
 

消費者団体との施策意見交換会 

「食品に関するリスクコミュニケーション（野菜などの衛生管理）」 

の概要について 

 

 

I. 日 時 平成１６年３月１７日（水）１０：００～１２：１０ 

II. 場 所 畜産会館 

III. 出席者（別紙１） 

消費者団体  １５団体 

パネラー（別紙２） 

 

IV. 主な議事概要 

１．消費・安全局齋藤参事官よりあいさつ 

２．パネルディスカッション 

３．野菜などの衛生管理についての意見交換 

V. 議事概要 

１．消費・安全局齋藤参事官よりあいさつ

  皆様、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。消費・安全局が新設

されてから８ヶ月が経過し、その間、食の安全・安心に関する様々な事柄が起きてい

ます。今年の１月１１日には、我が国でも高病原性鳥インフルエンザが発生しました

が、その対策その他の情報について、皆様にご理解を得ながら積極的な提供に努めて

きたところです。 

  特に消費者をはじめとする関係者の皆様に、正確でわかりやすい情報を積極的に

提供し、できるだけ多くの方々の意見を施策に反映させるリスクコミュニケーション

は重要な課題と認識しています。 

  その実践としまして、昨年、消費者団体と意見交換を行う「消費者団体との施策

意見交換会」を立ち上げ、９月に「残留農薬」、１１月に「食品の表示」、１２月に

「牛肉のトレーサビリティ」をテーマに開催したところです。 

  これからの政策形成においては、関係者の皆様と充分に意見を交換しながらより

良い施策を探っていくことが重要と考えています。皆様の忌憚のない御意見をいただ

きたいと思います。 

  今回は野菜などの衛生管理として、農産物の生産におけるリスク管理手法である

適正農業規範(以下、「GAP」(ジーエーピー)と記載)についてご説明させていただきま

す。ＧＡＰは、生産・流通に携わる方の倫理も含めた行動規範です。生産段階からき

ちんと管理し、その積み重ねでリスクを低減していくことは、生産・流通の取り組み

の基本的なあり方と考えます。 

  1996年、全国で腸管出血性大腸菌O157による食中毒事件が多発しました。７月の

堺市での集団発生で、かいわれ大根が原因食材として疑われたことを契機に、青果物

の衛生管理についても、生産段階からのプロセス管理方式を導入し、病原微生物など

の汚染のリスクを低減するための取り組みを行ってきたところです。 

  ここ数年に起こった農畜産物の安全性を問う事件が引き金となり、農業現場にお



いても、GAPの実践と、GAPによる管理情報の伝達であるトレーサビリティシステムの

確立が求められています。 

  農産物の安全性確保の問題は世界的な関心事項であり、消費者にとって農業現場

への様々な要求事項は避けられないものですが、一方、生産者にしてみれば「本当に

必要なのか」、「どこまでやればいいのか」、「GAPに取り組むための経費負担はどう

するのか」、「消費者とどのように話を進めていけば良いのか」という疑問や不安感

も強いものがあります。 

  本日はGAPを先進的に導入されている産地、GAPを品質保証の基準として導入され

ている流通の方々をお招きしています。GAPを先進的に導入された理由などについて事

例紹介とともにお話いただき、消費者の方からはGAPに対してご理解を深めていただく

とともに、期待することや消費者として支援できることなど、ご質問、ご意見などを

含め、活発な御議論をお願いしたいと存じます。

２．パネルディスカッション

(生産者パネラー) 

