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第２回 ＧＡＰ手法導入・推進会議

日時：平 成 2 0 年 ３ 月 2 1 日 （ 金 ）

会場：経済産業省別館 1 0 2 0 号会議室

時間：1 4 ： 0 0 ～ 1 5 ： 0 0

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（１）ＧＡＰ手法に係る全国の取組状況について

（２）民間団体等の取組状況について

（３）平成20年度における推進方策について

（４）その他

４．閉 会
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○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第２回ＧＡＰ手法導入・推進会議を開催

させていただきます。推進会議の開催に当たりまして、佐々木生産局審議官より御挨拶申し上げ

ます。よろしくお願いいたします。

○佐々木委員 生産局担当審議官の佐々木でございます。本日は年度末のお忙しい中、委員の皆様に

は本会合に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、平素より農林水産政策に

対して御理解と御支援をいただいておりますことに、この場をお借りいたしまして御礼を申し上

げます。

既に皆様、御承知のとおり、環境問題、これは温暖化を初めとして、マスコミに取り上げられ

ない日はないかというぐらいの国民の関心の高さを示しておりますけれども、それに加えまして、

輸入食品、これに端を発しております食品の安全性の問題が国民の大きな関心になっております。

本日のテーマでございますＧＡＰ手法でございますけれども、これは農業生産工程の全体を管

理することによりまして、食の安全性の確保、そして環境の保全向上、こうしたものに向けまし

た適正な農業生産を実現するための有効な手法でございます。昨年４月には、食料・農業・農村

政策推進本部におきまして、「21世紀新農政2007」においてＧＡＰ手法を積極的に導入・推進する

こととし、当面の推進目標としまして、平成23年度までに概ねすべての主要な産地において導入

を目指すという数値目標を掲げているところでございます。本推進会議は、学識経験者を初め、

さまざまな分野の皆様に御参画いただきまして、ＧＡＰ手法にかかる情報共有、意見交換を通じ

て、国全体としてＧＡＰ手法の導入・推進を図ることを趣旨としまして、昨年６月に設置された

ものでございます。

本日はＧＡＰ手法に係る全国の取組、また各団体における取組状況を報告いただきました後、

ＧＡＰ手法の普及・拡大に向けまして、20年度の推進方策について意見交換する予定としており

ます。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いただきますようお願

い申し上げまして、私の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 申し遅れましたが、私は農林水産省生産局でＧＡＰを担当しております龍澤と申します。

本日の推進会議でございますけれども、一部委員が御欠席、また代理の方に御出席いただいて

おります。また、異動等によりまして、一部委員の変更がございますので御紹介いたします。

社団法人日本施設園芸協会の石内委員の代理としまして、業務部長の山口様に御出席いただい

ております。

日本スーパーマーケット協会におきまして役員の改選がありまして、並木委員にかわりまして、

事務局長の江口様が新たに委員となっております。
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本日、日本チェーンストア協会の小笠原委員が所用で欠席しております。

また、農林水産省生産局の吉田委員が異動となりまして、佐々木審議官が委員となっておりま

す。

また、全国地域婦人団体連絡協議会の加藤委員から、先ほど所用により欠席という連絡がござ

いました。

全国農業協同組合中央会の前田委員の代理といたしまして、食の安全・安心対策室審査役の丸

澤様に御出席いただいております。

また、農林水産省消費・安全局の小林委員が異動となりまして、山田審議官が委員となりまし

たので御紹介いたします。

それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。お手元にお配りしていま

す座席表の下１枚めくっていただきますと、議事次第が１枚、配付資料で、資料１－１、ＧＡＰ

手法に係る全国の取組状況について、資料１－２が１枚紙で栃木県説明資料、資料１－３、鹿児

島県説明資料です。

資料２でございますけれども、資料２－１から２－５までつづってございます。民間団体等の

取組状況であります。

資料３－１、20年度の国の取組方針について、資料３－２、意見交換のポイント、資料３－３、

開催要領（改正案）であります。

参考資料として、ＧＡＰ手法導入マニュアルを添付してございます。過不足等ありましたら、

事務局まで申しつけいただければと思います。

それでは、早速議事に移らせていただきます。上原議長、よろしくお願いいたします。

○上原議長 よろしくお願いします。本日は、議題がその他を含めまして４つあります。１つずつ処

理していきたいと思います。なお、一応この会議は午後４時を目途に終了したいと思っています

ので、円滑な審議に御協力いただくようにお願いします。

それでは、まず（１）ＧＡＰ手法に係る全国の取組状況について、そこから審議に入りたいと

思います。まず、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○事務局 それでは、事務局から説明いたします。

資料１－１、ＧＡＰ手法に係る全国の取組状況についてであります。１枚めくっていただきま

して、１ページでございます。ＧＡＰについてでございます。

これは第１回の推進会議におきまして御説明した内容でございますけれども、このＧＡＰにつ

きましては、食の安全の確保ですとか、環境の保全などさまざまな目的を達成するために工程管
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理を行う手法であるということで説明いたしております。本日は時間の関係上、割愛させていた

だきます。

２ページでございます。「21世紀新農政2007」におきまして、国としまして、このＧＡＰを積極

的に導入・推進し、平成23年度までに概ねすべての主要な産地（2,000産地）において、ＧＡＰの

導入を目指すこととしております。

続きまして、３ページでございます。国の取組施策といたしましては、ＧＡＰに取り組んでい

る産地、農業者の数が限定されているという状況にありましたので、まずは基礎ＧＡＰ、これは

汎用性の高い項目に絞った基礎的なＧＡＰでございますけれども、そういったものを活用しまし

て、ＧＡＰ手法自体を普及していくということで進めているところです。具体的にはこの下に書

いてある通りでありますけれども、農林水産省のホームページでＧＡＰコーナーを設けて情報提

供したり、ＧＡＰの推進パンフレットの配布、今申しました基礎ＧＡＰの策定・公表、導入マニ

ュアルの普及ということで、これは参考資料になりますけれども、ＧＡＰ手法の導入手順といっ

たものをわかりやすく説明したものを作成しております。また、普及指導員を対象とした研修の

実施、また、「食の安全・安心確保交付金」による産地への実践支援などを取り組んでいる状況で

あります。

次の４ページでございますけれども、基礎ＧＡＰでございます。これは汎用性の高い項目に絞

った基礎的なＧＡＰということで19年３月に公表したもので、現在７品目（野菜、果樹、米、麦、

大豆、花、茶）で策定しております。この内容につきましては、必要最小限の内容ということに

なっておりまして、食品安全の観点、もしくは環境保全という観点で、おおむね20ぐらいの点検

項目となってございます。

続きまして５ページ、支援事業ということで、国としましては、予算の支援を通じまして、Ｇ

ＡＰ手法の普及拡大を図っていくところであります。具体的に申しますと、「食の安全・安心確保

交付金」、並びに20年度の新規予算であります「先進的総合生産工程管理体制構築事業」といった

ものを要求しております。「食の安全・安心確保交付金」に関しましては、実際にＧＡＰを導入す

るに当たりまして、都道府県段階もしくは産地段階において、マニュアルを作成するですとか、

調査・分析する、また研修会に参加するといったいろいろな取組に対するソフト的な支援であり

ます。

一方、「先進的総合生産工程管理体制構築事業」は、ソフト的な支援のみならず、工程管理を実

施するための必要なハードと一体的に整備できるもので、モデル的な取組を支援していくという

ことで、20年度から実施予定となっております。
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６ページに移らせていただきます。前回、第１回のＧＡＰ手法導入・推進会議におきまして、

ＧＡＰ自体がまだまだ周知されていない、認知されていないということから、まずは周知をしっ

かり図っていくべきであって、勉強会なり意見交換会を開催する必要があるとの議論がありまし

た。ここに書いてありますとおり、ＧＡＰ手法導入・推進に係る勉強会（セミナー、説明会）で

ございますけれども、本日の推進会議の委員の所属する団体等とも連携しまして、生産者向け、

また実需者向けにいろいろな勉強会を開催してまいりました。また、現場段階でも、ＪＡ生産部

会等で1,300回ぐらいの説明会も開催しております。

また、消費者も含め、ＧＡＰに関する理解を深めていただくために、意見交換会を全国９カ所

で開催いたしました。また、３月26日、来週でございますけれども、300名規模のシンポジウムを

開催する予定にしております。

また、それ以外にもＧＡＰ推進パンフレットを配布するとか、野菜・くだものフェアの中でＧ

ＡＰを周知するなど、いろいろな取組を行っております。

７ページに移らせていただきます。ＧＡＰに係る全国の取組状況でございますけれども、主要

な産地等における周知・導入状況というところでありまして、19年12月末現在で全国的な調査を

いたしまして、まず左手のグラフでございますけれども、主要な産地等におけるＧＡＰ手法の周

知状況というところで、前回「周知済み」の部分が少なかったですけれども、今回は約６割ぐら

いで周知が進んでいるという状況です。また、導入状況につきましては右手のグラフでございま

すが、平成19年12月末現在で596の産地で導入されています。また、971の産地で、次期作での導

入に向けて協議会を立ち上げて検討を既に開始している状況です。両方を合わせますと、約1,600

産地でＧＡＰの導入に向けて動き出している状況です。

８ページに移ります。都道府県単位で見た場合、多くの都道府県で導入・推進が進んでいるん

ですが、特に一部の県におきましては、産地ごとではなくて、全県的な取組が増えているという

状況がございます。

例えば、北海道の場合ですと、ホクレンが麦の赤かび病対策ということで、麦のＧＡＰを道内

の全ての生産者に導入しております。本日御出席いただいております栃木県におきましては、Ｊ

Ａグループと連携して県内の全てのイチゴ生産者を対象にＧＡＰを推進しております。福井県に

おきましては、これは米を中心ということでございますが、生産履歴記帳を取り入れたＧＡＰ手

法といったものを進めております。高知県におきましては、「こうち環境・安全・安心点検シート」

を全ての農家に配布して、全県的に取組を進めております。鹿児島県におきましても、「かごしま

の農林水産物認証制度」の中でこのＧＡＰ手法を取り込んでいるということで、全県的に進めて
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おります。

