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第１回 ＧＡＰ手法導入・推進会議 

 

日時：平成１９年６月１５日（金） 

                          会場：農林水産省第２特別会議室 

                          時間：１０：００～１２：００ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

      １．開  会 

      ２．挨  拶 

      ３．委員紹介 

      ４．議長選任 

      ５．議  事 

      （１）ＧＡＰ手法に係る国の取組方針について 

      （２）意見交換 

      （３）ＧＡＰ手法導入・推進会議の具体的な進め方について（案） 

      （４）その他 

      ６．閉  会 
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○生産局総務課長 皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、只今から第１回

のＧＡＰ手法導入・推進会議を開催させていただきます。 

 私、事務局をしております農林水産省生産局総務課長の藤本でございます。議長を決めま

すまでのしばらくの間、司会進行をさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙のところ本推進会議に御出席いただきまして、大変

ありがとうございます。 

 まず、推進会議の開催に当たりまして、山本農林水産副大臣から御挨拶をいただきます。 

○山本農林水産副大臣 第１回目のＧＡＰ手法導入・推進会議の開催に当たり、一言御挨拶

を申し上げます。 

 ちょうど先週の土日、私の地元で食育推進全国大会がございまして、そこで私もパネリス

トとして発言したり、皆さんの意見をお伺いしたのですが、やはり想像以上に食の安全、ま

た安心というものに対するニーズというか、声が多かったことを肌で感じたところでござい

ます。 

 特に、食生活の安定ということで、安い食材を買い求める傾向が強い中で、最近の新聞な

どでは中国でのいろいろな生産現場における、かつて日本が経験したことがあるようなトラ

ブルが出てきたということに対して、やはり安ければいいというものではないなという思い

も伝わってきているようでございます。 

 また、一方、私自身、農林水産省の国産農林水産物・食品輸出促進本部長をさせていただ

いている中で、やはり最近ヨーロッパにおきましても、今まで日本が輸出したことがないよ

うな捨てていた物、魚の頭を捨てていたのですが、そこから今度ＤＨＡというのですか、い

ろいろな魚油が高く売れるということで引き合いが来ており、日本の昔からやっているよう

な鰹節工場から出ているようなものが非常に良いとのことです。 

 しかし、輸出するためにはＨＡＣＣＰ（ハシップ）の証明書を示せとか、また何からの証

明書を示せとか、やたらと今や品質管理を証明する上では公的機関の証明書が必要であると

言われる。それがあるかないかによっては、極端なことを言うと現実的に現物がどういうも

のであれ、それ以前の問題としていわゆる履歴書と言われるような証明書が商売につながる

という主流になっているのが現実的な問題でございます。 

 国内においても、国民のニーズが食の安全、特に無農薬であれ、日本の農産物に対してト

レーサビリティとか、そういった統一的なものが欲しいというニーズがありますし、また、

海外に輸出するに当たっては当然外国におけるＨＡＣＣＰ（ハシップ）とか、そういった新
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たな概念が必要になってくるところでございます。 

 これまた私の経験を申し上げて恐縮なのですが、かつて自分の仕事でＩＳＯを取得したこ

とがあるのですが、随分前です。ヨーロッパ最大の認証機関の第１号の認定を取得したこと

がございます。しかし、ＩＳＯ、ＩＳＯと、やたらと土建屋さんも含めて取得してきた結果、

最近ではもう公共事業も少なくなったせいか、土建屋さんを辞めていく人が多くて、また形

骸化しているところが多くて、結果的に儲かったのはその認証機関だけという、そういう現

実もあるところでもございますし、あれはあれで事業計画として利益をいっぱいとれる仕組

みですから、多少はあってもいいということがあったのでしょうけれども。 

 農林水産物に関しては利幅が薄い商品でございますから、そこで認証機関のＨＡＣＣＰ（ハ

シップ）の導入を図って定着させて、要するに証明書が欲しいがための手法ではなしに、実

際問題としてこういう書類づくりに一番縁遠い人たちにやって頂くわけでありますから、そ

こも含めて、またしょっちゅう人が変わりますので、人が替わったらまた再教育して当たり

前の記帳をするぞというか、それが必要になるわけであります。 

 私が申し上げたいのは、農水省の事務方が一番難しいと言われるヨーロッパの認証資格も、

しっかりまた安く取得する仕組みを作りました。それを一斉に普及させる意味では、うまく

民間の立場に立って、そしてもう一つ大事なことは、いわゆるＧＡＰというのは特別なもの

でなしに、それぞれの人がそれぞれの仕組みに合わせて必要なものをしっかりと定着させる

という、形骸化しない仕組み、そしてまたそれを検証する仕組みをしっかりと描くためには

どうしたらいいか。 

 役所というのは、どうしても堅くなってしまいますので、そこをひとつ皆様方の意見を、

忌憚のない意見を率直に言っていただいて、農林水産省は今後なお一層新しい赤城大臣のも

とで、明るく、何でも言えて、そして後から絶対指摘されないようなガラス張りの運営を心

がけようではないかということを申し上げているところでもございまして、どうかひとつそ

の意味でも、これから日本の農林水産業がさらに世界に先駆けて、さすが日本の農林水産物

は高品質、またそれを証明する仕組みもがしっかり根づくという、そういう指導方法を皆様

方でしっかりと構築していただきますことをお願いするところでございます。 

 どうか、皆様方のお一人お一人がそれぞれの経歴と見識について、我々として十二分に御

尊敬申し上げてお願いしているところでございますので、しっかりと御期待申し上げており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○生産局総務課長 どうもありがとうございました。 
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 それでは、本推進会議の委員の皆様について、事務局から御紹介を申し上げます。委員名

簿に添って御紹介申し上げます。 

 農政ジャーナリストの石井委員でございます。 

○石井委員 石井でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本施設園芸協会専務理事の石内委員でございます。 

○石内委員 石内でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 明治大学大学院教授の上原委員でございます。 

○上原委員 よろしくお願いいたします。 

○生産局総務課長 日本チェーンストア協会常務理事の小笠原委員でございますけれども、

本日、御欠席でございますので、山本様に代理出席をいただいております。 

○小笠原委員（代理） よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長の加藤委員でございます。 

○加藤委員 加藤でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○生産局総務課長 全国農業協同組合連合会営農総合対策部長の小池委員でございます。 

○小池委員 小池でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本園芸農業協同組合連合会業務部長の小島委員でございます。 

○小島委員 小島です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 全国青果卸売市場協会専務理事の篠埜委員でございます。 

○篠埜委員 篠埜です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 埼玉県川越農林振興センター技術普及部長の鈴木栄一委員でございます。 

○鈴木（栄）委員 鈴木でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 栃木県農政部生産振興課長の鈴木崇之委員でございます。 

○鈴木（崇）委員 鈴木でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本生活協同組合連合会産直担当の壽原委員でございます。 

○壽原委員 壽原です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 全国農業改良普及支援協会普及参事の副島委員でございます。 

○副島委員 副島でございます。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本ＧＡＰ協会理事・事務局長の武田委員でございます。 

○武田委員 武田です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本フードサービス協会理事・事務局長の中井委員でございます。 
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○中井委員 よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 鹿児島県農政部食の安全推進課課長の中村委員でございますけれども、

本日御欠席のため、鮫島様に代理出席をいただいております。 

○中村委員（代理） よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本スーパーマーケット協会事務局長の並木委員でございますけれども、

本日御欠席でございますので、江口様に代理出席をいただいております。 

○並木委員（代理） よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本農業法人協会専務理事の野村委員でございます。 

○野村委員 よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 全国中央市場青果卸売協会専務理事の速見委員でございます。 

○速見委員 よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 全国農業協同組合中央会食の安全・安心対策室長の前田委員でございま

す。 

○前田委員 前田です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 日本フローラルマーケティング協会専務理事の松島委員でございます。 

○松島委員 松島です。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 農林水産省生産局審議官の吉田委員でございます。 

○吉田委員 よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 主婦連合会参与の和田委員でございます。 

○和田委員 よろしくお願いいたします。 

○生産局総務課長 なお、もう１人、農林水産省の消費・安全局審議官の小林委員がおりま

すけれども、本日所用のため欠席をしております。 

 ここで、山本副大臣におかれましては、国会等の業務がございますので、退席をさせてい

ただきます。 

（山本副大臣退室） 

○生産局総務課長 まず、議長選任に入ります前に、本日の配布資料の確認をさせていただ

きます。 

○事務局 では、事務局から資料を配布させていただきます。 

 お手元に配席図がございますけれども、議事次第、配布資料一覧、資料１が１枚紙で開催

要領（案）でございます。資料２、ＧＡＰ手法の推進について、横紙の資料であります。資
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料３、21 世紀新農政 2007（抜粋）、１枚紙でございます。資料４、21 世紀新農政 2007 のポ

イントでございます。資料５－１栃木県におけるＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進につい

て、資料５－２、ＪＡグループの生産履歴記帳運動への取組みについて、資料５－３、生協

の今を伝えるクローズアップＣＯ・ＯＰ、資料５－４、日本ＧＡＰ協会説明資料、１枚紙で

ございます。資料６、ＧＡＰ手法導入・推進会議の具体的な進め方について（案）、１枚紙

でございます。その下に、パンフレット「農作業の工程管理（ＧＡＰ）のすすめ」と基礎Ｇ

ＡＰがついてございます。過不足等ありましたら、事務局までお申しつけください。 

○生産局総務課長 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、まず、この推進会議の開催に当たりまして、運営方法につきましてあらかじめ

委員の皆様にお諮りをしたいと思います。 

 資料１でございますが、このＧＡＰ手法導入・推進会議の開催要領（案）につきましては、

委員の方々にはあらかじめ送付をさせていただいているところでございます。まず、何か御

意見等ございますでしょうか。もしなければこのように進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、引き続きまして、議長の選任をさせていただきたいと思いますけれども、事務

局からは生産政策や流通にも造詣が深いということで、上原先生に議長をお願いしてはどう

かと思いますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○生産局総務課長 どうもありがとうございます。 

 それでは、上原先生に議長をお願いいたしまして、これ以降は議長にお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 それでは、上原委員、お願いいたします。 

