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第２回 千葉県におけるＧＡＰ等の推進検討会議 議事要旨 

 

日時：平成２９年５月３１日（水） 

                                            午後１時３０分から 

場所：千葉県教育会館３０４会議室 

 

１ あいさつ 奥倉農林水産部次長 

  本日は、３月に続きまして２回目のＧＡＰの推進検討会議ということで、皆様方におかれましてはご多忙の中ご出席

いただきましてありがとうございます。前回の検討会議におきましては、千葉県版ＧＡＰ制度やその評価・確認制度、

さらには「ちばエコ」農業との関係性まで含め、広くご意見をお伺いしたところです。 

  ２回目の今回につきましては、１回目にご意見をいただきましたことに対する宿題返しと合わせまして、確認制度の

仕組みと運用につきましてさらにご意見をいただければと思っています。生産者の方々に実際にＧＡＰに取り組ん

でいただくには、多くのハードルがあると考えております。しかし、今後の東京オリンピック・パラリンピックへの対応

等を始めとして、輸出の拡大や人材育成、農業の競争力強化には極めて重要と考えていることから、粘り強く推進し

ていきたいと考えております。 

  本日は、それぞれの専門のお立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願いをさせていただきまして、冒頭のご

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

２ 検討委員自己紹介 

（１）石神委員 

   石神です、よろしくお願いします。 

（２）石山委員 

   石山です、よろしくお願いします。 

（３）高原委員 

   高原和江と申します、よろしくお願いします。 

（４）千葉委員 

 千葉です、本日はよろしくお願いします。 

（５）徳留委員 

   徳留康幸と申します、よろしくお願いします。 

（６）中嶋委員 

   中嶋でございます、よろしくお願いします。 

（７）金木オブザーバー 

   金木でございます、よろしくお願いします。 

（８）鈴木オブザーバー 

   鈴木でございます、よろしくお願いします。 
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３ 議事 

○事務局 

千葉県におけるＧＡＰ等推進検討会議設置要領に基づき、中嶋教授を座長に指名します。 

 ○中嶋座長 

議事に入る前に、本日の会議は公開で行われることとなっています。事務局に確認しますが、傍聴を希望する

方はいらっしゃいますか。 

 ○事務局 

    傍聴を希望されている方は４名いらっしゃいます。 

 ○中嶋座長 

    では、その方には今から入室していただいてください。 （傍聴者入室） 

 

（１）「ちばＧＡＰ」の確認制度とその運用について 

 ○中嶋座長 

    それでは、議題の（１）について、事務局から説明をお願いします。 

 ○事務局 

   （資料１、２について説明） 

 ○石神委員 

我々産地サイドで、ＧＡＰに取り組んで、資料４にあるように表示をして県が「確認」するとあります。オリパラの

調達基準に向けて制度を作るということは分かっていますが、それが「認証」ではなく「確認」制度では、実際に調

達する場面になって、やはり「認証」でないと消費者側・仕入れ側に対してインパクトが弱いのではないかと、現

場サイドとして懸念しています。他県は「認証」、千葉県は「確認」、それで大丈夫なのかというところを聞きたいと

思います。 

 ○事務局 

この確認制度は、オリパラのために国が作るよう指示をした当面の制度です。都道府県の確認書があれば、調

達基準は問題ないと聞いています。ただし、確認書を交付されたからといって、サプライヤーから必ず調達され

るかというとそういうことはありません。それ以外の取引、その後の取引につきましては、別の話となります。 

先ほど資料の説明でもありましたが、各県のＧＡＰが国のガイドラインに準拠しているかどうか、確認をしていま

す。千葉県でも確認をしておりますが、担当者から内々ではありますが国に準拠できていると聞いていますので

大丈夫かと思います。 

○石神委員 

私が懸念しているのは、同じ品目の中で、隣の県は「認証」でした、千葉県のものは「確認」ですとなったときに、

仕入れサイドは「確認」と「認証」でなにが違うのかとなったときに、安全・安心には「確認」より「認証」だろうとなっ

た場合に、同じ品目の中で千葉県はワンランク下がってしまうのではないかと思うのですが。 

○事務局 

第三者認証では、国際的には GLOBALG.A.P.、それから国内では JGAP が通用するかと思いますが、これら
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の「認証」をとった方がよいと思います。国では、オリパラまでに、このＧＡＰ認証を今の３倍にするといっています。

