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千葉県ＧＡＰ推進大会におけるパネルディスカッションの結果 

 

 

令和２年１月２２日（水）開催 

 

 

パネルディスカッション「今後の農産物流通とＧＡＰに期待される役割」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：武田泰彦氏（NPO 法人 GAP 総合研究所専務理事） 

パネラー：斉藤知秀氏（斉藤農場） 

徳留康幸氏（GAP 指導者、産業振興株式会社） 

久留原昌彦氏（株式会社イトーヨーカ堂チーフマーチャンダイザー） 

相川康行氏（JA 富里市 営農指導課長代理） 

   ※以下、武田泰彦氏…○武、斉藤知秀氏…○斉、徳留康幸氏…○徳、久留原昌彦氏…○久、

相川康行氏…○相と記載する。 

（２）パネルディスカッションの討議内容  

  ○武： それでは、私の方で進行役をさせていただきます。まず、パネルディスカッシ

ョンを開始する前に、基礎的な数字を抑えておきたいので、県庁で用意した資

料があります。講演資料の５８頁のパネルディスカッション参考資料をご覧く

ださい。 

    左上１の（１）です。「国際水準 GAP」とは農林水産省が作成した用語で、

GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP 認証をまとめてこのように呼んでいますが、2019

年の認証取得経営体数は、ASIAGAP/JGAP の合計で 4,657 経営体数、GLOBALG.A.P.

は 702 経営体数、合わせて 5,359 経営体数となっています。推移を見ると、2016

年あたりから増えてきているのがわかります。となりの（２）を見ると、2016

年あたりは青果物、穀物は増えていませんが、お茶が増えています。お茶が増

えている理由は、日本コカ・コーラ社が自社で使用する原料茶葉に対して、

100％GAP 認証取得を求めたことがきっかけです。GAP 認証を取得する・しない

は、バイヤーサイドの動きが大変影響力があることが見えてきます。 

    （３）は、（２）の認証取得の動向を補足するものになります。 

    次に、２の実需者の動向についてです。（１）日本コカ・コーラ社です。千葉

県はお茶の産地ではありませんのであまり話題にはなりませんけども、日本の

お茶の産地（静岡県、鹿児島県、三重県、京都府、奈良県など）に対し、100％

認証取得を要求したということです。（２）伊藤園もお茶ですが、全量認証取

得とするべく動いています。（３）はイトーヨーカ堂ということで、先ほど久

留原様からお話があったところです。次のページ（４）のイオンですが、プラ

イベートブランドについて GLOBALG.A.P.レベルの管理、また本日の話の中で

は出てきておりませんが、GFSI（世界大手流通業で組織する民間団体が定める

国際標準）承認スキーム、国内では GLOBALG.A.P.と ASIAGAP が該当しますが、

このレベルを求めています。 

    これらのバイヤーの動きが、GAP 認証取得数の推移に影響しています。 

    ３の GAP パートナーについてですが、GAP を応援したい、調達基準に採用して

いる企業が集まっています。現在、２４社が加盟しています。先ほど説明した

私の農場（株式会社つくば良農）で生産しているキャベツも、株式会社リンガ

ーハットや株式会社ローソンがバイヤーになっています。グランイート銀座も

販売先です。私の農場のキャベツについても、様々なバイヤーから問い合わせ
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を受けており、GAP 認証品を求めるバイヤーは増えていると思います。 

