
斉藤農場　斉藤知秀氏への質問と回答

No 質問内容 回答

1

GAP取得には「記録すること」
が大切とのことだが、忘れずに
記録していくコツ・ルールにつ
いて教えてほしい。

自分に合った記録様式が大切だと思います。
様式については、自分自身が記録しやすいように何回も見直
し、修正して作りました。5、6回ぐらいは変更して現在の形
となりました。自分自身が記録しやすくなっているため継続
できています。
記録についてはためない事を自分ルールにしています。ＧＡ
Ｐ始めたころに1週間ほど貯めてしまって、えらい目にあっ
た苦い経験があるためです。

2

GAP認証を維持していくうえで
一番難しいと感じたことはなに
か。

片付けや整理整頓を維持していく事です。年1回の審査が終
わると中だるみしそうになりますが、もう一度初心に返り、
片付けを始めた頃に何度もクリーンセンターに足を運び不要
物を整理整頓した3か月を思い出し取組を進めています。

3

GAP認証の取得に向け、どのよ
うなスケジュールで進めていっ
たのか。

特にスケジュールは決めずに1つずつ進めていきました。出
された宿題を１つ終わるまで次に進んでくれなかったので、
必ずやるようにしました。結果として1年かかって認証を取
得をしました。書類の整備と片付けは同時並行で行いまし
た。

4

結果として「本来は必要なのに
やっていなかった」と思うに
至ったブレイクスルー的な出来
事があれば教えてほしい。

出荷先が農場視察に来た際、質問に対して口頭でスムーズに
答えらました。さらに、その証拠として記録も見せ話がすす
められるようになりました。　　　農場内では1年前、2年前
の事は感覚で思い出しながら判断していたが今は記録から振
り返えって判断できるになりました。
労働安全上危ないことも慣れてしまい気にしない状態になっ
ていましたが、従業員にはそうではなくケガにつながってい
たんだと気づきました。

5

資料中（P20）にGAPを導入して
から販売効果が表れたとある
が、具体的に教えてほしい。

加工向け出荷先やイトーヨーカ堂に高く評価してもらったこ
とです。イトーヨーカ堂に出荷し始めて10年が経ちますが、
数年前から通常商品では無く、ＰＢの顔が見える野菜として
出荷出来ています。現在はほとんどが契約での出荷となり安
定した経営状態になっています。

6

GAPに取組むことでグループ内
で意識等の変化はあったのか。

ＧＡＰ認証商品として販売している出荷先については、以前
より厳しい目線となってきていると感じています。グループ
内でも以前に比べてしっかりやらないと置いていかれるよう
な感覚は生まれていると思います。また、以前は「やらない
といけない事」として意識していましたが、真面目にしっか
りやることが自農場にとって良いということも徐々に実感で
きるようになってきたと感じます。

7

JGAPからASIAGAPに変更しよう
と思ったきっかけはあるのか。

基準が新しく出されたので先取りしたいと思いました。

8

消費者へのGAP認知度を向上さ
せるためにはなにが有効か。

ヨーカ堂やグランイートなどの取り組みをメディアでもっと
取り上げて欲しいです。

千葉県ＧＡＰ推進大会　講演者への質問と回答



9

農場全体でGAPに取組むため、
従業員への働きかけや心がけて
いることはあるか。

代表者として自分が真面目に取り組むことです。自分が怠け
ると従業員も怠けて良いんだと勘違いしてしまいますし、注
意しにくくなると思います。

10

セブンファームを視察し、なぜ
「これからはGAPだ」と思った
のか。印象的だった点はなに
か。

同じ地域の同業者がセブンファームとして会社的な農場づく
りをしていたのが驚きで印象的でした。

産業振興株式会社　徳留康幸氏への質問と回答

No 質問内容 回答

1

GAP取得には「記録すること」
が大切とのことだが、忘れずに
記録していくコツ・ルールにつ
いて教えてほしい。

農場に合った記録の形を探ることが大切かと思います。
フォーマットは一見万能に見えますが農場に合わないと使い
にくいものになってしまう。フォーマットやノート、スマホ
やパソコンソフトなど記録しやすい物を探すのも良いかと思
います。
ルールとしてはためない事です。貯まれば貯まるほど億劫に
なるかとおもいます。