（上原委員、議長席に移動） 

○上原議長 どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは、これから議事に入っていきた

いと思います。 

 今回は、議事次第にありますとおり、（１）、（２）、（３）、（４）について議論をし

ていきます。基本的には、ＧＡＰとは何か、その現状を把握しつつ、導入・推進会議の具体

的な進め方について、皆様の意見を集約したいと思っております。 

 それでは、最初にＧＡＰ手法に係る国の取組方針ですが、事務局の方から御報告をお願い

したいと思います。 

 暑ければ上着を脱いで、どうぞ。 
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○事務局 事務局の龍澤でございます。資料２から４、また参考資料を用いまして御説明い

たします。 

 資料２を見ていただきたいと思います。ＧＡＰ手法の推進についてです。１枚めくってい

ただきまして、本日第１回目の会議ということでございますので、今、議長から申し上げま

したとおり、ＧＡＰ手法とは何か、こういったところから御説明したいと思います。 

 ＧＡＰ手法につきましては、Good Agricultural Practice、農業生産者自からが食品の安

全の確保、品質の改善、環境保全等様々な目的を達成するために、農作業の点検項目を決定

し、点検項目に従い農作業を行い、記録し、記録を点検・評価し、改善点を見出し、次回の

作付に活用するという、一連の農業生産現場における工程管理手法でございます。 

 説明をわかりやすくするために、お手元にパンフレットを配ってあるかと思いますので、

そちらを見ていただければと思います。「さあ、始めましょう！農作業の工程管理（ＧＡＰ）

のすすめ」というパンフレットがお手元にあるかと思います。 

 １枚めくっていただきますと、右手の方に、今申しました４つのサイクルが書いてありま

す。これをＰＤＣＡサイクルと呼んでおりますけれども、１つ目は計画、農作業の計画を立

て、チェックリスト（点検項目）を定める。２つ目に、チェックリストを確認し農作業を行

い、記録します。３つ目が、記録を点検し、改善できる部分を見つけていく、点検・評価、

これが３つ目です。４つ目が、見直し・改善、改善すべき点を見直し、次期作につなげてい

く、このＰＤＣＡサイクルを回していく、これが工程管理手法と考えております。 

 この手法は、パンフレットの下に書いてありますけれども、肥料や農薬の使用を生産履歴

記帳などに記録していれば、それをベース取り組むことができると考えております。これが

農業生産現場における工程管理手法、ＧＡＰ手法の基本的な考え方だと思っております。 

 最初のパワーポイントの資料に戻っていただきますけれども、まさにこのＧＡＰ手法につ

きましては、御存知のＨＡＣＣＰ、こちらは食品加工工場現場の、いわゆる閉鎖系ですけれ

ども、これも衛生管理を目的とした工程管理手法であります。これにつきましても、ハザー

ドを分析して重要管理点を決めて、管理基準を設けてモニタリングをします。工程管理とい

う点では同じ手法であると考えております。 

 パワーポイントの１枚目の下の右手に書いてございますけれども、このＧＡＰ手法につき

ましては、当然ながらでございますけれども、作物や地域によっても取り組み内容は異なっ

てまいりますし、農業者や産地が目指す方向、例えば環境保全、輸出、品質向上などそれぞ

れの目的に応じて取組の内容が異なるものであると思っています。 
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 続きまして、２ページ目に移ります。ＧＡＰ手法は何を目指すものなのかというところで

あります。 

 恐縮でありますが、もう一度パンフレットを見ていただきたいのですけれども、中を開い

ていただきまして、先ほどのＰＤＣＡサイクルの左手に、「農産物の安全性を確認する方法

は、【結果管理】と【工程管理】の２つのやり方があるけれど…」と書いてあります。従来、

収穫物を収穫後に検査する、いわゆる結果管理の場合、全ての農作物を検査するというのは

非常に難しい。検査代だけでもかなりのお金がかかるということでありますけれども、この

ＧＡＰ手法、工程管理を用いることによりまして、点検項目をしっかり取り組んでいただく

ことで、安全な農作物が生産できる。また、記録を残せば、消費者や食品事業者への説明、

問題が起こったときの原因究明にも役立つと思います。 

 この工程管理については、記録するということでありますので、それほどお金はかからな

いということでありまして、このようなＧＡＰ手法にはメリットがあると考えております。 

 また、パワーポイントの資料の２ページの箱囲いに書いてありますように、例えば世界に

おきましても、ヨーロッパが中心ですけれどもＥＵＲＥＰＧＡＰが非常に普及してきており

ます。こうした中、国内におきましても、国産の農作物を選択してもらうためには農業者・

産地においてＧＡＰ手法を普及していく必要があると考えております。 

 このパワーポイントの下に書いてありますけれども、要はＧＡＰ手法は何を目指すのか、

一言で言えば工程管理をすることによって、消費者や食品事業者等の信頼確保を目指すとい

うことで思っております。 

 ここでパワーポイントの６ページに飛びますけれども、（参考）に、有機農業、環境保全

型農業とＧＡＰ手法の関係が書いてございます。ＧＡＰ手法について御説明する際に、有機

農業、環境保全型農業とＧＡＰ手法はどういう関係にあるのかといった質問を受けることが

あります。つまり、ＧＡＰ手法に取り組めば、有機農業、環境保全型農業はしなくても良い

のではないかといった話を受けることがあるのですが、上に書いてありますように、例えば

有機農業であれば土づくりを基本として、化学肥料、化学合成農薬を使わない、このような

農法の総称であります。一方、環境保全型農業は、環境負荷の低減に配慮した農業技術によ

り行われる農業の総称でありますけれども、ＧＡＰ（工程管理）手法というのは、農業生産

を工程管理する、マネジメントする手法の１つであります。 

 例えば、下に書いてありますが、環境保全型農業を工程管理手法を用いて取り組む場合、

例えば、作業工程に土づくりという工程がありますが、単に土づくりに取り組むのみならず、
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工程管理の点検項目に、例えば「70 度以上で発酵させ、臭いがなくなった、完熟した堆肥を

使っているか」といった項目を入れる。翌年は、本当にそれがきちんとできたかを確認して、

必要に応じて点検項目を見直し、改善していく。このように、環境保全型農業という目的を

ＧＡＰ手法を用いることによって効果的に達成することができると考えております。 

 また、ここには書いてございませんけれども、有機農業を工程管理手法を用いて取り組む

場合にも、例えば、防除の際に、有機農業ということで化学合成農薬を使わないかわりに天

敵を活用するといった際に、例えば病害虫が発生したとします。実際にはなかなか天敵がう

まく活用できなかったということになりますと、次の年に、例えば天敵を使用する際の温度

管理ですとか、そのような点検項目を追加する。つまり、点検項目を追加するなり、見直し

することにより、先ほど申しましたＰＤＣＡサイクルを回して、目的を効果的に達成するこ

とができる。これが工程管理手法であると考えております。 

 したがいまして、６ページの一番右下に書いてありますが、ＧＡＰ手法を普及させれば、

有機農業や環境保全型農業がいらないという関係ではございません。それぞれの目的を達成

するために、この工程管理手法を用いて、効果的に目標を達成できるものであると思ってお

ります。 

 ３ページにまいります。この工程管理手法ですけれども、国際的にもこの考え方が主流に

なっているということを御紹介いたします。 

 下にイメージで書いてありますけれども、従来までの管理と申しますのは、基準値による

管理ということで、基準値を超えた場合には市場流通から除外すべき部分が増加いたします。

黒塗りになっている部分は市場流通できない部分ですが、市場を守るためには一定のモニタ

リングをいたしますが、全てをモニタリングできるわけではございません。 

 工程管理を導入することで、これはカドミウムを例にしておりますが、具体的な吸収抑制

技術として、水田の湛水管理、低吸収品種の導入、ｐＨ値調整効果のある石灰質肥料の施用

などの技術がありますが、このような技術を導入して工程を管理するわけです。このことに

より、リスク全体を下げることができる。グラフ全体が左にシフトするということで、工程

をコントロールしやすくして、農産物全体のリスクを大幅に削減できる。このような考え方

が国際的に、例えばコーデックス委員会でも主流になっており、実施規格などが定められて

いる状況でございます。 

 ４ページに移ります。国際的な動きはどうなっているかということでございますけれども、

ここではヨーロッパのＥＵＲＥＰＧＡＰを中心に御紹介いたします。ＥＵＲＥＰＧＡＰにつ

 10



 

きましては、欧州小売業組合が中心となり作成、運営されているものであります。このＥＵ

ＲＥＰＧＡＰの中身につきましは、各種法令事項であります食品安全、環境、作業の安全の

遵守など、すべての作業における留意点を重要管理点として作成・公表しております。例え

ば、青果物ですとか観葉植物、コーヒー、紅茶、畜産、また養殖に至るまで幅広く作成され

ているということです。 

 ＥＵＲＥＰＧＡＰにつきましては、認証を求めるか否かは食品事業者個々の判断というこ

とです。例えば、ＥＵの大手量販店のテスコですけれども、英国では認証を要求しています

けれども、チェコでは認証推奨している状況でございます。ヨーロッパ以外の国では中国で

もＥＵＲＥＰＧＡＰを基に作成した「チャイナＧＡＰ」が実践されております。 

 左の小括弧にありますＥＵＲＥＰＧＡＰの認証件数ですけれども、18 年 12 月現在であり

ますが、５万 9,000 件ということでありまして、ここで見ていただきたいのは、ＥＵ域内の

みならず、ＥＵの域外でも相当の数が認証されているというところを注目いただければと思

います。 

 また、右手の箱囲みの下にありますとおり、同等性が確認された民間ＧＡＰということで

ありますが、ＥＵＲＥＰＧＡＰの事務局が同等性を確認しております。現在、民間ＧＡＰは

13 カ国、日本も入っているところであります。 

 最後、５ページでございます。ＧＡＰの手法については、非常に有効なツールであると認

識しております。ただ、残念ながら、国内におきましては、ＧＡＰ手法に取り組んでいる産

地、農業者の数は、現時点では非常に少ない状況にあると認識しております。生産現場にお

きましては、工程管理手法の考え方がほとんど知られていないという状況にあると思います。 

 したがいまして、国の取組方針としましては、基礎的な事項について一定の作物ごとに全

国的に汎用性の高いＧＡＰ手法のモデル、これを「基礎ＧＡＰ」と呼んでおりますけれども、

このようなものを活用しながら、全ての販売農家、産地の関係者を対象に、このＧＡＰ手法

自体の普及を図っていくと。つまり、ＧＡＰ手法の考え方そのものをまず広く普及していき

たいと考えております。 

 ちなみに、参考資料で「基礎ＧＡＰ」を皆様のお手元に配っております。基礎ＧＡＰにつ

きましては、野菜、果樹、米、麦、大豆、花をそろえております。お手元にある「基礎ＧＡ

Ｐ」を御覧いただければと思いますけれども、先ほど申しましたＰＤＣＡサイクルを回すと

いうところでございますけれども、それぞれチェックシートになっております。 

 「基礎ＧＡＰ」は農家の方がご覧になりますと簡単だと思われるかもしれませんが、赤字
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で必ず実践する項目、これは法令遵守事項ですとか農業環境規範が該当いたします。それ以

