
（森技術普及課課長補佐）長時間労働に関しては、労働安全を主な目的とする取組事項の

うち、農作業従事者の制限に関する取組として、「機械作業、高所作業又は農薬散布作業等

適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事者などに対する制限」という取組事項があり、

これは、「農作業安全のための指針」に基づいて設定されており、当該指針の該当部分中に、

農作業を行う際の配慮事項として、一日の作業時間が８時間を超えないように努めること

等が明記されているところ。 
（鶴留委員）資料２で説明のあった GAP の導入メリットのうち農業経営の改善に関して、
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GAP には確かにそうしたメリットがあるが、他方で長時間労働の禁止などのように、必要
ではあるが必ずしも経営改善に結びつかず、逆に効率化を阻害する取組も含まれている。

ガイドラインに関しては、農業経営の観点にも配慮し、取組が必ずしも効率化につながら

ないケースがあることに留意しつつ議論を進める必要がある。 
（武田委員）日本 GAP 協会においては、GAP の推進にあたり、各実施主体がバラバラな
GAP の基準で取組をしていると、せっかく GAP を実践しているにもかかわらず、生産者
と実需者の間の信頼関係の構築に繋がらないため、両者で同じテーブルを囲みながら、生

産者と JA と流通業者が一緒に共通の JGAP の基準開発を進めている。ただいま当協会の
目的及び方針に関して述べている 10月 15日発表の理事会宣言 2010という文書を配布させ
ていただいたが、要は標準化された GAP の普及を目指すということが述べてあり、「GAP
の共通基盤に関するガイドライン」の策定は当協会と方向性を同じくするものと考えてお

り、良い議論が出来ることを期待している。 
 一点伺いたいが、今年４月にガイドラインが策定され、半年が経過したが、どの程度活

用されているのか。ちなみに当協会では、７月にガイドラインに対応した基準書 JGAP2010
を発表したところである。 
（加藤委員）栃木県では麦において GAPの取組を先行させてきたが、食品安全や環境保全
については取り組んできたものの、労働安全については取り組んでこなかった。ガイドラ

インが策定され、すぐにガイドラインのすべての項目について盛り込むことはできなかっ

たが、労働安全への意識が高まるよう、既存の GAPにいくつかの項目は加えたところであ
る。 
（吉元委員代理）鹿児島県は平成１６年度から、GAPの農業生産工程管理の取組としてＫ－
GAPを推進しており、基準内容としては食品安全や環境保全を中心に取り組んできた。ガイ
ドラインが発表されたため、県では労働安全等の取組も含め、ガイドラインを網羅した形の

K－GAPを進める方向で検討しているところ。 
（藤田委員）農業法人協会は、現時点では様子見の段階であり、進んでいない状況である。 
（原委員）ＪＡ紀南では以前から産地独自の GAPに取り組んでいるが、ガイドラインの活
用状況は把握できていない。なお、産地としては、１９年度より梅干しの加工の工程に関

しても工程管理を始めたところである。 
（澁澤座長）策定済みの野菜のガイドラインは生鮮野菜を意識したものであり、加工用の

ものについては別の工程が出てくる可能性があるので、いずれは業務用のものも含めた見

直しが必要になるかもしれない。 
 それでは、次に、新たな品目についてのガイドラインの策定に向けた検討に移りたい。

まず、資料３について事務局から説明をお願いしたい。 
（森技術普及課課長補佐） 
 ガイドラインの改定について検討するため、現行ガイドラインの品目及び今年度検討を

行う品目の取組事項と関係法令等について整理した。表の右側に今年度検討を想定してい
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る品目を列記しており、果樹、茶、飼料作物、きのこについての検討を想定。品目の区分