多田：北川辺町トマト研究会は昭和41年１月に前身となる北川辺町園芸研究会が13名

で発足し、30数年を経過。トマト栽培は５名でスタートし、現在２７名の会員であ

る。栽培面積は10.4haで栽培品種はハウス桃太郎。２月～７月上旬にかけ、約1,700t

を市場出荷している。平成12年に会員全員で減農薬・減化学肥料栽培の認証を取得。

平成15年９月から衛生管理によるトマト栽培を開始。土壌検査は今年度はカドミウム

を実施、水質検査は井戸水の検査を３年に１回以上実施。堆肥製造は60℃以上で３週

間以上保持、堆積６ヶ月以上のものを使用している。堆肥の投入量は10aあたり3t以

下、栽培で使用した資材は保証書をメーカーから入手している。作業者が風邪を引い

ている場合のマスク着用、石けん、アルコールによる手の消毒洗浄、消毒液の各自へ

の配布、農薬については振興センターの普及部と会員で策定した防除基準により定め

られたもののみを用い、記録をとり、出荷時に青果物と一緒にデータを提出してい

る。鳥、害虫等の侵入を防ぐため、ハウス周辺に防除ネットを設置。土埃が収穫物に

付かないよう、耕作土壌をマルチや籾殻で被覆している。 

  選果場にはパートが63名（男性16名、女性47名）おり、高齢者雇用促進のため、

高齢者事業団に募集を委託している。作業は９時から開始、作業前とトイレ使用後は

手をアルコール、グリセリン混液で消毒している。作業着、作業靴は衛生的なものを

使用し、作業においては手袋を着用させている。作業終了後は作業場、トイレは清

掃。トイレにはペーパータオルを設置し、トイレ専用の履き物に履き替えるよう義務

づけている。作業終了時には、選果機器をアルコール消毒している。私達は事業と呼

んでいるが、事業実施当初は生産者に説明してもなかなか理解が得られず苦労した

が、農林水産省や(社)日本施設園芸協会が主催する講習会に出席したり、会議に参加

する中で、私達が達した最終結論「安全・安心な北川辺トマトを、食卓へ届けたい」

を実現するため、関係機関の指導のもと、「北川辺町とまと研究会衛生管理マニュア

ル」を作成、「できることから実施する」というスタンスでトマト生産に取り組んで

いる。

黒木：宮崎県と熊本県の両県で生産者55名でスタート。この地帯は台風銀座と言われ

ているが、宮崎と熊本のどちらかでは被害を回避できるように産地化してある。私達

は「４つのモットー」の下で農産物の生産活動を行っている。1.お客様が求められる

安全が確認でき、安心して美味しく食べられる、トレースされた農産物の提供2.循環



型、生態系栽培を基本に特別農産物、有機栽培に取り組む3.環境と健康を考えた農

法、4.後継者が育ち、生産者が高齢化を迎えても、栽培に取り組める環境、を目指し

約１２年前から取り組んでいる。「食健農法」は、大学関係者を入れて約１２年前か

ら生協、一部大手の洋菓子メーカーと協力して取り組んできた。主意についてはグロ

ーバル的見解から考えて、「人類の平和と反映は私たちの不断の努力によって実現さ

れるものであり、その責任は全て私たち人類に帰するものである。この意味において

人間の生命に直接かかわる食は単に個々の生命を短期間維持するだけのものではな

く、人類の社会福祉と健康を支えるべきものであり、現在から未来にわたって地球環

境を蘇生に導く重要な役割を負っている。現在の私たちの食料様式は、食料の本来提

供することが期待される質を積極的に求めているとは言い難い。そこで、農業生産物

の質的な価値に対する責任を考え、食健農法を提唱する。」としている。これはかな

り前に作成されたものだが、主意なのでなかなか変更できないことをご理解いただき

たい。次に今取り組んでいる栽培に関する基本的な考え方を大まかに話したい。ま

ず、土作りは有機物中心である。土壌は微生物等の活動により団粒化され、それによ

り空間が多くなり、気相の多い構造になる。保肥、保水性が増し、逆に水捌けがよく

なり水分含有量も安定する。これらにより、有機物の窒素分はアミノ酸の形としてと

