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国際水準 GAP 検討会（第２回）議事概要 

 

日   時：令和３年 12 月 22 日（水）13:00～15:00 

場   所：農産局第１会議室（Web 併催） 

委 員：澁澤座長、佐藤委員、久留原委員、武田委員、中嶋委員、藤井委員、前原委員 

（オブザーバー：(一社)日本 GAP 協会 業務部マネージャー 横溝氏(代理出席)、

GLOBALG.A.P.テクニカルキーアカウントマネージャー 武末氏） 

農 水 省：安岡生産振興審議官、佐藤農業環境対策課長、牧野農業環境情報分析官 他 

議   事：今後の国際水準 GAP の推進方策について 

 

概   要： 

【事務局より資料の説明】 

事務局より資料１～３に基づき、第１回検討会での主な御意見及び関係資料、国際水準 

GAP ガイドライン（案）について説明。 

 

【議事】 

 議題について、委員間で意見交換。主な発言は以下のとおり。 

 

（澁澤座長） 

○今回の議論を基に推進方策案を作成し、来年開催する検討会で示す予定。また、国際水準

GAP ガイドライン（案）については、今後、パブリックコメントを経て公表というスケジュールで

ある。このため、本日は、非常に大事な議論となる。 

○どの論点からでも構わないので、委員からそれぞれ発言いただきたい。 

 

（中嶋委員） 

○資料１に記載の私の意見について、若干、私の意図と異なるので補足すると、SDGs を推進し

ていく上で GAP をプラットフォームに位置付けるのは農業者にとってわかりにくい面もある

が、SDGs と絡めて GAP を推進することは有効と思っている。 

○農業者が SDGs をどのくらい自らの取組と結びつけて理解しているかといった実態把握はし

ているか。もう十分に皆が理解しているならよいが、私の印象では、若い方はよくわかってい

る一方で、高齢の方など全員にはまだ十分に広がっていないと感じている。GAP の理解を進

めることと併せて、SDGs の理解を深めていくことを並行して行う必要があるかもしれない。フ

ードチェーン全体で SDGs が重要になってきたということは本当に大事なことであり、そういっ

た観点からも GAP の重要性が高まっている。 

○資料２の 19 ページ目について、フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）は、10 年以上、

農水省が取り組んでいる「食」に対する信頼向上のための活動である。農業者が取引先や消

費者に一生懸命アピールしても、「もしかすると都合の良いことだけしゃべっているのではな
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いか？」と思われて、良い取組が伝わらないことがあるが、「FCP 展示会・商談会シート」を活

用することで、円滑に商談を進めることができる。GAP についても、相手方のリテラシーや理

解度が低いと説明が空回りしてしまう場合があると思うので、FCP の活動は参考になると思

う。 

 

（佐藤課長） 

○農業者の SDGs に関する認知度については、私の知る限りではそうした調査やデータはない

が、中嶋委員のご指摘のとおり、若い方たちはリテラシーや認知度が高いと思っている。一

方、みどりの食料システム戦略等を進める中で高齢の方とも直接意見交換させていただいて

いるが、SDGs の理解が十分に広がっている状況にはないと感じている。中嶋委員のご指摘

のとおり、農業者には、まず SDGs を理解していただくという取組と合わせて GAP を推進して

いかなければならないと考えている。 

 

（澁澤座長） 

○FCP については、リスクコミュニケーションやサイエンスコミュニケーションなどと同様になか

なか意図が伝わらない問題を同じように悩んでいる方が世界にたくさんいる。FCP も同じよう

な位置づけで理解したらよいか。 

 

（中嶋委員） 

○座長のご指摘のとおりで、私はサイエンスコミュニケーション、リスクコミュニケーションと併せ

てフードコミュニケーションというものを位置付けた方がいいと考えている。サイエンスコミュニ

ケーションは、科学者が事業者や消費者に語りかけるもの。リスクコミュニケーションは、科学

者と行政が消費者や事業者に語りかけるもの。一方で、フードコミュニケーションは、どちらか

というと事業者が消費者等に語りかけるという関係性にある。 

○サイエンスコミュニケーションやリスクコミュニケーションの場合は、語る人が中立的な立場の

ため安心して聞けることが多いと思うが、事業者と消費者や、事業者と事業者の場合は相手

方の信頼を得ることが難しいというのが FCP の活動に関わってきて気になっている点であ

る。 

 