については、法令や指針等に照らして品目独自の取組事項を有するもの、品目特有の生産

工程が存在するものについて、個別に取組事項を整理し、このように区分している。なお、

「その他の作物」とは、大豆等豆類、花き、さとうきび、てんさい、ばれいしょ、かんし

ょ、なたね、そば、その他の工芸作物のことであり、これらは、個別の法令等がないこと

から、共通の括りとしている。また、そのうち、花き、い草等の非食用のものについては、

食品安全の項目が不要なので、その他の作物のうちで更に区分している。 
 表は大きく２つに区分しており、（１）として、現行のガイドラインの品目の取組事項を

示し、当該取組事項毎の今年度検討を想定している品目における適用の状況を整理してい

る。 
 このうち、非食用作物のほ場環境確認と衛生管理及び農薬の使用の取組事項については、

主な目的「食品安全」から「環境」に移動することを想定。また、「肥料・培養液の使用」、

「作業者等の衛生管理」、「機械･施設・容器等の衛生管理」、についての果樹・その他作物、

きのこの欄は○印にかっこを付しているが、これは、コーデックスの衛生規範に基づく取

組であり、当該国際規範の国内での適用に当たっては、品目毎に精査が必要なのでかっこ

を付しているところ。 
（２）は、今年度検討を想定している品目において、追加を検討すべき事項と関係法令等

を整理している。 
 食品安全に関する項目としては、果樹について、りんご果汁のカビ毒対策、農薬飛散防

止対策。飼料作物について、基準又は規格にあわない飼料添加物の使用禁止、飼料特有の

事項に関する農薬の使用、サイレージの適切な調製、カビの発生防止等。きのこについて、

きのこの生産工程に係る食品安全の確保。 
環境保全に関する項目としては、果樹について農薬による環境負荷の低減対策、茶につ

いて肥料による環境負荷の低減対策。 
労働安全に関する項目としては、飼料作物について、サイロにおける作業安全。 
全般としては、飼料作物について、製造業者・販売業者の届け出、帳簿の整理について

追加を検討すべき事項として整理。更に、茶・きのこについて品目特有の生産工程を有し

ており、それらに関する取組事項の整理が必要であるとともに、非食用作物については、

食品安全に係る取組事項の削除が必要な旨をその他の事項として明記しているところ。 
検討品目、追加すべき取組事項についてご意見をいただくとともに、方針をご了承いた

だけた場合、今後、ワーキンググループで具体的なガイドラインの改定案を検討していき

たいと考えている。 
（澁澤座長）今紹介いただいたのが皆さんに議論いただくガイドラインの主な中身である。

皆さんの意見を踏まえながら、今後、ガイドラインの作成を進めていくことになるので、

たくさんの意見をお願いしたい。 
（武田委員）前段の話になるのかもしれないが、畜産物のガイドラインについては今後ど
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のように検討を進めていくことになっているのか。 
（森技術普及課課長補佐） 
 当面は、既に策定・公表している「飼養衛生管理基準」、「衛生管理ガイドライン」、「農

場ＨＡＣＣＰ認証基準」及び「農業環境規範」に基づく飼養管理の普及・指導等を推進す

るとともに、アニマルウェルフェアに関する検討状況を踏まえた上で、展開方向を検討し

たい。 
（阿南委員）飼料作物に関しては、カドミウムやカビ毒の低減対策が適用されていない状

況である。また、今後検討すべき事項についてもそれが明確にされていない。これら対策

についての扱いはどのようになっているのか。 
（浜谷農産安全管理課課長補佐）カドミウム濃度とカビ毒汚染の低減対策については、現

段階では食用作物の低減対策として指針が策定されている。食用に栽培されるものと飼料

用に栽培されるものとで、必ずしも栽培管理が同一ではないため、食用作物の低減対策が

飼料用作物にそのまま適用できるかというと、そうではない。ただし、飼料用作物につい

て低減対策を行わないということではなく、食用作物の低減対策の中から、飼料用作物に

適用できる対策については適用していく意向である。 
（澁澤座長）そのような方針では問題が生じるのではないか。食用作物と飼料用作物では

目的も栽培プロセスが異なり、コスト体系も異なる。価格の安い飼料用作物に食用作物並

の高いコストをかければ別の問題が生じるのではないか。 
（浜谷農産安全管理課課長補佐）食用作物と飼料用作物では基準値が異なる。管理水準は

異なるが、食用作物の低減対策の中から飼料用作物の低減対策として使えるものがあれば

使っていくという主旨である。ただし、食用作物の低減対策を飼料用作物の GAPにすべて
盛り込むことについては、過剰な対策にもなりかねないので、それについては違うという

