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第２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２１年９月２９日（火）１３：００～１５:００ 

２．場  所：中央合同庁舎４号館１２１９号室 

３．出席者：別紙のとおり 

 
（１）開会 
＜深井技術普及課長の進行により検討会開会＞ 
 
（２）議事【内外のＧＡＰを巡る状況等について】 
（座長）検討会の趣旨は標準的なＧＡＰの枠組みを決めることである。民間、都道府県、

団体でＧＡＰと称していろいろな取組が行われており、それらを進めていただくことは大

いに結構なこと。ただし、ＧＡＰに実際に取り組むのは農家や農業者団体であるので、こ

ういった方が農場管理を進める上で、行わなければならない、目指すべきものを整理して、

様々なGAPの取組を応援していくという趣旨でこの検討会が進められている。具体的には、
取り組むべき内容について資料やエビデンスを揃えて、皆さんの共通認識にして、農家が

取り組むべき農場管理の姿を示せれば良いというのが検討会の大きな柱。その中で、第 1
回検討会については、食品安全、環境保全、労働安全、その他必要とされる事項、法令等

を事務局に用意していただいて理解を深めたところ。 
今回は、前回の宿題について事務局等で整理していただいているので、これを説明いた

だき、各委員に理解を深めていただいた上で、我が国における GAPについて考えていただ
くことを主題としたい。また、「農作業安全のための指針」が参考で配られているが、これ

は、これからのガイドラインの検討にあたり、ガイドラインの事例として参考までに配布

しているものである。 
 では、資料の説明をお願いしたい。 
 
（中島課長補佐）資料１「都道府県、生産者団体のＧＡＰ策定の内容について」を説明す

る。本資料は、前回の検討会で、都道府県や生産者団体のＧＡＰの内容について、さらに

実態を把握すべきとの御意見を踏まえて作成。都道府県、ＪＡ等生産者団体の 26事例を調
査したところ、都道府県、生産者団体それぞれ、各ＧＡＰ間で管理点の項目数には開きが

見られた。また、総じて、食品安全に比べて環境保全、労働安全に係る管理点の設定割合

が少ない状況。都道府県が定めるＧＡＰは、野菜に適用されるものを調査したことにもよ

るが、「農薬」、衛生管理に係る「病原微生物」、廃プラの処理などに係る「廃棄物処理・利

用」に関する管理点を設定している割合が高いという結果になった。生産者団体の定める

GAPは一部の事例であり、対象作物も米や野菜など品目が異なるものを集計しているため、
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都道府県の取組と一概に比較できないが、農薬に関する管理点は９２％とほぼすべてのＧ

ＡＰで設定されている状況。なお、今回は、食品安全・環境保全・労働安全の分野を対象

に集計したが、これ以外にも、トレーサビリティーや品質管理、苦情処理などに係る管理

点を設定しているものも存在する。 
（阿南委員）都道府県の場合は、点検項目に従って作業が行われているかどうかについて

の監査はどのように行われているのか。 
（中島課長補佐）自己点検で行われているところが多いが、産地内で内部監査を行ってい

るところもある。また、一部の都道府県では第３者認証の仕組みを持っているところもあ

る。 
（阿南委員）都道府県の仕事として監査を行っているところはあるか。 
（中島課長補佐）鹿児島県や静岡県等については、県の農産物のブランド化の取組と併せ

て工程管理の第３者認証が行われていると承知。 
（阿南委員）都道府県では第３者認証は、あまり取り組まれていないということか。 
（座長）各都道府県で点検項目についてどういう形でチェックしているのか、その状況を

事務局から次回紹介いただきたい。 
続いて、資料２の海外におけるＧＡＰ等の事例について紹介いただきたい。 
（中島課長補佐）本資料は、日本 GAP協会による海外調査報告書や海外の GAPのホーム
ページで内容が公開されているものから、特徴的と思われる４事例を取り上げて、概要を

整理したもの。 
 最初の「SQF1000」は米国の小売業の団体が策定。食品安全と品質管理を目的としてお
り、20 の要求事項を定め、第３者機関による認証を実施。「SQF1000」が特徴的と思われ
る点は、各要求事項が３段階にレベル分けされていること、また、食品安全や品質の管理

