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千葉県ＧＡＰ推進大会における質疑応答、パネルディスカッションの結果 

 

 

平成３０年１０月１７日（水）開催 

 

 

１ 各講演における質疑応答 

（１）基調講演「ＧＡＰの現状と将来」 

講演者：日本生産者ＧＡＰ協会 田上隆一理事長 

 質問１ ＧＡＰは団体で取り組むことが効果的との説明があったが、構成員間で意識

に差がある場合、底上げを図るためにはどうしたらよいか。 

 回 答 コツは２つある。ＧＡＰの理念を地域農業の現状に落とし込んで、しっかり

と伝えること。もう一つは、ＧＡＰの取組が進んでいる人は、どんどん先に

進むこと。先に進んだ人が生き生きと取り組んでいると、自然と他の人達も 

やりたくなってくる。 

 質問２ オーガニックとＧＡＰの違い、アメリカでのＧＡＰの取組について教えて 

欲しい。 

 回 答 オーガニックとＧＡＰは、環境に負荷をかけないという精神は同じ。異なる

のは、オーガニックは化学物質由来のものは使わないのに対し、ＧＡＰは 

慣行的な農業（化学肥料、化学農薬を使用する）も含まれる。環境保全型  

農業の観点から見ると、オーガニックはＧＡＰの先を行く農業と言える。 

     アメリカは、環境問題は別の政策で対応し、ＧＡＰは主に食品安全として 

扱っている。９．１１以降、外国からのバイオハザードへの対応を重点的に

行っている。 

 質問３ 東葛飾農業事務所管内に「ちばＧＡＰ」に取り組む農家がいるが、農家が  

市場や仲買に対し「ＧＡＰは必要か」と質問しても「必要ない」という答え

が返ってくる。サプライチェーンのＧＡＰに対する理解や、サプライ   

チェーンへの働きかけはどのような取組が行われているか。 

 回 答 イオンでは２００２年よりこの問題に取り組んでおり、大変な困難があった

が、やっと次のステージに進む兆しが出ている。イオンは国外店舗と国内 

店舗が半々となり、グローバル基準を進めていっている。コストコは  

2020 年以降、ＧＡＰ認証取得が必須となる。 

農業段階で認証を取得し、小売段階が認証を求めても、サプライチェーン 

全体が適切に管理できなければ意味がない。しかし、市場も昨年 12 月に  

東京シティ青果が築地市場において FSSC22000（食品安全の国際的な認証）

を取得した。今後、農協など委託販売している事業者が、サプライチェーン

に対し、積極的に働きかけ（要求）を行うことで変わってくるし、農協は  

委託手数料を受けている以上、商品を右から左に流すのではなく、責任を 

もって要求することが必要である。 

 

（２）講演１「今後の農政におけるＧＡＰの推進について」 

講演者：農林水産省生産局農業環境対策課 新本英二農業環境情報分析官 

質問１ ＧＡＰというと食品安全が中心となっているが、花卉のＧＡＰについて国は

どう推進していく考えか。 

回 答 食物以外の農産物についても、国はガイドラインを設けており、農業経営 

改善に資することから、同じように推進していきたい。 



2 
 

（３）情報提供「「ちばＧＡＰ」制度について」 

講演者：県農林水産部安全農業推進課 小川勝課長 

   ※質疑応答なし 

 

（４）事例紹介「ちばＧＡＰに取り組んでみて（良かったこと、大変だったこと）」 

   講演者：ＪＡちば東葛西船橋経済センター 池田太一氏 

 質問１ チャレンジのきっかけとして、ブランド・品質の評価を高めることを挙げて

いるが、市場等の評価など変わったことはあるか。また、それ以外で、   

生産者がＧＡＰに取り組んで良かったと感じていることはあるか。 

 回 答 市場等の評価について、現時点で単価向上や取引量の増加といった変化は 

ない。生産者の声としては、「肥料・農薬の在庫チェックを通して、経費の

削減につながった。」、「整理整頓を通して作業場が広く使いやすくなった。」

といったものがある。 

 

（５）講演２「イオンの求める農産物」 

講演者：イオンリテール株式会社商品企画本部農産商品部 千葉泰彦部長 

 質問１ ３つ質問する。１つ目は、イオンの様な巨大企業にとって、ちばＧＡＰは  

どういう位置付けとなっているのか。２つ目は、ちばＧＡＰや GLOBALG.A.P.

に取り組まない既成の農家をどう捉えているのか。３つ目は、HACCP の期限

はいつまでで、何年から取り組むのか時間軸を教えて欲しい。 

 回 答 １つ目のちばＧＡＰについては、良い取組と考えている。県内にある店舗は

地産地消という観点からも積極的に取り扱っていきたい。ただし、お客様の

ニーズを踏まえて商品選定していきたいが、ちばエコも含めて重視している

ことは間違いない。２つ目については、難しい問題だが、特定の○○が良い

という話になると、○○でなければ×という議論になってしまう。例えば、

ＪＡが出荷する農産物はＪＡの基準、ちばＧＡＰなら千葉県の基準を満たし

ているので、小売りとしては、等しく売り場に並べて、消費者がどれを選択

するかということだと考えている。現段階では、ＧＡＰに取り組んでいない

から取引しないということは考えていない。一方で、欧州のように行政が  

制度化するのであれば、それに従う。３つ目の HACCP については、法に準じ

た形で取り組むが、具体的には決まっていない。 

 

（６）講演３「ＧＡＰに対する理解を深めよう」 

講演者：東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 

国際フィールドフェノミクス研究拠点 二宮正士名誉教授 

   ※質疑応答なし 

 