    ４の実需者動向の背景についてですが、（１）持続可能な開発目標（SDGs）に

ついてです。聞いたことがあるという程度かもしれませんが、国連が世界中の

政府や企業に対して、持続可能な発展をしようと呼び掛けて、色々な企業が「よ

し、やろう」となって、「わが社は SDGｓに基づき今後の企業活動に取り組み

ます。」と宣言をしています。その宣言に基づいて、各企業は様々なアクショ

ンを起こし始めており、その一つが５９頁の下から４行目ですが「企業は自社

だけでなく取引先に対しても「持続可能性に配慮した生産活動」に取り組むこ

とを求める」ようになってきています。自社が持続可能性に配慮した生産に取

り組むのは当然ですが、仕入れ先に対しても同様に要求することで、より大き

なインパクトを社会に対して与えようとしています。これが、SDGｓに取り組

む企業で起こっています。そして、結果として、その影響が農産物の調達場面

にも現れてきています。例えば、こういうことを言う企業があります。先日、

私は IT 企業が集まるイベントで話を求められたのですが、ある飲食店のバイ

ヤー企業は「うちの会社が GAP 認証農産物を使えば使うほど、消費者が食べれ

ば食べるほど、良い農業が広がっていくんだ。良い農業を支えていくんだ。」

と言っていました。SDGｓの動きは、この様に波及する部分があるので、是非

注目をした方が良いと思います。 

    （２）ハサップについてです。（食品衛生法改正に伴うハサップ導入義務化は）

農業は原則対象外となったようですが、食品製造業者や飲食業などは義務化さ

れました。ハサップの話をすると長くなるのでしませんが、簡単に言うと食品

の衛生レベルを高く保つための取組です。こういった話が出てくると、必ず議

論となるのは、「原材料は大丈夫なのか。」ということです。バイヤーサイドに

規制がかかると農業サイドにも影響が出てくるように見えます。バイヤーサイ

ドが、全ての農業者を１件ずつ確認出来れば良いのでしょうが、実際にそうい

ったことは出来ませんので、ハサップの導入を契機に、原材料の安全性を GAP

認証で判断する動きが出てくるのではないかと考えられます。 

    最後に、東京オリンピック・パラリンピックについてです。農産物の調達基準

に GAP が採用されています。 

    以上のとおり、県庁の方で、パネルディスカッションの土台となる資料を提供

いただきました。 

    それでは、議題に入っていきます。集めた質問票については、現在集計してお

りまして、後ほど質問票を使って進めていきたいと考えております。それまで

の間、私から質問をさせていただきます。 

    まず１つ目ですが、流通業から見た GAP 認証農産物の価値というものを議題と

してみたいと思います。久留原さんにお答えいただきたいのですが、イトーヨ

ーカ堂は日本を代表する大手小売業、たくさんの食品・農産物を消費者に提供

している企業だと思いますが、その立場から見た GAP 認証の価値、今後の取扱

いや産地に望むことなど、説明をいただければと思います。 

  ○久：先ほども講演の中で説明をさせていただきましたが、消費者の認知度が５％と

いう中で、どうやって GAP をお客様に知っていただくかについては、弊社の「顔

が見える野菜。」という商品の中で、ラベルの色を（金に）変えるということ

を行っています。そこで、認知を上げていきたい。また、先ほど、サニーレタ

スで（売上が）１．６倍という話をしましたが、弊社の棚割りの部分で優先的

に配置するということをやっています。「顔が見える野菜。」については、毎月

ほ場が変わる度に、生産者の方に栽培履歴を提出していただき集計を行ってい
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ます。生産者は 6,000 名を超えており、なかなかスムーズにいかない部分もあ