どまる比率が高くなり、根は水分、養分を求めて土壌に根を張りめぐらすことがで

き、農産物の品質に大きく貢献している。土は最終的に河川に通じているので、土の

中に有機物をたくさん投入すると、不消化のものは全て河川に流れていく。今九州で

井戸水が飲めない大半の理由は大腸菌の問題ではなく、硝酸態窒素の問題。堆肥につ

いては、養分はN・P・K（窒素・リン酸・カリウム）含量をチェックし、水質検査を行

っている。土壌ECは硝酸態窒素の動きを見ること、土壌水分、作物の残留窒素、ハウ

ス内管理で特に除草剤を使わないので除草方法を記録している。収穫方法、人の手で

は摘むことが基本。収穫後の保管は、トマト類は常温、イチゴなど低温管理するもの

は全て冷蔵庫で保管。保管後の出荷は全て専用冷蔵車で行う。栽培を含めた段階で

の、トレーサビリティに３年前から取り組んでいる。パック加工センターについて

は、６年前から大手洋菓子メーカーに毎年生産者を研修に派遣しており、メーカーか

らのアドバイスを受けて搬入、加工、保管、搬出、トレーサビリティに取り組んでい

る。衛生管理については、６年前から取り組み、メーカーに依頼し、２年に１度担当

者に来てもらいアドバイスを受けている。結局、生産者には「農産物」では許される

という考えがあるが、「食品」としてとらえることで意識が変わるのではないか。屋

内、手洗い場、作業場、服装については別添の要旨にあるとおり。

（流通業者パネラー） 

小野：みやぎ生協は昭和５７年に宮城県民生協と学校生協が合併し、現在に至る。組

合員数は５１万人で、県内の過半数の世帯が組合員という、全国でもコープこうべに

次いで組織率の高い生協である。産直には昭和４６年から取り組んでおり、「産直」

ではなく「産地直結」という表現で地産地消に取り組んでいる。取扱生鮮品のほとん

どが県内と近県の産直品である。米は８割が県内のもの、畜産品で６、７割が産直品

である。野菜は１９８９年から生産者と話し合い、独自の農薬使用基準を設けてい

る。リスクが高い農薬については農薬取締法上許されるものであっても使用を避けて

いる。生産者は使用した農薬を届出し、誰がどの農薬を使ったかわかるようになって

いる。使用農薬リストとしてまとめて管理することで、残留農薬検査を実施し農薬が

出た場合、さかのぼってどの生産者からどういう形で使われたかわかるようになって

いる。安全な農産物生産についての生産者との話し合いでは、これまでは農薬所以の

ことのみ考慮していたが、現在は「衛生管理」・「おいしさ」・「品質」・「見栄



え」についても考慮している。そのためには一人一人の生産管理が欠かせない。そこ

で生産者と進めているのは、、単に生産履歴をさかのぼるのではなく、生産基準をき

ちんと統一しながら、先進的な生産者の技術を普及することである。さまざまな土作

りを行っているので、栽培カリキュラム等を作り、先進的な生産者の技術を学んでい

こうとしている。消費者側に対しては、リスクコミュニケーションの推進に努めてい

る。単に○○産は扱っていませんと言うのは何の宣伝にもならない。生産者のところ

でリスクはあるかを話し合う。消費者には、リスクはどのようなものか、どのような

対策法をとればよいかを認識してもらう。生産者とは、リスク対処にどうするかと回

避するにはどうするかを話し合う。

藤井：冊子として「イオン規範（イオン農産物取引先様品質管理基準）」、有機など

を含めた「グリーンアイ規範」、「監査基準」を作成している。構造的な仕組みづく

り、海外や有機の事例を参考にして、第３者認証の基準づくりによる正当性や記録の

チェックの必要性に応じ、国際的なレベルで監査を行う規範作成の最終段階に入って

いる。規範は、流通に携わる３７５社全社に実践してもらうための仕組みを含み、３

つのパーツからなる。1.APSS（取引先の安全経営をどうするのか、起きていることに

対してどのように是正していくか（ISO14001））、2.AGAP（衛生・農薬・肥料等）、