方法については、団体が定める独自の研修に合格した専門家による作成等を求めているこ

とが挙げられる。 
次の「優秀農産物管理基準」KoreaGAP は、韓国政府が策定。食品安全、輸出拡大、輸

入品に対する競争力強化を目的としており、110項目の管理点を設定し、生産者団体、政府
出資の公社、大学など様々な機関・団体で認証を実施。「優秀農産物管理基準」が特徴的と

思われる点は、収穫後の農産物の安全性を確保するため、認証には、国の機関の指定を受

けた衛生管理が優秀な共同選果場での出荷調整を必須としていることなどが挙げられる。 
次の「QGAP」は、タイ国政府が策定。海外での競争力を保ち、かつ、国内に安全な農産

物を供給することを目的としており、政府で認証を実施。「QGAP」が特徴的と思われる点
は、チェックリストの内容は非公開であることなどが挙げられる。 
最後に紹介する「New Zealand GAP」は、ニュージランド園芸農家連盟という生産者の

団体が策定。食品安全と品質保証を目的としており、第３者機関による認証を実施。「New 
Zealand GAP」が特徴的と思われる点は、国内用と海外市場用に分けて作成しており、国
内用は管理点が 135項目、海外市場用は国内用の項目に必要項目を追加し、GLOBALGAP
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と同等性認証を取得していることが挙げられる。  
なお、これらの GAPの他にも海外には、GLOBALGAPをはじめ、民間企業等が独自に
策定しているものなど様々な内容の GAPが存在していることを申し添える。 
（座長）紹介いただいたＧＡＰ等については、全て第３者による認証を取り入れているも

のである。 
（阿南委員）審査・認証を取り入れたものをＧＡＰだと認識しているが、取り入れないも

のもあるのか。 
（中島課長補佐）参考資料２、これは前回もお配りした資料であるが、この５ページを見

ていただきたい。これは、国内で導入されているＧＡＰの内容を整理したもの。適合性確

認の方法についても整理しているが、ＧＡＰにおける確認方法は、自己点検、取引相手（第

２者）による点検、第３者による点検がある。 
（阿南委員）自己点検、第 2 者点検、第 3 者認証があり、そのいずれかが行われていると
いうことか。 
（座長）その通り。ＰＤＣＡサイクルで農場を管理する仕組みを用いた取組を GAPと称し
ているところ。 
（阿南委員）第 3 者認証以外のものがあるのは日本の特徴であるのか、世界的にそのよう
な傾向にあるのか。 
（座長）事実関係を調べて、海外のＧＡＰとはどのようなものかということについて理解

を深めようということで作ったのが今回の資料。 
（武田委員）どのような適合性の確認方法が良いかについては、ＧＡＰの使い道によって

決まってくると思う。自分で作って、自分で確認して、自分で満足するというＧＡＰが日

本では多いが、農産物の販売に活用しようという目的がある場合には第 2 者監査、第３者
監査が必要になる。ちなみに、日本 GAP協会のＪＧＡＰでは、農産物の販売に活用するこ
とを想定しているため、第 3者認証を義務づけている。 
（座長）続いて、資料３「ＧＡＰの取組事例について」をＪＡ全中丸澤審査役より紹介い

ただきたい。 
（丸澤委員代理）資料３に沿ってＪＡでの取組事例について説明させていただく。ＪＡグ

ループでは平成 18 年の全国ＪＡ大会において初めてＧＡＰの推進について決議しており、
生産履歴記帳を前提として、ＧＡＰにも対応するとしているところ。今日は、２つのＪＡ

の取組事例を紹介する。 
 最初にＪＡ－Ａについて説明するが、ＧＡＰに取組むようになった理由については、①

農薬残留基準値超過等の発生による産地の信頼崩壊を避けるため栽培(生産)履歴記帳に生
産者全体で取り組んでいたこと、②商品として説明のできる農作物の栽培への意識、③中

国野菜等の輸入野菜との差別化への意欲等から、GAPの取り組みが必要と判断。 
ＧＡＰに至るまでには、栽培記録管理簿への記帳を全農家が実践し、営農指導員による

栽培記録管理簿の点検・指導活動の充実を図り、出荷前に栽培記録管理簿の提出の義務付
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けを行ってきた。この取り組みが徹底された上で、GAPに取り組んでいる。 
県版 GAPを参考に、JA版野菜 GAPを生産者に提示し、営農指導員が日々生産者を戸別