外に土壌の汚染防止、病原性汚染防止については重要項目となっておりますけれども、それ

ぞれ工程ごとにチェック項目がありますが、「チェックしたい項目を自由に書いてみましょ

う」というところがあるかと思います。まさにここに工程管理を取り組んでいる中で、農業

者の方が点検項目を追加していただき、改善をしていく部分であります。ここがＧＡＰ手法

の重要な部分と考えております。このような基礎ＧＡＰを活用しながら、普及を図っていき

たいと考えております。 

 19 年度の施策としましては、５ページの下でありますけれども、情報交換、普及・啓発、

実証支援に関連して、様々な施策を講じてまいりたいと考えております。例えば農林水産省

のホームページ、これは７月にリニューアルする予定でありますが、ＧＡＰの専用コーナー

を設け、産地の取組等も紹介してまいりたいと考えております。今お手元に配っているパン

フレットにつきましては 100 万部用意しております。これを産地や農業者に説明してまいり

たい。また先ほどの基礎ＧＡＰを普及してまいりたい。 

 実践支援ということでは、７月を目途に「ＧＡＰ手法・導入の基本マニュアル（仮称）」

も公表していきますし、当然ながら普及指導員といった方、現場で指導していただく方への

研修、また食の安全・安心確保交付金を活用した実証産地の支援など、様々な施策を講じて

まいりたいと考えております。以上が資料２の説明でございます。 

 資料３でございますけれども、１枚紙で、21 世紀新農政 2007（抜粋）であります。これは、

去る４月４日に食料・農業・農村政策推進本部で決定したものであります。この中の文章の

「また」以下に書いてございますけれども、今申しました国の取組方針が記載されておりま

す。農業生産や食品加工の現場段階で新たにＧＡＰ等の工程管理書を積極的に導入し、生産

から食卓までの食品安全を推進します。また、「平成 23 年度までおおむねすべての主要な産

地（2,000 産地）」とありますが、数値目標も掲げさせていただいております。 

 資料４でございますが、この 2007 のポイントでございますが、１枚めくっていただきまし

て、このＧＡＰ手法につきましては、2007 の５つの柱の中の３つ目の柱、「国民の視点に立

った食料政策の展開」に位置づけられております。 

 また、次のページの左手に、少し見にくくて恐縮でありますけれども、これは食品安全委

員会が消費者に対するアンケートを行った結果でございます。「食品の安全に関する国民の

高い関心」ということでアンケートを行った結果、消費者は食品の生産から消費までの段階

で、生産段階、製造・加工段階で不安を感じている。特に生産段階では８割の方が不安を感
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じているといった結果が出ているわけでございます。このようなことですので、今申しまし

た 2007 に書いてありますとおり、生産・加工現場において工程管理手法を積極的に導入して

まいりたいと考えております。 

 最後に、次のページでありますけれども、「食品の安全と消費者の信頼の確保に向けた取

組の充実」というところで、「フードチェーン全体にわたる食品安全確保のための取組の強

化」と書いてございますが、生産段階、食品加工段階、消費段階、それぞれの段階で取組を

行ってまいります。特に本推進会議については、農産物の「ＧＡＰの導入」のところに書い

ております全国推進会議の設置と記載してございますけれども、この中で取り組んでまいり

たい。また、水産物につきましても、適正養殖規範といったことで取り組んでいく、このよ

うなフードチェーン全体の流れの中で取り組んでいくといったことを補足したいと思います。 

 以上、国の取組方針についてご説明いたしました。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 只今は（１）の議題に関して、国の取組方針の概要について御説明がありましたけれども、

御質問、御意見等ありましたら、挙手をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 本格的な意見交換に入る前に、この段階で御質問等がありましたらお願いしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここから意見交換に入るわけですが、意見交換をスムーズにするために、実際、

県とかいろいろな団体でＧＡＰについて取り組んでおられる方々がおりますので、ここに参

加している委員の中から、御報告を受けたいと思います。その上で意見交換に入りたいと思

いますが、いかがでしょうか。そういう形でよろしいでしょうか。よろしいですね。それで

はそのようにさせていただきたいと思います。 

 鈴木崇之委員、前田委員、壽原委員、このお三方につきましては、ＧＡＰの取組、現状に

ついて御報告をお願いします。それから、武田委員には認証につきまして別途御報告をお願

いしたいと思います。今の順番で御報告をお願いしたいのですが、時間の関係もありますの

で、なるべく 10 分以内で御説明をお願いいたします。 

 それでは、鈴木崇之委員からよろしくお願いいたします。 

○鈴木（崇）委員 栃木県でございます。資料５－１でございます。これもパワーポイント

で作成されておりますが、私どもでＧＡＰの推進のための研修会等で使われているものの一

部を抜粋したものでございます。 

 資料５－１でございますが、下の方、２ページと打ってあると思いますが、平成 16 年３月
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に、とちぎ食品安全確保指針が策定されまして、その中で、生産段階においてはＧＡＰ推進

等を図られていると明記しておりまして、これに基づきまして、現在進めているところであ

ります。 

 次のページでございますが、この指針を受けまして、それでは私どもの方の農政部ではど

のようにやっていくかというと、段階に分けて進めようということでありまして、３ページ

でございますが、ＧＡＰに取り組む、生産組織を育成するということと、対象となる作物を

決めるという３段階に分けて進めているところであります。 

 ただ、第１段階のところで今進めてございますが、「生食用となる青果物を対象として優

先的に」というよりも、生食用となる青果物を重点的にこれから進めなければならないとい

うのが私どもの考えでございます。次に、第２段階で「主要な穀類への適用拡大」とござい

ますが、主要な麦類につきましては、ビール酒造組合、あるいは製粉業界からの要望がござ

いますので、これも早急に対応していくということを今進めようとしております。 

 基本的には、長期目標として 30 掲げていますが、とてもこんな数字では我が県はもたない

だろうと、実は今のところ思っております。これは策定する段階でそうなったのですけれど

も……。 

 それから、４ページでございますが、栃木県ＧＡＰの導入指針ということで、策定いたし

ました。これは国の方向と考え方は全く同じでございまして、私どものところでは、ＧＡＰ

導入のねらいのところで、本県農産物の安全はもとより品質をさらに向上させるということ

を、基本的考えとしてやっていこうということで今進めておりまして、安全はもちろん品質

を、この品質の向上がなかなか今までうまくいってなかったというのが現状でありまして、

この部分に重点を置くこととしております。 

 さらに、次の２つのポイントは、役に立つか役に立たないかというところでは議論があり

ますが、これからの課題ということになるかと思います。 

 それから、５ページでございます。平成 17、18 年度までの推進内容についてでありますが、

会議を設置するとともに、外部専門員をお願いし、ＧＡＰ導入・推進のための指針、あるい

はＧＡＰの実践マニュアル、あるいはＧＡＰの実践活動の方策等に関しましてご意見をいた

だいているところであります。 

 実践マニュアルにつきましては、幾つかの品目で既に作成しましたが、このマニュアルだ

けではうまくいかないというように今のところ考えておりまして、さらにもう少し簡易な具

体的なマニュアルをつくって、先ほどの計画以上に進めようということを今のところ考えて
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おります。 

 ６ページ、下の方でございますけれども、先ほど農林水産省からも御説明がございました

が、ＧＡＰの啓発といいますかＰＲ、農家に対する、あるいは消費者に、あるいは市場に対

する啓発というものが非常に重要だということを実は痛感しております。16 年あるいは 17

年のころはこのＧＡＰについての認識が非常に低く、いろいろなところでＧＡＰとは何かと

いうことがあったわけですが、まだ生産者のところは認識が低いですけれども、研修会でＰ

Ｒということをさらに進めていくことが必要だろうと実感しています。 

 次のページでございます。ＧＡＰの推進を図るということで幾つかの資料をつくったとい

うことでございまして、先ほど申し上げましたＧＡＰ実践マニュアルについては、トマト、

イチゴ、ホウレンソウ、ナシで作成したところであります。 

 それから、それ以外にモデル地区といたしまして、平成 17 年度からモデル産地でこの取組

を進めてございます。平成 17 年度からは新規に足利市農協のトマト部会を中心にして進めて

おりますし、開拓農協では、高冷地のホウレンソウを主体として取り組んでおります。 

トマトやホウレンソウでは選果施設がございますので、比較的取り組みやすいという経緯が

あろうかと思います。18 年度からは宇都宮市の農協のイチゴ、それからこれは輸出をねらう

塩野谷農協のナシ、これはニッコリという品種ですが、七、八％ぐらいを輸出しているとこ

ろなのですが、今進めているということであります。 

 特に、農林水産省の「強い農業づくり交付金」の中で、このＧＡＰのポイントが加算され

るようになってございまして、足利市農協のトマト部会は、選果施設を強い農業づくり交付

金で設置した折に渋々取り組んだということでありますが、逆に今はその渋々取り組んだこ

とがものすごく評価されているというような状況になってございます。 

 それから、次のページでございますが、それぞれのモデル地域でございますけれども、こ

れはどこでも同じでございます。足利市が 10 ページの下に出ております。こんなことをやっ

ているということであります。 

 最初の進め方に非常に重要なポイントがあるのかなと思います。つまり、農家にＧＡＰを

どのように説明するか。これをわかっていただいてそれを実践して、その中身をつくるとい

うようなことが重要であり、このモデル農家６名の人を選定して中核メンバーとして育成し

たことが、次の年度とか今年度に向けた取り組みに非常によかったと思います。 

 やはり、農家は農家自信に役立つ、あるいは生産して出荷することに役立つということに

なれば、これは取り組みます。大変だからとか面倒くさいとか、人の安全は気にしないとか、
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そういうことは絶対ありません。絶対これを売っていくのだと、これからやっていくのだと