２ パネルディスカッション「ＧＡＰに対する理解を深めよう」討議結果 

（１）パネルディスカッション参加者 

   コーディネータ：二宮教授 

   パネラー：田上隆一氏、新本英二氏、千葉泰彦氏、池田太一氏、高原和江氏 

   ※以下、二宮教授…○二、田上隆一氏…○田 、新本英二氏…○新 、千葉泰彦氏…○千 、   

池田太一氏…○池、高原和江氏…○髙と記載する。 

（２）パネルディスカッションの討議内容 

  ○二：今回のパネルディスカッションの目的は、「ＧＡＰに対する理解を深める」と

いうことで実施する。ＧＡＰについては、農家がする・しない、認証を取る・
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取らない、儲かる・儲からないという話をする前に、背景と理念があり、それ

が大切であることは講演で説明があったと思う。農業の持続可能性の取組は、

農業者だけが取り組むものではなく、消費者、流通業者、行政、研究、それぞ

れが一緒に取り組み・実現し、次の世代に繋げる義務がある。 

    まず、理念を理解することを目的に、パネラーのみなさんに一言お願いする。 

  ○池 ：生産者サイドからすると、ちばＧＡＰの理念について、まだ十分理解されて  

いないのが実情である。葉物共販も当初は付加価値を求めて取り組み、農家の

経営改善につながればと思って取り組んでいる。 

  ○千：ＧＡＰはみんなでやらなければ成し遂げられない取組だと理解している。しか

し、総論ではみんな賛成するが、各論に入ると非常に難しいところがある。  

流通・小売の立場では、農業者の取組について、消費者に一番近い立場として、

どう広めていくかが大切だと思う。その過程で、自ずと理念も広まると考えて

いる。 

  ○髙：消費者の立場からすると、ＧＡＰという言葉を知らない人は多い。今、オリン

ピックに向けて農業者が頑張っていることを、消費者は農産物を購入する立場

として、良く考える必要がある。 

  ○二：ＧＡＰを指導されてきた立場からはどうか。 

  ○田 ：ＧＡＰが日本に来て、当時ＧＡＰを良く知る者が普及を考えたんだろうが、  

ＧＡＰの理念を普及させなかったことが問題だったと思う。早い段階で、これ

をやってはだめ、あれをやってはだめと、チェックリスト方式により、これを

やりなさいと推進したことが最初の失敗だろうと思う。ＧＡＰの理念を伝える

ことなく、ＧＡＰの結果として達成事項ばかりを推進しようと、評価基準で 

あるチェックリストも現場に持って行ってしまった。そうすると、出来ている

人から見れば、「あたり前のことを何を今更。」となってしまうし、整理整頓が

出来ていない人から見れば、「こんなことやるのは大変だ。」となり、その結果、

超現実的な「どうすれば良いか」だけがＧＡＰと称して日本中を駆け巡った 

ことが問題だと思う。もう一つ問題は、様々なＧＡＰがあるといってしまった

ことである。今、農水省も訂正しているが、ＧＡＰは「するもの」であり、   

取るのは「認証」（農業経営管理が良いと評価されること）である。それでも、

まだ「様々なＧＡＰ」という思いから抜け出ていないと思う。私は、１７年間

指導する中で、「ＧＡＰは一つしかない」と言っている。それは、あなたの   

農場がＧＡＰであるか、またはＢＡＰ（Bad Agricultural Practice の略で、

不適切な農業行為を指す）を含んでいるかである。様々な人、場所、気候、   

品目、やり方が違う中で、自分の農場にＢＡＰがあるかどうかは、他の人には

関係がない。本人にしてみれば、自分の農場からＢＡＰがなくなれば、我が  

農場は「ＧＡＰになった」というだけである。様々なＧＡＰという言葉は  

「認証」に様々なものがあるというだけの意味である。現実の農場経営体の 

前にＧＡＰがあるという考えでは、GLOBALG.A.P.に合わせた経営管理を行う、

JGAP に合わせた経営管理を行う、という非常に馬鹿なことになってしまう。

農場運営はあくまで自分のものであり、（認証基準には）自分の経営には関係

ないものがたくさん含まれている。これをしっかりと見つめ、自分の農場でや

ってはいけないこと、そしてやらなくてはならないことの整理がついた時、 

初めて我が農場はＧＡＰになったということになる。「様々なＧＡＰ」という

言葉に惑わされないことが大切である。 

    そして、ＧＡＰにもう一つ概念があるとすれば、それは「評価」である。   

「評価」がされて、初めて我が農場の管理がＧＡＰかそうでないかが明らかに
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なる。この評価については、我が国のＧＡＰ推進ではほとんど努力してこな 