ことである。 
（藤田委員）ホールクロップサイレージとして稲が飼料用に栽培されているが、人間が食

べる米に含まれてよい物質が、飼料用には含まれてはいけないということがある。これら

はすぐに出てくる問題である。水の使用も含めてすぐに食の安全に直結してくる問題であ

るので、踏み込んで議論する必要があると思う。こうした内容について、ガイドラインに

盛り込まれないのは不安材料だと思う。 
（澁澤座長）これについては事務局でも悩んでいるところであり、検討せざるを得ないと

思うがどうか。 
（浜谷農産安全管理課課長補佐）今申し上げたことについては飼料担当の方で今後検討し

ていくことになるが、ガイドラインに盛り込むか否かについて、今年度の検討対象とする

ことについては時期尚早という認識を持っているということである。 
（澁澤座長）飼料用についても低減対策を検討すべきであるという意見については、事務

局としても検討すべきと考えているが、この検討会の中で検討するのは既存の法制度をパ

ッケージとして整理することであり、ガイドラインに対策を盛り込むことについては、盛
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り込むべき対策の内容が十分検討できていない中で時期尚早と判断しているという状況で

ある。この問題については農林水産省としても放置するということではなく検討を続ける

ということで、考え方はかみ合っているということで整理させていただきたい。 
 話は変わるが、米の場合、飼料用として生産されたものが食用に混ざるケースがある。

これについては、ガイドラインの枠組みの中でどの程度まで関与するのか。消費者サイド

からすると由々しき問題であるが。 
（中嶋委員）米のトレーサビリティ制度において、飼料用米の扱いはどのようになってい

るのか。 
（雨宮審議官）食用の米は余剰になっており、自給率の向上を図るため、水田を有効活用

する観点から、飼料米生産を進めているところ。飼料用の専用品種もあるが、すべての地

域では広がっておらず、既存の食用品種で飼料米を作るケースもある。食糧法の改正によ

り、定められた用途以外の用途に使用してはならないことになっているため、飼料米は飼

料米として流通することが必要であり、流通の段階で記録し、検査も入り、トレーサビリ

ティを行っていく仕組みがこの１０月から実施されている。 
 また、製造流通段階での混入対策としては、コンバインやカントリーエレベーターの使

用に際し、食用米を扱う場合と、飼料米を扱う場合とは分けて、掃除をしながら使用する

などの努力を行っているところ。 
（澁澤座長）今の部分は、法令・指針等の文章になっているのか。 
（雨宮審議官）トレーサビリティの部分は法令であるので入っている。 
（澁澤座長）混入防止対策についても文章になっているのであれば、ガイドラインの対象

となるので事務局で確認して欲しい。 
（内山委員）ガイドラインの検討方針については特段の意見はないが、ステップを踏みな

がら進めるということで、本年度は果樹、茶、きのこについて検討を行い、次に飼料作物

の検討を行うという方法もあると思う。 
 また、飼料米の取扱いについては法令の有無に拘わらず、区分管理や異品種混入対策は

必ず必要になってくると思う。 
（澁澤座長）重要な指摘であると思う。この問題については、これを担保するための技術

開発が十分に進んでいるか、また、その技術が利用できる状況にあるかということとセッ

トで考える必要もあるので、事務局の方で確認をお願いしたいと思う。 
（岡田委員）こちらの品目別の取組については、特に意見はないが、冒頭の説明にあった

GAP の取組産地の数が伸びていることについては、流通業者も重視していかなければなら
ないと考えている。流通業者は GAPに関する知見が少ないため、業界を挙げて勉強してい
くことが必要であるが、なかなか自主的にそういった勉強の場を作ることは難しいので、

行政の方から業界団体へアプローチをしていただけると良いと思う。 
 また、ガイドラインは専門的な用語も多く、流通業者には分かりづらく評価も難しい。

表現ぶりを改めよというつもりはなく、生産者が理解できれば良いとは思うが、GAP に取
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り組んだ結果について分かりやすくしてほしい。例えば科学的知見ということもあったの

で、数値やグレードの表示など流通や小売の段階でも認識が素早くできるよう、取組内容

の伝達手段についても検討すると良いと思う。 
（澁澤座長）昨年も議論された分かりやすい言葉やイラスト、動画を使って誰が見ても分

かるように努力して欲しいという要望だと思う。そうした視点は、今年の議論にも活かし

ていきたいと思う。 
（阿南委員）労働安全に関わる重大事故ついて、私は消費者庁の会議にも出ており、トラ

クターの転倒等による年間４００件近くの農作業中の死亡事故への対応策について問題提

起している。個人経営の農家は労働者ではないので、労働安全衛生法上の義務が適用され

ず、安全対策が取られない状況にあるが、こうした問題への対応はどのようになっている

のか。 
（今野農業生産支援課課長補佐）年間４００件の死亡事故があるが、うち機械使用時の事

故が７割、そのうちトラクターによる事故が半分を占め、転落、転倒によるものが多い。 
厚生労働省における労災保険の仕組みについては、労働者を雇用する事業が対象となっ