訪問して、GAPの取り組みの加速化、進捗度合いの検証等を実施した結果、ほぼ 1年で JA
の提起した GAP の取り組みが完成。量販店等向けには、JA の営農指導員が様式への記入
等を行なっている。 
県版 GAPも良いが、標準的な GAPもそれを基に工夫が可能になるため、あると良い。

また、GAPは生産者の意識改革につながる取組みと認識している。 
 次にＪＡ－Ｂのメロン部会について説明するが、ＧＡＰに取組むようになった理由につ

いては、価格の低迷や新興産地の出現による危機感、付加価値のためにトレーサビリティ

ーの確立が効果的と判断したためである。 
ＧＡＰに至るまでには、全ての部会員が集荷時に栽培履歴を提出するようにし、ホーム

ページで生産者情報・防除履歴を閲覧できるシステムを構築してきた。 
GAP については、食の安全・安心対策の重点課題として取り組むこととし、講師を招く
など GAP導入について部会員全員で学習。平成 22年に県版園芸 GAPの少し上のレベルを
目標として JA 版メロン GAP を策定予定。部会員は GAP の取り組みが産地としての生き
残りの方策であると理解している。 
JA の営農・販売担当と量販店のエリア・マネージャーとの GAP の到達度合いの検証と改
善方策の話し合いが続けられている。更なるレベルアップのためには時間と支援が必要。 
（座長）紹介されたこれらＧＡＰの取組は系統出荷向けか。 
（丸澤委員代理）系統出荷と契約取引とで区別無く GAPに取り組んでいる。 
（阿南委員）標準的なＧＡＰがあれば良いとのことであるが、なぜか。それぞれが努力し

て都道府県版ＧＡＰを作っていけば、都道府県の特色も出るし、販売促進にも結びつくと

思うが。 
（丸澤委員代理）聞きとったところによると、標準的なＧＡＰの中で必要な項目を提起し

ていただければ、都道府県版ＧＡＰに盛り込まれていないものも出てくるので、そういっ

たものを都道府県版ＧＡＰに盛り込んでいくことができるとのこと。高いレベルのＧＡＰ

を目指していく上での目印として有効。 
（阿南委員）進んでいるＧＡＰから学び合うという環境を作れば、レベルアップにつなげ

ていけるので、そういった目的で標準的なＧＡＰを作ることはないのではないかと思う。 
（丸澤委員代理）地域の隣接する農協でＧＡＰの目合わせをやって、地域としてレベルア

ップを図るということもやっている。その際にも目標がほしいということもある。 
（座長）つまり、ＧＡＰ、あるいはＧＡＰに向けた取組と言った方が正確かもしれないが、

それを差別化に使いたいというときには、社会的に通用しているものを使いたいというこ

とだと思う。 
（丸澤委員代理）そういうことである。 
（座長）全中の方でＧＡＰと呼んでいるものについては、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰ等には至ら
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ないが、それに向けた取組のことをＧＡＰという言葉で総称しているという理解。 
 ＧＡＰとは何かということについては、議論があろうかと思うが、事務局の方で定義の

事例について資料を作成していただいているので、ご紹介いただきたい。 
（中島課長補佐）本資料は、前回の検討会で国内外の GAPの定義について情報共有が必要
との御意見を踏まえ作成。事例として FAO（国連食糧農業機関）、米国の食品マーケティン
グ協会及び農林水産省の GAPの定義を紹介する。FAOの GAPの定義は仮訳すると「GAP
とは、農業生産の環境的、経済的及び社会的持続性に向けた取組であり、結果として安全

で品質の良い食用及び非食用の農産物をもたらすものである」となっている。なお、欧州

小売業組合における GLOBALGAP の定義については前回の検討会で武田委員から紹介い
ただいたころ。その後、武田委員から改めて調査していただいた結果、GLOBALGAPとし
て GAP の定義を文書で定めたものはなく、今後 FAO の定義をそのまま採用する見込みで
あることが明らかになった。 
次に、米国の食品マーケティング協会の GAP の定義は「GAP とは、生産の最善の取組
の発展に不可欠な要素を定義した農場における取組を意味し、総合的作物管理、総合的病

害虫管理及び総合的農業衛生を包含している。」となっている。 
最後に農林水産省では「GAP手法とは、農業者自らが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