幾つかの事例がありますけれども、こういった全県的な取り組みが増えてきているという状況

で、産地の数も増えてきているという状況であります。

続きまして９ページでございます。ここは参考でございますけれども、海外の動向であります。

ヨーロッパにおきましては、欧州小売業組合、これは民間の大手量販店等の組合でございますけ

れども、平成13年よりＥＵＲＥＰＧＡＰというものを作成、運営しております。2007年９月にＧ

ＬＯＢＡＬＧＡＰに名称変更になっております。平成18年12月時点で５万9,000件を認証しており

ます。このＧＬＯＢＡＬＧＡＰの点検項目につきましては、「食の安全の確保」、「環境負荷低減」、

「労働者の労働安全」並びに「動物福祉」に関する項目、約200項目で構成されております。この

ＧＬＯＢＡＬＧＡＰとの同等性認証を進めておりまして、現在13カ国の民間ＧＡＰと同等性が認

証されており、後ほど日本ＧＡＰ協会からも御紹介があると思いますが、日本でもＪＧＡＰがＧ

ＬＯＢＡＬＧＡＰとの同等性認証が行われているという状況でございます。

なお、小売段階ではＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証を示すラベルやマークの使用は認められていな

いというのが特徴となっております。

この欧州での民間の動きについては、量販店と取引する際の一つの条件になっているというこ

とから、ヨーロッパだけではなくて、ヨーロッパ以外の地域でも多くの認証を受けております。

続きまして、10ページでございますが、韓国、中国におきましても、同様にＫＯＲＥＡＧＡＰ、

ＣＨＩＮＡＧＡＰといった取組が進められております。これは2006年からでございます。韓国の

場合は、農産物流通公社が実施主体になっておりまして、約110項目のチェック項目で構成されて

いるということでございます。あわせて、トレーサビリティー制度の登録取得も義務化されてお

ります。

一方、中国に関しましては、ＣＨＩＮＡＧＡＰということですが、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰに準じ

た形で制度をつくっております。現在、同等性認証を申請しているということでございます。韓

国、中国のＧＡＰにつきましては、まだスタートしたところということで、これから認証件数が

増えていくと思われます。

また、米国におきましても、カルフォルニア州政府におきまして、カルフォルニア葉菜類ＧＡ

Ｐプログラムが昨年からスタートしております。州政府における認証制度ということで、衛生管

理に特化した管理ということになっております。

これ以外にも、アジアのいろいろな国でＧＡＰに取り組んでおりまして、世界的な動きになっ

てきているということで、御紹介いたしました。
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以上です。

○上原議長 どうもありがとうございました。

ただいま、栃木県と鹿児島県のことについて触れられましたので、両県の取組状況につきまし

て、鈴木崇之委員、中村委員の順で、申し訳ないですが５分程度で御説明をお願いできればと思

っております。よろしくお願いします。それでは、鈴木（崇）委員お願いします。

○鈴木（崇）委員 栃木県の鈴木でございます。資料１－２のペーパーをご覧いただければと思いま

す。

ＧＡＰの取り組みにつきましては、平成17年度よりモデル的に幾つかの作物において進めてま

いりましたが、19年度におきまして、イチゴの全生産者――このイチゴの全生産者というのは、

農協系統の生産部会、観光イチゴ園、直売所、それから個別の市場出荷者、栃木県内でイチゴを

販売している農家はすべて対象にしようということで、正確に申しますと、2,357戸ないし８戸な

のですが、それだけの農家、観光イチゴ園24園に働きかけまして、ＧＡＰの導入を進めておりま

す。

さらに麦につきましても、すべての麦種、栃木県はビール麦が非常に多くございますから、麦

につきましては、県も応援したのですが、ＪＡが積極的にとり行いまして、これもＧＡＰ、全員

の導入を今進めているという状況にございます。やり方、対応については、イチゴですと、すべ

てのＪＡに安全管理品質委員会を設置いたしまして、さらに安全管理品質委員会の下部組織とし

て、推進チームを29ほど設置していただきまして、それが具体的にＧＡＰの推進、実践を指導し

ていただくということで、今、進めております。

それから、それ以外のネギやトマト、あるいはナシでもＧＡＰの取り組みを進めておりますが、

私ども栃木県版のマニュアルをそれぞれつくっておりまして、今年は麦のマニュアルをつくった

わけですが、ただ、今、ＧＡＰの推進に当たった取り組みの最後なのですが、現場の指導者が非

常に不足しているという状況にあります。私どもも含めてなのですが、相当な数になりますと、

それを指導する指導者の養成あるいは確保というのが非常に重要だということで、何回か研修会

を行って対応を図っておりますが、まだまだ不足しております。

事例ですと、ここではイチゴ生産者のことを書いてございますが、農薬使用履歴の記帳、生産

履歴の記帳、さらにトレーサビリティーでは箱ではなくパック単位に生産者名、またはそれがわ

かる番号を、ＪＡの出荷者についてはやっております。

そういったことでＧＡＰのチェックシートの回収は私は余り意味がないと思っているのですが、
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いろいろな幾つかの方法で農家段階での取組状況をとらえようということを使う中での回収とい

う意味で、そういった集計結果を踏まえて、これは毎月なのですが、県段階で各地域の状況を報

告していただいて、それに基づいて必ず対応を行うと。毎月ごとにＰＤＣＡサイクルをやりたい

ということで、今進めておりますが、まだまだ導入促進道半ばという状況にありまして、これか

らもっと頑張っていきたいと思っております。

今後の取り組みといたしまして、今、イチゴは栃木県の最大の園芸の産物なのですが、それに

次ぎますのがトマトでございまして、トマトも七百数十名おりますが、これを20年度において、

全部推進してしまおうと。それからナシは九百数十名おりますが、これもＧＡＰを20年度で全部

推進してしまおうということで、今計画をしてございます。

○上原議長 どうもありがとうございました。

それでは、中村委員、御報告お願いします。

○中村委員 鹿児島県の中村と申します。本日は本県のＧＡＰへの取り組み状況等について、説明す

る機会をいただきましたことを感謝いたしております。資料１－３をごらんください。

まず、１．取り組み状況でございますが、当県には平成16年にＧＡＰ手法を取り入れた認証制

度ということで、「かごしまの農林水産物認証制度」を創設しておりまして、市町村やＪＡなどと

一体となって、この認証制度の充実・普及を図っているところでございます。このようなことか

ら、当県におきましては、県の認証制度を普及・定着させるということで、ＧＡＰ手法の普及・

定着の取り組みを進めているところでございます。年々県の認証を取得する農家が増えてきてお

りまして、現在、野菜、果樹、米、タケノコ、原木栽培キノコ、卵の６種類において、41品目で

約3,200戸の農家が認証を取得しております。

また、当県は全国第２位の茶の産地でございますが、この茶において、県やＪＡ、生産者団体

が一体となりまして、独自の鹿児島茶の基礎ＧＡＰを策定し、すべての生産農家、約4,000戸ほど

ございますが、この３月からＧＡＰ手法の導入に向けた取り組みを始めたところでございます。

このような茶の農家のＧＡＰ手法への取り組みに呼応いたしまして、例えばこうしたレベルアッ

プした農家等が目指すＧＡＰとして県の認証制度におきましても、新たに認証基準を定めて、20

年度から運用することとしております。

次に、２の取り組み予定でございますが、当県といたしては、引き続き鹿児島の農林水産物認

証制度の普及拡大に努めますとともに、20年度はＧＡＰ手法の導入をさらに推進するために、Ｇ

ＡＰ手法についてわかりやすく説明する広報・啓発資料を作成いたしますほか、市町村や農協、

各産地等において、ＧＡＰ手法への取り組みを推進するリーダーとなるべき人材を育成するため
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の研修会、また、県下の各ブロックごとに生産者を対象にした研修会等を開催することとしてお

ります。さらには、現在の県の認証制度、化学肥料、農薬の使用を低減する栽培も合わせて認証

する制度として、内容を充実し、この４月から運用するということにしております。

最後にその他というところでございますが、現在、国におかれましては、全国で消費者等の理

解を得るための研修会等を実施されておられますが、ＧＡＰに取り組んでいる各産地等が実施す

る消費者等の理解を得るための取り組み等も支援の対象にしていただければありがたいのかなと

いうふうに考えております。

簡単ではございますが、以上で鹿児島県の取り組み状況を御紹介させていただきました。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。