しかし、認証取得が進まない懸念もあるため、都道府県の「確認」も候補としてあるのかと思います。県としてです

が、確かに「認証」にするという考えもありますが、国ではオリパラ後に各県で行っているＧＡＰ認証制度は発展的

解消をする方向としていますので、都道府県の「認証」はそれほど意味を持たないと考えています。まずは、ＧＡ

Ｐをすること、千葉県の農業者のレベルアップを図るために、このＧＡＰをするという運動を展開するというスタン

スで行きたいと考えております。 

 ○石神委員 

考えはわかりますが、我々は商売としてやって生活しているので、同じ流れの中で、こちらは「認証」、こちらは

「確認」なので、単価を下げた形で仕入れますよということになるかもしれない。オリパラ後は JGAP、

GLOBALG.A.P.のちゃんとした「認証」にワンステップを上げていくんだよということも分かりますけども、仮に組合

員さんが JGAP も「認証」でなく「確認」でいいんだねと言ってきたときに、ワンステップ上がるごとに組合員さんに

説明しないと組合員さんはついてこれなくなるのかなと、二重の手間かなという感じがしますがその辺りはどうで

しょうか。 

 ○事務局 

「ちばＧＡＰ」の制度ですが、大きく二つに分かれていまして、図で見ていただきますと、中央に点線が引いて

あるかと思いますけども、ここの右側に県審査を受けて確認書を交付となっていますけども、この確認書の交付

をする産地、農業者については、オリパラ対応ということで考えています。ですから、オリパラ後は、県の審査や

確認書そのものはなくなっていきます。 

そして、「ちばＧＡＰ」の存在意義としては、左側の産地として評価を行って、ＧＡＰそのものに取り組めるように、

認証ＧＡＰの予備校的な扱いということで考えています。「認証」が必要なところについては、JGAP や

GLOBALG.A.P.など流通現場から信頼されている「認証」を取得していただければと考えております。「ちばＧＡ

Ｐ」については、流通現場から認証や確認行為がその後求められるかどうかわかりませんけれども、まずはそうい

った認証ＧＡＰを取っていけるように、訓練としての仕組みとして残していこうと考えています。 

 ○石神委員 

同じことをやるのであれば、取組みを「確認」というよりも、最終的な目的は JGAP や GLOBALG.A.P.の「認証」

ということであれば、千葉県も「認証」という方が、色々な面で外に対してアピールできるのではないかと思います

けども。仮に、こういったシールの様なものを作るとした時も、ＧＡＰ「認証」という言葉が出るのと、ＧＡＰ「確認」と

いう言葉が出るのでは、インパクトが全然違うと思います。どうせやるなら、千葉県は国のガイドラインに準拠した

千葉県版ＧＡＰということで「認証」した方が、将来的にスムーズに進むと思います。ここでは「確認」、将来は「認

証」という形で行くと、千葉県としてＧＡＰに対する取り組みが弱腰というか、「認証」とすると組合員さんがついてこ

れないから、多く広めていくために「確認」としているような気がしてならないのですが。 

 ○徳留委員 

「認証」という言葉をあえて使わなかった理由はなにかあるのでしょうか。例えば、「認証」の定義上、県が出す

ものに「認証」と言ってはいけないとか、もしそういった事情があるのであれば「確認」となっても仕方がないのか

なと思うのですが、なにか「確認」という言葉を選ばれた理由があるのであれば、説明いただきたいです。 
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 ○事務局 

まず、ＧＡＰは「ＧＡＰをする」ということと「ＧＡＰの認証をとる」ということで２つの大きな意味があると、国では言

っています。県では、県内の農業者に、「認証」ありきではなく、「ＧＡＰをする」ということを取り組んでもらいたい。

２つ目に、「確認」というのは、オリパラの組織委員会が示したルールなんです。それを「認証」と捉えるかどうかと

いうのはあるのですが、オリパラまでは組織委員会が示したスキームに乗るということです。それから、各都道府

県で様々なＧＡＰの認証制度があります。この認証制度は乱立していることもあり、千葉県の認証制度が通用す

るかというと、やはりトップは GLOBALG.A.P.です。ですので、「ちばＧＡＰ」をそういうものに結びつけていくとい

うことはしていきます。ただ、取り組むからには評価が欲しいという農業者も当然いますので、３９項目をクリアした

ら、評価書を交付していきたいと考えております。 

○中嶋座長 

今の説明の理解としては、この「確認」のスキームは基本オリパラ対応であるということですね。「ちばＧＡＰ」を

することによって、他の GLOBALG.A.P.や JGAP「認証」をとった農産物と同じように、ＧＡＰをとったということで販

売していくのは少し違うのではないか。ただし、直売所等では意味があって、「ちばＧＡＰとってます」というのが

店頭に出て、皆様が安心して買っていけるという効果があるかもしれません。しかし、大手の量販店さんに流通し

ていく上で、GLOBALG.A.P.や JGAP と同じように見ていただけるかどうかは今の段階では私自身はちょっとわ

からない。ただ、オリパラに関してはスキームとして認められているので、とにかくその対応はしなければならな

い。一番懸念されてるのが、国が示した県ＧＡＰの発展的解消の方針ということで、あまり重たい制度を作ると負

の遺産になる可能性があって、オリパラはレガシーを作らなければいいのですが、正の遺産を残さなくてはいけ

ないところを逆になってしまっては困る。 

ただし、これが全く意味がないとかそういうことではなくて、将来的なステップアップするための非常に重要な

第一歩であり、これに取り組むことによってみなさんにＧＡＰというものが何かということを理解していただいて、次

に結び付けやすくなるのではないか。そういう意味ではやる意味があると私は理解しました。一気に他の県がや

ってるような仕組みを作って、オリパラだけでなくて、他のものにもっていうことも考えられますが、作った後で平

成３２年以降にやめなさいということになったら困ってしまいます。 

まだ分かりませんが、平成３２年以降も残るかもしれませんけども、その時に県の指針に書いているとおり、「ち

ばＧＡＰ」を見直す、強化するオプションもあるかもしれませんが、日本全体の動向・方針を見て、辞めざるを得な

くなるかもしれない。選択肢を残しておきたいということは理解しました。 

 ○石神委員 

私たちとしては最終的にはオリパラだけを標準に合わせるわけじゃなくて、商売はそこで終わるわけで       

はないので、その先はその先でやっていかなければならないので、他県ときちっと並ぶ方が将来的には良いの

ではないかなと思います。 

○中嶋座長 

県全体の農業者の方々としては、オリパラで少しでも取引実績をあげたいですよね。それが次の商売・取引に

つながるということなので、まずその資格を得るということがものすごく大事で、それを一番効率的な仕組みにす

るにはどういうものが良いのかということかもしれませんね。 
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 ○徳留委員 