けに活用するという一連の農業生産工程の管理手法」と定義しているところ。なお、日本

国内には、この他にも都道府県や民間団体の中で独自に GAPの意味を定めている事例がみ
られるところ。 
（座長）この検討会はＧＡＰの定義を議論する場ではないが、大まかな枠組みとしてＧＡ

Ｐとはこういうものを意味しているということについて、共通の理解を持っておきたいと

いうことで紹介していただいた。 
 植原委員からＧＬＯＢＡＬＧＡＰのＧＡＰの捉え方について紹介いただけないか。 
（植原委員）ＧＡＰというのは、経済的な面と、環境との調和の面で、持続性な農場管理

を行うための手法であるというのがＧＬＯＢＡＬＧＡＰの考え方。食品の安全の担保に加

え、経済的に受け入れられるものでなければならない。また、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰは２０

１１年の改定に向けた作業を行っているが、環境面と、安全面では微生物管理が強化され

る見込み。 
（阿南委員）農水省の定義はＧＡＰ手法と書いてあり、ＧＡＰの考え方について整理され

たものはないということで良いか。 
（中島課長補佐）ＧＡＰとは改善点を見いだし、良い農業を実践するための手法であり、

英語で書いてあるとおり、より良い農業の実践を目指すものということにつきる。 
（座長）ＧＡＰとは何か、これは哲学的なものであるが、我が国あるいは農林水産省では

明確に示されていない。GAP に関しては、良い農業の実践のためにどのようにすれば良い
かというテクニックの部分について、ＰＤＣＡサイクルを活用して行うということで進め
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ている。言い過ぎかも知れないが、この様に理解されておくのが良いと思う。 
 ＧＡＰというのはプラクティス（実践）であってデータではない。農場管理を行うこと

ということがＧＡＰであって、それが本当に行われたかどうかを点検することである。ま

た、食品安全のための農場管理を行うのではなくて、環境的、経済的、労働安全等の社会

的な持続性に向けた農場管理を行っていただき、結果として食品安全につながるというも

のである。これは農業のあり方に関する哲学、考え方に相当するものである。これを我が

国におけるＧＡＰの定義にすることについては、今回の検討会の主題ではないので、議論

しないが、重要なことであるので、会議の中でも大事な考え方の一つとして重視していき

たい。 
（武田委員）農水省の定義ではＧＡＰ手法の定義とされているが、現場の実態としては、

これがＧＡＰの定義として出回ってしまっている。検討会の開催要領には今回の議論の目

的として、ＧＡＰの内容が多岐にわたることによる生産者の負担の軽減、より高度な取組

内容のＧＡＰの推進、農水省の指針等をＧＡＰに反映させるという３つが大きく挙げられ

ている。現在のＧＡＰ手法の定義のように、生産者自らが点検項目を決める方法では、現

在の望ましくない状況が続いてしまうことが懸念される。検討会の目的を達成するため、

ＧＡＰの定義についても、検討会のワーキンググループで議論したいと思う。 
（座長）今後、検討会で作業を進めると、農業に対してどのような哲学をもって、どのよ

うな農業を作り上げようとしているのかという具体的な中身が現れてくるので、その意味

ではＧＡＰとは何かということについて議論することは重要であると思う。ただし、資料

４は現状の定義の事例を紹介したものであり、これ自体を精査するという趣旨ではないの

で、現状の確認ということに留めさせていただきたい。 
 次に、資料５，資料６は知的財産に関する資料であり、私からお願いしていたものであ

る。ＧＡＰに定められる農薬使用基準の遵守について、仮に使用回数が３回とされている

ところを２回に減らした場合、基準回数を下回ったことについては説明責任があるので、

公表しても差し支えないが、いつどういう状況で使用回数を減らしたかについては、農家

のノウハウであり、知的財産になりうる内容である。このため、ＧＡＰのあり方を検討す

るに当たっては、知的財産についても配慮する必要があろうと思う。それでは、事務局か

ら説明願いたい。 
（中島課長補佐）資料５「農林水産省知的財産戦略」について、ノウハウに関連する部分

を中心に内容をご紹介する。同戦略では、農林水産業の現場における取組について、先ず

は農林水産業者や普及指導員を含めた全ての農林水産業関係者が、技術やノウハウを知的

財産と認識することが重要であるとして、こうした技術・ノウハウ等知的財産に関する指

針を作成することとしている。その指針が資料６になる。指針においては、技術を「知的

財産」として保護・活用する手段として、①権利化する、例えば特許権又は実用新案権を

取得等、②秘匿する、③公開する、つまり学会で発表する、刊行物へ掲載する等があると

している。ただし、これらはあくまで手段であり、例えば、権利化を選択する場合、権利
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化すること自体が目的ではなく、権利化後の活用方策を戦略的に見通しておくことが必要