りますが、GAP 認証を取得された方はスムーズに集計が出来ています。また、

残留農薬や土壌分析など、GAP で実施するため、GAP が普及することは「顔の

見える野菜。」の推進に繋がっています。将来的には、全量が金ラベルにする

ことが目標ですが、現状では産地に認証取得を求めるとともに優先的に棚割り

をしております。 

  ○武：GAP に関しての説明はどう行っていますか。店頭で行ったり、パネルを設置し

たりしていますか。 

  ○久：現在検討していますが、JGAP については、例えばデジタルサイトでセブンフ

ァームの取組を説明しながら、GAP の説明を行っています。今後については、

GAP 認証品の「顔の見える野菜。」の販売促進の中で実施していきたいと考え

ています。 

  ○武：ありがとうございます。もう一つ、農業者側から見た話をしていきたいのです

が、農業者から見た GAP 認証に期待する役割、得られる効果について、重複す

る部分もあるかと思いますが、斉藤さんは GAP 認証に期待した役割・効果につ

いてお話をいただけないでしょうか。 

  ○斉：認証取得当初は、あまり期待していませんでした。当初、特別栽培農産物に取

り組んでいたのですが、バイヤーから良い評価はいただけず、どうしたものか

と考えている時に、セブンファームの取組を見て、これからの農業はこの様な

形になると考えて取り組みました。私の中では、量販店等で野菜を売ってもら

う時に、特売の目玉として（安く）売られるのがとても嫌で、GAP 認証を取得

すれば評価され、安売りの対象外となるのではないかと期待して取り組みまし

た。グループとして取り組んだメリットは、経営の全く違う個人４名で生産し

ていますが、GAP に取り組むことで、基準が全員同じため、４名全員が同じク

オリティーで生産できることがメリットだと思います。 

  ○武：JA の立場から見るとどうでしょうか。 

  ○相：当組合には、直販の取引の中で斉藤さんのように先進事例があり、組合として

GAP を推進していますが、「する GAP」と「とる GAP」がある中で、認証ありき

ではなく、生産者全体を底上げする、実践する「する GAP」を推進しています。

期待するところは、取引先との信頼醸成というところもありますが、先ほど武

田さんの講演にもあったように、農作業事故を減らす、残留農薬の事故を減ら

すという意味で、農場に潜むリスクに気付かせてくれるツールとして、GAP を

使っているという状況です。 

  ○武：具体的に聞いてみたいのですが、JA として組合員に対して指導やアクション

を起こしているのか。 

  ○相：すいかやニンジンといった基幹品目について部会があるので、GAP についての

説明会を開催したり、チェックリストを配布したりといったことを行っていま

す。 

  ○武：そうなると、かなり取組を進めている生産者と少ししか取組をしていない生産

者が混ざっているかと思いますが、「GAP をする」という流れは JA の各部会で

出来ているということですか。 

  ○相：生産者の GAP に対する認知は高まっており、取組のレベルに差はありますが、

理解はされています。中には片付けや記録を付けることを苦に思う生産者もい

て難しいところもありますが、組織全体で意識付けを行っています。 

  ○武：チェックリストとおっしゃいましたが、何かの GAP を使っているのですか。 

  ○相：以前は、JA 生産部会独自のチェックリストを作っていましたが、ここ２年は
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「ちば GAP」の内容を参考にしています。 