いうようなことを農家が理解すれば、例え面倒なことであっても取り組むということを、こ

のＪＡ足利のトマト部会のＧＡＰ推進にあたって私が一番感動したところであります。 

 これは、当然やるべきことでありますし、こういう取組がこれからの栽培の重要な過程で

あるというように理解しております。 

 12 ページでありますが、同様にＪＡ足利のトマト部会のところの 18 年度の取組です。 

 12 ページの下のところ、私はこの産地を指導する強力なリーダーの存在が重要であると考

えております。また、消費者や実需者が、このＧＡＰの導入を非常に必要だということを強

く主張することが重要です。先ほどのいろいろなところでのＰＲがありましたが、先ほどの

ビール麦とか麦の製粉会社は実需者として強力なものですから、すぐに取り組まなければな

らないという状態に今栃木県は追い込まれております。そういうようなところが、消費者サ

イドからの進め方になろうかなと思います。 

 ただ、野菜とかは、これまでそういう取組がいま一つ、量販店とかのところで一部ありま

すけれども、いま一つであり、消費者側から幾つかのパターンが必要であろうかなと思いま

す。 

 それから、先ほど申し上げました３番目ですが、産地への導入はまずモデルになる生産者

を選定し、段階的な普及を図るということが必要かと思います。 

 ４番目の、ＧＡＰのチェックリストは、「正直に」、「できる限り」記帳していただくと

いうことだと思います。「できる限り」というところがポイントだと思います。 

 ＪＡ足利は、これからどうしますかという質問に対しましては、今の仕組みを全員がしっ

かりと完全にクリアすること、さらに、クリアするためには、今のチェックリスト、ポイン

トを見直すことを今考えているということでありまして、この生産工程管理の趣旨、あるい

は考え方を非常によく理解されている６名の中核メンバーがいるということが大きな推進力

であると思います。 

 13 ページは、状況、課題。この課題については先ほど申し上げましたように、消費者・実

需者の理解促進というようなことを、ＧＡＰを推進するところの大きな理由だと思いますが、

先ほどの２番目のＧＡＰの公正性、客観性の確保というのがどうしてもいま一つ、私ども外

部委員会とかでやっておりますが、それぞれの地域でレベルに随分差がありまして、どうし

たらいいかなということを私どもとしては今考えている。進み具合、やり方、度合いのとこ

ろですが、これでなければいけないということはないと思いますが、ではこれならばいいの
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かと。先ほどの認証というようなことにもなると思います。 

 それから、次のページでございますが、15、16 ページでございますけれども、今後私ども

のところでは、このＧＡＰをテコにいたしまして、栃木県の産地を変えていくというような

ことを考えております。今、このモデル産地だけではなくて、さらに大木の県内の生産部会

にＧＡＰを進める安全品質管理委員会なるものをつくっていこうと。17 ページですが、安全

管理委員会を設置するということで、今進めようとしています。特にイチゴの場合は緊急事

態でありまして、私どもの代表的な作物でありますので、今後ここをテコにしていきたいと

いうのが、今の私どもの考えです。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 それでは、全国農業協同組合中央会の前田さんの方から、御報告をお願いしたいと思いま

す。 

○前田委員 資料５－２であります。ＪＡグループの生産履歴記帳運動への取り組みについ

て。 

○上原議長 どうぞお座りになって結構です。立つのがお好きだったら御自由に。気楽にや

ってください。 

○前田委員 ありがとうございます。 

 取り組みの背景ということで、ＪＡグループ生産履歴記帳運動ということで平成 14 年から

取り組んできておりまして、取り組みの背景には、13 年のＢＳＥの発生とか、翌年の食品偽

装とか、輸入野菜の農薬の残留とか、無登録農薬問題などがあったときでありました。 

 そういう中で、消費者の食の安全性への信頼が揺らぐ中で、グループとして 14 年７月に食

の安全・安心確保に向けたＪＡグループの取り組み方針を決めて、生産履歴記帳運動に取り

組むこととしました。 

 当初は、生産工程管理記帳運動という名前にしておりまして、そういう意味では今のＧＡ

Ｐと、考え方としては同じかと思っておりますけれども、ちょっといろいろな事情があって

名前はこんなふうに変えたのですけれども、考え方としては、生産工程管理ということを入

れたつもりであります。 

 その概要なのですけれども、生産履歴記帳運動とはということで、まず、適切な生産基準

というものを設定します。これは栽培の計画であります。それで、基準に基づいて生産管理

をし、またその記帳をして、生産基準ごとにできた農産物を分別管理して、また生産に関す

る情報を取引先とか消費者に開示をするという、そういう４つのことをやる取り組みだとい
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うことであります。 

 取り組みの詳細については各ＪＡで一律ではないのですけれども、モデル的な手順として

は以下のようになるということで、項目を 12 個並べてあるのですけれども、次のページをめ

くっていただくと、こんな取り組みであります。 

 まず、最初に１番というのが左の上の方にありますけれども、安全・安心な農産物づくり

運営規程の作成ということで、ＪＡとして取り組むぞという宣言をし、取り組む土台となる

ものとして規程をつくります。あわせてここで、推進本部をつくるということになるのです

けれども、その上で２番になりますが、各作物の生産基準というのをつくりまして、この基

準のもとに生産者を集めていくということで、３番目になりますが、生産グループの組織化

をします。 

 それで、ＪＡと生産者との間で、４番になりますが、どういう圃場でどういうものをつく

るのだということで協定を結んで、そのあと５番でありますけれども、生産の日誌の配布と

いうことをします。まず、栽培日誌ということで、いつ播種をするとか、いつ収穫をすると

か、そういうものでございます。特に防除だけは１枚別に、防除日誌というのを詳細につけ

るということにしています。それから出荷についての日誌ということで、あわせて３つの様

式をモデル的には用意してありますけれども、それをお配りします。その後生産の活動が、

播種、定植、収穫、出荷というふうにあるわけですが、その間に６番ということで、それに

ついて記帳をしていただくということにしております。 

 それをＪＡの方で、７番のところでありますけれども、日誌の点検、回収を行います。何

回かやることになっておりますが、必ずしも複数回やっていないケースもあるかと思います

けれども、日誌を点検し、回収をし、次に、その情報をＪＡの方で取りまとめておく。それ

が８番であります。 

 ９番で、分別して出荷をしていくということで、記帳のある同じ生産基準に基づくものを

同じ単位として出荷をするというふうにしております。あわせて、10 番で、情報開示という

ことで、これは必ずしも記帳日誌一枚一枚を開示するということではなくて、むしろ生産の

現場の情報をもっと買う側の方たちに知っていただこうということで、より広く情報提供を

していこうということの趣旨であります。 

 それから、そういったことで１作終わると、今度は下の方になりますけれども、11 番とい

うことで生産基準の見直しということで、来年はこうしていこうとか、その次のときはここ

のところを見直そうとか、例えばこの農薬は減らせるとか、そういった見直しをして、また
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新しい生産基準につくるということで、２番に戻るという流れであります。 

 その全体を右の上のところでありますけれども、12 番の内部検査ということで、これは内

部検査委員会というのをつくりまして、自らの取り組みを第三者的な立場でもう一度見直そ

うということです。これは、生産部会の部会長とか、グループのリーダーとか、監事さんも

入ってもらいまして、そういった人たちに見てもらって、実際、決めたことができているか

ということと同時に、決めたことが目的に合っているかということも含めて検査をしていこ

うということで、取組全体を見直すことにしております。 

 こういった流れで生産履歴記帳運動というのを各ＪＡで取り組んでまいったところであり

ます。 

 ２ページに行っていただきたいのですけれども、これまでどうかということで、これは平

成 14 年から始めておりますけれども、18 年４月の段階で、何らかの形でこれに取り組んで

いるＪＡを調査しますと、大体全体の９割強のＪＡが取り組んでいるということで、非常に

取り組みの広がりは確認できると思っています。ただ、中身としては、かなり精粗さまざま

だと思っておりまして、今、そういった状況もよく調査をして、今後更なる運動の徹底が必

要だなというふうに思っております。 

 今後の方向としては、我々、ＪＡグループの基本方針というのを定める全国大会というの

を３年ごとに開催しておりまして、18 年 10 月に開催したのが一番新しい大会なのでありま

すけれども、その第 24 回ＪＡ全国大会決議においては、適切な生産管理と生産履歴記帳の徹

底というのを重点取組事項というふうに定めて、生産履歴記帳について、実際には「運動」

というのを取っておりまして、今は運動というよりはむしろ生産履歴記帳自体について、次

のように記述をしてその徹底を図ることとしているということであります。 

 それで、その四角の中は、まさにその大会決議をそのまま引用してきておるのですけれど

も、「すべてのＪＡは、ＪＡが販売するすべての農畜産物について生産履歴記帳の裏づけが

あるものとなるよう、適切な生産管理、生産履歴記帳の徹底を図る」というふうに言ってい

ます。 

 それから、ポジティブリスト制への対応という中で、ＪＡは生産履歴記帳の内部検査体制、

それから適切な危機管理体制の整備等に取り組んで、安全・安心な農畜産物の供給体制を整

備するということにしております。 

 それから、ＧＡＰについては最後の段落に出てくるわけですけれども、「ＪＡは生産履歴

記帳を前提として、目的に応じた記帳管理項目を設定して、農業環境規範やＧＡＰ等に対応
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します」というふうに言っております。 

 ＧＡＰについては、生産履歴記帳への取組のなかで、生産工程管理の形はできてきたので

はないかというふうに思っております。これまでのところは、特に農薬に関するリスクに対

応する生産工程管理だというふうに思っておりまして、今後は、いろいろな産地として目指

す方向に応じて、管理項目の中身をバージョンアップしていけば、この生産履歴記帳という

ことからＧＡＰということへの対応が自然とできるのではないかというふうに思っています。 

 既に、いろいろな産地でＧＡＰの取り組みというのは、先ほど足利農協の事例もありまし

たけれども、取り組みは始まろうとしていたり、始まっていたりするというふうに思ってい

ます。ＪＡグループ全体としては、今、取り組みの点検というのをしておりますけれども、

それを踏まえて、またこういった場でいろいろな情報もいただきながら、グループとしての

方向性を検討して、また出していきたいというふうに思っているところであります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 それでは、次に日本生活協同組合連合会産直担当の壽原さんから、状況をお知らせいただ