2

GAP認証を維持していくうえで
一番難しいと感じたことはなに
か。

ＧＡＰを実践し認証を取得することで、何かしらのメリット
があると生産者自身が実感することが一番難しいと感じまし
た。やはり、実感がなかった為「意味がない」「大変」と
言ってやめていく方もいらっしゃいます。斉藤農場様でも開
始当初は販売メリットはない状況でしたので、まずは自農場
内に目を向ける事に特化し、経営上のメリットをなるべく実
感できるように様々な情報提供をいたしました。そして、自
農場がレベルアップしたことで外部評価の向上が実感出来る
ようになり、現在では販売面でも徐々にメリットを実感して
頂きつつあります。
持続可能な農業経営のための取り組みとはいえ何らかの実感
出来るメリットがないと前向きに取り組くのも難しいかと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、
認証取得にあたって頑張りすぎてしまい普段の農場では出来
ない事をルールにしてしまう部分もあります。背伸びし過ぎ
の中、無理に押し進めると必ず出来ない部分が出てきます。
置き場も、保管庫も、記録もその農場のスタイルに合った妥
協案（リスクを回避できる事は前提）をまずは見つけ維持し
ていく事が良いと思います。（維持しつつ徐々にレベルアッ
プしていく。）

3

GAP認証の取得に向け、どのよ
うなスケジュールで進めていっ
たのか。

斉藤さんの場合は特にスケジュールを決めずにやっていた
が、1年ぐらいかけて実施する事をお勧めしています。（色
んな状態の農場に合わせられるから）現場は片付けが出来て
いないと進められない事もありますので片付けを優先して、
同時並行的に書類を整備していきます。
①農場の基本的情報を文書化する。
②文書化したらそれに対してリスクを探す。
③対策を考える。
④ルールや手順を決め実践する。
⑤振り返り、見直しする。



4

消費者へのGAP認知度を向上さ
せるためにはなにが有効か。

生産者と消費者の中間で野菜を使用、販売する方々が適正に
理解し生産者を評価する事も大切かと思います。生産者の認
知度を上げ、中間者の認知度を上げ、消費者がふれられる機
会をもっと作ることが必要かと思います。

5

災害に遭った場合など、復旧を
優先せざるを得ない状況にある
が、そのような中でもGAPの取
組を断念しないよう、指導者側
として注意すべきことはある
か。

守る物の優先順位をしっかりつけて取り組むことだと思いま
す。復旧を優先する中で、さらに経営に直接被害が及ぶ部分
は必ず守る。例えば食品事故、労働事故など。復旧中とはい
え農薬違反が出れば出荷停止になったしまいます。そうなる
と災害復旧どころの話ではなくなってしまします。ですので
散布記録やドリフトのリスクについてはいつもと同じように
管理するべきと考えております。経営者が事故に遭い、入院
するなども同様です。
ＧＡＰの目的は持続可能な農場経営です。状況に合わせて取
捨選択をすることも、その一つと私としては考えておりま
す。

株式会社イトーヨーカ堂　久留原昌彦氏への質問と回答

No 質問内容 回答

1

現時点で、GAP農産物は「売れ
る商品」に至っていないとのこ
とだが、今後目標達成に向けて
どのような取組をしてくのか。

講演でも述べた通りラベルを変え、目立たせて優先販売をし
て行きます。

2

今後も農場の設立を考えている
のか。各農場の視察等、受入数
は増加しているのか。

新たな拠点の設置の計画はありません。現状の中での圃場･
人数の拡大を模索します。

3

青果物、加工品でGAP農産物の
ニーズが変わってくるのか。今
後、地元野菜（インショップ
等）にもGAP認証は求められる
のか。

講演の中でも述べましたがSDGsは国を挙げての取組みです。
サスティナビリティ（持続可能）な食材を使用する事は今後
求められてくると考えています。

4

今後JAにGAP認証を求めるか。
認証を取得していれば、取引相
手として優先的に選ぶのか。

「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、JGAP部会を作ってもらっています。

5

消費者へのGAP認知度を向上さ
せるためにはなにが有効か。

「顔が見える野菜。」の商品の中でラベルを金色にすること
で、消費者の認知度向上を図っています。

6

ゴールドラベルを求める消費者
はどのような客層なのか。ま
た、GAPの種類によって訴求力
に差があるのか。

ゴールドラベルはあくまで、「顔が見える野菜。」の中でも
お客がGAP認証を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。通常の「顔の見える野菜。」と価格差はあり
ません。