以上の御報告に基づいて、しばらく御意見、御質問等をお伺いしたいのですが、中井委員がも

うすぐ退席されますので、その前に一言、よろしくお願いします。

○中井委員 ちょっと途中で退席しないといけませんので、外食産業の立場から一言発言させていた

だきたいと思います。

このＧＡＰについては、３点我々として評価したいと考えております。まず、第１点は、先ほ

ども説明がありましたように、ＥＵＲＥＰＧＡＰの成り立ちから言っても、やはり消費者側のニ

ーズからこの制度ができてきたといういきさつがありますので、この点を評価したいということ

が１点です。

それから、２点目は、農業はもともと適地適作という言葉がありますように、それぞれの地域

によって、創意工夫をしながら営まれるというふうに思うんですが、どうしてもそこに有機農業

とかいうことになりますと、全国一律に基準に基づいて、農業をそれに合わせていくという形を

とらざるを得ませんので、これはやはり本来の農業のあり方からいきますとちょっと無理がある

という点がどうしても出てくるんじゃないかなと思っております。

それから、３点目は、今いろいろな食に関する事故や事件があったことを踏まえて、我々業界

もそうですし、食に関わるすべての業界がそうだと思いますけれども、何を求められているかと

いうことは、やはりコンプライアンスと情報開示ということが一番大きなテーマになっているわ

けですけれども、実はＧＡＰというのは、まさに農業におけるコンプライアンスと情報開示だと

いうふうに思うわけです。そういう意味で、生産者側だけの論理で、消費者側に物を販売してい

くとか、伝えるということじゃなくて、実需側と消費側とどう連携していくのかということの視

点の中で、この日本においてのＧＡＰが定着していくということがあれば、我々の業界としても
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大いに期待したいし、歓迎したいというふうに考えております。

以上です。

○上原議長 どうもありがとうございました。

中井委員に初めに御発言いただきましたが、公的な機関による取組に関しまして、御質問、御

意見等ありましたらどうぞ。どうぞ、佐々木委員。

○佐々木委員 栃木県さんにお伺いしたいのはＧＡＰの中身ですが、基礎ＧＡＰ的なもののなのかど

うかということです。

もう一つ、両県にお伺いしたいのは、生産現場に行政といいますか、一生懸命導入を図ってい

ただく上で、御理解いただき難かった部分というのがあったら教えていただきたいということで

ございます。

○上原議長 それでは、鈴木委員のほうから、基礎ＧＡＰ的なものかどうか、それから御理解させて

いくのにどういう苦労をなさったか、そのことについてご説明をお願いします。

○鈴木（崇）委員 私どもがつくっておりますマニュアルは、イチゴですと53項目のチェック項目に

対応しようということなのですが、今回対応しましたのは、29項目でして、前段階のもの、土づ

くり等の生産管理については今回は入れないで、安全・安心のところと品質向上の２つの分野の

部分を使って対応したものでありまして、いわゆる基礎ＧＡＰに非常に近いと言えるかと思いま

すが、ある一定のレベルでは、ＧＡＰの細かいところも対応しているということになるかと思い

ます。今後、項目の見直しというようなことが、これから実は入ってくるわけでありまして、こ

れから対応していきたいと考えております。

農家に対する説明ができないとか、そういう言い方、対応のところがございますが、私どもの

生産サイドから申し上げれば、いかにして良いものを消費者に提供するかというのが一つの大き

な使命だと思うのです。そのような視点を、ＪＡあるいは農家に、さらに安全・安心というのは

もとよりなのですが、そのようなことを説明していくことが、この取り入れるときの最大のポイ

ントなのかなと思いました。

ただ、一番大変だったのは、先ほども申し上げましたように、組織化された生産者は指示が行

き届くわけですが、組織化されていない生産者も含めてといったところが、県庁と役場、あるい

はＪＡ等を動員いたしまして人海戦術で、これが非常に大変だったと言えば大変だった。

もう一つ言えば、ＧＡＰというものの導入、私どもは途中だと思っていますが、ＧＡＰという

ものを実際に農家がどれだけ理解して取り組んでいただけるか。あるいは、どれだけそのリスク

を排除するような仕組みとなっているかどうかというところについては、なお道半ばでありまし
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て、これが、これからの課題であると思います。