きたいと思います。 

○壽原委員 日本生協連産直担当の壽原です。 

 本日、５分か 10 分ということでの要請だったものですから、詳細まで御紹介するというこ

ともできないと思いますので、対外広報誌の活字を配布させていただきました。詳細等をお

知りになりたいということでしたら、後日改めて御紹介できればと思っております。 

 本日の会議の冒頭の御挨拶から始まって、全中さんのお話にもありますように、要するに

この５年、10 年の食・食品の安全をめぐる社会的な、あるいは国際的な流れの中で、我々の

生協産直の実践、あるいは事業活動というのをやっております。結果的にＧＡＰというキー

ワード、道具の 1 つとしてのＧＡＰを「生協産直の青果物品質保証システム」という言い方

をしておりますけれども、その中でも採用するということになったということだと思います。 

 今、全中の前田さんからもありましたけれども、まさに 2000 年前後の食・食品の安全をめ

ぐる諸事件、諸事故の背景で、生協産直の現場でもそういうことが多発しました。実は、御

承知の方もいらっしゃると思いますけれども、全国の会員生協、生協の取り組みというのは、

法人の形式で言いますと、個々の生協が独立法人でやっておるものですから、全国でナショ

ナルチェーンとして１本で動くというよりは、例えば産直の取り組み、あるいはその基準の

中身というのもばらばらであったりします。 
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 ところが、利用する消費者の側からしてみれば、「産直商品というのは１つだよね」とい

う思いもあるということで、その辺をきちんとしようではないかという議論が、実はこの 10

年来全国の生協産直の場面の中でありまして、そのことが中間流通、あるいは別個の生産を

していただいている生産者だけではなく、生産団体のところにも混乱を与えているというこ

とをきちんとしようではないかという、そんな討議をしていた矢先に、御承知の冒頭に書い

てありますようないわゆる偽装事件の問題、無登録農薬の問題等、産直場面でも非常にダメ

ージを受けました。 

 よりテンポを早くさせてこういう取り組みをしていかなければいけないだろうということ

で、2001 年度から産直基準の見直し、例えば２ページの真ん中辺に書いてありますけれども、

「産直三原則」という言い方、これは商品の「取り組みの裏づけを持った基準」というレベ

ルではありません。うたわれている中にもありますように、いわば理念的なモットーを示し

ているということであって、これだけで確かな商品を届けるという保証にならない。では、

きちんとどういう基準になったらいいかと、そんな議論をしてきました。 

 偽装事件を受けて、食・食品の安全に対する信頼回復ということが早急に求められて、で

は確かな商品をつくっていただき、それをきちんと取り扱い、最終消費者、組合員さんにお

届けするためにはどうしたらいいのか。あるいは偽装事件が起きた、あるいは事故が起きる

というところで、何が問題だったのかということを当事者それぞれが主体性を持って、点検・

見直しをできる仕組みを持とうではないかということで発想しましたのが、この「生協産直

の青果物品質保証システム」ということです。 

 生協の取扱商品、青果物は、産直商品だけではありませんので、本来的には一般流通に対

して取り組んでいく課題だと思うのですけれども、偽装事件の背景もあるものですから、ま

ずもって生協産直の場面のところからきちんとやろうではないかということになりました。

そういう議論をしている中で農林水産省さんのＧＡＰの動きや、あるいは他の量販店さんの

動き等やらというのが重なって出てきました。 

 例えば、生協産直の取引先産地の中では、他のところからＧＡＰを求められる、あるいは

全農さんの安心システムを取り組まれる、そういうところがいろいろな道具を使ってやられ

ています。では、その道具をそれぞれ重ね合わせしてできないものだろうかという実験を現

在やっている最中であります。 

 そういう経過の中で、当初議論では生協で取り扱う農産物全般を対象としてＧＡＰの認証

をするというのであれば、きちんとした第三者認証制度を持った方がいいのではないかとの
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議論もありました。では、そのコスト負担をどうするのだというような議論も、現在もまだ

本当に進行形です。 

 そういう中で、結論的には、まず生協産直、いわゆる生協のＰＢ商品である産直のところ

をきちんとコントロールしていく必要があります。それもそれぞれの生産主体と取り扱う生

協主体と、あるいは中間流通主体、それぞれが主体性を持ってやろうではないかということ

で、我々の青果物品質保証システムの中で、適正農業規範を生産者個々が生産工程の改善に

つなげるためのチェックする規範、そしてそれを束ねて取り扱う産直団体事務局、あるいは

農協の部会、そういうところでやる生産者団体編の適正農業規範の２つに分けました。 

 さらにそれを今度は中間流通で扱う、流通規範をきちんと持とうではないか。要するに、

一方的に生産サイドにだけに規範を求めるのではなくて、中間で取り扱うところに対しても

コントロールしていく必要があるだろうということを確認しました。そして、フードチェー

ンをつなぐ規範の取組を行うことを提唱しました。 

 そして、最終生協の取り扱いで、生協では「供給」という言い方をしますが一般的に言え

ば販売に当たる、販売の場面での規範というのも必要なのではないかということで、物の流

れの順番で、生産のところをこの２年間実験を重ね、モデル展開をしてということで、４ペ

ージのところから項目が出ておりますけれども、やっと適正農業規範の 2006 年版の項目を改

訂してこういう形で 2007 年改訂版を、この２月までに議論して最終確定したばかりです。こ

の春からこの 2007 年版に基づいて説明会及び産地での検討会というのをやっています。 

 経過の詳細はこのメモに書いてありますけれども、協議した中で一番ポイントだったのが、

何のためにこういうことをやるのだということです。それこそ生産現場にも場合によっては

新たなコスト負担をということになるわけで、それをいかに最小に食い止めるかということ。

あるいは何のためにやるのか、例えば生産者、取引先にとってみれば、こういう取引先から

一方的に持っていかれる関係なのかという、そんな議論をしてきました。 

 結論的には、それぞれの主体がそれぞれに主体性を持って、目的をきちんと共有化させて

取り組むべきだろうということで、第三者認証制度というものに、理論的には大いに結構だ

けれども、現状はまだその段階ではないだろうということで、我々のところで言えば、いわ

ゆる「顔の見える関係」のところで、双方のチェックでいいのではないかということで、一

般に言えば二者認証の考え方で相互チェックをしましょうということでチェックリストをも

とに相互チェックをしております。 

 とは言うものの、今度は個々の生協でチェックする人間がばらばらで、同じ道具を使いな
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がらばらばらでチェックされたら、産地生産者の方でも困ってしまうだろうということで、

目下その点検する各生協の担当者、点検者のレベルを合わせるということで講習会をやって

います。 

 あるいは、まだまだ実験モデルということで進んでいたわけですから、きちんと産地サイ

ドにも下ろしていかなければいけないということで、実は先週、先々週と生産者団体向けに

説明会をやらせていただきました。 

 ですから、まだやっと 2006 年版、2007 年版ということで実験を繰り返して、適正農業規

範のところが一応使える道具として整備されたというのが現状で、2006 年のときに流通規範

と販売規範のモデル案を出したのですけれども、なかなかそこまで実験も着手しきれてない

ということで、今年度、早急に形につくろうというところで今作業をしている最中です。 

 これまで申し上げましたように、結局我々生協産直の場面でこの道具を採用しようという

目的が、パフォーマンスをねらうことが目的でもありませんし、産直商品をこれによって高

く買い付けようという話でもないですし、要するに目的が何なのかというところをそれぞれ

きちんと共有化してやっていきたい。取引先相互に「たしかな商品」を生産し、販売するた

めの手法、道具としては、先ほど事務局の方のＰＤＣＡサイクルの話がありましたように、

まさにそれぞれの改善点を見出して、改善につなげていくという、その作業の道具の１つな

のだということで位置づけております。 

 ということですから、目下、「生協産直の適正農業規範」の項目自身は公表扱いしており

ます。ただし、クローズにしているわけではないのですけれども、各会員生協と取引先、産

地生産者との間でぜひ目的を共有化して取り組んでいただきたいということです。もちろん

私ども日本生協連ダイレクトにお問い合わせいただいて、要項がほしいということであれば

御提供いたします。 

 とりあえず、御紹介は以上です。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 今までのご報告なされたお三方は、ＧＡＰ、つまり目的に向けての工程管理の取組状況に

ついてお話しいただきましたが、認証についてＧＡＰ協会の武田委員からお願いしたいと思

います。 

○武田委員 日本ＧＡＰ協会の武田です。資料の番号ですと、５－４というのが今から御説

明する資料になるかと思います。 

 まず、最初にＪＧＡＰ及び日本ＧＡＰ協会の経緯ということで簡単に御説明しておきます。
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日本ＧＡＰ協会と呼び始めたのは 2006 年５月からでして、その前の前身の団体、ＪＧＡＩ協

会と呼ばれているものが 2005 年４月に、片山さん、木内さんという２人の農業生産者の方の

発起人で始まっております。 

 このお二方のヨーロッパのＧＡＰ、先ほど事務局から御紹介の合ったユーレップギャップ

の認証を取られた日本の農家ですけれども、その取る過程の中で生産工程管理の考え方は非

常に有効だと。また、日本の生産環境に合ったＧＡＰが求められる。ヨーロッパのＧＡＰそ

のままだとなかなかやりにくい部分が多いということで、ＪＧＡＩ協会という任意団体をつ

くりまして、このＪＧＡＰづくりが始まっております。 

 ７月には、そのＪＧＡＰの指導を全国で 30 の産地が受けてみたいということで手を挙げら

れましたので、そこに対してＪＧＡＩ協会が指導をいたしました。 

 また、審査・認証制度というものも同時に提供しておりまして、その制度に基づく第１号

のＪＧＡＰ認証農場というのが 2006 年１月、これはＪＡ山形おきたまの米部会の方々が取り

組まれまして認証が出ております。 

 先ほども申し上げたとおり、５月に日本ＧＡＰ協会に組織変更しまして、内閣府の許可を

得まして 11 月にＮＰＯ法人として登記をいたしております。 

 日本ＧＡＰ協会は、３つＪＧＡＰの理念というのを定めているのですが、１つ目の理念は、

「人間と地球と利潤の間に矛盾のない農業生産の確立」です。農産物の安全・安心の話だっ

たり、環境に配慮した農業、これはＧＡＰのあるなしに関係なく、農業生産者が解決しなけ

ればいけない課題であると認識をしておりますが、いざ取り組むとなると、それなりにお金

がかかったりするわけです。 

 ですので、人間と呼んでいるのは消費者、生産者自身両方指しておりますけれども、両方

に対して安全な農業生産を意味します。また、地球と呼んでいるのは自然環境、及び持続可

能な農業生産環境という意味を込めておりますが、そこのことも配慮しなければいけない。

また、最後に利潤という言葉をつけ加えておりますけれども、現実的で持続的に成り立つや

り方を考えなければいけないだろうということで、「人間と地球と利潤の間に矛盾のない農

業生産の確立」というのを理念の１つとして掲げております。 

 ２つ目の理念は、「生産・流通・消費の信頼関係の構築を目指す」ということです。今ま

での皆さんのお話の中でも、農産物、食への信頼が崩れたというような話が出ておりますが、

この信頼関係構築に役立つものでないとだめだろうと。そういった意味も込めて、審査・認

証制度も設立初期の段階から同時に提案しております。 
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 そのために、このＪＧＡＰ自体も、農産物をつくる人、売る人、買う人、全員が入って一