7

「顔が見える野菜。」のJGAP取
得100％を目指すにあたり、生
産者が取組に難色を示す場合
「取引をやめる」か「支援す
る」か、どちらを優先するの
か。
「支援する」場合の具体的な案
があるのか。

取引をやめるということはありません。ただし、GAP認証取
得を推奨しているので、取得者が増えればGAP認証農産物の
棚割りが拡大することになります。その結果、GAP認証農産
物を優先的に取引するという形になります。



8

GAP農産物と非GAP農産物の販売
率はどれぐらい違うのか。

正確な数字は分かりませんが弊社の中ではまだ15%程度だと
思います。

9

生産者から様式の改善提案が
あったとのことだが、生産者に
積極的に取り組んでもらうため
のポイントはなにか。

寄り添って根気よく話をする事だと思います。

10

団体認証支援の事務局業務は大
きなコストがかかっていると思
うが、なぜそこまで推進しなけ
ればならないのか。

金銭面では補助金の活用などで多額な費用はかかりません。
GAPは斎藤さんも述べていた様に農家も企業的考えを持って
「経営」をしていく上でいい手法だと思います。そのお手伝
いをして信頼関係を築き安定的な供給先を確保出来れば良い
と考えています。

NPO法人GAP総合研究所　武田泰明氏への質問と回答

No 質問内容 回答

1

消費者へのGAP認知度を向上さ
せるためにはなにが有効か。

まず一つ目は、消費者向けのGAP認証の表示が重要だと思い
ます。目に触れないと、知る機会もありません。また、いつ
もの買い物や外食などの消費行動の中で、GAPが登場しない
と、しっかりとした認知にはつながりにくいです。
次に、できるだけ多くの小売業や外食業がGAP認証農産物を
扱い、それぞれの店頭で表示をしてもらうことです。

2

グランイート銀座での客の反応
はどのようなものか。
また、グランイートを通じて
スーパー等での購入に繋がって
いくような印象はあるか。

ほとんどのお客さんはGAPを知りませんが、良い農業の認証
で、農家が取る認証で、オリンピックの食材基準になってい
るということまでは覚えて帰ります。グランイート銀座は、
GAPを知るきっかけづくりを提供できていると思います。
スーパー等での購入は、JGAPは消費者向け表示があります
が、GLOBALGAPとASIAGAPには無いので、消費者には見分けが
つかないことが本質的な問題かと思います。

3

GAPの種類によって区別し、優
先的に仕入れるようなことはあ
るか。

グランイート銀座は、オリンピックの食材基準と合わせて仕
入れているので、JGAPでもASIAGAPでもGLOBALGAPでも同列に
扱っています。オリンピックが認める都道府県GAPについて
も同列に扱うのが原則ですが、魅力的な食材の提案も少ない
ので、結果として都道府県GAP認証品の採用は少ないです。

4

JGAPは今後GFSIの承認を得る方
針か。

取るかどうかは、認証プログラムの所有者である一般財団法
人日本GAP協会が決めることですが、JGAP+αの形で作られた
ASIAGAPが既にGFSI承認を取っているため、JGAPも取る意味
は無いだろうと思います。また、GFSI承認がないJGAPでも、
採用しているバイヤーは多いので、運用上の大きな問題には
なっていません。

5

オリパラ後、GAP認知度はどれ
ぐらい上昇すると思うか。

消費者向けという意味でしょうか？どれぐらいという数字を
示すのは難しいとは思いますが、GAP認証を求めるバイヤー
企業数は増えているので、それら企業が何らかの形でGAPを
表に出してくるでしょうから、上がることは間違いありませ
ん。