ケータリング業者が実際使うかどうかが重要になってくるかと思いますが、選ばれるための最低限の「認証」と

して制度をすすめているということですかね。 

○中嶋座長 

事業者の方に聞かないと分かりませんが、私の推測では、「確認」もしくは「認証」というのはパスポートのような

もので、まず取引をする相手に見合うかどうかという確認のためであって、そのあとに価格条件や品質条件や納

入の安定性とか、通常の取引における項目がものすごく大事になってくるのではないか。千葉は明らかに有利で

すよね。東京にも近くて、今の生育状況も確認できる。いつ、これだけのロットが必要だということをかなり安心し

て契約に結びつけられる。そのための話し合いができる最低条件を出すというような形ですね。 

○事務局 

石神委員から貴重なご意見をいただきましたので、「確認」なのか「認証」なのか、十分検討させていただきた

いと思います。県としては、オリパラ対応というのがありますが、資料２に「ちばＧＡＰ」制度の目的を４つ並んで記

載しているとおり、オリパラ対応はその一つで、当面オリパラを目指していきましょうということです。しかし、目的

はそれだけではなく、オプションを用意し、GLOBALG.A.P.またはJGAPに進んでいただくためのステップを作っ

て制度を回していきたい。 

○石山委員 

生産者はプライドがあるんですね。若い生産者に、オリパラに野菜を出荷して、それで「金メダルを取らせよう」

という話をするんですよ。何かで、オリパラに係ろうと。そこで、「ちばＧＡＰ」ですが、オリパラに関われるパスポー

ト、そして農業経営者の安定に繋げるものであり、その先の GLOBALG.A.P.に繋げるもの。生産者に説明するた

めには、「認証」という形に出来るのであれば、その方が生産者に説明しやすいと考えています。 

○高原委員 

生活者目線だと、色々な制度があるとわかりづらい。表現だけでいうと、「認証」という方が強く感じるし、マーク

によっても左右されるというのが生活者の反応かと思います。それと、オリパラの動きに乗って、認証制度というも

のが必要であること、安全・安心なものを提供するために生産者が頑張っていることを表現する場にしていくこと

が必要だと思います。 

○千葉委員 

先般、イオンとしての「持続可能な調達方針、取組み」を、発表させていただきました。その内容の中で我々と

しては仕入れに対し、GLOBALG.A.P.など国際認証の取得を勧めていきたい、仕入れに対してそれを強く意識

していきたいと述べました。消費者は確かに「認証」の方が強いという捉え方をし、消費者に対して「認証」は強い

アピールになる。しかし、「認証」となると現時点では我々からすれば困る事もあります。例えば、これまででは、

減化学肥料・減農薬栽培から特別栽培に代わったり、エコファーマーという制度もある。特別栽培にしてもエコフ

ァーマーにしても県ごとに基準が違うという状況では、消費者に対して説明が難しい現状です。例えば、千葉県

の特別栽培と埼玉県の特別栽培の違い(基となる栽培基準の違いから)。ＧＡＰも同じで一つの基準で説明できな

い。我々としては、トリプルスタンダード、フォーススタンダードではなく、今すでに GLOBALG.A.P.や JGAP もあ

るから、せめてダブルスタンダードの中で収めていきたいというのが本音です。しかし、県がＧＡＰに対して一生
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懸命で、千葉県の農業者は県の支援により、GLOBALG.A.P.、JGAP Advance の取得に一番良い環境で生産で

きる、「認証」が取得しやすい県ということであれば、「認証」に関わらず「確認」であっても私は○なのではないか

と思います。一番怖いのは、生産者の方から問い合わせがきて、「オリパラ終わったら制度はどうなるのか。オリ

パラ後は関係ないのか。」ということ。千葉県がこういった環境を作ることによって、千葉県の農業者はどこの県よ

りも一番「認証」を取りやすく、勉強会等の支援が一番手厚くあると知っていただいて、この制度のステップアップ

をしていけたらなと思います。冒頭言いましたとおり、私としましては、「認証」というものは絞っていただきたい。 

○石神委員 

ＧＡＰ「認証」と言われたときと、ＧＡＰ「確認」と言われたときに、私がどちらをとるかというと、「認証」をとる。その

くらい、そこに重要性があると思う。慎重に考えていかないと、実際に生産して、他県との差が出てしまったら、

我々は生産者に対して示しがつかない。 

実際に、ＧＡＰの取組推進をしていく中で、質問も出ると思う。目的ははっきりと言えるのですが、「確認」と「認

証」で、生産者が「他の県は「認証」だから、千葉県も「認証」でいいじゃないか」と言われたときに、我々は生産者

を納得させられない。 

○中嶋座長 

山形県から埼玉県まで、全部「認証」という言葉を使っている。この「認証」という言葉は何を担保しているのか。

この資料のやり取りをみて感じたのは、千葉県は非常に真面目で、これを「確認」であるという風に留めています。

しかし、やってることは他県と同じ。審査機関が、第三者の場合もありますが、静岡県、島根県と県の組織がやっ

てるところもある。これは資料２に書いてある千葉県の仕組みと変わらないような気がします。逆にいうと、「認証」

と他の県が使ってる言葉が、ちょっと勇み足の可能性があるかもしれないので、そこはまず確認してもらいたいと

思います。 

しかし、だからといって「認証」と言葉を使うべきかということは、別の話かと思います。言葉というのは、どういう

ふうに市民が捉えるかということなので、千葉県マークがついていて、県が確認しているものであり、県への信頼

があるのであれば、「認証」も「確認」もほとんど同じことだと思います。そこについて、今の段階では、私ははっき

りとは言えませんが。 

○事務局 

「認証」とするかどうかについては、貴重な意見として今後検討していきたいと考えています。資料２と資料３を

見ていただきたいのですが、資料３にある各県の「認証」というのは、食品安全・環境保全・労働安全、ここまでの

項目で「認証」してます。JGAP は人権保護等も含まれていますから、市場で競争した場合には、敵わないかもし

れません。ですから、もし千葉県が「認証」、つまり他県や JGAP に肩を並べるためには、この人権保護まで含め

て、全て適合しないと、「認証」という形をとるのは競争の面では厳しいかもしれません。 

ですから、県としてはまず３９項目を徹底して、その３９項目に適合すれば、確認書を出して、必要であれば

「ちばＧＡＰ」のマークの使用を可能とする。そして、次のオプションまで取り組んだときには、例えば産地が

JGAP「認証」の取得をしたいのであればそれを支援するという形にしたいと考えています。 

しかし、国はオリパラ後に、各都道府県の制度の見直しを要求してくる可能性があるので、それを踏まえた上

で、人権保護等を含んだ形で「ちばＧＡＰ認証」を作り上げるのか、あるいは３９項目のサイクルの中での「するＧ
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ＡＰ」の運動体として運用するのか、見極めたいと思います。 