かった。ＧＡＰに取り組んだ結果を評価するための「チェックリスト」を渡し

て、自分で考えろというやり方では、「ＧＡＰ」を見たことも聞いたことも  

ない農家にとって、それは「無理」というもの。これまでは、農場評価のプロ

フェッショナルを育ててこなかった。今は、ＧＡＰ指導者養成を一生懸命  

行っているが、ここが大事であり、「農場評価論」というものがしっかりと  

作られることが必要である。理念の具体的な実現を判定できる「評価」を実現

するため、私どもは直近の１０年間は、「評価」が出来る人材の育成に注力し

てきた。 

○新：ＧＡＰの意義だが、午前に説明したとおり、「ＧＡＰをする」と「ＧＡＰ認証

をとる」をきちんと分けて考えることが重要である。「ＧＡＰをする」という

ことについては、良い農業をするために、非常に良い気付きを与えるツールと

考えており、そうした取組の結果、食品安全、環境保全、労働安全、品質の   

向上、経営の効率化、そしてそれらを通して消費者からの信頼確保につながる

ものである。農林水産省では、生産者、消費者のＧＡＰの認知度向上に努めて

いる。キャッチフレーズは「Good な農業」という言い方で、「Good な農業」は

生産者に Good、消費者にも Good、そして地球にも Good という形で推進して  

いる。 

  ○二：実際に、GAP を推進していくにあたって、それぞれの立場で話をしてほしい。 

  ○池：ＧＡＰを推進することについて、生産者にＧＡＰをしようと言うと、「めんど

くさい」ということから始まってしまうため、まずは持続可能な農業にＧＡＰ

はつながるということを生産者に伝える必要がある。そして、生産者がＧＡＰ

に取り組んでみたいと思う環境を作ることが大切ではないかと思う。 

  ○千：消費者目線からすると、どう知ってもらうかだと思う。今、技術進歩の結果、

インターネットで産地の情報が簡単に入手できるようになっている。消費者や

流通業者に難しいことを言っても「え？」となってしまうが、食の安全のため

産地が理念を持ってどう取り組んでいるのかを如何に伝えられるかだと思う。

そして、その結果、喜んでもらえる「共感」が非常に重要であり、それが    

生産者にとっても消費者にとってもモチベーションとなり、次の行動につなが

ると思う。今、GLOBALG.A.P.のことではあるが「ＧＧＮマーク」（GLOBALG.A.P.

の認証を取得した農場で生産された農産物であることを示すマーク）を付けて

いる。これから、「ちばＧＡＰ」の商品が売り場にあふれ、それを売り場の   

販売員が消費者に「こういう取り組みをしている」ということを説明できれば、

それが「共感」を生み、次の購買行動に移るのではないかと思う。売れれば、

こちらも仕入れ、仕入れれば生産者に対価が渡る訳であり、このチェーンを 

消費者に近い立場として、いかに構築していくきっかけを作るか、それには 

自社の店舗を使ってＰＲし、「みんなで一緒にやりましょうね」という風に  

誘導できたらと思う。さらに、そこに具体的な商品自体の良さ、例えば「今日

買ったコマツナ、とても美味しかった。鮮度が良かった。」ということが   

あって、そこに「ちばＧＡＰ」のマークがついているとする。消費者はコマツ

ナを買いに来ており、そこに「ちばＧＡＰ」という良さもついてくると、   

次からはこれを買おうという形に繋がっている。そういった、一つの流れを 

小売りとして担っていけたらと思う。 

  ○髙：私は、消費者の立場で「ちばＧＡＰ」の立ち上げからご一緒していたが、実際

に中身を見てみると、片付けをするとか、農薬を適正に使うとか、（消費者か

らすれば）当然やっているだろうと思うものである。農家にすれば、大変な  
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こともあると思うが、そこは消費者の生活の中には入ってこないと思うので、