  ○武：わかりました。GAP 指導を行っている徳留さんにお聞きしたいのですが、徳留

さんにとって GAP 認証の価値、指導する農業者に対してどのような話をしてい

るか。 

  ○徳：まずは GAP に取り組むところから始まり、農業者と話をして、どこに販売した

いのか、どこを狙っていきたいのかを聞いて、農業者に対して、認証を取得す

る・しないの判断、認証を取得するのであればどの認証を取得するのかを考え

るように促します。ですので、斉藤さんの時もそうでしたが、斉藤さんの場合

は、「認証をとる」からスタートしましたが、どの GAP 認証を取得した方が良

いのかという話になった時も、「斉藤さんがどこに販売をしていきたいのかを、

経営者として考えてください」と話をしました。 

    指導するに当たって、GAP をすることのメリットですが、斉藤さんの場合、斉

藤さんは「指導前は食品安全の考え方が分かっていなかった。」とおっしゃっ

ていましたが、指導後は食品安全の知識も取組もレベルアップし、食品事故を

起こす確率は低くなったと思います。労働安全や環境への配慮等についても同

様で、GAP に取り組む、これは認証取得への取組も含めて、農業者の知識や取

組のレベルアップにつながると思います。 

  ○武：色々な取組を指導されてきた中で、食品安全や農薬・肥料の管理など様々な項

目の中で、どの項目が一番ハードルが高いと感じていますか。 

  ○徳：話をして一番分かってもらいやすいのは、農薬など食品衛生に関することで、

これは出荷先からのクレームに直接つながり、販売に直接つながることから、

理解されやすいです。しかし、労働安全になると、「今まで事故は起こってい

ないから（このままでも）大丈夫だよ。」と言われることが多いです。まだ、

大きな事故につながる可能性があるものについては理解されやすいのですが、

ちょっとした怪我につながる可能性があるものについては「やらなくても大丈

夫。」と言われることが多いです。 

  ○武：斉藤さんが実際に取り組んでみて、一番大変だったことは何ですか。また、や

り始めて、取組を保ち続けることが一番大変なことは何ですか。 

  ○斉：私の場合は、記帳する癖をつけることが一番大変でした。一番最初に作っても

らった様式では２年くらい記帳しましたが、１日１枚記録する様式だったため、

間が空いてしまうと…。日々記録しやすいように現在の様式になるまで何回も

様式を見直し、継続できるように変えるまでが大変でした。それと、先ほど徳

留さんがおっしゃったように、リスク検討をしたときに、取扱説明書を全部集

めるなど「そこまでやる必要があるのか」と思ったし、コマツナを収穫してか

ら出荷するまでの間で危険箇所を探したり、今まで考えたこともないことを書

き出したり、それがすごく大変でした。 

    維持していく上で一番大変なことは片付けだと思います。審査が終わって、一

息つくと、中だるみしてしまいそうになります。しかし、そこで初心に帰って、

GAPに取り組み始めて不要な物を捨て続けた３ヶ月を思い出し、記帳を貯めず、

技能実習生に対しても農場全体を掃除するように指示し、維持していくことが

大切だと思います。 

  ○武：私の農場でも GAP に取り組んでいますが、私が維持していく上で一番大変なこ

とはスタッフの教育だと思います。教育は絶えずやり続けなければならず、人

が代わればやり直さなければならない。私の農場は全員日本人ですが、外国人

技能実習生を活用する上で、難しい点はありますか。 

  ○斉：出身国によって「これでよい」という基準がありますが、私の場合、パッケー
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ジ作業場は、毎朝私が作業開始前に掃除を行っています。研修生に対し、ごみ