ているため、自らが事業者である多くの農家はその仕組みから外れてしまうが、特別加入

という制度があり労災保険に入る方法がある。しかしながら、その制度が生産者に良く理

解されておらず、加入率は４、５％に留まっているという実態にあるため、まずは再度周

知をしようということで、厚生労働省とも協力しながら進めているところ。 
 また、トラクターについては安全鑑定というものを進めており、鑑定基準については、

転倒時に生産者がトラクターと地面との間に挟まれることのないよう、鉄のフレームやキ

ャビンを付けることを求めており、今発売されている新車についてはすべてそれらが装備

されている状況。他方で、トラクターは２０年程度使うこともあるため、古い機種につい

てはフレーム等が装備されていない事も多く、これらについては更新するよう求めており、

補助金での支援も行う予定にしているところである。 
 これら取組は GAPの中にも盛り込み、各生産者の労働安全への意識を高めることが、事
故発生の減少につながると考えている。 
（福永委員）長時間労働の件であるが、一日８時間の労働のみでは農業はできないので、

１年間を通じた中で一日の労働時間としては何時間まで許容できるのかということを考え

る必要があると思う。 
また、労災保険の特別加入については、農家の方に話しても邪魔くさいと言われてしま

う。特別加入を知らない人は大勢いると思うが、周知の方法は難しく、単に農協にパンフ

レットを置いておくだけでは普及は進まないので、例えばテレビなどを活用しないと末端

の農家の方まで伝わらないと思う。 
イオンアグリ創造株式会社の農場では、長時間労働の問題についてスーパーマーケット

と同じ労働体系を採用し、一日８時間で進めようと試みたが、仕事の多い時には８時間で

は追いつかず、１２時間から１６時間程度必要になることもある一方で、仕事が少ないと
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きには２時間程度で終わってしまうこともあり、現在はフレックスタイム制を導入してい

る状況。ガイドラインについては現場に則していないことを盛り込んでも続けられないの

で、現実に則したシビアな意見を述べさせていただいたが、是非とも検討をお願いしたい

と思う。 
（澁澤座長）ガイドラインでは既存の法体系をまとめてパッケージにするため、実際の農

作業自体はルール尽くめにはなるものの、今まで見落としていた点の改善につながる面が

ある。 
一方で、ガイドラインが現状に則していないというケースも出てきて、こうしたケース

については弾力的に運用しないといけない部分もあり、場合によってはガイドラインの修

正が必要になることもあると思う。他方で、ガイドラインは各法制度を引用したものであ

るので、修正するには法制度自体を修正する必要があり、各法制度の内容についてはこの

検討会の場で決定できないので、それらを所管する農林水産省の各担当で改正を進めてい

くことになる。こうした２つの視点で議論いただければと思う。各法制度の問題について

は、この検討会の中で議論し議事録に残していくことで、次の段階へつながるものである

ので、積極的に発言願いたい。 
（藤田委員）今の問題については、実際に農業をする中で、弾力的な運用をするようにし

ている。例えば、週４０時間の労働を、農繁期には土曜日も含めて４８時間行う一方で、

農閑期には３６時間にするなど、一年を通じた労働時間で管理するようにしている。これ

については、労働者には採用の段階で話をしており、法的な問題はないと考えている。 
 また、トラクターの話になるが、最近は大型特殊免許が必要な機種があり、免許がない