○中嶋座長 

県は将来的にどうしていくのか方針を出すのがすごく大事だと思います。私は、この仕組みはＰＤＣＡサイクル

を回すためのものと理解している。初めから１００点満点のものをとるのは非常に難しい。まず、「確認」という重要

な項目がきっちりとあって、そこからステップアップするということがはっきり示してある。その部分が、この仕組み

に対する信頼だと思います。その仕組みに対する信頼が、「ちばＧＡＰ」マークに対する信頼になって、でもそこ

にとどまってても、今のままの状態では駄目ですので、例えば GLOBALG.A.P.だって、JGAP だって、バージョン

アップをどんどんしていく。国のガイドラインも平成３２年からバージョンアップすると宣言している。今やってるも

のは、３年後４年後に意味のないものになってしまう可能性がある。社会の基準が上がっていくことに対して、千

葉県全体として、それにきっちり対応していくんだと行政として方針を示していると私は理解している。とにかくま

ずこの仕組みをきっちり市民 県民、県以外の取引先の方にも、示していただくのが非常に重要だなと考えます。 

「認証」というのは大事な言葉で、ほんとにこの仕組みがそれに値するものならば使いたいと思いますけれども、

そこはまず確認をしていただけますか。今の状態のまま議論を続けていくと、駄目なのではないかということにも

なりかねませんので。 

○石山委員 

我々としては「認証」に出来るならして欲しいし、出来ないのであれば理由を説明してほしい。 

○石神委員 

ここははっきりとさせたいことですが、「確認」と「認証」では、基準が変わります。仮に、千葉県の農産物がオリ

パラに採用されただけで、その地区の野菜はブランド化して指定席が変わる。そして、組合のモチベーションも

上がる。それが、埼玉県、香川県は「認証」されているのに、千葉県は「確認」となったとき、仕入れ担当が「確認」

てどういうことなのかとなったときに負けてしまいます。そこで下がってしまうと、二流になってしまう。机上の議論

では今のような話になるが、色々な面で「確認」となったときに、仕入れ先が「千葉県版のＧＡＰ「確認」は「認証」と

どこがちがうの。」といわれたときに、「「認証」のほうがいい」と直感的にそう感じると思う。そうなると、千葉県は二

流になってしまう。 

○中嶋座長 

制度の名前の問題もありますが、表示マークを作ることに対しては、どんなマークにするか、どんな文字にする

かという問題があります。例えば、徳島県は「認証」と使わず、「優秀認定」という形になっており、消費者に露出

するのは「認定」です。どういう言葉を使うかについては、多角的に検討していただければと思います。 

○石山委員 

ＧＡＰについて、今でこそ農業新聞で見かけるが、一般の消費者や市場関係者はあまり知らない。知らない人

が見た時に、「認証」と「確認」では差が付くと思います。今、市場関係者に話を聞いてもＧＡＰが必要だといわれ

ていない。いかにＧＡＰというものをＰＲして、価値について、分かってもらうのかということが大事。 

○中嶋座長 

では、よろしいでしょうか。それでは、議題１については以上です。大変重要な指摘がありましたので、県で検

討願います。 
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（２）「ちばＧＡＰ」のテスト産地について 

○中嶋座長 

それでは、議題の（２）について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

（資料５について説明） 

○石神委員 

テスト産地の要件について、農業者または農業者団体ということだが、部会単位も対象となりますか。 

○事務局 

部会単位も対象です。 

○石神委員 

そうしたら、例えば銚子野菜連合会という大きな団体があり、５～６００人以上いますが、こういった方々も全員

ＧＡＰになりますか。 

○事務局 

産地としてＧＡＰに取り組む例が出ましたが、ＧＡＰは農場認証制度であり、ヨーロッパから始まったため、一つ

一つの農場を「認証」しています。しかし、日本国内の JGAP 認証状況を見ると、産地として取り組んでいる例も多

いです。「ちばＧＡＰ」の試行に戻りますと、ほ場は農場ごとですが、大きな集出荷場を持つ産地であれば管理が

しやすく、そういった団体に取組んでいただいた方が確認や指導がしやすいと思います。当然、指導は各農場

に入りますが、現地確認はランダムに抽出して調査を行い、そこでＯＫであれば全員がＯＫという形になります。 

○石神委員 

ＧＡＰというのは集出荷場の管理が大変になる。仮に、連合会なら連合会にＧＡＰの確認をしたとして、中には

自分には無理という人が出てくる。エコと同じように全員が全員できるわけではない。部会の６００人の中で３００人

が出来て、３００人ができないという場合でも、３００人に（確認を）おろしてくれるのか。 

○事務局 

名簿が必要になってきますが、部会の中の名簿に記載された者がＧＡＰをとる、そういう形になります。 

○石神委員 

審査をして、審査が通ればそれでいけるということですね。 

○徳留委員 

県に検討いただきたいのですが、今回テスト産地が６月末に決まって、７月から１０月の間に研修会や改善指

導を行って、１１月に確認審査を行い、制度の課題を洗い出すということを４か月でやるというスケジュールになっ

ていますので、産地選定に関しては非常に重要になると思います。今、６００人の産地の話がありましたが、みん

なのやる気次第では４か月で６００人全員がやれることは可能かもしれませんが、私の指導の経験上、期間が非

常に短い部類に入ります。今までＧＡＰに意識がなかった生産者が、４か月で確認審査まで全てもっていくという

ことは、並大抵の努力では出来ない。県も、産地も、ＪＡの営農指導員の方も、６００人全員を指導する、一件一件

回る、集めて講習会開く、ということを全てやっていこうとすると、恐らく県全体の力を使ってもそれだけで終わっ
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てしまう。ですから、テストでやるのであれば、出来る範囲の農家数など選定が必要なのではないかと思います。