があれば拾うなど口頭で指示をしていますが、その前段に、自分自身が率先し

て行動する姿を見せることで、同じように行動するようになってくれます。ま

た、農場内の各所に母国語で注意喚起の掲示することで、常に注意して行動し

てくれるようになります。 

  ○武：絶え間なく指示をしているからやるようになるということですね。私の農場は、

最初は２ha で作業者は２人だったため、意思疎通が出来て農場管理レベルを

高く維持することは簡単でした。作業者が増えてくると、感覚に頼ってはいけ

なくて、一定のルールを作り、それを周知・教育する、そしてそれを絶え間な

くやり続けることで、人数が増えても、だれが担当しても、だれが休んでも、

高いレベルを維持できるようになります。ここに外国人技能実習生が加わると、

また違った難しいさがあるのではないかと想像します。 

    会場からの質問ですが、「記入漏れなく記録するコツやルールがあれば教えて

ください。」とのことですが、斉藤さんいかがでしょうか。 

  ○斉：私の場合は、４名の共同出荷者がどの取引先に対して、１週間だれがどこに何

ケース出荷するか示す分荷表を作り、毎週土曜日の朝に配るのですが、当初は

毎日作成していました。そうすると、作成を忘れて記憶頼りということがあり、

私がチームの分荷表を作成するようになってからは、とりあえず１週間分の予

定を作成し、それに対して変更や追加分を日々微調整するやり方に変えました。

私自身は、日々出荷物があるので、日々記録を付けなくてはいけないのですが、

「やりやすいやり方」を見つけることが大切だと思います。 

  ○久：貯めないということですね。 

  ○斉：貯めたら終わりなので。２週間飛んだら、飛びますから。以前、徳留さんに記

録が飛んだ時、すごく怒られたので、それ以来やらなくなりました。 

  ○武：徳留さんに同じ質問をしますが、GAP 認証を維持する上で一番大変なことや、

記入漏れなく記録するコツなどありますか。 

  ○徳：維持するということですと、農業者のみなさんは栽培や出荷のため、朝から夜

遅くまで作業しており、夜に使ったものを元の場所に戻すということが出来な

いことがあります。そして、それが数日積み重なると、色々なものが色々な場

所に置かれている状況が生まれてしまいます。そういった状況を無くすことが

一番大切です。何か所にも置きたいのであれば、置き場所を何か所にも決めて

良く、1 か所にこだわる必要はないと思います。大切なことは、決めた場所以

外の場所に置かないということです。使いやすい農場づくりをすることが大切

です。 

  ○武：取組をやめてしまうと汚くなって、働きにくくなってしまうということの歯止

めになりますね。ちなみに、私の農場はソリマチのフェースファームというシ

ステムを導入しました。人数が増えてくると、記帳する際に、記帳するノート

がある場所に戻ってきて、夕方に記帳待ちが起きてしまいました。そうすると、

今日は早く帰りたいと思っている作業者は、「記憶して明日書けばいい」とな

って、結局忘れてしまいます。フェースファームは、各自のスマホから入力で

きるので、みんなすぐに入力するようになり、記録漏れがなくなりました。そ

の場で入力できることは IT システムを活用することのメリットの一つと言え

ます。 

    では、質問を変えまして久留原さんに質問です。「「顔が見える野菜。」の生産

者が GAP に難色を示す場合、取引を中止するのか。」という質問ですが、いか

がでしょうか。 
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  ○久：それはありません。ただ、（GAP 認証取得を）推奨しているので、棚割りを含

めて、今後 GAP 認証取得者が増えれば、そちらの棚割りが拡大することになり

ます。 

  ○武：結果的に、減ってしまうということでしょうか。 

  ○久：そういうことになります。今後、GAP を対象とした販促を行う時には、そこか

ら除外されることにもなります。そういったことが今後起きる可能性がありま

すということです。 

  ○武：（GAP 認証の）ポジションとしては、「必須」ではなく「推奨」、優先取引とい

うことでよろしいでしょうか。 

  ○久：イトーヨーカ堂としては、今後優先的に販売していきますし、販促についても

考えていかなければなりません。品数と数量が揃ってくれば、それが出来るよ

うになります。ネット販売については、すでに始めています。今日のイトーヨ

ーカ堂のチラシだと、金曜日に日替わりでコマツナが入っているので、千葉県

だと斉藤さんグループのコマツナになりますので、ぜひよろしくお願いします。 

  ○武：続けてよろしいでしょうか。「今後、JA 等にも GAP 認証取得を求めていくので

しょうか。」という質問です。先ほどの講演でもすでに求めている事例があっ

たかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ○久：弊社の場合は、最初に申し上げたとおり、「顔が見える野菜。」については、生