にも拘わらず所有しているケースがあるなどコンプライアンスの問題が生じている。免許

のない方は、以前から使っているのかもしれないが、作業に関する知識が浅い方も多く、

そうした方が事故を起こしている可能性も高い。 
（澁澤座長）検討会には議論を非公開のワーキンググループを設置しており、かなり踏み

込んだ内容についても議論して調整を行う仕組みを持っているので、今、２人の委員から

頂いたような具体的な農業の実態に踏み込んだ意見については、ワーキンググループで良

く議論したいと思う。 
 ここまで、たくさん意見を頂いたが、品目についての指摘はなかったので、これで進め

ようかと考えているがどうか。 
（原委員）品目について異議はなく、別の点についての質問であるが、資料３の追加を検

討すべき事項の中に、果樹特有の事項として農薬飛散防止対策が記載されているが、お茶

などと比べて果樹は飛散が問題となっているのかどうかについて教えて欲しい。 
（森技術普及課課長補佐）果樹の場合の農薬飛散に関するデータは今用意していないが、

農薬飛散防止に関しては果樹独自の通知があり、その中では、問題意識として、果樹農業

の特徴として、①防除対象が幅･高さのある樹木であること、②受粉や作業平準化の観点か

ら、早生から晩生まで生育特性の異なる品種や他品目の混植を行う場合があること、③労
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働軽減の観点から、防除効果が及ぶ範囲の広いスピードスプレーヤー等を使用することが

あることが挙げられている。 
（澁澤座長）問題はスピードスプレーヤーのことである。 
では、他に異論もないようであるので、今後は果樹、茶、飼料、その他の作物、きのこ

についてガイドラインの検討を行うこととしたい。飼料についてはいろいろな議論があっ

たので、それらにも留意しながら進めていきたい。検討の進め方としては、既存の野菜、

米、麦の内容が応用可能かどうかについての確認と、野菜、米、麦では検討が必要なかっ

た新たな項目について、適用可能なルールとして採用するかどうかについての検討をする

こととしたい。 
 ワーキンググループでの検討を始めるに当たっては、本検討会で出された意見を基に、

ワーキンググループで検討すべき宿題を整理してからにしたいと思うが、整理したものに

ついてはなんらかの形で各委員の了解を取りたいと思う。 
 
（５）議事【その他農業生産工程管理（GAP）の普及に関する課題について】 
（澁澤座長）では次の議題であるその他の GAPの普及に関する課題の議論に移りたいと思
う。まずは、事務局から参考資料３について説明をお願いしたい。 
（森技術普及課課長補佐）参考資料３として、GAP 関連予算について２３年度予算の概算
要求資料をとりまとめた。GAP の普及推進のみならず、GAP の内容に関連する食品安全、
農薬の適正使用、環境保全型農業、地球温暖化対策、農作業安全、トレーサビリティ等の

予算をとりまとめている。 
 このうち、GAP の普及推進については、基本的には２２年事業の内容について、２３年
度も引き続き、着実に支援するよう要求中。産地の収益力向上に結びつく GAPの導入支援
に関しては、先ほど紹介した現在開発中の省力化のためのシステム等を活用する場合も支

援メニューに加える等支援内容を改善。 
 他の予算も基本的には２２年の支援内容を引き続き継続できるよう要求しているものが

大宗であるが、労働安全対策は大幅拡充となっている。 
（澁澤座長）労働安全について政策目標が出ており、農作業死亡事故件数を３年間で１割

以上低減とあるが、目標が低いのではないか。せめて２桁にするなど。 
（今野農業生産支援課課長補佐）目標が低いように見えるかもしれないが、これまでも低

減に向けた取組を進めながらも死亡事故件数は過去３０年間同じ水準で推移してきた経緯

もあり、目標値としては踏み込んだ内容にしていると考えている。 
（澁澤座長）定めたガイドラインをどのように普及させていくかについては、最後の検討

会の中でももう一度時間を取りたいと思うが、普及に関するいくつかの課題について軸足

として持っておきたいということについて、発言頂ければと思う。 
（鶴留委員）2点申し上げたい。1点目は労働安全であるが、項目を挙げてチェックをする
だけでは到底進まない項目もある。法令については当然やらなければならないのであるが、
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理想を掲げた指針などはガイドラインに盛り込むことは重要であるものの、行政の現場で

の指導の中で項目のチェックを行って、できていないので改善してくれと言われても困惑

する。労働安全に関しては、他の業界においては膨大な法体系の整備や予算の整理がなさ

れて、ようやく事故が減っている中で、農業では点検活動だけで成果を上げていくのは厳

しいものがある。そういった面への配慮もお願いしたい。 
 2 点目は、GAP を他の施策を推進するツールとして活用できないかというものである。
GAP に施策を盛り込んだだけで、その施策が簡単に進むということはないとは思うが、必
要な項目が明らかになるので、重要な政策を進めるに当たっては活用いただければと思う。 
（内山委員）資料２で説明のあった GAPは半分程度の産地で導入されているということに
ついては、正しい認識ではないのではないかと思う。GAP を実践しているというのは、単
にチェックリストを配ることではなく、ＰＤＣＡサイクルを回して改善に役立てていると