3.AGDP（GMP）の３つの仕組みで「より安全」な仕組みを目指している。現在は規範に

基づき内部監査を実施しており、経営者もしくは農業者の団体の管理責任者が管理し

ている状態。それに必要なチェックリストを作成し、８０団体、約３０００名がGAPを

実施している。今後は外部監査も検討中。生産現場では農薬の管理・保管や手洗い等

を誰でもわかるビジュアル化し、目に見える規範が必要である。店舗でもチェックリ

ストでまな板・包丁の洗いや検便などの管理実施の頻度なども、見たら一回でわかる

というようなビジュアルな状態で確認するようにしている。

（アドバイザー） 

田中：かいわれ大根生産衛生管理マニュアルにはじまり、水耕、土耕を含めて野菜生

産全般のGAPガイドの作成に関わってきた。農産物では病原微生物汚染に関するリスク

は畜産物・水産物と比較すれば高くないと思うが、ハザード（危害要因）はあるため

リスクはゼロではない。そこでリスクを限りなくゼロに近づけるという考えからGAPを

作成した。先進的な産地の取り組みを心強く感じたが、行政サイドの普及の努力が必

要と思う。また食品の安全確保は、生産から消費にかかわる全ての人、あるいは行政

サイドの理解、連携・協力が大切であり、１つでも落ちてはサイクルとして回らな

い。コストの問題も、社会全体で負担するための検討が必要。GAPに取り組むことでコ

ストアップにつながる可能性が見込まれるが、誰がそれを負担するかを考えたとき、

関係者全て、つまり社会全体が負担していくという考えが必要である。

（消費者パネラー） 

高野：ＧＡＰに取り組むには、実施項目が多く大変だと感じた。逆に手洗いなど普通

に生活していく上で必要な衛生管理がなされていないことは不思議と感じた。 

  説明の中で、衛生管理、それら生産履歴の記帳、さらにそのチェックなどにかか

るコストについて、消費者がどの位負担しているのか知りたい。あるアンケート調査

では消費者は１０％以内の価格上乗せであれば負担してよいという結果だったが、基

本的には生産・流通・消費の三者全体で取組の必要性も含め考えていくべき問題と思

う。



伊東：農家がこれだけのことをやっているのに驚き、コストがかかるだろうと思っ

た。また 

 コストを誰が負担するのか気になった。最近契約農家の名前入り野菜をスーパーで

見かける。これは安全性が確保されてきたかと思うが、契約農家だけでなく市場流通

の農産物に対しても皆さんが努力していることをここにきて知った。今回の資料の中

に水の記載が多く見受けられたが、大根等の洗浄は河川で行うイメージがあったが、

飲用適の水を用いていることは知らず認識を新たにした。 

  また、「安全」とは科学的に立証されたもの、それを情報公開すれば「安心」は

得られると思う。情報をきちんと消費者に伝達するためには、直接消費者とかかわる

流通業界で正しく説明するシステムを整備するべきと思う。スーパーでは自分のほし

いものを持ってきて黙って支払って帰る、という状態なので、もう少しコミュニケー

ションが取れ、店員に商品知識を植えつけて伝達してもらえるとよいだろう。

３．野菜などの衛生管理についての意見交換

Ｑ：取組を開始した際の苦労話、また、どのように生産上の問題点を改善したか伺い

たい。 

  生産者の取組を消費者に理解させるためにどんなことに取り組まれたか伺いた

い。

Ａ：（黒木）：１３年前から関西から北陸方面の生協といろいろ取り組んできた。は

じめに感じた意識の違いは、私達生産者はいわゆる「農家」感覚で作物を作っていた

ということ。「農家」は自分達で食べるために作るという感覚が強く、第三者に商品

として手渡すという感覚が少なかった。家族が食べるならば衛生面への意識も低かっ

た。取組を開始したきっかけは７年前。、ケーキに使うイチゴが洗われないことを知

った。つまり生産、流通過程で雑菌や異物がイチゴに付着していたらそのままケーキ

にのるということ。この状況を改善するため６年前、農家の（パック詰め作業場）を