としている。また、どの手段を選択するかを決定するまでの間は、その技術の内容を他者

に知られないようにしておくことが必要としている。この点はＧＡＰの取組とも関係する

と考えられる。 
 さらに、各手段を選択する際の着眼点として、「権利化する」場合は、その実施や許諾

により利益を得るなどのメリットがあるが、いずれインターネットを通じて技術の内容が

閲覧可能になることから、簡単なものは他者に勝手に実施されてしまう恐れがある点に留

意する必要を指摘している。「秘匿」は、権利を取得しても実質的に技術を保護できない

場合は有効であるが、農業現場では比較的容易にノウハウの実践現場を見ることができる

ため、長期にわたって技術を隠し続けることは困難な場合が多いことを指摘している。「公

開」は、秘匿する必要がない場合や、他者の特許化を防止する場合に有効であるが、権利

化して利益を得ることはできなくなること等に留意する必要を指摘している。また、いず

れの方法を選択するにしても、技術の「文書化」が必要であるとしており、この点はＧＡ

Ｐの取組にも関わる部分である考えられる。 

（座長）ＧＡＰの取組では必ず農場管理の記録を残すが、知財戦略の中では記録はノウハ

ウとなる可能性があるとされており、保護した方が良い対象にもなり得る。我が国のＧＡ

Ｐの議論の中で、知的財産との関わりについて議論されることは、おそらくこれが初めて

になると思われる。 
（藤田委員）私は、実際に米を栽培し、搾乳を行っているが、うちの場合には知的財産に

ついてあまり意識したことはない。他方、農業法人協会の役員もしており、協会の中では

知的財産については権利の面よりも、被害を防ぐという観点から気を使っていくことが必

要だと考えている。 
（内山委員）日本生活協同組合連合会では、ＧＡＰについては第２者点検を行っており、

養成講習の中で、点検者には知的財産に関する守秘義務や関連する資料のコピーを持ち帰

らないこと等を常に指導している。 
（座長）これで、資料の説明は終わったので、これからは、共通の基盤となる標準的なＧ

ＡＰや今後の作業の中身も含めて議論いただきたい。 
（久保井委員）生産者の立場から発言させていただくが、農業者自らが農場管理に取り組

むというのが基本であると思う。いまさら農林水産省が出てくるのはおかしいと思うし、

県の独自のＧＡＰがあっても良いと思う。これまで導入済みの１５７２産地で導入されて

いる様々なＧＡＰがあり、混乱が生じないよう配慮した議論をお願いしたい。農林水産省

が作るのであれば、食品安全や環境保全の観点などから少なくともこういうものは必ず入

れるべきという項目をまとめた内容くらいにしておくのではないか。 
（武田委員）国がガイドラインを作るというのは重いことである。様々なＧＡＰが既に取

り組まれている中で、例えガイドラインとは言っても、ここで新たに細かい基準を含むＧ

ＡＰを作るとなると、混乱を生じさせ、熱心に取り組んでおられる方々の取組を妨げるこ
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とにもなりかねない。そうしたことを踏まえて、今回の検討するガイドラインはＧＡＰの

枠組みを定義するものとしていただきたい。なんでもかんでも自称でＧＡＰと呼んで良い

わけではなく、大事なことは消費者等の需要者が「うちの農場はＧＡＰをやっている」と

いう一言をもって、どのような取組が行われているかを認識できることであるので、そう

した方向に自然と導いていくような枠組みの定義をまずは行うべきである。 
（神藤委員代理）ＥＵでは環境保全などに関する共通遵守事項の条件等を満たす生産者に

対し直接支払いを行っており、私見ではあるが、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰについてはそれをベ

ースに作られたという経緯があるのではないかと考えている。また、その目的には環境保

全や食料政策があったのではないかと思われる。 
 他方、日本においては、食の安全・安心の問題が契機となって、ＧＡＰという概念が入

ってきた。埼玉県では以前からＨＡＣＣＰによる食品安全衛生管理を行っており、これは

ＰＤＣＡサイクルで管理していくものであるが、農林水産省の農業生産工程管理手法と考

え方が一致したため、ＧＡＰに取り組んだという経緯がある。チェックリストで取り組む

方法で、チェックすれば良いということで進めてしまうと、魂が入らない。埼玉県の方式

では、食品安全ＧＡＰについて言えば高度なものをやっているという意識がある。 
 日本では食品安全から来たという歴史的経緯があって、その手法としてＰＤＣＡサイク

ルというＧＡＰ手法があったため、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰやＪＧＡＰなどのシステムとは、

そもそも取組の経緯が異なる。 
また、目的と手法を混同しているところがあって、ＧＡＰの目的として食品安全に環境

保全と労働安全を加えただけで、インセンティブとなる施策も無く、ただ農家がやるべき

ことですよという位置づけでやると、結局は、チェックリストでやったという数を増やし

ていくことになりかねない。 
金銭的な支援なしに、手法ということで考えるのであれば、食品安全などの生産者が大

事だと思う内容を、生産者に分かっていただいた上でチェックする方法を取ることが必要

と考える。 
 また、整理、整頓、清掃、清潔、習慣づけの５S活動などの取組の重要性を踏まえた仕組
みとすることが肝要だと思う。 
（座長）1996年にカイワレ大根の O-157汚染問題に端を発して、食品安全を担保しようと
いう取組の中でＨＡＣＣＰ方式が取り入れられて、2000年以降になってＧＡＰという言葉
を使い出したが、しっくり来ない部分もあり、ＧＡＰ手法という言葉を使った経緯がある。 
（中嶋委員）私は、昨年の「ＧＡＰの推進に係る情報交換会」にも出席しており、標準的

ＧＡＰは作成すべきだと考えている。ただ、政府がどのようなスタンスで関与すべきかに

ついては、有機農産物の基準作りの例などが参考になるのではないか。消費者がＧＡＰと

いう表示を見て商品を選別する際に、間違った判断を与えることがあってはならない。こ

れについては、国の方できちんとした土俵作りをしていくことがポイントになってくる。 
 もう一つ参照にすべきは、記帳運動。これは運動であるので、ある程度の共通な部分は
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あるべきだとは思うが、いろいろな項目をどんどん追加してレベルを上げていく方が効果

は高くなるのではないかと思う。 
（座長）消費者の目から見て少なくとも一定の内容をクリアしているものをＧＡＰと呼ぶ

必要があり、検討会の中では、その際に考え方を共有できるものを作っていこうというこ

とだったと思う。ただ、既に取り組まれているものがあり、それらが一定の水準に引き上

げられるような、励ますようなものしなければならないので、記帳運動なども応援してい

く必要があるのだと思う。 
（藤田委員）現場で、農協の職員の方が農家に記帳運動について指導されるところを何度

も見てきたが、チェックの方法に関する指導が先になっていて、農家に何の為に記帳をし

なければならないのかという意識を持ってもらえていない。履歴を残すだけでＧＡＰに取

り組んでいると考えてもらっては困るので、ＧＡＰとはどういうものかということを現場

と合わせてやっていかないといけない。農家自らが行う仕組みとするには、指導や研修を

もっと広く実施していく必要がある。 
（座長）財政にも係る内容ではあるが、行政の積極的な取組を期待したい。 
（山田委員）農家にメリットがないとＧＡＰの普及は進みにくいので対応が必要だと思う。

メリットには、単に経済的な面だけではなく、社会的、環境的な面もある。研修について

は、全農と全中と共催でＧＡＰ手法導入指導員養成講習会を行っているが、参加者が非常

に多く、関心は高い。 
（副島委員）現場で普及指導員が指導を行う際には、基準となるものが必要であろうと思

う。前回紹介いただいた指針などをきちんと踏まえた標準的なものを示していただけると

現場では指導しやすい。 
（岡田委員）ＧＡＰの目的や定義について議論することが必要であると思う。 
また、先ほどメリットの話もあったが、目的、定義の話とは区別して取り組む必要があ

るのではないか。 
ガイドラインの作成にあたっては、現状で様々なＧＡＰの取組があるので、こうしなけ

ればいけないと規定するのではなく、既存の取組をどのように体系付けるかということを

考えた方が良い。 
 それから、先ほどの「SQF1000」の説明の中で選択制という話があったが、取り組むＧ
ＡＰのレベルについては生産側の選択性・自主性があっても良いのではないか。 
 また、私は中間流通業者であるので、消費者・小売企業等にＧＡＰの取組を分かりやす