緒につくるべきだろうということで、そういうＧＡＰ作りを当初からやっております。 

 ３つ目の理念、最後ですが、今ＥＵＲＥＰＧＡＰの同等性の話が、このＪＧＡＰに関して

は皆さん御関心の高いところだと思いますけれども、これは、ヨーロッパに輸出をするとい

うことになると必ず求められてくるような段階に今なってきています。ただ、ＪＧＡＰとい

うのは輸出のためというよりも、意味合いとしてはゼロではないのですが、それよりも日本

の生産者が取り組むＪＧＡＰというものが、世界に出して恥ずかしくないＧＡＰであるとい

う必要があるだろうと考えております。 

 どういうことかというと、国産の農産物の競争力の源泉の１つである、「国産農産物で安

全よね」、「安心よね」という消費者に持っていただいているイメージ、そういったものの

裏づけになるような手法でないといけないだろうと。そのときに、日本で普及しているＧＡ

Ｐが世界と比べて劣っているなどという話が出たら、それこそ国産農産物の競争力が揺らい

でしまうということで、当初より、ヨーロッパのＧＡＰが事実上の国際標準になりつつあり

ますけれども、ここに負けないような、少なくとも同等であると言えるようなＧＡＰづくり

を目指して、これを３つ目の理念として掲げてやってきております。同時に農産物輸出にも

役に立つということになります。こういった理念を持って設立した経緯がございます。 

 最後に、１つ、ＪＧＡＰでは団体での認証という形が始まっておりまして、2007 年３月、

新潟県の米農家ですが、第１号の団体での審査・認証という形になります。 

 審査・認証の数を御説明しますが、認証農場数ということで都道府県ごとに表をつけてお

ります。合計 114 ということで、５月末の数字になっております。基本的に、これはほとん

ど個別農場の審査・認証ですが、団体認証の新潟県５農場を含むという形になります。 

 現在、認証農場数は 114 なのですが、審査が終わって認証を出すか出さないかの判定待ち

が今 29、また、今後審査を受けたいということで申し込みが来ているのが 35 ということで、

2006 年１月に第１号が出てから１年半ほどたちますけれども、この審査の申し込みというの

は近頃急激に増えているというのが印象です。 

 審査員は合計 10 名。また、審査員の候補になるような、審査員の卵も今７名いるという形

です。 

 右側には、その認証農場がつくっている作物、我々が認証を出した農産物ということにな

りますけれども、延べ数ですが 353 あります。多い順に並べてございますが、一番多いのは

ホウレンソウ、ブロッコリー、コマツナというところで、残留農薬の心配が高いと思われる
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葉物野菜が中心になっております。米については全部で 19 の認証が出ております。 

 以上、審査・認証ということで御説明いたしました。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 今、４人の方から取り組みと認証についての御報告、御説明がありました。これをもとに

しまして意見交換をしたいと思います。どうぞ御自由に御発言いただければと思います。 

  

 では、中井委員、よろしくお願いします。 

○中井委員 それでは、最初に発言をさせていただきます。 

 ＧＡＰについては、我々の理解からまず話をしたいと思うのですが、先ほど事務局の方か

らもちょっと説明がありましたように、ヨーロッパでＥＵＲＥＰＧＡＰという形で、これが

最初だと思いますけれども、この背景としてはやはりＢＳＥ問題に象徴されるように、食の

安全性に対する消費者側からの不安とかあるいはもっと農業の現場について知りたいという、

そういうところからが動機になっているという理解をしています。これが１点目です。 

 ２点目は、このＧＡＰという考え方は、例えば有機ＪＡＳのように、単一な規範とかルー

ルに合わせるのではなくて、農業本来の土地の条件とか生産者の取り組み方とか、いろいろ

なことで要するに多様な農業生産に合わせて実施をするという、そういう特徴があるのでは

ないかという理解をしているのです。 

 それから、３番目は、そうは言っても生産者の方が勝手にこれがＧＡＰだと言うのではな

くて、やはり生産工程をチェックして見直すことによってさらなるレベルアップをしていく

という、この３つがやはりＧＡＰについては基本的な考え方としてあるのではないかなとい

う認識をしています。 

 つまり、言葉を変えて言いますと、企業経営にとってコンプライアンスと情報開示という

のが今非常に大事な要素になっているわけですけれども、これは実はＧＡＰというのは、農

業におけるコンプライアンスと情報開示ではないかなという理解をしております。 

 そうしますと、今日御説明をいただいた、例えば農林水産省のつくられたカラーのパンフ

レットを見ても、あるいは栃木県の方からお話をいただいた例を見ても、どうも生産主導型

で、要するに作り手側の論理でこれがＧＡＰだというふうに言っておられるような気がする

わけです。 

 例えば、このパンフレットを見ても、なぜＧＡＰに取り組むのかというところの１つのこ

れは基礎的な動機づけだと思いますけれども、お金がかからないことがＧＡＰに取り組むこ
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とのメリットだということが書かれていますけれども、これも確かに１つのメリットかもし

れませんけれども、余りにこれを強調するのはいかがなものかと思うわけです。 

 それから、もう１点は、先ほどユーレップギャップのことでもちょっとお話しをしました

ように、やはり生産者主導ではなくて、生産者側と消費する側、例えば消費者とか外食産業

とか、そういったことも含めて、流通・消費側とももっと連携をしていくということがない

と、生産主導型で行くとなかなか消費側の理解も得にくいのではないかというような気がい

たします。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 ほかに、どんどん御意見を出していただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 それでは、松島委員、お願いいたします。 

○松島委員 松島でございます。 

 先ほどからお聞きしていて、ＧＡＰと一言で言っていますけれども、中身をお聞きします

と、トレーサビリティをやっているというようなものの延長線上でしかないというような面

もあるわけですけれども、まず、基本的に、先ほどの基礎ＧＡＰという資料がありますけれ

ども、この基礎ＧＡＰの項目と、例えばユーレップギャップが 200 近くある項目と全然似て

非なるものですよね。だから、そこにいきなり行くのが大変だから、やれるところからとい

うＧＡＰであるのか、それをＧＡＰと言えるのかわかりませんけれども。 

 だから、要するに最終目標としてユーレップギャップみたいなのを目指す第一ステップな

のか、あるいはやはりレベルアップとかそういう意味での、まずはトレーサビリティをやれ

るところからきちんと日本の農業全体をやっていくのだというのが１つの質問なのです。 

 それから、２つ目は、農産物を輸出していこうというような、そういうときに、やはり国

際認証みたいなものに対応するような、いわゆるユーレップギャップを目指さないと通用し

ないのではないか。ＧＡＰ、ＧＡＰと言っても日本だけのＧＡＰではしようがないような気

もしますけれども、それが２つ目なのです。 

 ３つ目は小さな質問なのですが、日本ＧＡＰ協会の審査員とかいろいろな人は国際認証を

取っていらっしゃるのだろうと思うのですけれども、そういうことです。 

 以上です。 

○上原議長 それでは、事務局の方から、今の御質問に答えるか、それとも吉田委員がいら

っしゃいますので、吉田委員に答えてもらうかしましょう。委員の方から答えてもらった方

が雰囲気としては意見交流になりますので、よろしくお願いします。 
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○吉田委員  

 まず、今回、先ほど事務局が説明しましたように、実はＧＡＰを農業施策として取り上げ

ることについて、かなり農林水産省の中でいろいろな議論がありました。１つは、今、松島

委員がおっしゃられたように、輸出というようなことを考えたら、相当高いＥＵＲＥＰＧＡ

Ｐと同等性を持つような、そういうものでなければいけないと。そこまで行かないと実際に、

言葉は妥当かどうかわかりませんけれども、直接的なメリットというものが見えてこないで

はないかと。そういう先進的なところまで国が引っ張り上げるのかと。これに対して、それ

はもう自主的な農家の取り組みに本来任せるべきではないかと。農家の直接的な利益につな

がる部分がありますから。というような議論がある。 

 一方で、先ほど食の安全だとかいろいろお話しありましたように、普通の企業であればこ

ういうＰＤＣＡサイクルは最低限、当たり前の世界です。恐らく今農家でも、経営マインド

をもってやっておられる方は、これはきちんと明確に記帳されているか、意識されているか

いないかは別にして、やっておられることではあるのです。ただ、相当の部分でそこにまだ

達していない産地もあるのは事実だろうと。 

 やはり、農家の意識の中に、こういうＰＤＣＡサイクルというのをちゃんとやるのだとい

う意識はしっかりと身につけていただく。そういう産地を育てることが日本の農業の信頼回

復にもつながるわけですから、そこを国としてそこまで、最低のところまでは国としてやっ

ていく必要があるだろうということで、今回、先ほど言いましたように基礎ＧＡＰというも

のをお示ししました。 

 これから先は施策の話になりますけれども、いろいろな補助事業をやる場合でも、最低こ

ういう基礎ＧＡＰをやってくださいというような形で、全産地でそういう取り組みが進めら

れるようにしたいということで考えておりまして、ＥＵＲＥＰＧＡＰというようなものを直

接国が目指すのではなくて、その手前のところまでまず引っ張り上げると。引っ張り上げる

という言葉がいいかどうかわかりませんけれども。そこから先はさらに農家の、あるいは産

地の取り組みで、よりこれをレベルアップしていただきたいと考えています。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 

 ほかに御意見がございますか。私がこの委員になったのは、実は私は大学院の論文の指導・

管理にＧＡＰと同じ手法を使っているのです。それを簡単に、御理解していただくために述

べさせていただきたいと思います。 

 実は、博士論文を書くのに３年かかる。今まで指導は、学生が問題を立て自分だけで書い
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て、何か詰まったときに先生が相談する。そうしますと、学生が謝った方向に書きまくって