ちなみに、JGAP に関してですが、JGAP Advance の一件に係る審査時間は８時間であり、GLOBALG.A.P.に関

しても同じです。これは、個人の場合で、団体の場合は別です。「ちばＧＡＰ」の３９項目の審査がどれくらいの時

間で終わるのか、まだ試していないのでわからないとは思いますが、現場の確認、書類の確認を含めて、どれく

らいで終わるのかをテストで明らかにしてください。いきなり６００人単位の産地を選定することは、不可能だと思

います。 

○石神委員 

今、ちばみどりの JGAP の指導員は４７名いますが、彼らは「ちばＧＡＰ」の指導はできるのですか。 

○事務局 

資料２の右側を見てもらいたいのですが、ＪＡと連携しなければ無理です。ＪＡの指導員の方と連携をして、研

修会を行ったり、実際に現場を回るというステップになると思います。産地としてまとまりのある所で、団体と連携

して指導していきたい。そういった団体に手をあげていただきたい。 

○石神委員 

それでは、活動できるということですね。 

○中嶋座長 

徳留委員にお聞きしますが、今までの経験で、団体認証の場合、最大で何名くらいを指導し、それは何か月く

らいかかりましたか。 

○徳留委員 

JGAP の場合ですと、審査は午前・午後で分けて、１日で２件、団体に応じて審査員が何人か派遣されて現地

に泊まり込みで審査をします。団体の場合、平方根以上の数を抽出し審査するので、１００人いれば１０人を審査

します。さらに、団体をまとめる役目の人、ＪＡの部会の場合はＪＡの審査もあるため、１０プラス１件を審査します。 

○中嶋座長 

審査の前に十分指導をするかと思いますが、ダメな場合もあるかと思います。そうすると、改善してもう一度審

査を受けるということになりますが、インターバルはどれくらいおくものですか。 

○徳留委員 

再審査のインターバルですが、出された宿題を改善するための期間は１か月間です。大体、みなさん準備さ

れてから審査に臨むので、再審査になるのは数％です。多くは、改善指導された部分について、改善した後の

写真を撮ったり、文書を用意して、それを送ります。現地確認が必要な場合だと、審査員がその部分だけを確認

して帰るというような形がまれにあります。 

○中嶋座長 

団体認証の場合はサンプリングで審査しますが、２回目に確認するときはもう一度サンプリングするのか、前に

ダメだった人を対象にするのか、どちらでしょうか。例えば、１００名の団体だと、１０名を審査しますが、再審査に

なったときに、最初の審査で問題のあった人を審査するのか、それとも新たに１０名を審査するのかどちらでしょ

うか。 

○徳留委員 
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やり方を確認する必要がありますが、おそらく問題のあった方だけもう一度になるかと思います。それと、JGAP

は有効期間が２年と書いてありましたが、必ず１年に１回審査があります。その時は、別の１０名が対象となります

し、審査会社によっては前回問題のあった方を再度対象とする場合もあります。 

○事務局 

テスト産地の施行についてですが、制度がこれでいいのかということを確認するものです。手を挙げる産地か

らみれば、自分の産地がＯＫかどうかが大切だと思いますが、制度がうまくいくかどうかの確認ですので御協力を

お願いします。色々な方に聞くと、ＧＡＰはすぐにはＯＫにならず、時間がかかる。ですから、本当にとるために

は、本格施行後にゆっくり指導しながら、ただしオリパラに間に合うように指導していくという形を取りたいと考えて

います。 

○石山委員 

産地を募集するとありますが、どう行いますか。 

○事務局 

募集方法につきましては、市町村やＪＡに通知を出します。また、県のホームページにも掲載します。 

○石山委員 

それでは、この期間内に応募が集まるというお考えでしょうか。 

○千葉委員 

募集は決定事項でしょうか。募集より推薦の方が協力していただけるのではないかという気がする。 

○高原委員 

管轄内で１産地ということになると、希望する方ができない場面も出てくるのではないかと思います。それであ

れば、管轄内の農業者に協力をしてもらう方が混乱はないのかなと。 

○事務局 

おっしゃることはよくわかりますが、内部で検討した結果、制度の試行のために短い期間の中で相当濃密に行

政からサービスを受けることになるので、一部の者だけでいいのかということにもなりますので、これは公募すべ

きだろうということになりました。それから、３月の検討会の中で、制度の試行ということも出ていますので、すでに

そういったことを聞いている方から、テスト産地へのアプローチがありますので、事務局の中だけで決めてしまう

よりは、公募するということにしました。 

○徳留委員 

実際に７月からテスト産地で試行を始めていくわけですが、実際の指導の仕方や１１月の確認審査の仕方は

決まっているのでしょうか。次回、第３回の検討会は試行が終わった後になりますので、決まっているようでしたら

どういったものか説明をしていただければと思います。 

○事務局 

まだ、しっかりとしたものは決まっていませんが、先行している他県の制度を参考にしながら、間に合うように形

を整理していきたいと考えています。 

○中嶋座長 

印象ですが、７月から１１月に行うとなると、米は大変でしょうね。これで、参加しようと思う方は少ないかもしれ
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ない。野菜はいいかもしれないが、果樹も結構厳しいのではないでしょうか。ですから、７月から１１月と決めてし