○上原議長 それでは中村委員、お願いします。

○中村委員 生産者に対する理解をどのように図ったかということだと思うんですが、私ども、認証

制度をスタートしたときから、約３年間ぐらいの推進計画というのを各地域ごとに立てて、その

中で、対象となる生産部会による会合とか、そういうところで説明をしてきたわけですが、やは

り一番生産者に言われるのは、「ＧＡＰというか認証制度、認証を取得するということでどういう

メリットがあるのか」ということをよく問われるんです。

特に価格に反映するのかどうかというのがよく問われるわけですが、なかなか価格には反映し

づらいというところがあるわけなんですけれども、私ども、この認証制度というのは、毎年更新

するような仕組みになっておりまして、その更新の申請の中で、農家の方々に認証制度のメリッ

トとは何なのかというのを聞き取り調査しているところなんですが、その中でもやはり価格に反

映できないけれども、部会の会員の意識の向上、コスト意識であるとか、安全に対する意識であ

るとか、品質管理に対する意識が向上した。それとか、取引先が増えた、安定して取引ができる

ようになるというようなこと。それから、ほかのところが値下がりがあっても、値下がりの幅が

余りないというメリットを言われてきておりますので、その辺のところを今後も体系づけた上で、

そこのところを主張しながら普及を図っていくのかなというふうに考えているところであります。

○上原議長 ほかにいかがでしょうか。

山田委員、お願いします。

○山田委員 鹿児島県さんの御報告に対して質問させていただきたいんですけれども、栽培のところ

から出荷のところまで、ずっと通じて管理をなさるというのは非常にいいことだと思うんですけ

れども、英語でいうところのポストハーベストと言いますか、日本語でいう収穫後のところで衛

生管理マニュアル云々と書いておられます。日本はＧＡＰの定義がすごく広くて、海外ですと、

ここのところはそれぞれ書いておられるようにGood Hygienic Practiceに相当することをなさって

おられるんだと推察しているんですけれども、それはそれでまた農業の専門知識と違う知識が要

るわけですけれども、衛生管理マニュアルをおつくりになるときに参考になさったりとか、Codex

がCood of Hygienic Practiceとかを出したりしているんですけれども、国内のものとか、どうい

うものを参考になさったのかということをお伺いしたいのですけれども。

○上原議長 それでは中村委員、お願いします。

○中村委員 収穫後の衛生管理ということなんですが、収穫後、出荷に至るまでの設備の衛生面であ

りますとか、設備の衛生面でいいますと、清掃の関係、記録の関係、予冷庫の清掃の関係、コン



- 12 -

テナの関係から、その辺のところをマニュアル化して守るようにということと、もう一つは出荷

した後の情報提供というんですか、その辺のところも一緒になって、あわせて提供できるような

情報マニュアル等もつくっているところでございます。

どこのところを参考にしたということではございませんが、県の基準というのは、あくまでも

そこの県の基準をもとにして、地域が自分たちで基準をつくるということでございますので、県

の基準というのは基礎的なものでございますが、そこはいろいろな部署で、ＪＡとかいうような

ところとも検討しながらつくっていったものでございます。どこを参考にしたというところもな

いということでございます。

○上原議長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

また後から御質問、御意見等出てきますことを予定しまして、次に民間団体の取組につきまし

て、御報告をお願いしたいと思います。

全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、日本農業法人協会、日本生活協同組合連

合会、日本ＧＡＰ協会、取組状況について資料に基づいて御紹介いただきたいと思います。順番

としては、丸澤委員代理、小池委員、野村委員、壽原委員、武田委員の順でお願いします。

それでは、丸澤委員代理、よろしくお願いしたいと思います。これも短いんですが、お一人様

５分程度で、要領よく御報告をお願いしたいと思います。

○前田委員（代理） では、説明させていただきます。

取り組み状況でありますけれども、４つあります。一つは昨年の10月の全中の理事会におきま

して、食の安全・安心確保等に向けた今後の取り組みについて決定しております。その中で、Ｇ

ＡＰ手法の導入についてでありますけれども、我々が過去ずっと展開してきました生産履歴の取

り組みは、十分進んだ生産グループでは、さらなる農産物の安全・安心を確保するために環境保

全型農業の推進と農作業の安全の確保の意味から、ＧＡＰ手法に取り組むということを決定して

おります。

それで、ＧＡＰ手法の導入に当たっては、ここに書いてありますとおり、生産グループの意欲、

自主性を最大限尊重した上で、普及センター等の行政との連携を密にして取り組むという方針を

決めました。その中で、21年度末までの行動計画について策定しております。

その行動計画の策定でありますけれども、昨年12月にＪＡ全農と連盟で、食の安全・安心確保

等に向けた全国段階行動計画というものを策定しております。その中でＧＡＰについては、ＧＡ

Ｐの取り組み目標を、ＧＡＰ手法の導入に周知・理解の促進を図るとともに、生産履歴の取り組

みを前提にＧＡＰ手法の導入を図るということにしております。そして、そのＧＡＰ手法を普及



- 13 -

していくために、ハンドブックとか各種の研修会を実施するということを決定しました。

今この３月末、19年度末を目標に作成中なのでありますけれども、ＧＡＰ導入のハンドブック

というのをつくっております。現在、初校が出まして、その最終稿といいますか、完成に向けて

今、鋭意努力中でありますけれども、生産部会における話し合いを通じてリスクの洗い出しと評

価を行って、対策を自分たちの、いわゆる生産部会で対策の設計を行っていくということを前提

にして、自分で考えて自分で組み立てていくＧＡＰ手法の導入に重点を置いた内容にしておりま

す。それを利用して、20年度からになりますけれども、ＧＡＰ手法の導入指導員の養成講習会と

か、都道府県段階なり、ＪＡ段階になるわけですけれども、現場でのＧＡＰ手法の導入の研修会

のテキストとして活用を予定しております。

４つ目ですけれども、食の安全・安心担当者研修会というのを開催しました。これは３月13日

なんですけれども、これも全農のほうと共催でありますけれども、食の安全・安心担当者研修会

というのを開催しました。全国のＪＡ団体では、量販店なり流通側の求めているＧＡＰに取り組

む先進的な産地もあれば、まだＧＡＰのアイデアといいますか、概念そのものがまだ理解されて

いないようなところもありますので、我々のねらいとしては、過去取り組んできた生産履歴記帳

の取り組みの徹底を図るということと、ＧＡＰ手法をどういうふうにして導入していったらいい

のかという２点を中心に、担当者の知識の向上ということを目標に講習会を実施いたしました。

約100名の参加いただきまして、先ほど言いましたＧＡＰ導入のハンドブックなり、ＧＡＰに先進

的に取り組んでおられる産地の方の事例紹介とか、そういうことを紹介する中で、知識の向上に

当たったというようなことでございます。

今後の予定ですけれども、全中の場合、20年度以降、研修会を導入指導員の養成講習会という

のをＪＡグループのほうで全農と共催で実施するとともに、各都道府県のＪＡグループのほうで

ＧＡＰ手法導入のモデルなり、そういうのを事例紹介しながら、各都道府県段階でも研修会をや

って、ＧＡＰ手法導入のＪＡグループ全体の底上げを図っていくというような方針で、20年度以

降、臨みたいというふうな感じで取り組んでいます。

以上です。

○上原議長 どうもありがとうございました。

それでは、小池委員、ご報告をよろしくお願いします。

○小池委員 全農の営農総合対策部長の小池でございます。

今、全中の丸澤委員代理がお話ししましたけれども、ＪＡグループとしましては、組織的な方

針の決定なり、その方針を組織内にきっちりと伝達し指導していくのを全中が、私ども全農が、
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私どもの事業の機会を通じまして、実際的な講習会の実施なり、生産現場への働きかけを分担し

ているというような関係になります。

19年度、私ども全農としてやった内容を、先ほど丸澤さんの話の補強という意味でさせていた

だきます。資料２－２をごらんください。

箱の中に、19年度、スタートが10月24日になっておりますけれども、ＧＡＰ手法関連の取り組

み状況をまとめてございます。基本的には７回ほどＧＡＰ手法導入の研修会をやりまして、人数

を書いてあるところがありますが、これを合算しますと、約600名弱ぐらいの、私ども全農の県本

部の担当者やＪＡの担当者、場合によっては生産者そのものが出席したということになってござ

います。

それで、今年度の最終的な成果としましては、先ほど丸澤委員が言いましたとおり、20年度か

ら本格的に使っていくＪＡグループとしてのＧＡＰ手法導入ハンドブックが、この３月末に完成

できたということになります。そのハンドブックが完成してから講習会をやるのではなくて、ハ

ンドブックの中身としてとったらいいであろう考え方を、もう案の段階から実際講習会のテキス

トに使って、10月ぐらいからどんどん講習会をやり始めて、現場で理解できることなのか、生産

者がついてこれるのかというのを、一応講師がついて確認をしながら進めてきて、これはどうも

いけそうだということなので３月末にまとめました。

ＧＡＰ手法って、どうやって現場に落とし込んでいったらいいのかという考え方は３ページの

箱の下に書いてありますので、お読みいただきたいと思うんですが、上から「これがチェックリ

ストなので、あなたたち、安全・安心なものをつくるために、これを必ずやりなさいよ」と強制

化すると、どうしても抵抗感があったり、すっと入っていけないようなことがあるものですから，

基本的には自主的に任意で取り組むということを基本にしておりますので、自分たちで話し合っ

て考えて、自分たちが守っていくプロセスを自分たちで決めさせると。そのプロセスを、自分た

ちの頭で考えさせる、考えてもらうと。そうすると、プロセスをきっちり理解できるということ

に基づいてやっていまして、４ページ以降、写真を入れて、既にこういう考え方で、自分たちで

生産から梱包して出荷するまで、自分たちでリスクがどこにあるのかということを見つけ出しな

がらチェックリストをつくるという作業を、どういうことなのかという事例を講習会の中で話し

ていくことで、ＧＡＰの手法とはどういうことなのかということを理解してもらうという流れを、

基本的にＧＡＰ手法導入ハンドブックとしてございます。

５ページに、このＪＡの生産部会がメーンでみずから取り組んで決めた自分たちの生産工程特

定要因図で、これが６ページに最終的に自分たちで決めたチェックリストになっている。各地域
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で各作物でこういうふうに工程、プロセスを分解して、どこにどんなリスクがあって、それに対

して自分がどういう措置をしていくのかというのをつくっていくというのが、ＧＡＰ手法による

農業生産の工程管理なんですよということで、導入ハンドブックが３月末にできます。

それで、20年度、指導員講習２回をやろうと思っていますし、指導員講習だけではなく、19年

度やったように、あらゆる機会を通じて、導入手法を現場のほうに伝達してまいりたいと考えて

おります。

以上です。

○上原議長 どうもありがとうございました。

それでは、法人協会の野村委員、ご報告よろしくお願いします。

○野村委員 法人協会の野村です。

資料２－３、７ページ、８ページと記述させていただいております。

まず現状でございますが、私ども会員、約1,700会員に対するＧＡＰの普及啓発ということで、

ここの箱の中に書いておりますとおり、５回のセミナーを開催させていただきました。ＧＡＰに

対する関心は、会員の中でも非常に高くて、例えば６月29日のセミナー、これは農林水産省と共

催で開かせていただいたものですけれども、100名近い参加が得られたということで、関心の高さ

を御理解いただけるかと思います。

それから、取り組みの２点目でございますが、会員に対して普及啓発していくためには、指導

体制をより強固なものにしていく必要があるということで、現在、当協会の事務局職員のうち３

名にＪＧＡＰの指導員資格を取得させております。それから、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰにつきまして

も非常に関心、要望が高いものですから、協会の講習会に随時参加させていただいているという

ことで、指導体制の整備を図っています。

それから、実際のＧＡＰ導入の推進でございますが、８ページの上の表でございます。本年度

からそういった指導員を中心といたしまして、各地でＧＡＰの導入研修を実施するという事業を

導入いたしました。今年度、第４四半期に入ってからでございますが、既に５回現地研修会を行

っております。この研修会そのものは、そもそもＧＡＰというものを理解していただくための講

習会的なものと、それからもう一つ、個別の農場ごとに実際にＧＡＰの認証を得るための模擬試

験に近いような個別研修と、２種類に分けて実施しております。それから、今後の方向でござい

ますが、引き続き今年度から導入いたしました普及啓発活動、あるいは現地指導会を頻繁に行っ

ていくということでございます。

ただ、全国、北海道から沖縄まで会員が点在、散在する中で、東京１カ所の事務局だけの指導
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普及体制ではやはり現地対応にも限界があるということで、私ども各都道府県にある地方組織の

事務局の方々にもぜひそういった指導員資格なりを取っていただいて、よりきめ細かな普及推進

を図っていきたいと考えております。

以上でございます。

○上原議長 どうもありがとうございました。

それでは、生協連の壽原委員、ご報告よろしくお願いします。

○壽原委員 日本生協連の産直担当の壽原です。

資料の２－４の９ページから、2008年度に向けての全国の会員生協及びその取引先産地への発

信ということで、まとめさせていただいた文章を提出させていただきました。

昨年の牛肉コロッケの問題、そして直近の中国冷凍ギョーザの問題等、まさに食品の安全・品

質を揺るがす事件、事故の中で、実はこの青果物品質保証システムというふうに私ども提案させ

てもらったんですけれども、６年、７年前の産地偽装の問題が、直接的には背景になりまして、

さらに産直、あるいは生協の取り扱い農産物の安全・品質管理の問題、その一つとしての農薬の

問題とかというのが各地の生協、あるいは日本生協連の場でも協議したり、さまざまな議論をし

てまいりました。

特に今申し上げましたように、偽装事件の背景を受けて、それぞれ生協個々ばらばら、産地取

引先との関係でいろいろな積極的な取り組みもされてきましたけれども、最低限、生協のいうと

ころのプライベートブランドの一つである産直農産物について、その品質なり安全の確保という

のをどういうふうにされているのか。要するに、生協の産直農産物というのは、これこれしかじ

かの担保されていますよというところをきちっと言えることをしていこうじゃないかと、そんな

ことを、実は偽装事件の直前のところから議論が始まっていて、偽装事件の問題が起こって、テ

ンポを上げてやっていかなきゃいけないだろうということ、そして、そういう中で、量販店の取

り組みやら、あるいは、この後御紹介がありますけれども日本ＧＡＰ協会の動きに連なるものを

含めて、私どもも道具の一つとしてＥＵＲＥＰＧＡＰの勉強というところに行きつきまた。

この議論を始めた当初、５年ぐらい前の段階でも、一部の方は、ＧＡＰというのを御承知です

けれども、御承知のように、ＧＡＰといえば衣料品ブランドのＧＡＰはわかるけれども、ＧＡＰ

って何なのというのがつい５年前の状況で、あるいは現状だって、まだまだそれに近いようなと

ころがあると思うんです。それで、取り組みの中身を正しく表現するという意味で、「青果物品質

保証システム」という言い方にしております。

中身としましては、10ページに全体の考え方を図示したもの、それと工程スケジュール、11ペ
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ージのところに書いてありますけれども、それと文章にも書いておりますけれども、一言でいい