「農家の努力が伝わらない」とか、「価格に反映されない」というのは当然か

なと思う。 

今回、ＧＡＰがテーマではあるが、消費者にはＧＡＰという言葉を知ってもら

うよりも、オリンピック・パラリンピックの食材調達基準と絡めて、オリ・  

パラの食材は、作っている方の農場・労働環境なりが世界基準の農場から調達

しているという部分から入った方が自然と受け入れられるのではないかと 

思う。 

意識の高い人やオリ・パラを応援する人からすると、「オリパラの食では、  

農業においてこういった取組が行われている。その内容が「ＧＡＰ」という  

ものです。」という方が、自然と入っていけて、中身にも興味をもってもらえ

るのではないかと思う。 

そのためには、オリンピックの旗やＣＭなどのＰＲにおいて、食の話が入り、

そこにＧＡＰのマークが入るといった形で、農業だけ、スポーツだけではなく

一体感を持って推進し、消費者の意識改革、農業のさらなる持続的な発展が 

前面に出ると良いと思う。 

  ○田：様々な立場からお話があったが、ＧＡＰは多面的であるということを再度申し

上げる。行政は健全な社会の発展のためにＧＡＰを推奨し、小売店は信頼でき

る農家を選ぶために「審査」をする。2000 年以前は、日本には「審査」なん

かなく、アメリカやヨーロッパにはあったが、その費用は買い手側が負担して

いた。それが、2005 年以降作り手が負担するようになり、社会が変わって     

しまった。社会が変わってしまうとそれに合わせる必要があるが、買い手側は

常に消費者を見ており、消費者が喜ぶ商品は何か、信頼できる商品は何か、   

その商品を作るためには少なくてもこれくらいの管理は必要だということで、

プロセス管理をチェックするというのが、サプライヤー側からの見方である。

消費者はそうではなく、当然そうあるべきと考えるが、買うときは少しでも  

安く、美味しく、安全なものが良いとなる。そこについて、現実的にどう結び

つけるのかが非常に難しく、「三方上手くいくということはない。農家の説得

材料はない。」ということになりがちであるが、実際に私たちが１０数年

GLOBALG.A.P.の認証取得の手伝いをしており、今も数十件の認証の手伝いを 

しているが、最初に行うのは「評価」である。あなたの農場がどのレベルに    

あるのかを「評価」し、その中で最もひどいのはコンプライアンス違反である。

私たちは法令を守るのは当たり前と思っているが、一方でこれぐらいやれば 

いいだろうと思っている部分もある。ところが、そこを専門的な目でしっかり

と見ていくと、とんでもない法律違反が沢山出てくる。例えば、150 項目の    

うち、とんでもない法律違反が 10～15 出てくることがありうる。それは     

チェックリストにあるかないかではなく、農場を見たときにこれはどう考えて

も法令違反、しかも重大なる法令違反、法令に従っていないとあなたの農場に

どんなことをもたらすのかということを感じてもらう。それが、先ほど新本氏

がおっしゃっていた「気付き」だと思う。ところが、チェックリストを渡して、

後は自分で調べろというから、「気付き」のチャンスを与えられない。その   

「気付き」をどう与えるかというと、明確な規範に基づき、その規範を読み   

解く力を持った人間がしっかりやらなくてはならない。医療もそうである。  

医療では、体調が悪いということに対し、専門医がしっかりと見て、どこに   

問題があるのか、なぜ問題なのか、どの程度問題なのかまで見たときに、初め

て治療の方法が見える。新しい概念が社会にやってきた時には、専門的にその
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ようにやらなくてはならないのだと思う。 

    コンプライアンス違反を見つけると、これは大変だとなり、ドキドキしたり  

する。それは、今まで平気で行ってきたことが、新しい知見を得たり、または

私達から指摘を受けたことで、びっくりする。それは、環境負荷をかけていた、

場合によっては食品事故を起こすかもしれない、労働災害を起こすかもしれな

いということを、当人が気付くことである。 

    なので、ＧＡＰの一歩は、リスクアセスメント、危険というものがどこに存在

しているのかを明確に意識することからスタートすることが前提だと思う。 

なんとなく、ふわーとした形で、あるべき姿とか倫理だとか言っても、「やる

ことやっているからいいだろ」とか、「儲からないことをやってもしかたない」

と、いわば通俗的なことで終わってしまう。そうではなくて、あなたの「今」

をもっとシビアに見つめてみよう、アセスメント＝評価をすることがＧＡＰの

全てで、そこまで行けば、あとは指導者のやることはあまりないと思う。 

○新 ：国としては、これからは国際水準ＧＡＰをすることが当たり前になるよう、   

オリ・パラを契機にして、様々な普及拡大の施策に取り組んでいる。オリ・    

パラは 2020 年に開催されるが、それから 10 年かけて我が国農業で「国際水準

のＧＡＰをする」を当たり前にすることを目標に掲げている。ＧＡＰに対する

現場の声として、「めんどくさい」、「お金がかかる」というところがかなり    

大きいのではないかと思うが、アクションプランとして、今年度中にＧＡＰ  

指導員が全国で 1,000 人となるよう、県の普及指導員、ＪＡの営農指導員が   

国際水準ＧＡＰの指導ができるよう、都道府県に交付金を配分しているところ

である。これらの指導員がＧＡＰの良さを農家に伝えることが出来るように 

したい。 

  また、ＧＡＰの良さを伝えるために、昨年度からＧＡＰのコンクールを開始  

しており、優良事例を表彰し、具体的なメリットをお知らせしている。 

  また、流通事業者、消費者にＧＡＰの価値を共有してもらうことは極めて重要

と考えている。昨年度より、ＧＡＰの価値を共有する連携パートナー会を開催

し、それぞれの立場から、ＧＡＰに対する価値、期待を共有する場を設けて   

いる。 

また、今年２月の調査で、消費者のＧＡＰ認知度は５％しかないとの調査結果

が出ているが、これでは生産者も元気が出ない。消費者にＧＡＰの良さを伝え

る取組をしていくことが重要である。 

○二：消費者のＧＡＰ認知度が５％しかない状況では、生産者も元気が出ないとの話

があったが、当然消費側からのプレッシャーがあれば、流通→生産と順番で  

動いていく、ヨーロッパで起こったことはそういうことである。それをどう 

やってしていくか。例えば、農場から流出した硝酸で赤潮が発生したという 

ことになると消費者も心が痛むと思うが、何か消費者が知らなくて恥ずかしか

った思うような方法はないか。 

○髙：消費者の立場からすると、産地を偽装したということでも大騒ぎになる中で、

生産の途中で、あいまいなことや、農薬がすぐ近くにあるなどという実態を 

消費者が知ったときには、大騒ぎになると思われる。それをやっている（適切

な対策をとっている）ということが一般的な基準だと思うので、厳しくいうと、

それは当然の事であって、その次を目指すのがあるべき姿だと思う。それを  

やってこなかったというところで、これをやる（適切な対策をとっていく）と

いう段階では厳しいとは思うが、消費者もＧＡＰのことや現状を知っていくと、

生産者には厳しくなるかもしれないが、お互い良くなっていくと思う。そう 
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いう意味で、消費者が農業者の取組を確認できる仕組みがあるといいのでは 