まうのではなくて、弾力運用した方がよいのではないでしょうか。 

○徳留委員 

みなさん、忙しい時期でもＧＡＰの取組自体はやりますので、忙しい時期だからといってＧＡＰの取組ができな

いということはありませんが、取り掛かりの時期としては、勉強会等で時間を空けてもらったり、生産者と一緒に産

地を回ってみたり、生産者としっかり話をしたりということが必要ですので、時間が空けられる時期を選んだ方が

いいです。そうして、ＧＡＰの理解を深めた後で、繁忙期でもＧＡＰを続けていけるのかどうか生産者自身に判断

していただいた方がやりやすいのではないかと思います。 

○石神委員 

余談ですが、銚子メロンの組合で、ＧＡＰの取り組みを今季からやるということで、農家も関心はあると思います。 

○事務局 

日本国内には、ＧＡＰが沢山あります。以前、検討会でもお話したかと思いますけども、例えば、生協ＧＡＰや、

直売所で２０項目を決めて組合員で守る、これも一つもＧＡＰなんですね。それが商売の中で通用するかどうかと

いうのが、名の売れたＧＡＰ、日本でいうと JGAP とかそういうところが強いと思います。そのため、ＧＡＰは「するＧ

ＡＰ」と「認証をとるＧＡＰ」という面があります。まずは、「するＧＡＰ」というなかで、農協にも JAGAP があります。

「もっと安心農産物」も一つのＧＡＰです。ですから、「認証」を念頭に置くのであれば、通用する「認証」を取って

いく。ですが、訓練として、または、産地の底上げを図るためならば、とりくみやすいＧＡＰからステップアップを図

っていくというのが良いかなと思います。 

○中嶋座長 

今回、実証試験をやるという上で、仕組みがうまく回るかということで、ある意味大変な経験をしないと何が問題

かわかってこないから、目的をよく考えて行うことが大切です。それから、一点確認したいのが、さっき指導員の

話がありましたけど、指導員の方には、報酬を払うということですかね。 

○事務局 

県の職員についてですが、国ではＧＡＰ指導員を 2018 年度末までに 1,000 人育成すると目標を掲げており、

都道府県の普及指導員や農協の営農指導員も入ると思います。「ちばＧＡＰ」の指導を県の職員が行う場合には、

産地等から日当を取ることはありません。 

○中嶋座長 

民間の方が係わったら報酬は払わざる負えないんですかね。 

○事務局 

それはテスト産地に関してですか。 

○中嶋座長 

違います、今後実際に制度を動かし始めたときです。 

○事務局 

実際に制度を動かし始めた後も、現地の指導については普及組織が中心に、また評価・確認については県の

出先の企画振興課が行います。 
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○中嶋座長 

ならばいいのですが、私はこの制度のために、いったいお金がどれだけかかって、予算をどれだけ用意しなく

てはならないのかが、この段階でチェックしなきゃいけないと思ったわけです。 

○事務局 

「ちばＧＡＰ」につきましては、県が中心ですので、産地側に予算を要求することはありません。ただし、これか

ら、県ではGLOBALG.A.P.やJGAPに行きたい方のお手伝いをします。その産地が、県の指導でいつでもJGAP

あるいは GLOBALG.A.P.に合格するレベルまで行けば一番良いのですが、県の職員も訓練が必要です。です

から、しばらく皆さんと頑張っていきたいと思います。その中で、産地側が GLOBALG.A.P.を取りたい、あるいは

JGAP を取りたいときに、（民間の）専門の指導員を要請した場合には当然費用がかかります。ただし、それにつ

いては国が助成措置（新規認証のみ対象、更新は対象外）を設けてますので、それをぜひ活用して頂ければと

思います。 

○石神委員 

「ちばＧＡＰ」の３９項目の中に、例えば「ちばエコ」だと何項目、「もっと安心」だと何項目とありますよね。組合

員に説明するときに、出来れば「ちばエコ」に取り組むだけでもここまでやってますよと、残りこれだけ頑張ればこ

うなりますよと、説明しやすいイメージの用意をお願いしたいと思います。 

○事務局 

その話は、その他の「ちばエコ」で出てますのでそこでお話します。 

○徳留委員 

今後も資料を作成すると思うんですけど、ぜひお願いしたいこととして、今回県の方針として、ＧＡＰを実践す

る生産者を増やしていくことに軸に置いていることは非常に良いと思いますので、今後、持続可能な農業経営に

関して必要な情報を、県でも国でもたくさんお持ちですので、ぜひそういったものを指導、指導っていうのはＧＡ

Ｐの指導ではなくてですね、農業をやっている生産者にとって、必要なものの情報提供、例えば衛生管理の話だ

とすると、衛生管理とはそもそも何かというところから入っていくと思います。 

ですが、私の聞いたところによると、他の各県での指導では、農家に対してここを直して、あそこを直しての指

導をされているということを聞いたことがあります。それでは、生産者のレベルアップ、ステップアップにはつなが

りません。なぜかというと、生産者は言われたところをやっているだけだからです。そうではなくて、衛生管理にお

いてこういう事が起こった場合、クレームがあったり、商品回収にまでつながってしまうという衛生管理の知識を生

産者が身につけない限り、自分でリスクを発見して改善していこうっていう取り組みはできません。ですから、衛

生管理の知識や労働安全の知識、それから環境保全の知識、どういったことをしてしまうと生産者が自分の農場

にとってリスクにつながるとかを、国の情報・県の情報をうまく駆使して講習会などを開いていただけたらなと思い

ます。 

私は一人で指導をしますけども、正直に言うと、衛生管理は職業柄知識として教えることはできます。しかし、

労務管理ですとか、例えば労働安全ですとか、そういったところに関しては素人で、農業機械を扱ったこともない

ですので、素人の部分があります。そういったところは生産者に色々聞きながら指導をしていますし、県や国の

資料を見ながら勉強して、こういう事例もあったようですよとお答えをして、一緒にやっている部分もあります。 
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ですので、県のＧＡＰの推進に関してはですね、県の皆様、他課の皆様も含めて、生産者に伝える場にして頂

ければ非常に良いのではないかなと思います。今回はテストなので、そういったところが出てくるかわかんないで

すけども、今後の指導の仕方や、要綱の中に、入れていっていただければ、県の生産者のレベルアップ、スキ

ルアップに向けて、濃厚な厚みの帯びたものになってくるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○中嶋座長 

オブザーバーの方も何かご発言があればどうでしょうか。 

○鈴木オブザーバー 

７月～１０月までの間の募集となっていますが、この時期に作物がなくても大丈夫なのでしょうか。 

○事務局 

基本としては、オリパラへの農産物供給をということで、本来なら７月～９月の作物が望ましいです。ただし、今

回については、どうしても来年当初には制度を動かすということで、この期間で確認できる品目で、試行を進めて

いきたいと考えています。 

○鈴木オブザーバー 

それでは、そのときに作業や収穫がない品目は、今回の公募では対象から外れることになるのか。 

○事務局 

本来であれば、作物があるものを選ぶべきだと考えています。 

○金木委員 

３９項目の関係なんですが、これは国のガイドラインに準拠したものということですけど、各県に色々なパター

ンあると思いますので、他県との整合性の確認だけはお願いしたいと思います。 

○中嶋座長 

それではこれで議事の（２）は終わらせていただきます。 

 