ますと、プライベートブランドの産直と言いましたけれども、生協の取扱農産物、さらに、今回

の事件があったからじゃないですけれども、生協の取扱商品全般について、やはりきちっと責任

を持てる関係をつくっていきたいという思いがあって、まずもって、御承知のように今回事件に

なっていますコープ商品のプライベートブランドの管理と同時に、生鮮農産物のところで言えば、

まずもって産直のところからやろうじゃないかということで、かつこれは、ＥＵＲＥＰＧＡＰと

まだまだ違うレベルは、第三者認証までいきなり持っていくのをやめましょうというところで、

自己点検と、それと相互の点検、いわゆる顔の見える関係でまずやっていきましょうと提起し、

なるべく時間もコストもかけずにやれる方法はないものだろうかということで、この３年来、実

験、実証を重ねて、そして、昨年、2007年版で本格的に農業規範部分は各地で実践を着手してい

ただきました。そして、これは法人協会さんもそうですし、この後の日本ＧＡＰ協会さんもそう

だと思うんですけれども、それぞれチェックする人間の目線がばらばらだと困るということで、

チェックする人間の講習会、我々は点検者という言い方をしておりますけれども、一般的には審

査員と言ってもいいですし、そういう講習会を昨年度来実施してきまして、2008年度もこれから

本格的にやっていきたいと思っています。

それと、もう一つ現時点での特徴が、当初の思いが、先ほど言いました生協の取り扱いの産直

農産物についてということで、単に生産サイド、生産過程のところ、生産者に対して一方的に求

めるものじゃないという話で、まさに農場から食卓というキーワードそのものずばりで、農場の

管理だけじゃなく、中間流通の管理、あるいは最終の生協の販売の場面、あるいは生協の組合員

さんの最終的にまさに台所まで、本来は一貫して管理されなければ、本当に幾ら生産のところで

努力されたものも実を結ばないということで、一番後ろの11ページのところに図示されておりま

すけれども、いわばホップ・ステップ・ジャンプの関係で言えば、生産、流通、販売のところ、

商品のところまで持っていきたいということで、今年度から流通規範というのをやっと一つの案

として提案し、実証試験に着手できるように取りまとめできました。この２月に公表しまして、

これから本格的に実験、実証に入っていきたいということで、今進行しているところです。

○上原議長 どうもありがとうございました。

それでは、日本ＧＡＰ協会の武田委員、ご報告お願いします。

○武田委員 日本ＧＡＰ協会の武田です。よろしくお願いいたします。

資料は２－５ということで、12ページにつけさせていただいております。

前回、昨年６月にこの会議で報告させていただいた内容も踏まえて、その進捗度合いも含めて、
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今日御報告をさせていただければと思うんですが、１つ目、取り組み状況としまして、ＪＧＡＰ

はＧＬＯＢＡＬＧＡＰの同等性認証を2007年８月に獲得いたしました。大体１年ぐらい、１年少

しかかった作業でございましたけれども、現在、日本で運用されているＧＡＰの中では唯一だと

思います。今度、同等性認証を得たことで何が起きるのかということですが、具体的な話をすれ

ば、細かい審査・認証の規則はいろいろあるわけですが、具体的に特に農業生産者の視点から同

等性認証というのはどういうメリットがあるかというと、ＪＧＡＰの審査を１回受けることで、

その結果をもって、よければＪＧＡＰの認証とＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証の両方を取得できると

いうことです。単純に考えても、似たような内容の審査を２回受けて、２回分交通費を払って、

２回分審査費用を払うというよりは安くなると。

御質問が出るかもしれませんので、ちょっと文章にはしにくいんですが、価格はどれぐらいに

今なっているかということですが、ＪＧＡＰの場合は、これはＧＬＯＢＡＬＧＡＰもそうですが、

第三者審査認証制度となっています。ですので、審査費用なども、各審査機関、認証機関が独自

に定めていいことになっています。マーケットの審査マーケットという言い方が正しいかどうか

わかりませんが、その競争ぐあいによって、審査費用、認証費用も低下するなり、上がっていく

なりしていくものだと。現状、ＪＧＡＰの審査認証費用というのは、１農家当たり６万円プラス

交通費というのが相場になっております。今後、新たな審査機関の登場により、変化はしていく

だろうと思いますが、本日時点の相場ということで御報告します。

あと、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの審査認証というのはどれぐらい費用がかかっているかというと、

日本国内で実際に行われたものを見ると、大体40万円から50万円ぐらいかかっております。いろ

いろやはり、ヨーロッパとのやりとりがある分、人件費が多分にかかるといったことで非常に高

い値段になっています。

今回の同等性認証を取ったことによって、実際に３月に２件、審査を受けたときの価格を申し

上げれば、約20万円ぐらいです。ＪＧＡＰの審査１回で、ＪＧＡＰ認証とＧＬＯＢＡＬＧＡＰ認

証の両方が取得できる形は、20万円ぐらいでもできたようですね。ＪＧＡＰだけの認証を出すよ

りも、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証も出すために、裏方の管理費コストがかかるために、価格は３

倍強という形になっていますけれども、それでも別々に２回受けるよりは、審査費用はやはり安

い。欧米に輸出している生産者、または取引先からＧＬＯＢＡＬＧＡＰを認証を要求されている

ような生産者には、便利でかつ低コストな方法が提供できたのではないかというふうに考えてお

ります。

２つ目、ＪＧＡＰの認証農場数ですが、2008年２月末の数字ですけれども、１０２認証出して
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おります。その認証というのは、個別の農場、個人事業主、農業生産法人、団体のどれも１と数

えますが、個別の認証が96、あと団体認証が６という形で、合計102認証になります。団体認証と

いうのは、例えばＪＡの部会だとかを単位として、その団体としてＧＡＰの内容が実行できてい

るかどうかということが、審査の中で問われるものです。中身の農場も全部ばらして計算すると、

全部で198認証農場ということになります。

３つ目、ＪＧＡＰ指導員の育成ということですが、日本ＧＡＰ協会主催でＪＧＡＰ指導員の基

礎研修というのを、今年度４月－３月の間に20から25回ぐらい、全国で開催させていただきまし

た。参加者という意味では1,000名を超えております。これはテストもありまして、合格者という

意味では、12月末の数字ですが、730名ということになっております。合格率は６、７割という言

い方が正しいかと思います。

これ以外にも、この基礎研修というのは、基本的に座学で２日間でやっておりますが、写真と

かスライドも使いながら、現場で実際にＧＡＰを導入できる実務者向けの研修ということにして

おりますけれども、これに追加する形で、実際に農場に行って研修する現地研修、あとは生産者

団体、ＪＡ部会等をみんなで取り組んで、みんなで審査を受けて、みんなで認証を受けるという

ＪＧＡＰ団体認証講座も開催しております。

次に、今後の取り組み予定ということですが、一つ課題として、どなたからも出ておりました

が、ＧＡＰの認知度を上げることです。我々の場合は、認証を取得した農場がしっかり農産物の

買い手から評価される、そういったことを目指しておりますので、農産物の買い手側へのＪＧＡ

Ｐの認知度を上げるための講演や説明会を開催していこうと考えております。今年度も、私個人

という意味では、30から40ぐらいの、大手から中堅ところの量販店、食品メーカーとのバイヤー

さんへの説明を行っております。来年度はさらにそれを増やす形で、認知度を上げていきたいと

いうふうに考えております。

あとは、ＧＡＰは一種の社会インフラと我々協会としてはとらえておりますけれども、そのた

めには民間で一つ標準的なＧＡＰを作成して、信頼関係のあかしとしていこうじゃないか、しっ

かり農場管理できている、信頼できる生産者であることを表現するための基準として、民間で標

準的なＧＡＰの作成が必要だろうと、これも来年度の課題というふうに考えております。

あと、日本茶用のＪＧＡＰの開発をスタートしております。まだ発表しておりませんが、静岡、

宮崎、鹿児島等で現在生産者、またはお茶の買い手側も含めて、内容の議論をしております。

あとは審査認証費用という部分も絡むと思いますが、ＪＧＡＰの今後の開発という意味では、

日本の農業生産者が商業的に実行可能なＧＡＰの構築と、これを我々としては、ひとつモットー
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に進めているところでございます。

また、同時に、その他の部分に書かせていただきましたが、ＧＡＰは世界中でやっているわけ

です。国際農産物の競争力維持のためにも、世界に通用するＧＡＰの開発・普及が望まれるので

はないかと考えております。

以上でございます。

○上原議長 どうもありがとうございました。

今、議題２で民間団体の取組について御報告ありましたけれども、議題１の公的な取組につい

ても含めて、御質問、御意見等ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

どうぞ、鈴木委員。

○鈴木（栄）委員 埼玉県の鈴木でございます。

御意見申し上げたいと思うんですけれども、一応民間団体と公共団体のところがＧＡＰに取り

組んでいるんですが、ここら辺で内容的に統一しないと、いろいろ不都合が出てくるだろうと。

早急に統一する必要があるだろうというふうなことで考えています。

それで、私ども埼玉県のやり方を見ますと、どうも中央会さんと全農さんのやり方は埼玉県と

丸きり同じなんです。初歩的な意味合いを含めて、当面の間のＧＡＰについてはそういう段階で

統一したらいかがかなという勝手な意見でございますが、そういう意見を挙げさせていただきた

い。

それで、行く行くは、それが農家の技術力が向上してきたら、ＪＧＡＰさんに多分乗れるだろ

うというようなことから、２つの提案をさせていただきたいと思います。

○上原議長 わかりました。それも御意見として承っておきまして、今の御意見と関連しまして、座

長のほうから事務局のほうに原案を出すようにお願いしてありますので、そこで議論させていた

だきたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。和田委員、お願いします。

○和田委員 意見というよりも、もう少し詳しく伺いたいんですが、中央会と連合会と両方の話を伺

いまして、中央会のほうの２－１の資料ですと、真ん中より少し下のところなんですが、③の導

入のハンドブックの作成で、作成中ということですけれども、この中に、「話し合いを通じてリス

クの洗い出しと評価、対策の設計を行う」という文章があります。

それから、連合会のほうでは、ページ３の下から５行目ぐらいのところに、「農業生産における

リスクを見きわめ、どのような管理をするかを自分たちで考えて組み立てていく」とありますけ

れども、これがよく理解できないものですから、伺いたいと思います。
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○上原議長 関連質問、どうぞ。