ないかと思う。 

○田：総合的にしなくてはいけない。例えば、「イオンが木を植える」ということを

個別に議論すると様々な意見が出てしまう。そういう意味で、新本氏のお話で

は、2020 年以降国際水準 GAP が当たり前になるという目標は、総合的に調べた

結果だと思う。ヨーロッパでは、2000 年以前は、色々な人が色々な要求をして、

414 ものスキーム（審査規則）があった。それを、GLOBALG.A.P.が登場した 2000

年ごろから収斂していった。私がヨーロッパに行くようになった 2003 年ごろ

は、「農場における悪い習慣を無くそう」がキャッチコピーであり、「ＰＤＣＡ

サイクルを回そう」なんて高度なことは言っていなかった。なぜかというと、

今までどおり農業を続けると環境にこんなに悪い、食品事故が起こる、という 

ことをアピール、つまり相手に気付かせることをした。全ては、気付きだと  

思う。それで、2004 年に「ハイジーン・パッケージ」という衛生管理規則の   

４つの法律を作り、生産、流通、加工、小売り、そして台所での衛生規則の   

法律まで作り、事業者は守られなければ罰というところまでした。翌年 2005

年になると、スーパーマーケットはそれを守るため、2004 年ごろはスペイン・

イタリアでは農家の認証取得は５割くらいだったが、５年後の 2010 年には

100％になった。ですから、どうやって普及させるかについては、誰々が   

頑張る・するではなく、ダイナミックに社会的な課題として取り組む必要が 

ある。だから、座長からもあったが、本来は川下からの要求があればそこで  

商売する人は従うという理屈をしっかりやって、ヨーロッパではそれまでに 

なかった規制に取り組んだ。規制緩和だといって緩くするのではなく、新たな

社会の新たな規制を作りそこにコンプライアンスすることで物事がうまく 

動いたというのが、ヨーロッパにおけるＧＡＰ・HACCP の普及の実態だろうと

思う。 

  日本も市場法が改正され、事実上セリが行われなくなった。もう、昔とは違う。

だけど、そのことを意識したＧＡＰの推進をしているかが問題だ。ＧＡＰ認証

では、例えば GLOBALG.A.P.で言えば、「売買契約書はあるか。」と問われる。  

（日本の市場流通では）売買契約書ではなく、市場に商品を置いて、販売委託

している。あとでいくらだと通知され支払いされるが、品質劣化などがあれば、

赤伝を切られて減額される。認証検査の際にはこれで契約が成り立つのかと 

聞かれてしまう。つまり、きちんとしたビジネスになっているかということを、

ＧＡＰだけではなく、ＧＡＰと企業の社会的責任等を問う GLOBALG.A.P.は、 

そこまでしっかりとした総合的なスキームになっている。だから、私たちが 

今置かれている農産物生産と流通と商品という有り様の中で、どこの誰が何を

どうして、全体としての流れの中で、健全な流通・生産となるのかを作って  

いかなくてはならない。新しいサプライチェーンを明確に意識することが大切

だ。びっくりしたのは、今ではどこの商業ビルにも食堂があってケータリング

が大流行りだ。都市だけでなく地方も変わってきている。そのチェーンの中に、

どうやって力関係（力は制圧する力ではなく、どうやって流れを作るのか）を

作っていくのかを考えなくてはならない。 

○二：サプライチェーンの話が出てきたが、流通の立場としてはどうか。 

○千：弊社に限らず、流通・小売り、農産物・青果物に関わっている企業は全て同じ

思いだと思うが、日本の場合、慣習が優先的になっている。先ほど、市場の  

セリの例があったが、今セリはほとんど行われておらず、相対取引がほとんど

の日本の中で市場が残っていくのは、需要と供給の中でどうバランスをとって
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いくのかということと、これは自分に厳しい言い方になるが、流通・小売りは