しまったら、着地すべき論文の方向と比べるとほとんど修正不可能な状態になってしまいま

す。 

 そこで、現在、私は学生にどういうことをしてもらうかというと、おのおのの論文を書く

個々人に、工程計画を立ててもらいます。目的から見たら何時までにどういうことをしなけ

ればいけないということが明確になります。これはＧＡＰの作業と同じです。その工程管理

の表がしっかりとできているかどうかを私はチェックする。これが認証に当たります。学生

の目的に応じて論文プロセスは当然違っているのでこれを考慮して認証が行なわれます。 

 ただし、そうは言っても、学生の論文各々に共通する工程はわかっているはずです。たと

えば、論文を３年で書きあげるとしたらいつまでに文献を読み、実証研究をすべきが、など

ということについてはある程度客観的なプロセスを見出すことができます。 

これが私から言わせれば基礎ＧＡＰに当たります。この基礎ＧＡＰをもとにして、各々の学

生の目的に応じた工程管理ができてきます。 

 管理表をつくるために一人一人の学生と私は何時間も話すことにしています。学生は、最

初は面倒くさがっていましたけれども、実際は私も学生も工程管理をすると顕著に楽になり

ます。なぜかというと、間違った結果に至る前にチェックできますし、それから、ここまで

進めたけれどもちょっと目標が違うかなというときに、早めに論文の方向を変えることがで

きます。はっきり言うとそういうものがＧＡＰだと私は理解しています。 

 昔からこういう工程管理手法というのはあるわけで、これを農業に適用しようとしている

わけです。こうした工程管理を規範と訳してしまうのは問題だと私は思っています。 

  

 だから、ある目標を立てて、そこまでの工程をどう積み上げていくか、その工程ができて

いるかどうかというのが認証の対象になるというふうに考えていいですか。 

○武田委員 はい、そのとおりです。 

○上原議長 ということです。 

 私の報告になってしまって申しわけないと思っていますが、どうぞ皆さんの方から御意見

等ありましたらお願いしたいと思います。いかがですか。 

 和田委員、お願いします。 

○和田委員 まだ意見を申し上げる段階までとても行っておりませんで、質問させていただ

きたいのですが。 
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 先ほどの御報告の、ＪＡのグループの取り組みについてというところの絵について、この

ところで、さっきお触れになったのですけれども、情報開示のところで、生産情報について

もうちょっと詳しく伺いたいのと、それから同じく左下の生産基準の見直しというのが、ど

ういう手順でどういうふうにしていらっしゃるのか、もう少し詳しく御説明いただければ伺

いたいと思いました。 

 それから、資料２の４ページにＥＵＲＥＰＧＡＰのことが国際的な動きとして入っていま

すが、これは確認なのですけれども、左下に認証件数がＥＵ域内で４万 7,000 件とあります

ね。さらに下にＥＵ域内の農家戸数が 670 万戸ですか。その件数というのは具体的にどうい

うふうにカウントされているのか。戸数とどういうふうに考えたらいいのかというのを教え

ていただきたい。 

○上原議長 それでは、まず、事務局の方からＥＵＲＥＰＧＡＰについての説明をお願いし

ます。 

○事務局 農産安全管理課の佐藤と申します。同じく事務局をやっております。 

 今、和田委員の方から質問のございましたＥＵＲＥＰＧＡＰの戸数の考え方なのですが、

ＥＵＲＥＰＧＡＰの認証と言いますのは、農家個人でもＪＡのように農家のグループでも両

方認証を受けることができます。認証の件数だけ公表されておりまして、実際の総数、どの

くらいの農家さんの戸数なのかというのは、実はデータがありませんので、ただ、どのくら

いの比較になるかということで、670 万戸という情報を基に盛り込んでおります。 

○上原議長 よろしいですか。それでは、前田委員、御質問がありましたのでよろしくお願

いします。 

○前田委員 １つの情報開示の方は、例えば非常にダイレクトなのは、生産の日誌を、例え

ば農薬は何を使ってという、そのまま例えばインターネットに公表しているというケースも

あることはあります。あるいは、そういったことを求められたときに、こういう内容でやっ

ているというのをお渡しするということもあると思います。それから、あとはもうちょっと

やわらかいところというか、どういう人がどんな思いでつくっているとか、そういうことを

インターネットで公表したり、何かチラシでお渡ししたりとか、そういうようなケースもあ

ると思います。いろいろな形があると思うのですけれども、これからどうやれば魅力的な情

報発信ができるかというのは、まだまだ検討課題だと考えております。 

 見直しの方なのですけれども、これは生産部会というところを単位に取り組むことが基本

になるのですけれども、それで１作が終わったときに、例えばここのところの農薬は来年は
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まだ減らしてやってみようじゃないかみたいなことをグループの中で話し合って、来年はこ

ういうふうにやってみようかと。あとは、例えばＪＡの方から、次の作付けが始まる前に今

年はこういう新しい農薬があるから、これを使えば回数が減らせるとか、そういうようなこ

とを話し合って次の基準に反映させていくという、そういうことであります。 

○和田委員 わかりました。 

○上原議長 ほかに、小島委員どうぞ。 

○小島委員 例えばＧＡＰを導入すると、現在、農業生産者が行っている生産履歴記帳とい

うのをやらなくて済むのかどうか。 

 それからもう一つ、ＧＡＰを導入したら、量販店とか生協さん方で農薬の検査をしなくて

いいよと言ってくれるのかどうか。その辺が、みんなやらなければだめと。ＧＡＰの工程管

理もやってください、収穫物の検査もしてください、生産履歴も記帳してくださいというと、

生産者の負担というのはすごく大きくなりますね。そのコストはちゃんと量販店なりが見て

くれるのか。そのあたりがちょっと見えてこないのです。生産工程を管理するということは

いいことだと思いますけれども、その辺のところが見えないと、農家の方に負担ばかりかけ

るのはどうかなという感じがします。御質問です。 

○上原議長 和田委員どうぞ。 

○和田委員 関連です。確かに先ほど吉田委員から説明がありましたように、相当経営とし

てのきちんとした意見を持っていらっしゃる方というのは、実際にお話を伺っていても、別

にＧＡＰでないけれども、伺っているうちに、ああ、こういうことなのだなというのがわか

るような御意見を持っていらっしゃるのですね。 

 ですけれども、やはり日本の農業というのは、申し上げるまでもなく非常に高齢者であっ

たり、小さい規模の農家が多い。そういう方たちと話していると、少し変わってきたなと思

うのは、「このごろいろいろやらなければならないことがふえてきてやかましいんだよ」と

いうような言葉を伺うのです。「農薬を一々書かなきゃならないんだよ」とか、そういうよ

うなことをいろいろな方から出てきているのです。 

 そうすると、そういう方はトレーサビリティとか生産記録の記帳とか、そういう言葉まで

は言われないのですけれども、「何かいろいろな仕事が増えてきちゃった」という言葉だけ

は私たち耳にする機会が多くなってきているのです。まだそういう段階ではないかなと思う

ものですから、今、お話があったのはまさにそういうこととつながっているのではないかな

と。 
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 消費者の私自身もまだわからないところがたくさんありまして、意見まで申し上げる段階

ではないと申し上げたのはそういうことなのですけれども、生産者の方も恐らくそうではな

いのかなという気がするのですけれども。 

○上原議長 今の問題につきまして、まず、事務局の方から情報等がありましたらお願いし

たい。それから、鈴木崇之委員に、今の点についてお答え願いたいと思います。 

○事務局 まず、生産履歴記帳運動とＧＡＰの関係について質問があったと思います。先ほ

どのパンフレットの下にも書いてありますとおり、このＧＡＰ手法はいわゆる記録するとこ

ろまで、ここまでは生産履歴記帳運動と同じであると考えております。そういう意味では新

たにプラスするのは見直し・改善の部分ということでございますので、別々にやる必要はな

く、生産履歴記帳運動を発展させれば対応可能であると考えております。 

 検査については、すべての検査がなくなるというわけではありませんが、きちんと工程管

理することで、必要以上の検査を行う必要はなくなると考えております。現場で実際に取り

組まれている方の御意見もお聞きできればと思います。 

○上原議長 鈴木崇之委員、現場ではどうなのかお教えいただきたいと思います。ついでに

壽原委員、それからついでに前田委員もご意見をいただきます。それから、認証をされてい

る立場からもお話をお願いします。 

○鈴木（崇）委員 先ほど発表のときに申し上げましたが、生産者の負担になるかどうかと

いうのは、多分負担になるのだと思います。ただ、これはこれから生産を続けていく、安定

的に農業生産を維持していくということでは必要なことであろうというのが、現下の情勢だ

ろうと思います。 

 このような状況について、県内のそれぞれの農業生産者がそういう考え方を持たない限り

は、私どものところの産地は到底生きていけないだろうというように思っていまして、先ほ

ど吉田委員が言われた意識の改革が重要と考えております。産地がこれだけやっているとい

うこと、広くこういうようなシステムをやっているということが、他の産地への提言に繋が

ったり、あるいは産地がこういう結果になるというような経験になっていくというところが

産地の生き残りのもとになるものと私どもは確信していますし、実際現場でもそういった方

向に進みつつあると私は考えています。 

○上原議長 壽原委員、お願いします。 

○壽原委員 先ほど、基本のところを説明させていただいたのですけれども、結論的に言え

ば何のためにというところで、実際上は、例えば実験なりモデル展開で自己点検を生産者、
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あるいは生産者団体事務局のところでやっていただいていて、大方のところはもうクリアさ