○山田委員 実は全く同じところで、食の安全のリスクアナリシスの専門家と称している私としては

聞かずにおれないんですけれども、正直言って、すごくびっくりしたんです。全く和田委員と同

じように、中央会と連合会のほうに両方同じ質問なんですけれども、自分たちが考えて組み立て

ていくということはすごくいいことだと思います。それから、チェックリストの内容も精査はし

ておりませんけれども、拝見すると非常に妥当なものが載っている。全部網羅しているかは別と

して、載っているものは少なくとも妥当なものだというふうに考えられるんですけれども、例え

ば、２－１の資料の中の取り組み状況の③のところに、「リスクの洗い出しと評価」と書いてある

んです。リスク評価は、食品安全委員会だってあれだけ時間がかかるのが、先ほど連合会さんの

ほうもハンドブックの説明をしたら、生産者ができると言ったとおっしゃっていて、リスク評価

をそういう方ができるというのはすごいことだと思うんですけれども、ひょっとして、これはリ

スクということではなくて、先ほどの自分たちで考えて組み立てるとか、チェックリストの内容

を拝見しますと、危害要因のことを言っておられるのではないかという気がします。

つまり、物とか、どういう状態になったらそういうものが入ってくるかということをチェック

しているリストであるとしか思えなくて、大体、リスクアナリシスの世界にリスクの洗い出しと

いうのはあり得なくて、危害要因の洗い出しはあるんですけれども、ひょっとしたら、ここでリ

スクと書いておられるのは、資料２－１も資料２－２のほうも危害要因なのではないかという気

がするんですけれども、それをはっきりなさらないと何をやっているかわからないようになるの

ではないかというか、精神論としては、皆さん書いておられることはＨＡＣＣＰとすごく似てい

るんです。ＨＡＣＣＰと、対応させても、やはり評価しないといけないのは、一体どこでどんな

ものが、どのようにして、その物というのは危害要因が入ってくるかであって、リスクを知ろう

と思えば、一体全体、それをどれだけ食べているのかとか、煮た後にどうなるのかということま

で考えないといけないんですけれども、そういうことは恐らく視野には入っていないだろうと思

うので、ここのところは、やはり用語をはっきりさせるべきではないかのかという気がするので

すが。

○上原議長 貴重な御意見です。

まず、全中と全農のほうからよろしくお願いします。

○前田委員（代理） おっしゃるとおりですが、危害要因で、ちょっと用語を私のほうも理解が不足

していました。危害要因です。危害要因について洗い出して、それでフィッシュボーンマップと

いいますか、自分で考えて、組み立てていくということですので、ここの言葉は、この場で訂正
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させていただきます。申しわけありません、危害要因です。

○上原議長 全農からもお願いします。

○小池委員 私のほうもリスク要因という言葉を安易に使ったということで、訂正させていただきま

す。危害要因でございます。

これは、ＨＡＣＣＰの管理手法をベースにしております。ただし、ＨＡＣＣＰの認証資格がな

いと、現場で危害要因を生産のプロセスごとに設定して、プロセス管理をどうすべきかという議

論が、一切やったらいけないとか、できないということになると、今、現場で、少なくともＧＡ

Ｐに取り組もうとする動きがあるものですから、そういう意識のある人たちに余り細かなことを

言っても、せっかくそういう意思の芽生えがあるものですから、余り締めつけないで、危害要因

ということで、着手をしていくことが必要だなと思っています。

あとは基礎ＧＡＰの考え方とか、ＪＧＡＰのチェックリストだとか、当然指導員は勉強して進

めておりますことを御報告するとともに、御理解いただきたいと思います。

○上原議長今のような御理解でよろしいですか。ご意見等をお願いしたいと思います。

○山田委員 ちょっと和田さんのかわりに言うのもあれですけれども、私と和田さんの意見を勘違い

しておられると思うんですけれども、何も締めつけろと申しているわけではありません。危害要

因を洗い出して評価することのほうが、リスクをやるよりよほど簡単なんです。

それで、危害要因を何も全部対処しろというわけではなくて、そもそもＨＡＣＣＰの感覚から

言うと、何が食品安全を脅かすものかというものを見つけて、それを対処したらいいのであって、

全部ということではないんです。

○上原議長 そうですね。それから危害要因が出ても、対処できるものとできないものがあるという

ことがありますね。

○山田委員 そうですけれども、恐らくそれで食品安全に大きな影響を与えるものだったら、対処が

今できなくても何とかするように考えなきゃいけないということはあるんですけれども、ポイン

トは、目的が何かによりますけれども、食品安全なり品質なりに大きな影響を与えるものは何か

ということをきっちりとわかっていただくということだと思います。それはリスクを知ることと

はまた違うということをきっちりわかっていただければ、それでいいと思います。

○上原議長 そういうことですね。わかりました。

いかがでしょうか。ほかに皆さんのほうから、御意見、御質問等ございませんでしょうか。

○壽原委員 今のやりとりというのは本当は非常に重要だと思うんです。要するに、一言で言えば、

何のためにＧＡＰをやるんですかということに関わるお話だと思うんです。だから、もちろん例
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えば農協のところで、連合会のところで本格的にリードする、あるいは行政の立場でも農水省さ

んが各ブロック、あるいは各都道府県に指導したり、啓発するということ自身は積極性があると

思うんですけれども、現場のほうから考えたときに、今の議論ですね。何のためにやるのかとい

うことを考えていく必要があります。

まずもって、基礎的なＧＡＰをチャレンジしてください。それも私は決して間違っていないと

思うんですけれども、それだけで済むのかどうなのかということも、またそれぞれの生産者、あ

るいは生産者団体が、ポストハーベストからさらに中間の流通から、そして、その後の末端のと

ころまで、それぞれが何をなすべきかということを考えなければいけないと思うんです。

○上原議長 他に意見等がありましたら、次に議題に進んでからでもお願いします。また関連するこ

とが出てきますので。

それでは、議題３の平成20年度における推進方策につきまして、事務局のほうからご説明をよ

ろしくお願いします。

○事務局 資料３－１に基づきまして、20年度、どのように進めていくかということにつきまして、

まず国の考え方について紹介します。

ただ今、いろいろな御意見がありましたけれども、現状としては596産地で導入が進んでいる中

で、生産現場ではいろいろな課題があることも承知しております。まず１点目は、やはり生産者

の方にお話を伺いますと、まだまだＧＡＰの取組ということについての理解といいますか、「非常

に負担になっている」という話と、「導入して何かメリットがあるんでしょうか」という反応が結

構多いというふうに思っています。

もう一つは、先ほど話にありましたとおり、導入マニュアルとかそういうものはいろいろある

んですけれども、実際に生産現場で手とり足とり教えてくれるような指導者といったものが不足

しているんじゃないかということがあります。３点目はＧＡＰの川下サイドの実需者、そういっ

たところでの認知が低い状況にあるということで、これは①のメリットとも関連しているかもし

れませんけれども、そのような課題があると考えております。

当面、20年度の推進方策として考えておりますのは、１点目は、ＧＡＰの取組は、もちろん食

の安全・消費者の信頼の確保ということもあるんですが、農作業の改善、見直しを行うというこ

とで、コストの削減なり、品質の向上といった経営改善効果があると思っております。こうした

ものについては、なかなか具体的な事例というものが示されておりませんが、いろいろな取組産

地から、こういう効果がありましたといった事例が出てきておりますので、そういったメリット

を情報提供していきたいと思います。
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２点目は、国としては支援事業を活用していただきたいということで、先ほど全国の取組状況