改築し保管場所をつくり、冷蔵庫を設置した。コストについては農家と菓子メーカー

両方で負担した。 

  トマトについては冬場と夏場の２回作っている。夏の場合、栽培は高冷地のビニ

ールハウスで行っているが加工場は平地にあり過酷な環境だったが、衛生的な扱いを

徹底するため室内が２５℃を超えないような設備を設置した。 

  従来農家自身が行う作業は、土間で土足で行っていた。この点について生協から

指摘を受け、より衛生的な作業環境を整えた。 

  リスクコミュニケーションとして国がこのように試みをしてくれると、流通業

界・消費者の方と会話しながらよりよい関係が醸成できると期待している。

Ａ（多田）：衛生的な環境作りのために数十万かかったが、埼玉県の補助事業として

県と生産者が半分ずつ負担している。消費者は農業生産段階での衛生管理についてわ

からないと思い、今月１３日トマト研究会で都内２箇所、県内１箇所のスーパーで試

食をかねた販売促進キャンペーンを行った。「HACCP方式愛情こめたトマトです」とい

うポスターと生産者の写真を飾ったが、消費者は生産者の写真しか反響はなかった。

この状況からも消費者に衛生管理にかかるコスト負担は現在のところ行っていない。 

  野菜の衛生管理事業を始めるにあたっては、指導機関と会議を重ね、そこでまと

めたチェックリストを生産者と実施可能かという視点から１０回以上打合せを行い、



衛生管理上はずせない事項を優先すると言うことで、平成１５年９月より取り組んで

いる。

Ｑ：コスト負担について

Ａ（小野）：まずその生産物が消費者のほしい状態になっているかが大事。商品とし

て販売できる状態にするためにコストがかかるのは仕方がないこと。それで経営を成

り立たせなければいけない。衛生管理手法導入時には、技術を高めて商品価値を高

め、収入をあげていく努力が必要。いくら安全なものでも、商品価値がなければ売れ

ない。 

  ただシステムや仕組みの問題でできないこともある。例えば畜産農家では堆肥等

の処理のための環境整備に億単位かかるが、個人ではコストがかかりすぎてどうしよ

うもないので、農協や行政と話し合いながら補助事業とすることことが必要。

Ａ（黒木）：消費者の方に是非理解してもらいたいことがある。生産者は農産物を作

ると、半年間ほとんど毎日その作業に携わる。一生懸命やっても栽培環境を整えない

と収穫はできない。人手が足りなければパートを雇う必要があり、コストがかかる。

生産者は年を重ねれば、年々目が弱くなり、そうなると選果も人に任せなければなら

ず、コストが発生する。生産者は生きるために農産物を作るが、全て生産者の努力で

解決することはできない。日本の置かれている農業環境、さらにグローバルな視点か

ら見ても問題があると思う。 たとえば中国からの輸入品は増えているが、中国国内

の生活レベルが高まれば、中国の安全な生産物は中国国内で消費され、安全でないも

のが日本に出荷されるようになるだろう。さらに今年の４月から特別農産物ガイドラ

インが変わり、表示が「有機農産物」と「特別栽培農産物」の２つになったので、消

費者にはわかりやすいかと思うが、（減農薬栽培のように）生産者の努力が伝わりに

くくなった。リスクコミュニケーションは生産者にとっても必要と考えている。もう

一度「安全」と「安心」は違うことをご理解いただきたい。

Ａ(情報官)：生産者の名前入り野菜のような安心のためのコスト負担として消費者に

転嫁されているが、耳慣れないGAPについては必要性がはっきりしていないような捉え

られ方がされているようだが、ＧＡＰは安全のためのコストに当たると思う。

Ａ（田中）：安全なものを確保し、その農産物を安心して消費するには当然コストが

かかる。それを誰が負担するかについては、消費者の払ったお金だけではなく、生産

者や流通者の手間暇をコスト計算すればそれぞれ負担が課せられることになってい

る。