（佐藤委員） 

○私自身、SDGs は以前から注目しており、良い取組だと思う。最近になってテレビなどでよく見

るようになったが、「今更か」と感じるところがあった。ただ、それは私がそう感じるだけで、もっ

と上の世代になるとわからない人が多いのではないかと感じている。 

○SDGs のバッジを農場や直売所のスタッフのエプロンに付け、SDGs をスタッフ自身に理解し

てもらうとともに、高い志を持って取り組んでいることを消費者にアピールする取組をしたこと

がある。実際に SDGs のすべてを理解するのは若い人でもなかなか難しいと思うが、この取

組によって、うちのスタッフは SDGs に関する理解が進んだと感じている。 
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○福島県は、県を挙げて GAP 認証取得に取り組んできたが、オリパラが終わった今、農業者

から「認証取得している意味がないからやめたい」という声が出ていると聞く。私としては、努

力して認証取得したのだからそれをうまく自分の経営に活かして欲しいと思うのだが、認証を

継続するためには、やはり新しい動機付けが必要と感じている。 

○GAP に取り組む動機付けやメリットの明確化として前回も発言したが、GAP に取り組んでい

ることが国の補助事業の要件になったり、採択の際に優遇措置があったりすれば、GAP に取

り組むことが当たり前になっていくのではないか。 

○FCP 展示会・商談会シートについては、福島県から GAP 認証を取得した農家に対して、ぜひ

使うようにと送られてきた。私も活用しており、現在、新たに取引するところとは、９割方、この

シートを使って商談している。取引をスムーズに進めるツールとして非常に良いと思っている

ので、皆がうまく活用できるようになれば、もっと意味のあるものになるのではないか。 

 

（澁澤座長） 

○オリパラが終わった後、もう GAP 認証をやめようかということがあるとのことだが、やめたいと

いうのは認証費用を払いたくないのか、GAP の取組自体を煩雑に感じているのか。理由がわ

かれば、もう一度仕切り直して推進するというのはあり得ると思う。 

 

（佐藤委員） 

○福島県では、新規の認証取得・継続ともに審査費用に補助があるので、審査料の問題では

なく、おそらく色々な工程管理が面倒な割にメリットがないと思っているのではないか。 

 

（藤井委員） 

○論点１の、生産者に対するメリットの伝え方については、生産者のレベルや現在の取組状況

等が異なり、当然、相手によって伝え方が変わってくる。私は、月に４～５回、自治体等に呼

ばれて GAP の講演会を行っているが、その中で、GAP にまだ取り組んでいない農業者が一

番興味を持ってくれるのは労働安全である。この項目が出ると、農業者は急に自分ごとと認

識する。食品安全や環境保全、労務管理等の話をしても、なかなか自分の農場にはマッチせ

ず、大げさな話のように感じてしまい反応が悪いが、労働安全となると急に自分のこと、自分

の家族、近所のお父さんが怪我をしたという話に繋がるため、GAP に非常に興味を持っても

らえる。GAP にこれから取り組むとか、まだあまり興味がないという農業者には、労働安全を

前面に出して GAP の普及をしていくとよい。 

○SDGs を旗印とすることに関しては、GAP に取り組んでいたが目標を見失ってしまった農業者

に対してとても効果があるだろう。実際、GAP 認証を取っている人や、都道府県からの指導を

受けて「GAP をする」に着手している人たちから、「今までオリパラがあったから GAP に取り

組んできたが、次の目標がないし、今後は何のために続けていくのか。 」という声も聞く。そん

な人たちに対して、「GAP は SDGs にすごく役に立っているんですよ」と伝えることは効果があ

ると思う。私自身、最近、GAP の講演会の中で SDGs に触れているが、GAP 認証を取得して
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いる人や既に GAP に取り組んでいる人たちからは、「なるほど。自分たちがやってきたこと