れています。むしろ、では何ができていて何ができていないか、そしてできていないところ

は何が問題で、それは短期的に解決できることなのか、コストのかかることなのかというこ

とを自分自身分析し、そして取引関係でもそれを共有化して、では１年以内にこう改善しま

しょう、あるいはこれは非常に時間がかかることだよということをきちんとお互いに、まず

もっては主体自身が、自分自身が受けとめる。そして、相互の関係でもそれを共有化すべき

だということです。 

 ですから、現状の我々の取り組みとしては、それこそ取引条件にこれを使うなどというこ

とは一切してはいけませんよということであって、その点目的を履き違えてはいけないので

はないか。 

 そういうことで、例えば生産履歴記帳運動なり、あるいはこれまで残留農薬検査を定期的・

組織的にやられているかという産直団体の構成員のところで言えば、この適正農業規範のチ

ェック項目というのは、ほとんどクリアされていくだろうということで、むしろやれていな

くて、最低限やらなければいけないことは何なのかというところをきちんと見出すことが目

的だろうということです。 

 ですから、ただこの項目だけを、あるいはシートを公表して、これを一斉でやってくださ

いとか、こうしなければ取引しませんよというふうに、あたかも誤解を受けるようなことを

回避したいということで、ばらまくということをやめてきちんと目的を共有化したところで

取り組んでほしいということを非常に重視しております。 

○上原議長 それでは、前田委員、お願いします。負担になるのではないかということにつ

いて。 

○前田委員 生産履歴記帳運動については、それこそ９割の事例が何らかの形で取り組んで

いることになっていまして、そういう意味ではもう記帳は当たり前というところに、かなり

生産の現場でも来ているのかなというふうに思っています。ＧＡＰについても、生産工程管

理ということで、まさに文書化ということが基本にあると思うので、そういう意味で記帳を

前提としてそういった取り組みにも発展をしていけるのだというふうに思っていまして、そ

の辺については大変だという声もあるかもしれないのですけれども、ただ、どちらかという

と、これからは記帳は当然やっていくのだなという感触に、かなり現場は来ているのではな

いかというふうに私としては理解をしておりまして、そういう意味でグループとしても記帳

をさらに徹底していくぞということで方向性を出しているということであります。 
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○上原議長 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、石内委員、お願いいたします。 

○石内委員 私どものところでＧＡＰの研修会等をやってきまして、そのなかからいくつか

紹介をしておきたいと思います。定着している産地の方にお伺いしますと、農業者にとって

記帳は、「ペンは鍬よりも重い」という言葉で非常に象徴的に言われました。このことは、

毎日作業をした後でペンをとって記帳をするというのは非常に辛いことであるということで、

それをいかに楽にするかということが非常に大事であるということです。 

 それから、定着しているところでは、何のためにやっているかということについて、「結

局は自分のためにやっている」とハッキリおっしゃいます。したがいまして、コストはだれ

が負担するのかというのは、これは「自分で負担するのが当たり前であろう」とおっしゃい

ます。 

 それから、どういうメリットがあるのか。最初のころは研修会をやりますと、「ＧＡＰを

導入したら高く売れるんですか」とか、「スーパーなどが高く買ってくれないと導入するメ

リットなんてないのではないか」、いわゆるプレミアム価格を期待されるというのがあった

わけですけれども、導入されている農家の方々に聞きますと、「そもそもプレミアム価格を

期待するべきではない」というようにハッキリおっしゃいます。 

 なら、どうして自分のためになるのだということについては、ＧＡＰというのは生産管理

をきちんとやるためのもので、記帳はその一部であり、きちんと管理をすることによって非

常にむだが省けるとか、品質がよくなるかの効果があり、それからもう一つは、販売に非常

に真剣になってくるとか、そういうことで、ＧＡＰを導入したメリットが間接的に出てくる

ということをはっきりおっしゃいます。 

 それから、もう一つは、産地として、例えばある産地のトマト部会なりイチゴ部会などで

取り組んだ場合に、自分のところでチェック項目だとか、どうやったら消費者の安全を守れ

るかというチェックだけでなくて、チェック手法もかなり真剣に取り組んでおられるという

ところがございました。 

 それからもう一つは、ＧＡＰを取り組むということは、先ほど生産者の論理という言葉が

出てきましたけれども、いわゆる生産者と消費者とがよりコミュニケーションを保ってやっ

ていく必要があるというようなことが意見としてありました。 

 以上、こういうことがあったということの御紹介でございます。 

○上原議長 どうもありがとうございました。 
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 ほかに御意見は。それでは鈴木委員どうぞ。 

○鈴木（栄）委員 私は、埼玉県でＧＡＰにつきましての普及指導員でございますので、生

産現場の方を御指導申し上げて、それでこういうのを育ててきたのですが、そういう事例的

な、モデル的なものについては先ほど石内委員がお話しされたように、コスト面とかそうい

うのがかかったとしても問題はないよと。むしろ自分の生産が他から指摘を受けないように

いろいろと、防衛策という言い方は悪いですけれども、そういう意味合いを含めてＧＡＰに

取り組んでいるのだよというふうなことでした。 

 それはそういうことですけれども、今後進めるのには、農林水産省の方が始めるのは、基

礎ＧＡＰで、これは全農家に対してこれを進めたいというようなことであります。これは、

逆に返せば農家にしてみれば、全部の農家に対しては迷惑なことかもしれません。しかし、

これを進めないと安全な農作物の確保はできないだろうと。今までは認識を新たにした人だ

けがつくっていたＧＡＰを、今度は普及させるというようなことなので、多少内容的には易

しくしてあるのではないかということで、例え一歩でもいいですからやってくださいと。 

 実際の農家がやっているのは、モデル的なものは数段上で、もうＨＡＣＣＰ（ハシップ）

あたりに近くなってきているというふうな理解でいいと思うのですが、ここではもう少し下

げて、どこから始めようかというようなところだろうと思っているのです。 

 その普及に当たって、農家に押しつけるのではなくて、これはどうしたら理解をしていた

だけるかというのをこの場でいろいろ検討していただければありがたいと思っています。 

○上原議長 皆様方の御意見を聞いていますと、基本的にはＧＡＰの効果は認めるけれども、

理解が必要だということだと思います。それから、いかにこの手法をスムーズに取り入れる

かを考えることも重要です。例えば、記帳が大変であれば、パソコンシステムとうまく合わ

せた方法を導入するとかも要請されるでしょう。そういう流れの中で議論が展開されてきて

おりますので、この推進会議を具体的に今後どうしていこうかという（３）の議題に入りま

す。 

 その点について、事務局が原案を用意しておりますので、それを御説明いただいて、また

議論したいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 資料６、１枚紙でございます。ＧＡＰ手法導入・推進会議の具体的な進め方につ

いてでございます。 

 これは、事務局からの提案でございますけれども、先ほど来御議論があった、いろいろな

ＧＡＰについての、まずどうやって推進していくかといったことにつきましては、この推進
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会議、これは半年に１回の会議でございますので、ここだけではなかなか推進していくとい

うのは難しいと。そういう意味では、この推進会議が次の推進会議まで、また意見交換会な

り勉強会なり、現地検討会、こういったものをいろいろ組み合わせて、その中でさらにいろ

いろ意見をもっと深めて、議論して、そういったものを次の会にフィードバックしていく、

こういうような進め方を提案させていただきたいと思います。 

 具体的なイメージは、裏のページに書いておりますけれども、１つ目は、意見交換という

ことで、今回これだけの多くの委員の方がいらっしゃいますけれども、もう少し特定のテー

マで掘り下げて議論する。またその勉強、これは要するに今日の議論を聞いていて思います

けれども、やはりＧＡＰ手法そのものについて考え方自体が十分認識されていない。こうい

ったものについてもっと掘り下げて勉強する。また、実際に現地に行ってみていろいろ実物

を見るといいますか、実際に見てみて、そこの中でより深い理解を醸成する、こういうよう

な取り組みを事務局としてやらせていただきたい。 

 そしてまた、例えば現地検討会に委員の方に参画いただいて説明させていただきたい。こ

の中で出てきた意見については、次回推進会議がまた予定されているその中にいろいろフィ

ードバックしていく。このようなイメージで考えております。こういう御提案をさせていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○上原議長 理解を深めつつ普及していくということで、原案には３つの会が仕組まれてお

りますが、いかがでしょうか。 

 副島委員、どうぞ。 

○副島委員 普及支援協会の副島でございます。 

 これを進めていくということでございますが、啓発・普及が非常に大事だということで、

現場で実際それを進めていく上で、普及指導員さんというのが現場に非常に近いところで活

動されておりますので、その役割というのは非常に重要ではないかと考えております。それ

で、実際にもう既に栃木県なり、埼玉県の方からも話が出ましたように活動されています。 

 各県の普及の取り組みを見ますと、大部分のところで取り組みをしております。ただ、な

かなか全体が積極的とはいえないところもありまして、そこはばらつきがあるというのが現

状だと思います。 

 国の方でもそういうことを踏まえて、普及指導員を対象に研修などを組んでおられますの

で、それを積極的に活用しながら、現場でそれを中心になって進める人たちのレベルアップ
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が必要だろうというふうに思います。 

 私の協会でも、それを支援するというようなことで、全国の普及指導員さんとのネットワ

ークシステムを持っておりますので、それを通じていろいろな先進的な事例とか、そういう

ものを集めながら、またそれを提供していくというような取り組みをしたいと思っています

し、具体的にどういうふうに進めていけばスムーズに効果的に進められるかという、そうい

う検討、討議みたいなことも行っていきたいなというふうに思っているということでござい

ます。 

○上原議長 どうもありがとうございます。 

 今、副島委員からお話されましたけれども、勉強会と理解することと普及とを一緒にやっ

ていこうということです。そうしますと、大体原案の方向で今後進めていってよろしいでし

ょうか。これはまさに急がない、無理のない推進案だというふうに私は思います。ここから

進めていく、そういう状況にあることを踏まえ、ぜひこれをお認めいただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 次回の推進会議まで、積極的にこの原案どおり進まれるようにということを願って今日の

会議を終わりたいと思うのですが、事務局には、その他のことを含めて次回以降のこの会議

について御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○生産局総務課長 最初に御議論といいますか、御意見を伺いましたこの会議の進め方でご

ざいましたけれども、その中で半年に１回ぐらいということを伺わせていただいております。

次回の推進会議については、ＧＡＰ手法の普及状況等について皆様と御議論をさせていただ

きたいと思っておりまして、11 月頃に開催させていただければと考えているところでござい

ます。 

 今から 11 月の予定というわけにはなかなかいかないと思いますので、詳細が決まりました

ら事務局の方から御連絡させていただきまして、皆様の御都合をお聞かせいただければと思

っております。 

 それから、本日の会議、既に公開扱いで進めさせていただいているところでございますけ

れども、本日の資料や議事につきましては、農林水産省のウェブの方に載せさせていただき

たいと思っております。また、本日の議事概要でございますけれども、事務局の方でまとめ

ました上で議長の上原先生に御確認いただきまして、これも合わせてウェブの方に公表させ

ていただきますということも合わせて御了解をいただきたいと思います。 

○上原議長 今の方向で御了解いただけますでしょうか。 
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○前田委員 誤字は直させていただきたいと思います。私の方のミスですが。 

○上原議長 私からもよろしくお願いします。 

 それでは、他にないようですので、これで終わってよろしいでしょうか。まだ時間は五、

六分残っておりますけれども、閉会します。どうもありがとうございました。 
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