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（フロンティア農業経済研究 第18巻第1号 2015.2〕

総合討論

座長 ：

質問票をいくつかいただいていますのでそれに

従って進めていきたいと思います。松田さんの橋

本報告に対する質問について質問栗をいただいて

います。まず、一つ目「IS09001は変更の都

度、内部管理システム (QMS)は改善と是正を

通して強化されている。グローバルGAPでは、

生産体制面で管理の質が向上したのか。」という

質問ですが橋本さんいかがでしょうか。

橋本 ：

はい、コメントありがとうございます。 ISOと

いうのはヨーロッパ発祥のシステムであり人を信

用しないというところから入っており、グローパ

ルGAPも人を信用しないというのを前提として

作れた組織の品質管理なのです。もともと工業製

品の分野でもいいですが、品質管理に関する日本

の組織はヨーロッバと比べてレペルが高かったと

いうのはあります。それがISOによってどこが向

上したかというのは、ブロセスを文章化すること

によってそれまで気づかなかった改善点に気づく

ことはあるのかもしれないが、今まで当たり前

だったことを明確化したという感じもあるのかも

しれません。しかし、気づいたことはあるかもし

れないですけど、劇的な向上などはなく、逆に文

章化することで生産体制とか組織の体制に負担は

かかっているのではないでしょうか。

松田：

ちょっと聞きたいのですけど、そもそもISOと

は国際標準規格で、一番の着眼点は人に説明でき

る、第三者チェックを受けてもある一定の規制値

をクリアしているということが一つ。そして国際

標準規格ということは、国際間の輸出に対しても

日本の国内商品はきちっと国際標準にいっていま

すよという信頼を得ることができるというところ

から始まっている。それでグローバルGAPを得

たことで、製造工程管理等がきちっとやられてい

るという証明となる。そして、経済的な面でもそ

れなりの数字的な成果が出て、ブライペートブラ

ンドとしても有利に販売できて収入も増えたとな

ると、当然にクオリティーマネージメントシステ

ムとして成果が上がっているはずではないか。そ

うするとGAP取得地域の農協がどういった形で

管理体制がレペルアッブしたのかという質問だっ

た。

地域として、本当のグローバルGAPの趣旨に

あった使い方ができていないのではないかという

ところが先生の報告を受けて感じた点でした。

杉村：

GAP関係でもう二つ別の質問が出ているので

それと合わせて答えていただきたいのですけれど

も、一つは武蔵女子短大の松木さんから結局のと

ことGAPは何かよくわからないという質問が来

ています。これは先生から補足していただいてい

いですか。

松木 ：

今日議論されている安全安心ということのレペ

ルに関してなんですが、今日座長解題中に安全に

ついては「ハザードに起因するリスクがない、ま

たは具体的に無視できるに近い状態である」とい

う整理がありました。これはリスクが発現するか
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どうかとは別ですよね。そうするとリスクを発現 よね。そこのところを一つ明確にしていただきた