（３）その他 

○中嶋座長 

    それでは、議題の（３）について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

   （資料６について説明） 

○中嶋座長 

ありがとうございました。それでは、この件につきまして意見やご質問がありましたらよろしくお願いします。 

○徳留委員 

「ちばエコ」の１４項目ですが、「ちばＧＡＰ」の中にこの１４項目が入っているという事ですか。 

○事務局 

はい。「ちばＧＡＰ」は野菜であれば３９項目ありますが、その３９項目の中にぴったり一致というわけではありま

せんが、３９項目のうち１４項目は現在の制度で要素的に取り組んでいる状況です。 

○徳留委員 
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それでは、「ちばエコ」をやっていれば「これをクリアしています」ということは、すでにここに書いてあるというこ

とですね。 

○事務局 

現在の「ちばエコ」しっかり取り組んでいただければ１４項目の内ある程度はカバーできる。 

○徳留委員 

本来ＧＡＰの意味合いとしてはそれが正しいと思いますので非常に良いことだと、私は思います。 

○石神委員 

やはりＧＡＰの取り組みは、エコやもっと安全安心に取組んでいる人の方が、容易に入りやすいということです

ね。 

○徳留委員 

そうですね。やはり何のリスクかということをしっかりと理解していれば、「ちばエコ」であれば環境面のリスクを

しっかり考えて農業している方なので、先ほど資料２でもあったように食品安全・環境保全・労働安全の３つを「ち

ばＧＡＰ」で取り組んでいますといったときに、環境保全をすでに「ちばエコ」でやっていることになります。特別新

しいものをＧＡＰとしてやるというより、ここまで環境保全の取組をやっていたものが「ちばエコ」であり、それにプ

ラスして食品安全の取組も加えたものが「もっと安心」であり、さらに労働安全追加したものが「ちばＧＡＰ」といっ

た形で、別々のものというよりも、ステップアップの中で名前が変わりますという形にしておけば、やりやすいのか

なと思います。 

ここは、私はかなり重要な部分だと思っていて、生産者に話しても、皆さん別々にやらなければいけないと思

っている方が多くいます。私も他の県で話をしていて、「自分たちは環境保全型農業の取組という「認証」を持っ

ている」と言われ、「これからＧＡＰもやらなきゃいけないからＧＡＰもよろしく」という風に言われたころがあり、「そ

れは違いますよ。環境保全型農業というのは、環境に対してのリスク改善・リスク回避であり、ＧＡＰの中に環境保

全が入っているので、ＧＡＰの取組の一つです。」と説明しています。 

そのあたりの理解について、何か新しいことやらなければいけないという勘違いをしている生産者がいるかも

しれませんので、「ちばエコ」の新たな制度は、現在の制度のステップアップという事を、生産者の皆さんに伝え

ていけるようにと思っています。 

○中嶋座長 

生産者の視点でみて、複雑にならないでしょうか。 

○高原委員 

私は、この場で説明を受けながら聞いていて、そういうことだと理解できますが、おそらく生産者の中には理解

できないことも多いと思います。今お話のあった環境保全の事や労働基準の事など、もう少し砕いた言葉も使っ

ていくとわかりやすいと思いますし、実際に私もこの３９項目を見て、色々と事例まで見るとこういうことなんだなと。

例えば、肥料や農薬とかで、ここを直せばいい、これは難しい、というのが少し身近にもなってくると思うので、こ

れから具体的な取り組み事例などを示されると思いますが、ＧＡＰという言葉ではなく、環境や安全など、生産者

に近い言葉で表現して、しっかりと伝えることが、オリンピック・パラリンピックに向けて重要だと思います。 

○石神委員 



- 15 - 

 