仕入れにリスクを背負っていない。本来であれば、きちんとした売買契約が 

あって、契約概念があって、ニーズに合った農産物商品を生産していただき、

生産したものを我々が販売する。直近では食品ロス等の問題があるが、まだ 

まだ仕入の無駄が日本の農産物流通では多く、それを整理していくことは  

流通・小売りの統一した考えである。そこに、ＧＡＰという概念は、当たり前

の世界のはずが実はそうではなかったというこれも慣習の部分が強くて、それ

をどう小売り側の目線で打破していくかという形である。少し話がずれるかと

思うが、我々が商売をしていて一番つらいのは、「残念」という言葉である。

その言葉がなぜ出てくるかというと、（消費者は）ある程度の期待を持って  

いてその期待を裏切ったときに出る言葉である。例えば、夜買い物に来て自分

の欲しいものがない、気持ち良く買い物したいのに接客応対が悪かった、そう

いう部分に「残念」と思う。これは、まさに我々バイヤーが園地に産地視察・

商談に赴いた時にも、その生産者が確かに美味しいものを作っている、量を 

持っている、でもほ場の管理状況や生産者の意識を見たときに、この管理は 

危険じゃないか、この考えはずれているなと思った時に、「残念」と思う。   

今まで買い続けていたのに、実際に見てみるとこんな感じだったのかと。 

  あと、もう一つは、今私はイオンという会社に勤めているが、本当に社会的  

責任というものを痛感することが多い。事例は良くないかもしれないが、小さ

な八百屋が事故を起こしてもそんなに大事にはならないと思うが、我々が何か

事を起こしてしまうと、途端に広まってしまう。商談の場で、イオンにこの  

商品を売ってもらいたいと言われることがあり、私たちも大変うれしいところ

ではあるが、その反面、事故や事件を起こしてしまうと、そのリスクがある、

それは私達だけではなく、あなた方にも及びますよということを、（相手に）

話をすることがある。だから、リスク管理や危機管理について、こうして欲し

いということをお伝えすることが多く、対応するための一つの取組としてＧＡ

Ｐがある。さらに、その精度を高めるために、第三者認証など、しっかり審査

し、評価をすることが必要となる。我々も、しっかりとした商品をお客様に供

給し、買っていただく環境を作るために、生産者の皆様にも社会的責任と経済

活動をしているんだという意識を持っていただければと思う。良く言われてい

ると 思うが、考え方が変われば行動が変わる。例えば、左を向いて歩くと、

自然と左に寄っていく。まっすぐ前を向けば、まっすぐに歩ける。要は意識の

問題であり、どこまで一歩を踏み出せるのかということだと思う。 

○二：今の話を受けると、実際の生産現場をどうするかという話題に行かざる得ない

わけだが、みなさんの話を伺うと２つレベルがあって、ＧＡＰとは何かという

一番最初のレベルと、先ほどの田上氏のお話にもあったが実際に始めると色々

大変だけどもある種の「気付き」が始まりだすとどんどん前進していくもの。 

  最初の段階については、もう議論する必要はないか、それともそこをもっと 

やった方が良いか。 

○田：アプローチが特に大事だということを強調したい。私が 2004～5 年に指導して

いる時に非常に先進的であったのは生協であり、先ほど消費者が農村を見ると

ひっくり返ってしまうという話もあったが、生協は相互に農場見学会をやって

いた。お互いに理解しあう。そこに専門家として呼ばれたが、生協の役員は 

「ここはどうか。」、「あれはどうか。」と質問し納得して帰るのだが、私から  

見ると「これが落ちている。」、「ここを見ていない。」など恐ろしい状況が沢山

あった。つまり、知識のない、情報が少ない段階で見に行っても、目には   
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入っても脳まで来ない。それをなんとかしないと、国際規格といっても全然 

通じない。 

「規範」を何に置くのかが重要であり、規範をしっかり整え、規範に基づいて

検査するときは規準があり、検査だと根ほり葉ほり重箱の隅をつつくことに 

なる。そうではなく、「あなたの農場にとってあるべき姿はこうだけど、その  

視点で考えるとこの点は問題ないか」と聞いてみて、「あ、これはだめじゃん」

と掘り下げてみて初めて分かる。そういうことをやらないといけない。これを

リスクアセスメントという。その農場におけるリスクをしっかりと評価する。

食に対するリスク、環境に対するリスク、人に対するリスク、経営上のリスク、

そういったものを深めていかなくてはならない。深めるためには専門的な知見

が必要になる。ヨーロッパでは卸売が産地づくりをするということでいった。

そこから、産地側も真剣になって、農協が指導者を育てていった。この指導者

たちをＱＣ（クオリティコントロール）担当といった。これが日本にはいるの

だろうか。これを育てないと、現場で理念だとかやってもますますかい離して

いき、なかなか進まないのではないかという気がする。だから、アプローチが

大事だという気がする。 

○二：どうやってまとめようか段々悩んでいるが、確かに最初に分厚い教本を渡され

ると誰でも嫌になるので、上手くやるためのプロセスは大事だと思う。そして、

それは教本を渡すよりも非常に時間もコストもかかる。それをどうやってそう

いう状態にするかというところに課題がある気がする。もう一つ、ＧＡＰを 

やってみようと思う気になるレベル、こちらにも課題があると思うが、どなた

か、あるいは現場から意見はあるか。 

  ○池：私は生産者を何回も巡回したが、生産者からよく言われることとして、消費者 

がＧＡＰのことを知らないというのと、取引先（市場や仲卸）にＧＡＰを   

取ったと言ってもそれが価格につながらないということがある。生産者は、 

ここ１年ＧＡＰを始めて自分の農場を改善しようという意識が生まれている

が、ＧＡＰに取り組んだことの対価、メリットを求めていることを、事務局と

して感じている。生産者のＧＡＰモチベーションをどう継続していくか、難し

いと感じている。 

○二：率直な意見をありがとう。田上氏の話にもあったが、上手くいったといわれて

いるヨーロッパでも、クロスコンプライアンスの結果推進された訳で、そうい

った施策があれば現場も動きやすい。国の施策としてはコメントがあれば伺い

たい。 

○新 ：ＧＡＰは生産者にやらされ感があると当たり前にはならないと思うので、  

ＧＡＰの価値を伝えることが非常に大事だと思う。田上氏の言うように、専門

的な知見を持った方が、指導することが大切だと思う。一方で、これを推進す

るため、国の施策と絡めるということで、環境直接支払交付金の中で、「国際

水準のＧＡＰをする」を要件にした。当初、「国際水準のＧＡＰをする」を   

要件にしたので、大変だなという声や、実際大変だと思っている生産者もいる

かと思うが、きっかけとして、国の施策と絡めていくということは今後も進め

ていきたい。国は国際水準のＧＡＰに取り組むことは農業競争力の強化につな

がるものと考えており、ＧＡＰを広めていくため、強い農業づくり交付金の 

優先採択の一つの要素としている。今後も優先採択の要件としていくことを 

考えていきたい。 

○田：本命は、農業者が環境保全にコミットしていくことだが、やったのに何の報い

もない、評価もないというのでは困るので、政策的にはアメリカもＥＵも補助
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金でやっているので、そうやってもらいたい。それがあるからまともになって