が、そんなことに貢献できるんだ」「プライドを持てて大変うれしかった」といった意見が多く聞

かれる。事務局から紹介があったが、自分達の取組が SDGs に貢献していることを示すため

に、SDGs のロゴ使用を自ら国連に申請し、承認を受けた町田のいちご農園の事例もある。

既に GAP に取り組んでいる人たちに、もう一度、目標とプライドを持ってもらうという意味で、

SDGs を旗印にするというのはとても効果があるのではないか。 

○スマート農業を推進するために、GAP を上手に使っていくというのは重要。ただ、私が審査員

として農場の現場を回っていて感じるのは、機械を使うためのインターフェースがもっと取り組

みやすい形にならなければ、おそらく多くの農業者は対応できないだろうということ。また、ス

マート農業でデータ管理ができるようになったとして、そのアウトプットをどのように流通業者

等に示していけるかが重要。今後、こういった方向に技術開発が進んでいけば、スマート農業

の取組が農業者のメリットとなっていくのではないか。 

○論点２について、自治体の GAP、いわゆる都道府県 GAP については残すべきだ。自治体の

普及体制がなければ、GAP の普及は相当に難しい。都道府県 GAP があることで、都道府県

の普及指導員の力量アップにつながる。また、GAP 指導は、普及指導員が農場に入る口実

となる。GAP 指導がなければ、農業者のところを訪問しても、農業技術について少し立ち話を

するだけで終わってしまう。GAP 指導のために、農場の倉庫、農薬保管庫、農産物取扱施設

などに立ち入ることができて、これにより農場全体の課題を見つけ、経営改善につなげること

ができる。 

○ただし、農林水産省が国際水準 GAP ガイドラインを策定する中で、都道府県 GAP をそのま

ま残すのではなく、ガイドラインに準拠して国際水準に引き上げていかなければならない。 

○都道府県 GAP の認証については、認証農産物を東京の市場に持って行っても、あまり受け

入れられないだろう。認証というのは、あくまでそれを利用する側、つまり、認証農産物を届け

る市場のニーズと一致していないと価値はない。東京の市場を目指す場合には、やはり、

JGAP や ASIAGAP、GLOBALG.A.P.といった GAP 認証が求められるのだと思う。このため、

まずは県内でしっかりと都道府県 GAP を広げた上で、東京等の大きな市場を目指すときに

は JGAP や ASIAGAP に変えていくという指導の道筋ができるのではないか。いきなり GAP

認証を目指して取り組むのは難しいが、まずは導入として都道府県 GAP に取り組み、ステッ

プアップしていくことが重要。 

○論点３の、実需者に対してのアピールの仕方については、「GAP の農場は SDGs に貢献して

いる農場だから、そこから農産物を仕入れる会社も SDGs に貢献していることになるよ。」とい

うような、実需者へのアピールは絶対に欠かせない。 

○私も自分の農場を経営しているが、どんなに私たち農業者が GAP でしっかりした農産物をつ

くったとしても、流通過程で異物混入やいい加減な保管が行われれば、消費者に安全なもの

を届けたいという思いは達成できなくなる。みどりの食料システム戦略でも、生産から流通・

加工、消費まで含めた持続可能性の確保を目指していることから、流通に対しても GAP の取

組をしっかり理解していただきたい。 



5 
 

 