産個体認証という形で実施しています。したがって、JA に求めた中でも、先

ほど JA 奄美のジャガイモの例がありましたけども、JGAP 部会というものを作

っていただき、取組を進めてもらった。「顔が見える野菜。」においては、JGAP

認証のマークを付けた販売が可能となる。最近では、オリンピックの絡みもあ

りましたが、北海道の羊蹄では 20 名程度で JGAP 部会を作っていただき、農林

水産省の力も借り、そういった形での推奨ということを行っています。 

  ○武：わかりました。一つ思い出したのですが、日本コカ・コーラ社の綾鷹の茶葉は、

全て認証取得したものですが、（GAP 認証取得の）要求を（農業者に）始めた

ときに、認証を取得しなければ取引をやめると話していた。外資系はピシッと

やります。そして、実際に認証を取得しなかった方は、取引を打ち切られてい

きました。なかなか実行しづらいことですが、実行する企業はあるということ

です。 

    次は、斉藤さんにですが、講演でも話があったかもしれませんが、「（認証取得

は）販売へも影響があったいうことですが、具体的にはどのような影響があり

ましたか。」ということです。 

  ○斉：販売への効果についてですが、一番はイトーヨーカ堂が高く評価してくれたこ

とです。（2009 年にセブンファームを）見学して、久留原さんに「絶対に認証

を取りたい。」という話をして、実際に認証を取得したことを報告すると、久

留原さんと「本当に取ったんだ。」という話になって、自分の農場とグループ

を高く評価してくれた。（認証取得までは）「納め」が３～４割で、残りは市場

出荷であり、市況次第ではがたがたになっていましたが、イトーヨーカ堂と取

引を始めて１０年が経ち、今では市場出荷は０で、全て契約販売となり、安定

した経営状態になって本当に感謝しています。 

  ○武：経営の安定に寄与したということですね。 

  ○斉：経営の安定には、すごく効果がありました。 

  ○武：売り先が、しっかりと確保されたということですね。 

  ○斉：また、規格についても、通常コマツナは３０～３５ｃｍで出荷すると思います

が、私たちのグループは、泥が付いていないといった品質面で高く評価してい
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ただいており、多少長くても受け入れてもらっています。私たちも出荷量を多