く伝える必要がある。その際には、それぞれのＧＡＰの項目数やカバーする範囲、監査の

方法については有効な情報になる。 
（座長）ワーキンググループで行う議題等について、いろいろな提案があったが、私から、

事務局の方に、今後の議論を進めるにあたって、宿題を出したいと思うので、用意した資

料「標準的なＧＡＰに関する諸事項の整理」を委員の方々に配布していただきたい。 
 これは、各事項と我が国の法令・指針等のエビデンスなどの事実関係がどのようになっ
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ているのかについて、事務局の方で整理していただこうというもの。諸事項の整理として

は第 1 回目で議論いただいた食品安全、環境保全、労働安全の３つの目的について、プロ
セスの中でそれぞれ必要な項目がある。この資料では、食品安全のうち農薬の適正な使用

に関して例を示しており、知識の習得ということに関しては、農薬の取扱、使用等に関す

る必要な法令及び注意事項に関する知識の習得という関連事項がある。これに関連する法

令としては農薬取締法第 12条の３になる。事務局にはこの一覧表を整理していただきたい。 
今後はすぐにワーキンググループで議論するのではなくて、次回の検討会の中で、こう

した資料に基づいて、全体的なＧＡＰの枠組みについてご議論いただくというプロセスを

取りたいと思うがどうか。 
（内山委員）座長の提案に異議はないが、ＧＡＰの意義や定義についてはどこで議論する

のか。これらはガイドラインの整備にあたって重要な内容であると思う。 
（座長）ＧＡＰの定義について共通認識を持つ必要があるので、ワーキンググループの中

で議論の場を設けたいと思う。ただ、ＧＡＰの定義について統一見解を示すという目的で

始まった検討会ではないので、定義を確定するという作業は行わない。 
（久保井委員）ＧＡＰの定義についてであるが、生産者としては、生産者自らが行う取組

みであるというのが基本であるので、ＧＡＰに取り組んで高く売ろうといった方向に行か

ないようにしてほしい。 
（座長）生産者がいくつかの目標のために農場管理を行うことがＧＡＰであるということ

については、ここまでの議論を通して共通の認識が得られていると思う。ただし、生産者

が消費者・小売業者の方とＧＡＰに対する考え方を共有したり、あるいは国の方で、推進

すべき農業の方向性を定めその方向に沿って支援しようとする際の基準を考えたりする際

には、生産者は自分はやっているから良いというだけでは十分でなく、他者と共有するた

めのルールが必要になる。 
これは、生産者が消費者・小売業者へ販売する際の信頼関係の構築にも必要であるし、

このような信頼を得られるということが生産者のインセンティブにもなり得る。このこと

は、大きな宿題の一つであると認識している。 
（阿南委員）ガイドラインは農業者個人が参加する取組ではなく、県なり、ＪＡなりが集

団として共有して、相互チェックや認証を行っていく仕組みが必要。国はそのような個々

のことまでチェックできない。そうでないと、消費者は全く信用できない。消費者にとっ

てはガイドラインの取組が本当に実践されているかどうかということが知りたい情報。ガ

イドラインはこのような団体で実践し、検証を伴う仕組みを目指していると考えて良いか。 
（座長）そのような考え方で齟齬はないと思う。現時点では、農薬取締法の規定なども、

実際に取り組まれているかどうかまで相互チェックまでは行われていない状況。そのよう

な項目を整理して提起していくことにあるのではないか。ガイドラインはＧＡＰの点検項

目を作成したり、見直したりする際に有効である。 
（神藤委員代理）ガイドラインに意味があるとしたら、ＧＡＰの指導者にとって必要なリ
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ストになることである。生産者が全てチェックするのではなく、この中から必要なものを

指導者が指導していく。そして、最終的には生産者自らが作成したチェックリストでチェ

ックをする。 
 検証について、埼玉県の取組を紹介すると、農産物を市場に流通させる場合には、生産

者集団が農薬の使用などのバックデータに基づいて商品説明書を作ることを指導している。

この様な取り組みを基本とする中で第３者の認証機関の認証を受けるか、あるいは内部の

チェックとするかは各自の判断だと思う。工業分野でいけばＩＳＯを取得するのか、ある

いはトヨタ自動車の改善のような内部での品質管理の取組とするのかといったことを検討

するのではないか。 
 ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの場合には第 3 者認証が必要であるが、日本ではＰＤＣＡサイクル
の手法として自主点検で進められた経緯があるので、第 3 者認証が馴染むかどうかという
システム上の問題もある。認証とは言えないが、普及指導員などがチェックするような仕