いるが、それが本質ではない。それともう一つあるのは、日本ではビジネス  

モデルが全く異なっていることだと思う。売る買うの売買契約のもとに農産物

が流通しているのであれば良いのだが、全面委託という形で人任せにしている

ということになると、生産者は自分の作った農産物がどこに行くのかわからな

いし、そこから先の評価を得られない。ここを打破しなくてはいけない。なか

なか難しいが、農協法改正の中では、系統農協は売ることに対して委託販売か

らの脱却を掲げている。政府もそれを応援している。それが達成されると、  

どこに売るかということで、価格だけでなく、「認証」地域と「非認証」地域

の差が出てくる。イオンのように、ナショナルチェーンストアだと１件１件 

拾えないから、束になってそういうものがあれば、そこと売買契約できること

になる。だけど、イオンは全部買ってくれないじゃないかというと、それは  

しょうがない。売買は商品の価値で決まるのだから。だけど、（認証）農場か

ら先に買う、（物が）ないと全部買うとか有利な状況になることは必ずある。

今、ヨーロッパでも、消費者はＧＡＰのことを知らない。知られているのは  

イギリスのレッドトラクターぐらい。小売店は、自身の店のストアブランドで

商品を売っている。そうすると、その店が信頼できるかということになり、  

店の信頼はより信頼のできる産地と付き合っているかどうかとなり、この  

チェーンが構成出来るかどうかとなる。つまり、売買契約で出来るかどうかに

なる。どこかに販売して、それがどういうルートかはわからないが、あの店で

売っていたというビジネスモデルでは全くダメで、全体としてビジネス   

スキームを変えていかないと、ＧＡＰだけをやれといっても、生きた現場の 

改革とはならないのではないかと思う。 

  ○二：それでは、予定していたことは一通り聞いたので、フロアから質問を受ける。 

質問：イオンの千葉氏に質問だが、消費者はまだまだ知らない、生産者も聞いたこと

はあるくらいの状況だが、お店で販売するスタッフはどのくらい知っている 

のか、また勉強機会は設けているのか。 

 回答：すごく辛い質問だが、正直答えると、店頭に立つ者がＧＡＰを理解している  

割合は半分以下だと思う。仕入れ担当に対しては、GLOBALG.A.P.認証を取得し

ているイオンアグリ創造の農場に知見のある者がいるので、１年かけてほ場 

視察やＧＡＰの教育を行っているが、店頭に立つ者にまでは伝えきれていない。

ここで色々な議論があったように、私たちも社内でしっかりと理解していく 

必要がある。昨年より、パートは消費者でもあるので、そこに対する教育を  

始めたところである。（千葉氏） 

 質問：先ほど、消費者代表の方から、2020 年のオリ・パラを契機に社会に浸透させ

ればいいという意見があり、そうだなと思った。どうせオリンピックのためだ

とか、オリンピック後は終わりという人もいるが、オリ・パラを契機に世界中

でそういう方向に向かっていったという歴史があるので、それを知る必要が 

ある。それと、ちばＧＡＰのマークだが、このマークを見ても消費者は何の  

ことかわからない。しかし、ここにオリンピックのマークが入れば、消費者は

なぜオリンピックのマークが入っているか疑問に思う。そうすれば、実はちば

ＧＡＰ基準でなくてはオリンピックの提供出来ないといった説明をとおして、 

ちばＧＡＰをもっと消費者に知ってもらうことが出来ると思う。あの旗の中に

オリンピックのマークを入れることについてどうか。 

    →回答者はいなかったが、これはアンブッシュマーケティングの関係で不可能

だと思われる。 
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 質問：私の立場は、現場で農業者と接し、どうＧＡＰを推進していくかという立場に