Ａ(情報官)：イオングループが取り組んでいるような顔の見える関係のものは、安心

を与えるもので価値が増えるものである。高価値のものを買うようになったのは消費

者の変化かと思う。一方GAPは生産・消費段階で行き渡ったものではなく、これから生

産者が取り組んでいかなければならないもの。コストについては田中氏のいうよう

に、みんなで負担していくものと考える。

Ｑ：（黒木さん、多田さんのように）生協や流通との直接取引きなどに取り組んでい



ない、農協出荷のみの生産者の間での衛生管理の浸透率についても分かれば教えて欲

しい。

Ａ（情報官）：担当によればまだわからないとのことだが、まさに今芽が出てきてい

ると考えて欲しい。

Ｑ：本日のテーマであるＧＡＰには、野菜のほか米やお茶は含まれるのか。 A（担

当）：現在進めているのは、生鮮野菜の衛生管理なので、配布したガイドラインも生

鮮野菜が中心。しかし、ＧＡＰは、農産物全ての生産にかかわる概念であり、衛生管

理のポイントは異なるが米やお茶も対象となる。

Ａ（田中）：最初から全てを網羅したガイドラインなりマニュアルを作るのは大変な

作業で、仮にそれができたとしても、全ての品目を一遍に普及させることは難しい。

私達は「出来るところから作っていこう」という考えで、まずかいわれ大根生産から

始め、枠を広げて葉菜類等の水耕栽培、そしてようやく土耕栽培を含めて野菜全般の

ものに達しました。適正農業規範というからには、いずれは農産物に関わる全てを網

羅するガイドラインができれば良いと考えています。

Ｑ：「安全・安心」はきれいな空気、水、循環が成り立つ豊かな大地などの環境が必

要であり、「環境直接支払い」が示すように、そのために必要なコストであれば消費

者も積極的に関わりたい。だがGAPは農産物を限りなく工業製品化しているようで、手

洗い等の洗剤、殺菌などの薬剤が環境汚染にならないか危惧している。 

  またコメのカドミウム残留基準は、日本が、コーデックスの残留基準より２倍ゆ

るやかなコメント案を提出している。日本の基準値の検討は、あくまでも「安全」・

「安心」の観点からお願いしたい。 

  環境の汚染源を絶つ観点はＧＡＰには含まれているのか。

Ａ（担当）：環境との関係は、整理中だが、環境に対する影響を最小にするＧＡＰの

考え方もあると聞いている。

意見：コストを度外視すれば、ＧＡＰにより安全と安心が近くなることは良い。ただ

ＧＡＰの話を聞いていると、私の考える「農場＝田園風景」とはかけ離れてしまう。

農機具の洗浄や農作物へのかん漑水に飲用適な水を使うための水道管や、撒布した水

を排水するための下水管が必要となれば、膨大なコストがかかるし、美しい田園風景

が損なわれる気がしてならない。

Ｑ：GAPは輸入野菜にも適用されるのか。海外のGAPの取り組みの効果はどうか。

Ａ（担当）：海外でのＧＡＰの輸入・輸出についての現状ですが、配布した新聞記事

に、ある青果物農家がＥＵに輸出を検討した際、EUREPGAP（ユーレップギャップ）を

遵守しているか尋ねられ、初めて知ったという記事が掲載されている。 

  コーデックスはあくまで規範なので、「しましょう」という程度のもの。対して

EUREPGAPはヨーロッパ市場の大部分を掌握している大手の小売業界等が定めた規格基

準であり、輸入品についても基準への合致を求められたということです。逆のケー



ス、輸入品に衛生基準を要求する試みについては、具体的には聞いていないが、本日

参加頂いているイオン㈱のように独自のＧＡＰを規格基準として輸出国に要求するケ

ースがあるのでは、と考えている。

Ｑ：海外では生鮮野菜や果物による食中毒事故が多いと聞くが日本はどうか。

Ａ（広瀬）：詳細には記憶していないが、食中毒としては、かいわれ大根に起因した

のではと言われているO-157による食中毒事件がそれに当たると思う。また加工食品で

ある、辛子レンコンによるボツリヌス中毒は、工場汚染ではなく、土中の菌が根に付

着して繁殖したものと記憶している。※ 

 