の中で、全県的な取り組みを推進されているというような例がありましたが、交付金をさらに活

用していただき、このような取組を加速化・高度化させていきたいと思います。

もう一つは、20年度からですが、これは「強い農業づくり交付金」という補助事業になります

けれども、この事業の採択に当たっての一つの要件、つまりクロスコンプライアンスを実施予定

としております。また、20年度の新規ですけれども、先進的な生産工程管理体制のモデルを構築

していくという事業にも取り組みたいと思います。

３点目ですけれども、やはり生産現場でＧＡＰが導入されるためには、指導者を育成していく

ということが重要ですので、普及指導員が非常に期待されているところが多いと思いますので、

普及指導員に対する研修の充実を図っていきたい。

４点目ですけれども、実需者、消費者の理解促進ということで、導入産地と実需者との交流の

場を設定していきたいと思います。また、ＧＡＰ導入産地の紹介をホームページを通じて、情報

提供していきたいと考えております。

具体的には次のページでございますけれども、１つ目の経営改善につながる事例ということで

ございます。これは全国的に調査をしまして、今回幾つかの事例しか紹介しておりませんがＧＡ

Ｐを導入した効果としまして、食の安全・安心、それからリスク削減といったものが図られると

いうこともあるんですが、一方で例えば生産資材の記帳・管理を徹底することで、事例１のよう

に、肥料代とか農薬代といったもののコストが削減されたケースがございます。また、事例２の

ように、温室の的確な点検管理によって、暖房重油使用量が削減されたケースがあります。事例

３のように異物の混入に対する対策をきちんと講じることによって、品質向上によるクレームの

防止をするといった事例が報告されております。このような具体的なメリットを示していくこと

で、生産者自身のメリットにもつながるということをご理解いただきたいと思っております。

次につきましては、「食の安全・安心確保交付金」を活用して積極的に支援するということです。

例えば、県段階ではわかりやすいマニュアルを作成するといったことや、指導者の研修を開催す

ることにも活用できます。またモデル産地ということで進めていただく際にも活用できますので、

積極的に活用いただきたくために、我々もＰＲしていきたいと思っております。

その下の先進的なモデルの構築、また、補助事業の要件化については先ほど説明したとおりで

ございます。

また、普及指導員の育成ですが、計画的に普及指導員を対象とした研修を開催しております。

今年度につきましても生活技術研修館において研修を予定しております。この研修を受けた普及
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指導員の方が、先ほどの交付金を活用して、県段階で研修会を開催し、別の普及指導員や営農指

導員さんなどへの研修も行っていただきたいと思っております。また地方で開催される研修会な

どにも我々積極的に参画して参りたいと思います。、

最後、実需者・消費者の理解促進でありますけれども、現状におきましては、特に川下サイド

でなかなかＧＡＰについての認知が広がっておりません。そういう中で、産地の取組というのを

もっと知っていただきたいと考えております。このためには、やはり交流の場と申しますか、お

互いの情報共有、意見交換をする場をつくっていきたいと思っています。全国レベルでの交流の

場ということもございますし、やはり実需者それぞれの団体で、産地の話を聞いていただくとい

ったことや、地域レベルでもそのような場を設けていければと考えております。

また、導入産地の紹介というところで、事例を集めて、ホームページに掲載していきたいと考

えております。

以上です。

○上原議長 どうもありがとうございました。

今、これからの推進方策について、御報告がありましたが、これにもう一つつけ加えて審議し

ていただきたいことがあります。これは先ほど鈴木（栄）委員からＧＡＰを統合したらどうかと

いう話が出ましたし、もう一方で、皆様方からの意見を聞きますと、やはり地域によって、現場

によって違うという意見もあり、独自性も重要だということです。それから山田委員と和田委員

から非常によい問題提起がありまして、リスク要因ではなく危害要因で考えるべきだということ

が披露されました。そういうことも含めまして、これから、皆さんがいろいろ展開されているＧ

ＡＰについて、情報を交流していく場をつくり、それによって、ＧＡＰの評価の質を高めていく

ことを考えたらどうでしょうか。

それがまた普及と結びつくという意味で、この推進会議の下に、産地、加工、流通、外食の実

務担当者等がＧＡＰの普及方法とか、ＧＡＰはどうあるべきかについて、情報共有とか意見の交

換をする組織を設けたいと思います。それにつきまして、事務局のほうから御提案をお願いし、

これも含めて議論を続けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局 事務局から説明します。資料３－２でございます。

今回これからの時間、意見交換をしていただく際に、ポイントということで、これはメモとい

うふうに考えていただいて結構でございます。この中で特に４番が、今、議長のほうから御説明

がありましたとおり、関係者が情報共有、意見交換する場が必要かどうかについて議論いただき

たいと思っております。
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特に今、先ほど鈴木（栄）委員からも御提案がありましたとおり、いろいろなＧＡＰが存在し

ていて統一すべきといった議論もありますし、それぞれの産地でやっていくという意見があるわ

けですが、関係者が意見交換、情報共有を行う場が現状ではございません。特に、実際にＧＡＰ

に携わっている実務クラスの方が意見交換する場がない状況です。推進会議の下に、そのような

場を設けるということについて、事務局から提案させていただきたいと思っております。

これにつきまして、いろいろな御意見を賜れればと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

○上原議長 具体的には資料３－３の説明もお願いします。

○事務局 資料３－３を見ていただきたいと思います。この議論を踏まえまして、もし御了承いただ

けるのであれば、推進会議の開催要領の改正をお願いしたいと思います。２の構成の中に「必要

に応じ、産地、実需等の関係者による意見交換会その他の会合を開催することができるものとす

る」という形で案文を示しております。この必要性について御議論いただければと思います。

以上です。

○上原議長 つまり、この推進会議そのものが情報共有の場ですけれども、これを具体的にさらに強

化するために、ＧＡＰをどうすべきかということについて、ＧＡＰに携わる関係者の情報交流が

必要だということです。できればこれを認めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

どうぞ、今のことを踏まえて御議論をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

それでは、野村委員。

○野村委員 ただいまの御提案、私の意見の結論から申し上げますと、大賛成というか、ぜひ必要不

可欠なものであるというふうに考えます。

一つは、目標をどこに置くのか。この推進会議の目標自体も含めて、それも非常に大きなこと

だと思うんですけれども、法人協会といたしましては、せっかくＧＡＰに取り組んでおられる生

産段階の方が、消費者、実需者の認知の向上という先ほどの課題も御説明がございましたが、こ

れがないことにはメリット以前の問題だと思うんです。せっかく生産者側はそういう危害管理な

りをきっちりやっているのに、消費者は全然それがわからないということでは、やはり非常にも

ったいないというふうに感じます。そのためにも、やはり中長期的には、すべてではなくても、

何らかの部分、根幹部分についてはやはり統一化ということを目指していくべきではないかとい

う問題意識のもとに、ただいまの実務委員会の設立については賛成というふうに申し上げたいと

思います。

それから、もう１点、これは先ほどの20年度の取り組み方針についてのところでのお願いなん
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ですけれども、確かにさまざまな御支援のメニューを御用意いただいて、我々それの利用者側の

団体としては非常にありがたいと考えております。ただし、実際にＧＡＰの導入、そして、導入

したものを実践していくという、これは個々の経営者の経営努力ということでございますが、そ

れを実現していくためのいわば制度的なインフラをぜひ行政当局におかれては整備をお願いした

い。

具体例を申し上げますと、農薬の保管管理、あるいは使用の徹底という観点からの関連なんで

すが、例えば農薬を使い切った空容器をどうしていますかと。ところが、これはなかなか空容器

の回収というようなシステムが、必ずしも生産地域で完備されていないということからすると、

何とかしなきゃいけないんだけれども、どうしたらいいんだろうという会員の声が非常に強いと

いうことも含めて、そういったこともぜひお取り組みいただければと思います。

以上、２点でございます。

○上原議長 ２点目、流通のインフラを整備することについて、事務局はどう考えているのか。もし

何か情報がありましたら、お願いしたいと思います。

○事務局 今、急に話を聞いたところで、実際に容器の回収システムがどうなっているかということ

は、多分地域ごとに違うということが推察されるんですけれども、そういった中で、我々がどう

いうことができるのかも含めて、今日御意見をいただきましたので、少し勉強させていただきた

いと思います。

○上原議長 これについては後ほど事務局からお知らせしますので、よろしくお願いします。

ほかには。どうぞ。鈴木（栄）委員。その後、鈴木（崇）委員よろしく。

○鈴木（栄）委員 私のほうから特段とお願いを申し上げたいのは、この下部の組織をつくるという

のは賛成でございます。それで、その中でぜひとも設けていただきたいのは、生産者段階はある

程度の数字まで上がりましたと。これを実際に知らせる、または流通させるということが重要に

なっていますので、流通の中と――市場とスーパーさんの組織の中と話し合いをしていただきた

いし、またその中にＧＡＰというのを熟知していただく、承知していただきたいような機会をと

らえていっていただきたいということでございます。

○上原議長 次に鈴木（崇）委員どうぞ。

○鈴木（崇）委員 先ほどの農薬の空容器の話について、栃木県の例を申し上げますと、農協系統が

年に１回だと思いますけれども、有料で全部集めるようにという取り組みを、以前から行ってお

りまして、その経緯ですが、むしろダイホルタンで、無登録農薬がありましたが、あのとき以降、

そういうような取組を県下全域で行うようなことになっておりまして、有料で今も行っておりま
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す。これは、ＪＡ中央会サイドが、安全・安心の中で取り組んでおります。