（久留原委員） 

○当社では、「セブンファーム」として全国 10 ヶ所以上の農場で農業者に寄り添いながら JGAP

等の GAP 認証の取得を進めている。私自身も指導員や団体認証の研修で資格を取って、農

業者と一緒になって取組を進めているが、そこで感じるのは、２～３回目の認証更新辺りから

農業者が GAP のメリットを徐々に感じ始めているように思う。更新の１回目や２回目はきつい

と感じることも多いが、去年こうだったから今年こうしてみようと改善を繰り返す中で、認証取

得から５年目辺りになると自然とできるようになっている。セブンファームの農場では、ここ３

年ほどは審査で１つも是正がなく、いつも審査員にすばらしいと言われている。特に、若い農

業者は、クボタのケーサス（KSAS）の導入や、スマート農業も取り入れながら、どんどん深掘

りしていく状況が見られる。 

○当社では、2003 年から「顔が見える野菜。」というプライベートブランド（PB）の中で GAP の取

組を進めている。当初は、農林水産省の共通基盤 GAP ガイドラインの 35 項目に基づき、食

品の安心・安全や栽培履歴の部分を中心に GAP に取り組んでいた。その後、５分野に対応

するとともに、GAP 認証に近づける形で、年１回の審査を行い第三者により認証するという形

で取組を進めた結果、団体での取組を含めて 220 経営体が「顔が見える野菜。」の認証を取

得している。さらに、「顔が見える野菜。」は PB なので優先販売になるが、その中でもさらに

JGAP 認証や有機 JAS を取得したものについてはラベルを金色に変えることで、お客様に一

目でわかる形にして棚を確保して販売している。 

○GAP には都道府県 GAP 等もあるが、小売としてはお客様に認知していただくことが重要であ

り、何を基準としてどのような形で認証されたものなのか、お客様にどのような形で認知して

いただくのかを考えると、やはり第三者認証を採用していくことになる。さらに言えば、JGAP

なら JGAP のロゴマークをつけていないとお客様はわからない。一目でわかるロゴマークが

ない場合、GAP 農産物であることをどうやってお客様に PR していくのかという点が私たちの

悩んでいるところ。 

 

（澁澤座長） 

○小売の売上と消費者のニーズは必ずしも一致しないが、論点３で実需者と消費者を並べて対

応することについては、小売から見て違和感はないか。  

 

（久留原委員） 

○違和感はない。一部大手や外資系では、GAP 認証を調達基準にしている企業があるが、当

社では、長年お付き合いをしている農業者がおり、彼らに対して、一律に GAP 認証を調達基

準とするのは難しい。ただ、PB として生産している 6,000 名の農業者に対しては、ここ５年ほ

ど GAP 認証の取得を推奨しており、「顔が見える野菜。」の中でも GAP 認証を取ればゴール

ドラベルに変わるという仕掛けとともに、2025 年までにはすべての方に GAP 認証を取得して

くださいというお願いをしているところ。当社の売上に占める「顔が見える野菜。」の売上は増
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加傾向にある。 

 

（澁澤座長） 

○前原委員には、前回、JA おおいたの取組についてお話しいただいたが、大分県下で、GAP

の団体認証というのも含めて、うまく進められた要因やどうやって課題を解決してきたのかを

より具体的に伺いたい。 

 

（前原委員） 

○JA おおいたの取組は、成功事例とは全く思っておらず、今でも色々な課題があり、それを農

業者と相談しながら、少しずつ進めている状況。 

○資料２の 13 ページのおおいた GAP 研究会については、当初、イチゴ、カンキツ、ミツバの３

つの団体があった。イチゴとカンキツについては、実需者からの要望がきっかけで認証を取っ

たもので、ミツバは、将来の産地の生き残りを見据える中で、自主的に取り組み始めたもの。

これらをなぜ統一したかというと、１つは、やはり農業者の認証費用の減額というのが大きな

要因。当初はいちごで１人当たり約４万円だったが、団体のスケールメリットを生かして、今で

は一戸当たり１万円弱まで減らすことができている。これが更なる会員の増加にもつながって

いると思っている。もう１つは、事務局や JA の業務の負担の軽減化が挙げられる。日々の

GAP 指導が軽減するわけではないが、認証審査対応が効率化できる。 

○また、３つの品目を１つにすることで、品目横断になり、地域が違ったため地域の横断にもな

り、県下 JA 間での協力体制が構築され、職員のレベルアップにつながったのだと思う。JA

職員の異動の話が前回あったが、その場合でも、GAP 指導に関わる人が複数名いることで、

影響の軽減につながっていると思う。 

○最初に GAP の取組を開始する際、県内で団体認証の事例がなかったので、JA と県の担当

で GAP 研修を受け、その際の研修講師をコンサルタントとしてマニュアルの作り込みや現地

研修会でアドバイスを受けた。併せて、藤井委員を JA に紹介し、現地指導、県が主催する研

修などに協力をいただくという形で指導体制を構築した。 

○農業者に対しては、JGAP の基準書は見せず、自分達が作ったマニュアルで指導した。基本

的なことだが、やはり、農業者は小さい字やたくさんの字を見るのは苦手であるため、マニュ

アルに絵を入れたり字を大きくしたり、帳票に記入することで基準点をクリアするような状況を

作ったりという工夫をした。また、現地で直接説明すると、文字を読むよりよく理解していただ

けることもあるため、個別に訪問したり、集団で記帳の研修をしたりしながら、徐々に理解を

深めていく取組も進めた。現地に行ったときに、例えば、農薬の基準で「農薬保管庫を用意」

とあると、農業者は「農薬保管庫を買わなきゃいけない」と考えてしまうが、「農薬保管庫を購

入しなくてもこういうやり方があります」と、できるだけ費用のかからないやり方を一緒に考え

るようにした。あるいは、既にある程度、記帳に取り組んでいる農業者の場合、それまで使っ

ていた様式を全て変更するとストレスになるため、準備した様式にとらわれず、今のやり方を

できる限り活かすやり方を心がけた。 
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○当時、JA にキーマンとなる者がいたことも大きい。JA おおいた GAP 研究会の設立当時、拡