「発言者からの注釈」 

※後日確認したところ、昭和５９年の芥子レンコンによる食中毒は、芥子粉がボツリ

ヌス菌に汚染されていたことが原因のようなので、訂正いたします。なお、ボツリヌ

ス菌の特徴としては、土壌に広く分布し、真空包装食品など酸素が含まれない食品中

で増殖して強い毒素を産成することが知られています。

Ｑ：2003年７月のコーデックスの生鮮果実・野菜衛生管理規範の採択等を知らなかっ

た。我々には、どのような知らせ方をしているのか。

Ａ（担当）：農林水産省のホームページ「野菜の衛生管理」に関するサイト上で紹介

しており、仮訳も掲載している。

意見：多大なコストをかけて作られる高品質野菜はいらない。安全・安心なものは必

要。 

Ｑ：堆肥の定義は。また屋根付きでコンクリート張りの堆肥場それに対する国の補助

はどのくらいあるのか。

Ａ（情報官）：堆肥について、ＧＡＰの問題だけでなく、硝酸態窒素の問題に的確に

対応するため、５年前に家畜排泄物処理法が制定された経緯がある。今年１０月まで

の猶予期間が設けられているが、国から毎年５～６００億円規模の補助金を捻出し、

対応に当たっている。堆肥を製造するために堆肥の水分含量を落とさないと発酵が進

まないので、雨よけを作らないといけない。具体的には水分含量７０％くらいにコン

トロールすれば、乳酸菌の自然発酵により、８０℃まで達し、有害微生物を死滅させ

ることが出来る。 

  また堆肥処理場を整備しないと、硝酸態窒素濃度の高い汚水が地下浸透してしま

う危険があるので、屋根とコンクリートによる地盤作りが法律で規定されている。た

だ、何故こんなに予算のかかることをするのかという批判はあると思う。そもそも畜

産業は自然放牧に見られるような土地に根ざした産業だったので、出てきた糞尿も自

然に帰すことが出来るだけの土地があったが、産業効率化の観点から大規模化、集約

化したため生産コストは下がったが、堆肥については自然循環では回らず、環境負荷

が大きいものとなってしまった。このために必要になった堆肥センターなどの施設整

備は、営農行為として、当然、生産者が負担すべきものと考える。



Ａ（田中）：配布したガイドは、簡易版であり、本体は１００頁近くあり、農林水産

省や(社)日本施設園芸協会のホームページに掲載している。今回のガイドラインの作

成に当たっては、こうすればよりよいものが出来るのではないか、という観点から

「ねばならない」ではなく、「すべきである」という考え方で取りまとめている。つ

まりこのガイドで全ての安全が守れる(リスクがゼロになる)、とは考えていない。 

  日本の国土は、北は北海道、南は沖縄まで３０００ｋｍあるわけで、土壌も、気

候も環境も多種多様である。しかもハザードは場所により異なる。つまりどの行程を

どのように管理すればより良いものができるかをGAPの使用者自身が判断しなければな

らない。このような観点に基づいて、ガイドを活用して頂きたい。

Ｑ：栽培記録を見たことがないが宮城生協は消費者に見せているのか。

Ａ（小野）：栽培記録は安全性の担保のためにお願いしている。残留農薬検査をし、

農薬が検出された場合は、基準値を超える超えないに関わりなく、検査結果を伝え、

使用農薬と使用状況について記録を基に検証している。その上でより良い栽培を行う

ための記録をするというのを基本としている。生産情報を宮城生協のホームページと

全店の端末で、栽培や使用資材・使用目的について公開している。

Ａ（藤井）：履歴公開の方法について、店舗にもポスターを掲載しているが、一つの

ほ場でも、使用回数や使用農薬名、希釈倍率や使用時期、ロケーションなども記帳す

れば、二十数頁にも達する。これを全て公開するのはかなりの困難が予想される。実

際には一人の生産者がほ場を３つ保有しているケースもあり、大量の記録になる。私

達は、「生産者が簡単に取り組めるようにするにはどうすればいいか」から検討を始

め、実際に営農管理を進める上で農薬の過剰散布や、衛生規範でいえば手洗いの不徹

底がないようマニュアル化し、実際にシステマティックに記帳していく。これを監査

機関が規範に基づいてチェックするという段階に移行していくのだろうと予想してい

る。

Ｑ：海外のGAPの取り組みの効果はどうか。

Ａ（藤井）：すでに海外の事例紹介や、輸出の件でも触れられていたが、実際タイで

は農産物の出荷場や選果場ではＧＡＰは行われている。オセアニア、ヨーロッパなど