いうことであるが、果たして日本の半分の産地がこうしたことをやっているだろうか。 
農業者数の 9 割以上を占める家族経営のところへ普及を進めようとすると時間が必要で
あるし、ツールも必要である。そのツールとして、ＪＡ、法人協会、日本 GAP協会、日本
生活協同組合連合会などの推進主体が共通して使える分かりやすいビジュアルなＤＶＤな

どを作成して、研修会や学習会などではそれを活用して生産者に理解してもらうことが重

要ではないか。そして、そのツールを作るのは農林水産省の仕事だと思う。ぜひお願いし

たい。 
（加藤委員）私も同感である。恥をさらすようであるが、GAP は数こそ伸びているものの
生産者が進んでやるというところまでは行っていないと思う。ＩＳＯをやらされているの

と同じような感覚である。資料２に GAP 導入・実践の流れという図があったが、GAP の
普及の中で一番大事なのは産地での合意形成・体制作りであろうと思う。このご時世であ

るのでゆっくり進めるというのは許されない部分もあるが、合意形成の部分をしっかりや

って生産者が自らやるというように持っていかないと GAPは長続きしないと感じている。 
 自己反省であるが、栃木県で麦の GAPを普及させる際には、県庁や全農が押し付け的に
進めてきた部分もあり、その後に普及を行う作物については、合意形成の部分を重視しな

がら取り組んでいるところ。 
（澁澤座長）先ほど GAP 普及のツールという話があったが、GAP を進める中で技術革新
も重要であると思う。農業は農業機械などいろいろな技術を使うが、それら技術には GAP
を進めていくために設計されていないものもあるので、そのための技術を開発して、生産

者はその技術を利用すれば GAPの大半が実現できるというものを推進すべき。また、その
技術は生産者が安く利用できるようにすることが必要である。そのような観点から、個人

的にはこの会議に技術会議事務局からも技術の評価を行う担当官等が出席すべきと考えて

いる。GAP はイデオロギーを提供するものではないので、そういう議論として組み立てな
おす必要もあると思う。 
（福永委員）GAP の普及を進めるに当たっては、どこまでの農業者を対象にするのかを考
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えないといけない。細々と農業をやっているところに、GAP をやれといっても、導入コス
トが販売利益を上回るような場合には導入はできない。ただ、零細なところは GAPをしな
くても良いのかというとそうでもないので、例えば地域の農協などが技術やコストの面で

カバーしていくことも考えないといけない。 
 話は変わるが、生産者が補助事業を受ける際に 3 戸要件があるために支援が受けられな
いことがあるが、考え方を教えてほしい。現実には、１戸で 50haやっているところもあれ
ば、3戸で小規模にやっているところもあるのではないか。 
（森技術普及課課長補佐）3戸要件については、基本的な考え方としては、国の支援は公的
資金で行うものであり、公益性が求められることから、個人農家を対象とした支援は、個

人の経営・資産形成の支援となる点も考慮する必要があるということだと考えている。 
（澁澤座長）補足すれば、霞が関の委員会等で検討される場合には 3 戸という数字は暫定
的なもので、重視しているのは投資効果であり、全国を押し並べて見てみると 3 戸程度に
なろうということで柔軟に決めている。農政局や県の運用の段階ではそのようなコンセプ

トが消えて、3戸ということのみが強調されているのではないか。 
（雨宮審議官）ハード事業においては個人の資産形成につながるので共同施設として投資

することが税金の使い方として適当ではないかという議論がある。ソフト事業については

限られた予算の中で、国が行う事業としては効率性や普及性を考慮し、できるだけ多くの

地域に使っていただきたいという面から基準が決められている。いずれにせよ事業の目的

に沿って、特に意欲的な取組に上手く活用していただけるよう柔軟な対応に心がけている

ところ。何かあれば相談していただければと思う。 
（福永委員）農業はイニシャルコストが掛り、支援がないと新たな担い手が育ちにくい面

があるのでよろしくお願いしたい。 
（加藤委員）先ほど、どこまでの農業者を対象に GAPの普及を進めるかという話があった
が、新しい栽培技術を普及する場合であれば、やる気のある生産者にやってもらえば良い