これだけ制度が乱立してしまうと、現場が混乱するので、ある程度整理する時期だと思います。環境ということ

になれば、全員エコに取り組むような、産地としての体制づくりができていないといけない。「私はいつでもできま

す。」、「私はやれません。」ではなく、環境はみんなが一つになってやることだよね。県が指導しながら進めてい

って、今話があったように、「ちばＧＡＰ」とひとくくりにするのではなく、環境などの言葉を使ったほうが消費者に

は受けがいいかもしれない。 

○中嶋座長 

これは、最終形では、「ちばＧＡＰ」に化学肥料・農薬を２分の１削減ということであれば、「ちばエコ」認証という

風に理解してよいですか。 

○事務局 

はい。「ちばエコ」は、「ちばＧＡＰ」をクリアしなければ、「ちばエコ」という表示はできない。それが最終形です。 

○中嶋座長 

ということは、「ちばエコ」のレベルアップ・内容の強化と、それから「ちばＧＡＰ」を取った人がいかに付加価値

をつけるかということで、減化学肥料・農薬に取り組んだということで、ゆくゆくは消費者に買ってもらうための道筋

をつけるということですか。 

○事務局 

そうですね。「ちばエコ」をどのように有利販売するかは、産地側の件です。「ちばエコ」を有利販売しようという

視点では、行政ではできません。「ちばエコ」はあくまでも環境の取組で、ベースに「ちばＧＡＰ」を義務付けして、

今後グレードアップを図るということになります。あとは、産地がそれをどういう活用していくかということについて

は産地の方で決めていただく。 

○千葉委員 

先ほどおっしゃったように、「ちばエコ」は「ちばエコ」で、ブランディング的な形では残りますけども、「ちばＧＡ

Ｐ」についても、仮に認証的な形になって一つのブランディングの話になった時に、「ちばエコ」と「ちばＧＡＰ」の

ブランドの違いとかいうのは、この説明からすると一緒だと思う。前回の会議で説明しましたが、ＧＡＰ自体は小売

り段階ではなかなか表に出せない、付加価値としてお客様に訴求できないものではあるのですが、色々なブラ

ンドが出てくること自体がどうなのかと感じたので、一番シンプルにしていただければと思います。 

○事務局 

ＧＡＰは、本来は表示しないというのがその精神です。GLOBALG.A.P.は製品へのマークの貼り付けを禁止し

ています。ところが、産地側はＰＲしたいということでマークがあるわけですが、「ちばＧＡＰ」をどう活用するかとい

うのは、これは産地側の問題です。それと、消費者は、というより実際はＢtoＢ（業者間取引）のなかで、産地と流

通業者・スーパー等との取引の問題になるかと思います。実際店頭に並ぶときに、イオンさんでも産地との交渉

の中では使っているが、店頭に並べるときに、埼玉県産の「認証」のものと千葉県産の「認証」のものという区分け

をするかどうかは考えてはいない。ですから、安全・安心なものだけ置くというスタンスで、千葉県産の物だけを

扱っているということはあるかもしれませんが、県では、マークについては産地が考えるものと思っています。どう

売り込んでいくかは産地が考える。県では、あくまでも「ちばＧＡＰ」に取り組んでいるか、そして３９項目をクリア

すれば、評価をし、その時にマークを貼ってもよいとし、マークを使いたければどうぞということになる。 
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○千葉委員 

そうすると、冒頭で他県では認証マークを付けているとの説明があり、「認証」と「確認」で色々と議論はありまし

たが、千葉県としては、「ちばＧＡＰ」の認証的なそのマークは存在せずに、「ちばエコ」のブラッシュアップ版の

マークを表に出していくという解釈でしょうか。 

○事務局 

「ちばエコ」の改正について案を示しましたけども、移行期間を設け、さらにこれから生産者組合と協議を重ね

ながら進めていきます。マークの使用は、実際には「認証」と一緒なんです。実際、それを「評価」というか「確認」

といえば、マークというのは実質的には「認証」だと思います。ただし、それを使うかどうかは、産地側で判断する

ことと考えています。もう一つは、国が、オリパラ後に、各都道府県で行う認証制度の見直し、実際には「発展的

解消」と言っていますが、この動きがわからないので、その動きを見定めながら、考えていきます。そして、今後

協議に入っていきますが、「ちばエコ」はグレードアップしますけど、「ちばＧＡＰ」のマークを使うか、「ちばエコ」

のマークを使うかの選択は、産地に任せることを考えています。 

○千葉委員 

「ちばＧＡＰ」のマークを使う・使わないというのは産地側の判断というのがあったんですが、ということは「ちば

ＧＡＰ」のマークが存在する可能性があると捉えてもいいのですか。 

○事務局 

「ちばＧＡＰ」のマークはこれから検討し、作成する予定です。 

○千葉委員 

それを使うか使わないかは産地の判断という話ですか。 

○中嶋座長 

私がこれを伺った時には、先ほど言ったように、「ちばエコ」のグレードアップ・レベルアップだと思いました。環

境にやさしい取り組みをする、環境保全型の取り組みは非常に価値があると思いますが、やはり、食品として安

全でなければはいけません。その部分をきっちり土台を確かめるのが「ちばＧＡＰ」の役割で、それに「エコ」の取

組をしたことにより、より完成度の高い商品になると思っていました。 

ＧＡＰそのものの評価は、他の人があまり取り組んでいなければ、差別化の手段になると思います。ですが、こ

れは、平成３５年になって、国が示すようにＧＡＰがガンガン普及して、みんな当たり前に取り組むようになれば、

ＧＡＰをやっているのは当たり前ということになり、全くブランドにはならないということです。それは社会の在り方

としては望ましいが、その取組に価値をつけるのは、やっぱりエコの取り組みだと思います。しかし、他の人達が

みんな取り組むようになった場合、取り組まないことは非常にまずいわけです。一方で、ＧＡＰを本当にやってい

るのか、適合しているか、ということは、やはり確かめないといけないことなので、そこを県がやるということは、そ

れは非常に望ましいことだと思います。 

それから、先ほど県からＧＡＰを色々と見直していくという話がありましたけど、国のガイドラインそのものも見直

して、多分レベルアップしますよね。ＰＤＣＡサイクルを回して、確実にレベルアップしていきますので、「ちばＧＡ

Ｐ」の中身も、そのときに名前が残るかどうかは別として、３９項目ではない可能性もあります。それから、項目数

は同じかもしれないが、中身がもう少し厳しくなるかもしれませんので、そういったことも含み込みながら、こういう
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風に発展してくということで進めていってもらえればと思います。 

○石神委員 

これは、１０年のスパンで農業を見てみると、今の段階からすれば農家数は半分以下になりますよね。そうなっ

てくると、大規模農家が主流になっている、そこには必ず従業員が入る、従業員のレベルアップの取組もＧＡＰに

は必要だと思う。あと７・８年したら２割の農業者が８割を生産する、そういう時代が来ると思う。その時はＧＡＰなん

て、通常の慣行品だと思う。その次のステップといえば、座長が言ったような考え方がありますよね。そこをもう少

しよく検討して、目先だけじゃなく、５年、１０年のビジョンを考えないといけない。いずれにしても、私が言うように、

「ちばエコもっと安心ちばＧＡＰ」の一つの名前でいいのではないか。 

○中嶋座長 

個人的には、流れとしてはこの方向で正しいのではないかと思います。 

あと、その他ですが、事務局からありますか。 

○事務局 

その他の二つ目ですが、次回の開催予定についてです。今回は２回目の開催でしたが、次回につきましては、

年明け１月の開催を考えていますので、また、その時には、ご意見よろしくお願いします。 

○中嶋座長 

１月の時点ではテストの結果がわかるということで、具体的にどういう仕組みでやりますとか、２月くらいから本

格実施ですので、その直前の確認をするという形になります。ありがとうございました。 