くしたいし、取引先へ欠品があることは避けなければいけないため、多少多め

に播種していますが、それについても私たちの規格でイトーヨーカ堂が販売を

してくれているので、ロスがほとんどありません。 

  ○武：イトーヨーカ堂以外で、GAP 認証を持っているということで、取引を求められ

たことはありますか。 

  ○斉：現在出荷していますが、「味の民芸」（和食ファミリーレストラン）も GAP 認証

取得した農産物の利用を前面に出しています。 

  ○武：うどんなどを提供しているところですね。 

  ○斉：そうです。 

  ○武：たまたまですが、シンガポールとタイの企業のバイヤーが、ASIAGAP 認証を取

得しているコマツナ農家を視察したいという要望がありました。シンガポール

もタイも和食レストランが増えていて、そこでコマツナを利用したいというこ

とで、その時に（認証農場を検索したら）たまたま成田空港の近くに斉藤さん

の農場があることが分かり、当時は知り合いではなかったのですが、斉藤さん

に連絡し、バイヤーを連れて行きました。これから、そういった機会は増えて

いくと思います。実際に、私も同行しましたが、本当に農場がきれいで、包装

する作業場を見ても、異物混入が起こりえないと断言できるくらい、余計なも

のがなく、自信をもって連れていくことが出来る農場だと思いました。 

    久留原さんにですが、「「顔の見える野菜。」のゴールドラベル求める消費者は

富裕層ですか。」という質問があります。 

  ○久：値段は、普通の「顔が見える野菜。」と変わりません。「顔が見える野菜。」も

高い野菜ではありません。あくまで、「顔が見える野菜。」の中でも、お客様が

ASIAGAP・JGAP 認証取得している商品であることを見分けるためのものです。

GLOBALG.A.P.認証については、GLOBALG.A.P.認証のロゴマークはありませんの

で、ゴールドラベルで JGAP 認証のロゴマークがないものは GLOBALG.A.P.認証

だと思ってもらえばよいです。（注、ASIAGAP 認証にも、消費者向けロゴマー

クは存在しないが、ASIAGAP 認証は JGAP 認証の基準を包括していることから、

ASIAGAP 認証取得者は JGAP 認証のロゴマークを使用できる。） 

    あくまで、GAP 認証を取得しているという部分での対応なので、価格差はあり

ません。 

  ○武：農林水産省の調査では、消費者の GAP 認知度は、日本全体で 5.4％ということ

ですが、例えばイトーヨーカ堂を普段から利用しているお客さんに限ってアン

ケート調査をした場合、認知度はどれくらいかデータを持っていますか。 

  ○久：そこまでのデータはありません。まずは、個々の商品の中で、どんどん GAP 認

証の商品が出てくれば良いと考えています。品目と数量がある程度揃ってくれ

ば、GAPを謳った中での販売促進が出来るのではないかと考えています。まだ、

全店に行き渡るほどの量がありません。品目で言うと、トマトだと全体の３分

の１ほどしかなく、全店で見るとグリーンラベルが置いてある店舗と、ゴール

ドラベルが置いてある店舗がまばらになってしまいます。コマツナ１品目だけ

で、GAP 認証を謳うことは出来ないので、現在は店頭で見かけた場合にラベル

の違いで GAP 認証農産物だと分かるようにしていることを、こういった場面で

PR していきたいと考えています。 

  ○武：私宛にも質問が来ていますが、「バイヤーは JGAP と GFSI 承認（国際規格：

GLOBALG.A.P.と ASIGAP が承認スキームとなっている）規格を区別しているの

か。」というものです。これについては、イトーヨーカ堂はいかがでしょうか。
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お話を聞いている限り、どの規格も利用しているようですが。 

  ○久：基本は、生産者の方が何も求めて認証を取得しているかだと思います。輸出を

考えているのであれば、GLOBALG.A.P.や ASIAGAP だと思いますし、日本の国内

で勝負をしていくということであれば、日本に適した JGAP で良いと思う。個

人的には、JGAP 認証でも十分であると思う。イトーヨーカ堂としては、GAP 認

証を取得したものとして普及推進しているため、３つの規格（GLOBALG.A.P.、

ASIAGAP、JGAP）に対して順位付けはしていません。 

  ○武：ちなみに、コストコは GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP のどれでも良いことにな

っています。過去に、日本コカ・コーラ社は ASIAGAP を好んでいました。その

理由は、（当時の JGAP や GLOBALG.A.P.と比べて）ASIAGAP は人権に対する取組

項目が充実しているからです。ヨーロッパの企業は、GLOBALG.A.P.ですし、ア

メリカの企業は色々な GAP 認証を活用しているイメージです。 

    最後の質問ですが、「グランイート銀座でのお客様の反応はどうですか。」とい

うものです。先ほども説明しましたが、グランイート銀座は GAP を知っている

人が食べにくるお店ではなく、美味しい食べ物で釣って、楽しく食べながら、

結果 GAP を知って帰ってもらっています。ですので、ほとんどのお客さんは

GAP を知らないです。お客さんは席に着くと、スタッフから「当店は GAP 認証

食材を使っています。GAP 認証とは農家を認証する制度で、今度の東京オリン

ピックの食材基準にもなっています。」という、軽い説明を受けます。30 秒か

かるかかからないか位です。店内には、あちこちに GAP のことが書いてありま

すが、きっかけとしてはこれくらいです。説明を受けたお客さんの反応は「へ

～。」程度です。ですが、９０分間なり２時間食べると、だいたい覚えて帰っ

てくれます。興味がある人は、その場でネット検索をします。消費者向けの普

及とは、これくらいで良いのではないかと思います。あまり勉強勉強すると、

ご飯が美味しくなくなるので、知るきっかけを提供するのがグランイート銀座

です。そして、日々の生活の中で、例えばイトーヨーカ堂に行って、GAP 認証

マークがあると、消費者はそれで忘れなくなります。 

私が思うに、一つの企業が頑張るのではなく、農林水産省の GAP パートナー企

業のように、バイヤー企業も含めて、それぞれがそれぞれのやれる部分で取り

組むことで、消費者は様々な場面で GAP を目にするようになって忘れられなく

なるのではないかと思います。ということで、みんなで GAP 認知度向上に取り

組みたいと思いますし、農業者側はしっかりと現場をして、安全な農産物をこ

れからも提供し、持続可能な地域にとっても良い農業をやれたら良いのではな

いかと思います。 

    それでは、時間になりましたので、これでパネルディスカッションを終わりに

したいと思います。今日は、GAP について、様々な立ち位置のパネラーの方に

お話をいただきました。GAP の取組は、日本では 10～15 年程度の歴史ですが、

ここにきてオリンピックの影響もあって、多くの方が関心を持ち、その流れに

ついて知りたいと思う方が増えてきたと思います。これからも、各現場で新し

い取組が行われると思いますし、それぞれの立場でこの取組について考えてい

ただければと思います。 

    パネラーの皆様に拍手をお願いします。 