大時、現在、それぞれの段階に GAP に向き合う職員がいて、その都度、県からも必要なこと

を支援してきたからこそ、ここまで続いているように思う。 

○体制整備については、JA 職員、県職員ともに JGAP 指導員研修や団体認証研修を受講して

いる。また、研究会の会員数が増えてきたため、会員数に応じて事務局、JA の体制を、数年

に１回、見直しをしている。さらに、会員数が多いので、現地指導の場数が踏めることを活か

して、現地指導のときはベテランと新人を組み合わせたり、品目を跨いだり、様々な組み合わ

せで経験をしてもらったりして、JA の職員と一緒に県職員が指導に行くという形で人材育成し

ている。 

○県が県中央会と一緒に主催する GAP 研修会では、毎年、外部講師をお願いしている他、こ

こ数年は、研修の翌日に農業者、JA 職員、県職員が一緒になって勉強するという現場研修

も実施している。 

○輸出をはじめ様々な理由で、新しく GAP を推進したいと思っている部会があるので、そういう

方々に対して、県から JA に働きかけて推進している。また、JA は大きな団体であり、推進す

る中で色々な課題が見えてくるため、それに対して、マニュアルや体制等の改善策を県から

JA に提案をしている。 

○指導員に必要な能力というお話があったが、私が常々感じているのは、農業者に GAP の必

要性を理解してもらう能力だ。また、GAP の基準書の項目を正しく理解し、書いてある意図や

狙いを農業者がわかるように咀嚼して説明して、理解してもらう能力も大切。当たり前のよう

だが、うまく説明できないと、「基準書に書いてあるからやってください」となってしまう。県や

JA の指導員は、農業者でもわかるように説明するスキルを上げていく必要があると感じてい

る。さらに、農場の取組段階に応じて適切な指導ができる能力が必要。指導する際は、それ

ぞれの農業者のこれまでのやり方に寄り添った、作業動線や作業工程に無理のない提案が

できる能力も必要。 

 

（澁澤座長） 

○農薬保管庫について、「農薬を安全に管理するためのツールとして保管庫があるだけであり、

保管庫の有無の問題ではない」という点は、指導の非常に大事なポイントになる。その農場

に農薬保管庫がなくても、JA がまとめて保管する等、安全な管理と使い方ができるシステム

があればよい。基準書だけに頼っているとそうした指導ができないため、現場で問題が起こる

ことがあると聞いていた。現場の指導者が理解しているというのは素晴らしい。 

 

（武田委員） 

○論点１について、農業者のメリットの明確化、SDGs への貢献について、農業者のやる気に繋

がるということだが、一般にはまだ浸透し始めた段階だと思う。実需者を巻き込んだ形で PR

ができればありがたい。地域との関係でも、地方自治体と組んで、地域の周辺環境への影響

を向上するといった PR もできたらよいのではないか。 
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○スマート農業について、データ管理等による経営改善の効果を農業者が実感できれば、農業