なる。今日の講演をとおして、農業の持続性、経営の持続性という部分が農業

者にコミットできる部分かと思う。一方で、大きな目的とは別に国のホーム  

ページには競争力という言葉があり、GLOBALG.A.P.の理念には差別化のツール

ではないという言葉があるが、現場の立場では矛盾を感じることがある。大き

な目的は理解した上で、最終的にはマーケティングツールとして農業者に  

ＧＡＰを推進していくことも否定できない。非常に悩ましい。継続性、持続性

をうたいながら、単価の話や消費者へのＰＲとなるとマーケティング活動の 

一環にＧＡＰという概念も入ってくる。大きな枠で考えれば、全て整理がつく

のかもしれないが、現場で進めるに当たってはどちらからアプローチしたら 

良いか非常に迷う。理解が進んでいない農業者にはこういうところから   

アプローチし、マーケティングツールという考えは後から進めるとか、一緒に

進めていいとか、進め方についてアドバイスをいただきたい。 

 回答：マーケティングしてはいけないということはなく、「認証」はマーケティング

ツールである。ただし、ＧＡＰはマーケティングツールではない。その意味  

だけでいうと、農業高校で「認証」を取るということは、マーケティングが  

目的ではない。ただし、日本の農業生産現場ではＧＡＰの取組が非常に遅れて

いるので、「農業高校」で国際水準の認証取得を通とおして、時間をかけて  

でも教育しようということだと思う。ヨーロッパでは、「認証」を取得して  

いなければ買ってもらえないという消極的なマーケティングツールである。 

しかし、「認証」をとったら、高く買うというマーケットはどこにもない。  

「認証」は信頼関係のためであり、価格は需給によって決まるものである。  

だから、「認証」はマーケティングツールである。「認証」をマーケティング  

ツールとして使うためにはＰＲをする必要があるが、委託販売ではＰＲしよう

がない。そこが最大のネックであり、そこに取り組まなくてはならない。私の

ところに認証取得支援を求めてくるのは、委託販売ではなく、自ら商品を  

売って行こうという企業家精神にあふれる人たちが「認証」をとる。だから、

負い目を感じながら、「認証」をマーケティングツールとして使ってはいけな

いというのはそもそも間違いである。（田上氏） 

 質問：質問の説明が足りなかった。「認証」については、私も同様に考えているが、

「ＧＡＰをする」についての最初の段階ではどう考えたらいいか。 

 回答：「ＧＡＰをする」と「ＧＡＰ認証をとる」は明確に分けて考えるべき。農水省

としては、「ＧＡＰをする」の意味は、食品安全、環境保全、労働安全、経営

改善に加えて、消費者に対する信頼の確保につながるという意味合いで考えて

いる。基本的には、農業経営をどう改善するかをメインに「ＧＡＰをする」を

考えた方が、高く売れないという推進上の課題にぶつからないですむ。あまり、

マーケティングツールを強調しない方が良いと思う。（新本氏） 

 回答：国は社会の健全性を狙い、経済の成長を考える。流通業者は消費者のことを  

考え、消費者の信頼を確保したいと考えている。そのため、「ＧＡＰをする」

政策と「ＧＡＰ認証をとる」ビジネスとが明確に分かれている。「ＧＡＰを  

する」の中で、現場で大変なのは、あまりにも法令違反が多いことが挙げられ

る。これを、（指導者が）あれを直せ、これを直せといっても、生産者は    

出来ない。だから、気付きが大切になる。例えば、収穫時期に過積載なのは  

当たり前、これは警察が見れば取締の対象となるが、警察の取り締まりに  

頼っては到底無理である。本人が、過積載が原因で事故が起きたり、社会が  

不安になったりすることを自覚しないといけない。普段は（社会が）許容して
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いても、いざ事故を起こすと、いくつもの法律違反の罪をかぶることになる。

経営健全ということを考えれば、コンプライアンス違反を無くすという方向に

農業界全体が向かわなければならない。その点を意識してＧＡＰを推進して 

欲しい。本質として、行政は法律を守るということをしていけばいいのでは 

ないか。（田上氏） 

 質問：オリ・パラへの調達を目指して少なからずちばＧＡＰに取り組む生産者がいる

が、オリ・パラのメニューはどうなるのか、今後農産物を提供したいという  

農業者に対し、県としてどのような動きをしていくべきか、国はどういう想定

をしているのか。そして、実際に農産物が大会に使用されたとして、ＰＲ   

出来るものなのかどうか、わかっている範囲で伺いたい。 

 回答：オリ・パラメニューについては、来年秋ごろにＩＯＣの認可をとることを大会

組織委員会は考えている。農水省としては、国産農産物が多く使われることを

願っているが、基本的にケータリング業者が調達するものである。ＧＡＰ  

農産物の年間の総生産量は、オリ・パラの使用量に比べてかなり多くあると 

考えているが、これをどうマッチングしていくかが非常に大事と考えている。

国としては、内閣官房のオリ・パラ推進本部事務局が農水省と連名で、２年後

のオリ・パラに供給意向のある産地に、品目、量、時期、価格などを調査して

いる。内閣官房によると、まとめた結果を、１０月に決まる見込みの選手村の

ケータリング業者につなぐ予定で動いている。このほか、大会組織委員会では、

供給意向のある生産者は東京都中小企業振興公社のビジネスチャンスナビ

2020 に登録することも推奨している。（新本氏） 

 質問：現場でＧＡＰを推進するに当たって、説明会を開催しているが、不足していた

ところがあったと反省している。ＧＡＰの理念＝持続可能性の確保、農業は 

環境負荷を与えているということについて、現場で説明をした方か良いものか

どうか伺いたい。というのも、先生の話にあったが、行政は良い面だけを説明

し、悪い面を説明してこなかった。しかし、生産者も誇りを持って営農して  

おり、農業が環境を破壊していると説明することは恐れ多い。しかし、そこを

話しないと、ＧＡＰの理念である持続可能性を理解することは難しい。田上 

先生、池田氏に伺いたい。 

 回答：それは両方である。知らなければ自分の家の状況が理解できないので、難しい

理論を話す必要はないが、知識として（事実を）伝えるべきと考える。    

ヨーロッパでもアメリカでも農業由来の環境負荷がこれくらいあるという 

ことを農業者に示している。しかし、それと自分がどう関係しているかが分か

らなければ、アクションは起こらない。指摘して「気付き」がなくてはいけな

い。それと、「ＧＡＰを導入する」という言葉もやめた方がいい。あなたの   

ところのＢＡＰはこれだけあり、環境や経営にこれだけのリスクがあるという

ことを伝えてあげればいい。伝えれば、それが「気付き」となり、農家が    

ＢＡＰを取り除き、ＧＡＰになる。（田上氏） 

 回答：現場サイドからすると、先生がお話したとおりである。農業は環境を汚染して

いるというのは、現場ではなかなか言いにくいことではあるが、今日様々な話

を聞いて、「ＧＡＰに取り組む」ではなくて、生産者の意識を変えていくこと

に、今後取り組んでいこうと思う。（池田氏） 

  ○二：時間が過ぎてしまったので、終わりにしたいと思う。短くまとめれば、ＧＡＰ

の背景となる理念は、みなさんが考えている安全性だけではなく、広く見れば

人類の未来の世代の持続可能性を確保する取組だということを再認識して 

もらえたと思う。それと、非常に良かったことは、「ＧＡＰをする」という   
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ことと、「ＧＡＰ認証を取る」ということが、はっきりと別であることの理解

が深まったと思う。「ＧＡＰをする」ということについて、田上氏は改善と  

いう言葉を使ったが、一つ一つ改善していけば、難しいことを考える必要は 

ない。ぜひ、そういう風に考えて、ＧＡＰを実践していただければと思う。  

そして、これは農業者だけの責任ではなく、流通業者、消費者、全部含めた  

責任として考えていくべきものだということを再確認させていただければと

思う。 