それから、今後の２の取り組み方針についてということですけれども、なかなか具体案がない

ということで大変だなと思いますが、私どもが一番困っているのは、生産現場ではＧＡＰの導入

を指導するものが極めて少ない。モデル段階ですと、何人かいれば良いのですが、2,000人以上に

なりますと、やはりもう足らないのです。どのようにやっていくのかということが、今私どもの

一番最大の課題でありまして、ＪＧＡＰ指導員資格を、来年は100人とか200人とかで取らないと、

とても間に合わないなと今思っているところです。これが切実な問題です。

それから、いつもＧＡＰの導入メリットが不明確と言っているのですが、先ほども申し上げた

ように、メリットというよりも、それぞれの産地、先ほど法人協会の方がおっしゃっていました

が、経営、あるいは産地の努力というところで、どういうものを出しているのだということが根

底だと思うのです。安全・安心はもとより、品質のいいものをどれだけだしているのだ。そうい

った中で、ＧＡＰという基準、あるいはそういうやり方、手法をどのようにやっているのかとい

うのはそれらの産地、あるいはその地域の考え方であると思うのです。そういう視点を持って物

事を説明しない限りは、メリットがないからやりませんというようなことでは、その産地は来年

からつくらなくてもいいじゃないですかというように、私どもはイチゴの産地に説明しました。

そうしたら、やりますと。やるのであったららこうしてくださいと。やらなくてもいいのです、

栃木県としては、どこかおかしいところがあれば、栃木県全部のイチゴが痛い目に遭う。栃木県

のイチゴが売れなくなってしまう、それは困るというようにお話し申し上げたのですが、メリッ

トとかいうよりも、それぞれの産地がそういった視点で、そういった考え方で、このＧＡＰ、あ

るいはこういう今、安全・安心とか、偽装表示とか、こういうようなことをどうやって排除する

か、リスクの話と危害のという話がありましたが、私どもは産地の能力と実力を、どのようにこ

のＧＡＰを上げていくかということを主眼としております。

○上原議長 ほかに。どうぞ、御意見を。

それでは、石井委員、お願いします。

○石井委員 この会合を設けることについては賛成というか、もちろんやっていただいたらいいと思

うんですが、資料３－３の２の（３）に即して申し上げますと、「産地、実需等」の後に、産地、

実需、あと技術関係の人をぜひ入れていただきたいなと。アメリカやヨーロッパでＧＡＰ、ある

いはプロセス管理が急速に普及した背景を考えますと、やはりＩＴ技術とか、そういうものの進

歩があったと思うんです。だから、ＧＡＰを実際に導入しようと思ったときは、それはデジタル

技術とは切り離せない話なので、ぜひそういう技術のわかる人も入れていただきたいと思ってお



- 29 -

ります。

○上原議長 壽原委員、どうぞ。

○壽原委員 今の石井委員の発言と関連してなんですけれども、私は「等」で満たされていると勝手

に思っていたから発言しなかったんですけれども、技術の専門家はもちろんなんですけれども、

広い意味での研究者。実は先週、東大で学術会議の公開シンポジウムで、東アジア地域における

食品流通、食品の安全確保と情報技術の応用ということで、日中韓タイのＧＡＰ、トレーサビリ

ティーに取り組むということが報告されて、そして意見交換されて、そのときも聞いていても、

例えば日中韓のＧＡＰの取り組みの違いというのが、どこまで知らされているか、あるいはわか

っているかというところはまだまだだと思いますし、それとさらに日本でも多大な影響があるＥ

ＵＲＥＰＧＡＰ、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰとの関係というところも、直接目的意識を持って勉強した

人にとってみれば、もう行き着いている当たり前のことなんですけれども、まだまだ当たり前に

なっていないから、ゆえに今の話に戻しますと、「等」の中に、技術もさることながら、研究者に

ぜひとも入っていただきたいということです。

○上原議長 どうぞ、和田委員。

○和田委員 確かに消費者がそこに入っての話し合いということも、ある時期に必要になってくると

は思うんですけれども、今の段階で、それぞれの地域で消費者といろいろ話し合いがされたとき

に、消費者のほうは、本当によくわからないで混乱してしまうほうが先じゃないのかなという気

がするんです。ですから、別に細かいところまで、１本になってがちがちのものができてからと

いう意味では、またそういうものをつくる必要があるかどうかということも問題だと思いますけ

れども、今のお話のような、非常に広がりがあるというか、相当いろいろな違いが示されている

ところで、消費者との話し合いというのは、うっかり持たれると、その効果というのが余り上が

らない。むしろ消費者のほうもどう考えていいかわからないで混乱していまうのではないかなと

いう気がします。

○上原議長 今、ここで提案しているのは、実務家同士が集まって、お互いに情報交換をしよう、そ

ういう主旨であります。

それでは山田委員。

○山田委員 直接聞かれているサブコミッティーをつくるということに関して意見はないんですけれ

ども、意見として２つ述べさせていただきたいと思います。

ＧＡＰがいろいろ違うから統合できる、できないという話なんですけれども、先ほどのＨＡＣ

ＣＰとアナロジーがあると思うんです。ＨＡＣＣＰだって、工場が違えば違うし、何をつくるか
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によってももちろん違うわけです。ですけれども、要するに骨格というものは大体一緒なわけで

す。ＧＡＰにおいても、やはり骨格とか、どういうところを注意しないといけないかというよう

なことは共通していると思うんですけれども、何を注意しないといけないかというのは、何をつ

くっているかとか、それからどういう気候であるか、どういう農法をしているかによっても違う

と思うんです。だから具体的なものは違っても、骨格というものは変わらないはずだというふう

に思います。

もう一つ、消費者の理解促進というのは何回か言われていたんですけれども、何となくちょっ

と違和感がありまして、ＧＡＰを導入したからいいでしょうという問題ではないと思うんです。

つまり、何を達成したいと思っているのか。それが達成できているかどうかというところがポイ

ントで、それをするのに、一番いいツールがＧＡＰだったらＧＡＰを使えばいいし、ひょっとし

て、ほかにもっと簡単な何かで済むんだったら、それはそれでもいいと思うんですけれども、消

費者の側から見れば、一体どういうことが達成されているのかということのほうが、どんな手法

を使っているかよりも聞きたいことだと思うので、そこのところをみんながＧＡＰを理解してく

れないとＧＡＰができないということではなくて、何をしたいのかということを生産者のほうが

しっかりと頭に置いて、それをするためにこういうのをやっていて成果が上がっていますという

説明をしないと、恐らく消費者は納得しないだろうというふうに思います。

○上原議長 もう一つ、逆にＧＡＰというのは、工程管理ですから、工程管理を自ら実施することに

よって、私たちはこういうことをしているという説明を消費者にすることもできるようになりま

す。

ほかにいかがですか。どうぞ。

○武田委員 この会議の下にまた幾つかサブの部会をつくるというのは賛成です。

○上原議長 いまのところは、これを１つ創設することを考えています。

○武田委員 具体的に何をやるのかということが、一つ気になっているところなんですけれども、今

のところ、文章では具体的には出ていないわけですけれども、例えば基礎ＧＡＰというのが国で

つくられているやつがありますけれども、例えばあれの内容に関する意見交換会だとか検討会だ

とか、そういったものを私としては一回やってみたいなと、そんなふうに思います。

ＪＧＡＰは世間からは、難しいだとか、目指すべきＧＡＰだとか、いろいろな評価をいただい

ていますけれども、確かに日本の農業生産現場、我々も日々そこと接して運営しているわけです

けれども、いきなりＪＧＡＰの導入は厳しいかなと思うような意識レベルの方もたくさんおられ

るのは事実だと思います。そういった方を組織の中に抱えている団体は、やはり基礎ＧＡＰのよ
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うな入門編というか、まず工程管理について知る、工程管理に基づく品質保証という考え方を知

るきっかけとして、基礎ＧＡＰと私は非常に有効だと考えております。そのためにも基礎ＧＡＰ

について、意見交換をする場がぜひ欲しいと、それが今提案されているサブの部会でやってみて

はいかがかなと、そんな提案です。

○上原議長 どうぞ、ほかに御意見を。

では、副島委員。

○副島委員 私もこういう形で、実務担当者の会合を持たれるのは非常にいいことだと思います。

お手元に実はこういう雑誌をお配りしておりまして、私どもの機関誌なんですが、ＧＡＰの特

集をしております。ＧＡＰにいろいろなものがあるということで、いろいろなものがあるという

ことをまず理解してほしいということであります。これはＧＡＰの推進が期待されています普及

指導員の方が8,000人いらっしゃいますけれども、皆さんの手元に届くようになっています。まず

は普及指導員の方も理解いただくということでございますが、この中をちょっと見てみますと、

やはり自分たちのやっていることをきちっと消費者の方に理解してもらいたいという意見がたく

さん出ておりまして、こういう実務者の会合を持っていただくのは非常にいいのかなと思ってお

ります。

○上原議長 どうぞ、他にいかがでしょうか。

鈴木（栄）委員、お願いします。

○鈴木（栄）委員 私は普及指導員でございますので、普及指導員の研修につきまして、御意見を申

し上げたいと思います。

一応、普及指導員の研修については、研修機関でやっておりますが、その中に先ほどの話にも

出てきましたけれども、中央会さんと全農さんでやったガイドラインができますし、埼玉県も大

体内容が同じなんです。ガイドラインができておりますので、それを参考に、提示をしたいとい

うふうなことで思っております。普及員さん、指導員さんを研修するマニュアルでありますので、

その研修用にお使いいただけるような資料もできましたから、お使いいただきたい。それは提供

いたしますということです。そういうふうな機会で、今までの日本ＧＡＰ協会さんの研修も加え

て、私どもの埼玉県なり、全農さんとか全中さんがやっている研修もひとつ広い意味で普及員研

修とか営農指導員研修の中に組み入れてもらいたいということを御要望申し上げたいと思います。

○上原議長 ほかにございませんでしょうか。

この段階で、この推進会議の下に、意見を交流する会を設けることについて賛成していただけ

ますでしょうか。
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どうもありがとうございました。

今日、いろいろ皆さんから御意見等もいただきましたが、これをＧＡＰ推進の方向に反映させ

ていくよう、努力していきたいと思っております。

事務局のほうから何かございましたら、お願いしたいと思います。

○事務局 本日は大変活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。いただきました御

意見につきましては、事務局のほうでも今後の施策に活用していきたいと思っております。

本日の資料につきましては、農林水産省のホームページに後日公表いたします。また議事概要

につきましても、議長にご確認いただきました上で、ホームページに公表していきたいと思って

おります。

本日、大変お忙しいところ、御参画ありがとうございました。これにて会議を終了させていた

だきます。

以上