者のやる気につながり、GAP の普及にもつながると思う。まだ具体的な取組事例は多くない

と思うが、今後、整理していくと良いのではないか。 

○論点２の指導体制の充実について、安定的に人材の確保を行う必要がある。このため、実践

的な研修を県域で実施してほしい。一部の方だけでも良いのでハイレベルな研修を実施し、

団体の指導ができる者を増強していただきたい。県域での研修を実施することは、県による

指導レベルの差を小さくしていくためにも必要。また、人事異動によって都道府県の指導体制

が崩れることがあるため、そういうことがないように異動の際は次の担当者に引き継ぐことが

できる体制を整備してほしい。 

○都道府県 GAP について、国際水準 GAP ガイドラインを県段階に落とし込むにはやはり咀嚼

が必要で、地域の実態に合わせるという意味もあるため、都道府県 GAP は残す意味がある

と思っている。また、都道府県 GAP の有無にかかわらず、各県は GAP 推進チームを作って

いく必要がある。もちろん、JA グループも参加させていただく。 

○2030 年目標の「ほぼ全ての産地で国際水準 GAP を実施」について、どういう意味なのかわ

からないため都道府県段階で具体的な目標が立てられないという意見も聞くので、説明が必

要ではないか。 

○実需者との関係については、農業者への SDGs の周知と併せて、実需者に対しても GAP が

SDGs の活動と結びつくことを PR していけば良いのではないか。 

○消費者への働きかけについては、実需者を通じた SDGs の貢献といった間接的な関係で良

いのではないかと思っている。 

 

（佐藤課長） 

○「ほぼ全ての産地で国際水準 GAP を実施」については、KPI、進捗を計る目標として、認定農

業者数を参考として具体的な数値目標を掲げており、令和 12 年度までに約 24 万経営体が

国際水準 GAP に取り組むことを目指している。認定農業者を中心とした担い手が国際水準

GAP に取り組むことで、他の農業者にも波及する形で産地に広げていきたいと考えている。 

 

（武田委員） 

○後は、例えば、農薬の安全使用、農作業安全の話が、GAP とは別の流れで周知されてきたり

することがある。 

 

（澁澤座長） 

○それは国の指導の仕方にも問題がある。農作業安全を GAP の一環として行う意識があって

も、例えば、農作業安全の資料を作るときに GAP という言葉を入れるのを忘れていたりす

る。みどりの食料システム戦略、スマート農業、それから GAP など、農林水産省の施策が一

丸となってやっているというところを示せるように、資料に漏れがないように確認すればだい

ぶ違うのではないか。 
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（安岡審議官） 

○まさに農作業安全は最重要課題であり、農家の研修を進めるなど、重点的に進めようとして

いるところ。一方で、GAP は農薬の安全使用や農作業安全等の課題全てを網羅できる取組

である。こうした個別の重点課題を進める際にも、GAP を推進することで全て解決できること

をしっかり念頭において連携して進めたい。今回の推進方策の取りまとめでも、その辺りを忘

れないようにしたい。 

○現状、全ての農業者が GAP に取り組む状況には至っていないが、GAP を進めることによっ

て各分野の課題が全部進められるという形を今後 2030 年までに実現していくのだろうと思

う。 

 

（澁澤座長） 

○意図的に分けたいという気持ちはなく、熱心にその分野を推進しているが、結果としてそれが

バラバラに映っているのだと思う。安岡審議官も言うように、事あるごとに、全体統一している

ことを忘れないように、少し意識するだけでもだいぶ違うと思う。 

○資料３の国際水準 GAP ガイドライン(案)は、前回の指摘を踏まえ、取組事項に関する根拠法

令等の部分の空欄を埋めて原案が示されており、このあとパブリックコメントにかけながら意

見を取りまとめて公表していきたいとのこと。この点も含めて、最後に皆さんからご意見をい

ただきたい。 

 

（久留原委員） 

○論点１の中で、輸出の拡大についてあまり見えてこない。自分が知っている限りでは、品目と

してはリンゴが多いのではないか。輸出先国としては中国、台湾、香港が多く、例えば、香港

で一番輸入されている品目が何かを考えることが必要ではないか。今、輸出が進んでいるの

は確か甘藷と長イモくらいだと思うが、輸出拡大に対して何か施策は考えているのか。 

○現場の農業者の視点からすれば、「国際水準 GAP と言うが何をどうすれば輸出できるのか

先が見えない」と思うのではないか。これから先、生鮮野菜に関してどう動けば輸出につなが

るのかを示す必要があるのではないか。日持ちするような品目や、一部単価の高いイチゴ等

は別だが、野菜についても甘藷や長イモ以外の品目はないのか。 

 

（佐藤課長） 

○例えば、タイやインドネシアに農産物を輸出する際は、GAP が要件の１つになっており、今

後、二国間交渉の中で GAP にしっかり取り組んでいることをアピールすることで輸出につな

げていくことも必要だろう。一方で、コストコをはじめ、欧米を中心としたグローバル企業では、

GAP 認証を取っていることは取引の要件になっていることが多いと聞くので、いずれにしろ海

外に展開していく上で GAP の推進は重要になってくる。 
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（安岡審議官） 