させないという話がでてきて、先ほど有村さんが いというだけの話です。

言われた生産工程GAPというのはそこの部分だ

と思う。たとえばポジティブリストの問題です 杉村 ：

ね。ここで一回確認しなきゃならないのは、慣行 ありがとうございました。橋本さん、今のいか

栽培は危険とか安全ではないというのではなく、 がでしょうか。

慣行栽培においてリスクを発現させないという体

制を作るということが安全安心のベースにあると

いうことだとおもいます。これは保健衛生でいう

と、衛生という話に近い。

つまり、それをやったからと言って健康になる

というわけではないけれど、それをやらなかった

ら不健康になる。手を洗わないとか、歯を磨かな

いとか。そこで、今日第二報告と第四報告で取り

上げられている中心部分の安全安心というのは、

クリーン農業や特栽、有機農業という形で、つま

り、座長の最初の話ですと、ハザードの危害因子

自体を小さくすることでリスクをなくす、あるい

は縮減するということであり、そこのレペルの議

論と前述した議論は分ける必要があるんだろうと

おもいます。これは健康増進でいうとつまり、き

ちんとした食生活バランスをとるということに

よってより健康な生活を送りましょうという話で

あって、衛生ではない話だと思うのですね。

今日の橋本報告を聞いていると、 GAPという

のは第一のレペル、つまりリスクを発現させない

ための仕組みのようにも聞こえる。というのはつ

まり、環坑保全との関係であって、環境保全との

話そのものでいえば環境に負荷をかけること自体

がもう違法行為ということになった段階で、違法

行為を生じさせないために農業者は何をしなけれ

ばならないか、たとえばそういう形で出てきます

よね。そういうレペルのことを議論されているの

か、それともよりハザードを縮減させる、つまり

有機栽培であるとかクリーン農業であるとかそう

いうものとしてグローパルGAPを議論されてい

るのか、このところがよくわからなかったのです

楢本 ：

クリーン農業や特栽、有機栽培というのは生産

物自体の話ですけど、グローバルGAPは、人に

対するもの、人のやり方を対象としたものだとい

う点が特徴だとおもいます。その意味ではリスク

発現の一因であるところの「人」の行動を管理する

ためのものではないでしょうか。例えば、海外の

大規模農場などでは分業化が進んでおり、農業で

も管理作業を別の業者に委託していたりする。そ

うした中においては人の行動を監視するGAPの

ような仕組みが必要だとは思うのですが、日本の

ように農家が基本的には全作業工程を担当する場

合においては、 GAPのもつ意味も異なるのでは

ないかとおもいます。また、取引という意味から

見ると、 GAPを取得することは、産地はこれだ

け管理体制に取り組んでいる、ということを取引

相手にある意味で見せる「パフォーマンス」に現状

ではとどまらざるを得ないという状況も否定でき

ないのではないでしょうか。

杉村：

GAPが生まれたヨーロッバとは農業のあり方

が違うので、大胆に言えばバフォーマンスにすぎ

ない面があるということだったのですけれど、コ

メンテーターの有村さんからもちょっとお願いし

ます。

有村：

私はGAP的手法をこれからさらにやらなきゃ

ダメだという話をしました。たとえばですね
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〇-157の問題一つとってみても、第一次発生源は

はっきりしている訳でして一番多いのは牛です

ね。牛、羊、鹿、ネズミ。 2000年の調査では、

日本の場合一番多いのはだいたい1.5%ぐらいは

保菌していると。だから100頭牛がいると一頭か

二頭は菌を持っているが、牛は発症しないのでわ

からない。

牛同士は水飲み場などで水源感染するために、

牛群によって差がある。そういう糞を使って堆肥

を作る場合は、 60℃の発酵熱だと0157の場合は

耐熱性が強いので、菌数が10分の1になるのに普

通の大腸菌より時間がかかる。だから生き残る

チャンスは多いわけです。しかも10-100個体で

発症してしまう。そういう面では赤痢菌に似た恐

ろしい菌ですよね。

そういうこと農家はきちっと認識して作業する

必要がある。堆肥の管理においても作る時の管理

とできた堆肥を区分する。作業機械を別にする。

用水だとか灌水で使っている水に入り込まないよ

うにする。そういうものを一つ一つきちっと

チェックしていく、これがGAPですよね。そう

いう工程が区分化、体系化されており、グローバ

ルGAPでは370ほどのチェック項目が出来上

がっている。私が思っているのはその中で特に重

要な実施要覧だとか、最低これは生産者として、

北海道としてやるべきだと、というものをビック

アップしたい。その中でたとえば十勝のGAPみ

たいなものが出来上がってくると。

認証してやるということになればそれでコスト

を加値しなければならないのでプライペートブラ

ンドとして特別商品化してかなければならないで

すね。だから、そうした認証のものとは別にし

て、やはり農家の本来やるぺき生産の安全を担保

するという技術としてそれらの確認行為をきちっ

杉村：

松木先生のご質問というのはグローパルGAP

というのがリスクを発現させない仕組みなのかま

たはハザードを縮減させる仕組みなのかと、その

どちらなんだろうかということだったのですけれ

ども、今のお答えからするとリスクを発現させな

い仕組みだということでよろしいでしょうか。

ついでGAP関係で中央農試の日向さんから質

問をいただいております。これは、質問票に店い

てありますが日向さんから言っていただいてもよ

いですか。

日向：

中央農試の日向です。1番目の質問は、日本に

GAPが導入されたときに、もともと一番最初は

農業環境規範とか適正農業規範とかリスクを縮小

させるための取り組み、これは今有村さんとか松

木先生が仰った方向でずっと進んできましたが、

後になってGAPが農業生産工程管理という側面

を有してそれが合体したことが、今GAPの意義

とは何か不明確になっていることの元凶かと思う

のです。

私がうかがいたかったのはGAPを導入したこ

とによって洞爺湖農協さんなりきたひびきの農家

の皆さんが生産工程管理に関して何らかいい点と

いうのを発見できたかどうか。もしできていな

かったのであれば、やはりGAPは生産工程管理

ではなくてヨーロッバの適正農業規範をずっと受

け継いできている役目なのだろうと思ったのです

よね。先ほどのお話だと橋本さんは、それは多分

農家の人は今のところ見出してないだろうという

お話なのでたぶんGAPというのは農業規範とい

ういみのものなのだろうと理解したのですが。

と行う、そのシステムを北海道として強めていか 橋本：

なければならないということです。 実際グローパルGAPをやっている農家に一つ

聞いたところで一つ出てきたのは農薬の使用量、
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方法などについて管理することで、農薬の無駄ま い。ただそれはGAPとは別の話ですが。