組みも考えられるのではないか。 
（阿南委員）「消費者の安全のために」というような視点を明確にしたＧＡＰについての哲

学は必要であり、明らかにすべきであると思う。そうでないと、闇雲に点検項目が増える

ことになりかねない。何のためにＧＡＰに取り組むのかがはっきりすれば、生産者自らが

必要な管理点を見いだすことにつながるのではないか。そうした取組を促す必要がある。 
（武田委員）ＧＡＰの哲学、定義というものがガイドライン作成の前に必要であると考え

ている。ガイドラインに盛り込むＧＡＰの枠組み定義の項目候補としては、まずＧＡＰ導

入の目的がある。例としては食品安全、環境保全、労働安全があるだろうし、ＪＧＡＰで

は組織運営、販売管理なども加えている。次にこのような目的に関連する法律・指針の一

覧もガイドラインで提示すべきである。言い過ぎかも知れないが、これらの法律・指針を

満たさないＧＡＰは存在していけないのではないかとも思う。そして、農薬、肥料、土、

水といった管理項目の分類についても、ＧＡＰの枠組み定義の中で検討していきたいと考

えている。 
 他方、ＧＡＰを導入する際のインセンティブについてどのように考えていくかについて

も整理が必要であると思う。日本のＧＡＰはインセンティブ無しのＧＡＰがあまりにも多

いので、世界のＧＡＰのインセンティブの状況について整理・分類できればと思う。 
また、審査・認証制度の実施状況の整理も必要。全く実施状況が確認されていないＧＡ

Ｐの取組もあり、これをＧＡＰと呼んで良いのか疑問である。消費者・小売業者等が納得

できない制度であれば、農家や行政の自己満足に終わってしまうので、それについても議

論するのが良い。 
 それから、枠組み作成後の活用方法であるが、現状では、行政はどのようなレベルのＧ

ＡＰであってもＧＡＰの導入支援を行っているが、今後は、検討会で作成する枠組みを満

たしたＧＡＰの導入・推進に支援を限定するようにしていけば、日本の農業現場で自ずと

消費者の信頼が得られるレベルのＧＡＰが普及すると思う。 
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 最後に、ＧＡＰの普及においては指導者の育成が大事であり、普及指導員だけではなく

農業資材業者やＪＡ、農産物流通関係者によるＧＡＰの指導も多いことから、民官の両方

を見据えた指導者の育成を考えていただきたい。 
（座長）ガイドラインがまとまった後の、ガイドラインの効果的な活用方法については、

行政の方に考えていただいた方が良いと思うが、ワーキンググループでも素案という形で

提案しても良いかと思う。 
 では、次回は諸事項の整理についての資料を提供し、ＧＡＰの定義などについてご議論

いただいて、それをワーキンググループに持ち込んで検討するということにしたい。 
 
（６）閉会 
（深井技術普及課長）今回座長から宿題として頂いた標準的なＧＡＰに関する諸事項の整

理を速やかに進め、次回の検討会についてはその検討状況を見つつ日程調整いたします。

なお、本日の議事概要は各委員にご確認いただいた上で、公表させていただきます。 
（小栗審議官）本日は、長い時間にわたり、貴重な御意見をありがとうございます。今日

賜りました意見を踏まえ、既に現場で動いている取組について混乱がないよう進めて参り

たいと思います。また、一方で、やる以上は目的を持って上のレベルを目指していくこと

が大事だと思っております。また、それぞれのレベルに応じて推進していくという難しい

面もあります。それから、政策決定は政治主導で進めるということになっておりますので、

事務方が政策決定について述べることはできませんが、知見をお持ちの皆様からの御意見

を踏まえながら進めて参りたいと思いますので、引き続きご協力の程よろしくお願いいた

します。本日は誠にありがとうございました。 
 

（以上） 



日時：平成２１年９月２９日（火）１３：００～１５：００

場所：中央合同庁舎４号館１２１９号室

第２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　座席配置図
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