○政府では、輸出に関して重点品目を定めている。野菜に関しては、様々な可能性があるの

で、イチゴ、甘藷、その他の品目としていて、「その他」に長イモなども含めて輸出を推進して

いる。おっしゃる通り、果物は品質面の優位性があるので送料等を加えても高く売れるが、野

菜は未だ輸出できる品目は限られている状況。こうした中で、国によって輸出上の様々な規

制が違ったり、好む品目が違ったりするため、どういう品目が有望かについては、品目ごとに

戦略を整理している。 

○他方、食品の衛生管理などの一定の証明等を求めている国に対しては、GAP がそのパスポ

ートになっている例もある。それ以外にも、農薬の規制等が日本と異なる国に対しては、どう

いう農薬を使ってきたかといった履歴がしっかりある GAP が情報のベースになって、輸出で

きる品目・できない品目の判断につながったりする。そうした意味で、やはり輸出においては

GAP が１つのプラットフォーム、スタート地点になると思う。今後、そうした観点での GAP の位

置付けについても考えていかなければならない。一方で、ご指摘の通り、野菜において何が

有望なのかといった情報もしっかり発信していかなければならないと考えている。 

 

（澁澤座長） 

○輸出戦略における現状評価とロードマップを細かく整理することが必要という論点であるが、

GAP だけではなく、検疫や流通の制約を受けた場合にどうするかなど、総合的に考えて競争

優位のものが日本にあるのかということだろう。 

 

（中嶋委員） 

○輸出にも関連すると思うが、GAP は、まずは改善のためのツールであることは間違いない。

それが農業者のためになるには、きちんと取引に結び付いていく必要があり、その意味で、コ

ミュニケーションが非常に重要。そのコミュニケーションのツールとして GAP が手がかりにな

るのではないか。例えば、FCP は、食品企業の内部でのコミュニケーション、取引先とのコミ

ュニケーション、それから消費者とのコミュニケーションという三段構え。 

○国際水準 GAP ガイドライン(案)の内容は非常に素晴らしいと思うが、関係者が正しく理解で

きるものとなるようマニュアル等を工夫してほしい。また、農業者と取引先の食品企業等との

間で相互に理解が進むかという点にも留意してほしい。さらに、輸出する場合には、海外の取

引先とうまくコミュニケーションをとれるかどうか、相手先が求める規格をきちんと示せるかが

重要。 

○都道府県 GAP を残すことは、ステップアップの取組のためには非常に重要。オリパラが終わ

って目標達成したのでやらなくていいとなるのは、これから先のイメージができていないため

かもしれない。SDGs も 2030 年になったら終わりではない。未来につながる、ステップアップ

の部分に、この GAP の道筋が大きな後押しになるのではないか。１つ目標を達成するとまた

次の目標というように、逃げ水のようになると、きっと徒労感に苛まれて農業者は困ると思う。

そうならないよう、次の目標を提示して、それを達成するには GAP をツールとしてうまく使うと
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それほど苦しくなく達成していけるような仕組みとなるとよい。 

 

（澁澤座長） 

○コミュニケーションのためのツールの開発もやってもらうとよい。例えば、コミュニケーションに

うまく使えるようなパンフレット、ビデオなど、生産現場で展開できるようなものがあれば、コミ

ュニケーションの課題も進むのではないか。 

○本日の議論を踏まえて事務局でまとめて、次回、具体的な提案をしていただく。 

 

（佐藤課長） 

○資料３で示した国際水準 GAP ガイドライン(案)について、中嶋委員から、マニュアル等を工夫

し、農業者だけでなく取引先との相互理解を進めることに留意することというご指摘をいただ

いた。まずは、今回示している案をパブリックコメントにかけて、そこで出た意見を踏まえて決

定するという進め方でよろしいか。 

 

（澁澤座長） 

○承知した。 

 

（佐藤課長） 

○資料 3 の国際水準 GAP ガイドライン(案)については、この内容でパブリックコメントを行い、

その結果についてご報告をさせていただきたい。 

○推進方策は、本日のご意見を踏まえ、次回の検討会でお示ししたい。 

 

以上 