それぞれで独自のＧＡＰがある。世界的に規範を採用するところが多く、イオンとし

てもＪＡＱという、取扱企業に対してはイオンスタンダード遵守を要求している。 

  雑談になるが、いろいろな基準を世界的に整理することが必要なのではと感じて

いる。 

意見：もう一点、これは農林水産省に要求したいのだが、農薬取締法違反の問題があ

る。厚生労働省については、一番消費者からみて問題である食品衛生法違反がある。

表示の問題もある。これらを総合的に考え、生産から記帳、販売まで消費者がよりわ

かりやすく、生産者もより使いやすいような全体のシステム設計を国として作ってい

くことが必要。 

  １消費者として考えたことには、食育基本法も制定されるようですが、食に対す

る「興味」、「関心」、消費者から見たら作ってもらった「感謝」、生産者から見た

ら買っていただいた「感謝」と、各々が「感謝」の気持ちでつながること、食を通し

て子どもも含めてお互いに理解しあうことが大事ではないか。



意見：生産者が手洗いや消毒を厳守して作った農産物を末端まで衛生的に届けられる

よう、流通段階でも方法を考えてほしい。

Ｑ：国民が簡単に食品などの情報を入手するのは、テレビ・新聞が大半。しかしマス

コミに積極的に情報提供をしても、記事にするかは記者の胸一つで決まってしまう。

是非国が必要な時に適切な情報提供ができるよう、新聞スペースを買うことも検討し

て欲しい。

Ａ（情報官）：政府公報という形で、鳥インフルエンザについて、来週、全国誌で情

報提供する。しかし、国民の税金を新聞に投入してマスコミを買い上げることにはな

りません。いろんな方法で新聞や例えば、月曜の午前中の日本テレビ系の「ご存知で

すか」という番組で情報提供したりしています。 

   また、「食の安全・安心トピックス」メールマガジンで、農林水産省、厚生労働

省と食品安全委員会の３府省が協力して、２月２０日から毎日、プレスリリースのヘ

ッドラインの情報提供を始めたので活用して下さい。

Ｑ：消費者は、「安全・安心」のコスト負担は仕方ないと思っているが、価格の上昇

分のうち、どのくらいが消費者に転嫁されたか公開してほしい。

Ａ（黒木）：ＧＡＰは、生産現場でコストがかかるが今後の農業のためには必要と思

う。今までは、すべてそのコストは生産者に還ってきている。本日の出席者には、も

ういちど農業をしっかり考え直してほしい。その意味で本日のようなリスクコミュニ

ケーションは重要である。

Ａ（情報官）：コストといっても工業製品と違い、野菜や畜産物は、生産と需要のバ

ランスの中で決まる。当然消費者も応分の負担があるが、（コストの議論は）むしろ

市場経済の中でどう決定していくかになる。 

  安全・安心という言葉があるが、安全は我々が確実に守っていかなければならな

い。そしてそこに必要なコストは、みんなで負担していくべき。しかし、日本中の全

ての農産物を有機農産物にするようなことは考えていない。農薬について、コーデッ

クスをはじめ厚生労働省が定めた残留農薬基準を守れば安全なものができる。それ以

上の安心を求める方は有機農産物を買い、その分のコスト負担をすべきと考える。

黒木（意見）：一つだけお願いする。今まで、特別栽培農産物も４月からガイドライ

ンが変わるということで、生産者はこの５年間苦慮している。消費者は、農薬農薬と

言われるが、農薬は農産物と環境に被害を与える原因物としては一部であり、そのほ

かにも、添着剤などいろいろなものが農業生産の現場で使われている。添着剤には環

境ホルモンが入っている物が多いが、農薬ほど意識されていない。特定農薬として、

本来は安全なものの使用が生産者の自己責任となり、従来使ってきたものが使えない

状況も発生している。一方、シロアリ駆除剤などを含む建築廃材から採取したもの発

ガン性の強いものなども、安全な木酢液とひとまとめに木酢液とされていた。先日の

新聞にあったが、木酢液を鹿児島県で独自に認証していこうという動きが発生したの

は、生産現場にとって良いことだと考える。



参事官：今回、衛生管理についてリスクコミュニケーションをしたのは、初めてで

す。このような問題は、資材や環境への配慮の問題や総合的に考えなければならない

問題があるのはご指摘のとおりです。いずれ、いろいろな機会を設けていきたいの

で、よろしくお願いします。本日は、ありがとうございました。