が、GAP の場合は産地に一人でも取り組めない生産者がいると問題が生じる恐れがあるの
で、全員が取り組まないといけない。その際には、やる気のある人もない人も、若い人も

年配の人も対象としなければならないところに普及の難しさがあり、悩んでいるところで

ある。 
また、現在は産地の生産者一人一人が自己点検をやっているが、産地としてしっかりと

確認作業を行えば、個々の生産者が点検を行わなくても良いのではないかとも思っている。 
（阿南委員）参考資料３の４ページにある食品の安全性向上措置の検証のところにもある

ように、食品事故の未然防止ということが一番重要であると考えているが、その部分の取

組が消費者にはなかなか伝わってこない。現状では、原産地表示をすれば安全であるかの

ような議論にもなってしまっているが、こうした未然防止の取組が消費者に伝われば、消

費者の理解も進むのではないかと思うので、消費者への分かりやすい普及・啓発にも工夫

をしながら取り組んでほしい。 
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（武田委員）普及に関する課題ということで、これまでも話してきている内容ではあるが、

実現するまで繰り返しお願いしていきたいと考えているので敢えて述べさせていただくが、

GAPの普及については何らかのインセンティブ、動機付けが必要だと考えている。GAPの
普及が進んでいると言われている欧州では、行政が作った GAPについては直接支払いや環
境支払いとの結びつきがあって普及が進んでおり、GLOBALGAPについては、農産物の販
売と結びついて普及が進んでいるのが現状である。JGAPは GLOBALGAPと同じように農
産物の販売促進をインセンティブにしている。GAP の普及にはインセンティブが必要であ
り、今日現在そのような措置が取れないことも重々承知しているが、戸別所得制度も始ま

っているので、それとの関係もこの先 1年、2年かけて議論いただければ、日本全体の GAP
の普及が上手くいくきっかけになるのではないかと思う。GAP の普及は消費者全体、国民
全体に利益をもたらすものである。 
（吉元委員代理）GAP の取組は生産者へは普及が進んできていると認識しており、生産者
も自己点検等一生懸命取り組んでいるところであるので、生産現場へのGAPの普及に加え、
消費者や流通業者等にもこうした生産者の取組努力を伝えていただければと思う。また、

そのことが生産者のモチベーションの向上にもつながり、PDCA サイクルも回り、良い循
環になるのでお願いしたい。 
（中嶋委員）食料・農業・農村基本計画の大きなテーマでもある 6 次産業化の話が今日は
なかったが、6次産業化を進めるに当たっては農家が食品事故を起こすリスクが大きく、リ
スクにさらされる状況になると思うので、その対処方法の一つとして GAPが有効であると
思う。また、GAP を使ったことをアピールしやすい取組でもあると思うので、普及の観点
も含めて 6次産業化との関係を整理していただければと思う。 
（澁澤座長）普及の課題については、言い足りないところもあると思うが、時間が来てい

るのでここで打ち切りたいと思う。このテーマについては今後も議論していくので、今日

の議論を次回へつなげていければと思う。 
 
（６）今後のスケジュールについて 
 それでは、今後のスケジュールについて、事務局より説明をお願いしたい。 
（佐藤技術普及課長）資料４をご覧下さい。今後のスケジュールについては、本日第 5 回
検討会を行ったところであり、今回の議論で出てきた宿題を検討するワーキンググループ

は 11 月 16 日に行う予定にしております。こちらは非公開で行わせていただきます。その
後、予定ではパブリックコメントを年内に実施し、その中で頂いた意見を踏まえて、年明

け 2月頃に第 6回検討会を開催したいと考えております。 
（澁澤座長）今後の作業としては、頂いた意見からワーキンググループでの宿題を整理し

て、各委員の了解をいただいた上で、ワーキンググループでの議論に移らせていただきた

い。その後の手続きとしては、ガイドラインの案ができた段階で、なんらかの方法で各委

員には確認いただいた上でパブリックコメントを行いたいと思うのでご了承いただきたい。 
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（７）閉会 
（佐藤技術普及課長）本日は活発に御議論頂きありがとうございました。今後の検討会の

進め方については、座長からお話いただいた内容で進めさせていただきたいと思います。

また、本日の議事につきましては、皆様にもご確認いただいた上で公表させていただきま

す。 
（以上） 
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