きをしなくなったとか生産管理の側面もあるよう

おもいます。 日向：

個別の農家でやられている方は普通にやられて

日向： いる農業にGAPをブラスさせているのではなく

毎日の記帳管理を行うことによって使用量なん て、特栽なり有機なり何らか違うことをやってそ

かの面でそのたびそのたび考える面ができてそれ れにGAPを加えているのですか

が生産管理に活きているかもしれないというお話

ですね。 有村：

個別でやる方はネットで商売をやっているな

杉村： り、いろんなことをやっている。信用の拡大とい

もう一つ日向さんから頂いていますのでこちら うか、そういう位憶づけをもって何人かの方は

は短いので私の方からご紹介しますが、 • 個別の農 やっているとおもいます。

家がJGAP、グローバルGAPを導入する例がみら

れるが導入の背景はなんなのでしょうか。売り先

の要請でしょうか。ということです。お分かりに

なる方ぜひお願いします。

有村：

これは両面あって直接取引相手からの要請とと

もに、取得することによって販路を拡大したいと

いう視点で準備を始めている事例も聞いておりま

す。これはJGAPなのですが、売る側から要請さ

れるというのが一番手っ取り早いですけれども、

とることによって売り場を拡大、もしくは選ばれ

る産地、厳しいときに生き残る産地そこをめざし

て取得している事例もあると聞いております

杉村：

価格面ではなかなか難しいという先ほどのお話

もありましたが。

有村：

品質を維持できれば、価格は高いのでいいと思

うんですよね。ただ慣行と比較したときに、その

集落がレベルを維持できない基準を示されている

事例もあるので、そうなってくるとなかなか難し

杉村：

GAPはひとまずここでおいて別の質問に入り

ます。坂爪報告へも中央農試の濱村さんから質問

をいただいてます。いまだ安全 • 安心な農産物の

市場規模は小さいように思うのですが、北海道全

ての野菜産地にとって安全 • 安心は産地再編の軸

になりうるでしょうか？

坂爪：

例えば座長の解題のスライドにもありました

が、取り組みが一般化していくとメリットがなく

なるという図があったと思いますが、 2002年の

レペルでト レーサピリティをやっているとか、生

産履歴を記帳していますとか、当時のレベルで言

えば安全性に配慮している評価点になったのです

が、承知の通り今やそれをやることについては差

別化されない。そういった意味では取り組みの度

合いはともかく、安全安心の方向に向かっていく

努力というのはせざるを得ない状況にある、とい

うことが一つお答えしたいことです。

もう一つは濱村さんの質問の中に適合的な産地

があるかという質問があります。 一般的には小規

模多品目の産地の方が、単品で押せない分だけ有
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利販売のために安全安心に取り組んでいくという

ストーリーが考えられます。一般的には小規模多

品目の産地の方が、安全安心の方に適合的な産地

であるということがありますが、しかし、訓子府

町ではばれいしょ、タマネギの特栽でずっと取り

組んでおられるわけで、 一般的にどういうのが安

全安心にフィットするというのはすっきりと言え

ないのかなと思います。

杉村 ：

次の質問に入ります。日向さんから森さんの報

告に対して、特栽の流通コスト、選別、梱包、貯

蔵、輸送は慣行と差があるのでしょうか？

森：

生産者が出荷していただいて、倉庫に入って出

ていく、もしくは市場に着くまでのことだと思い

ますが、基本的に選別、梱包、貯蔵の仕方など同

じなので、この部分でのコストの差はありませ

ん。いろんな品目がある中で、例えば玉ねぎのな

かでも10品目の販売と、 1品目のみでどちらが手

間がかかるかといえば、 10品目売る方が手間が

かかるので、そういった部分もあり多少の差はあ

るかもしれませんが、基本的に輸送であるとかコ

ストの差はほぽございません。

日向：

慣行と特栽で流通のところでそれほど変わらな

いということですが。貯蔵に関して、例えば特栽

の方が早く出てしまうので、結果として特栽の方

が貯蔵期間が短く貯蔵コストが少し違うのではな

いかなとおもったのですが。

森 ：

私どもは、 8月から来年の 4月まで出荷しま

す。例えば、 Aさん、 Bさん、 Cさんといたとき

に、誰が一番早くて、誰が一番遅いのかはわから

ないわけです。ですから、貯蔵期間で厳密なコス

トは変わりますけれども、生産者からいただく保

管料は階段式にしているので、生産者側から見た

コストは基本的に変わりません。

例えば仕向け先によっては12月に販売を完了

したいとか、逆に1月から売りたいというところ

がございますので、そういう場合はトータルの中

で整理させていただいています。全体的にみると

当然、販売時期によってコストの差というのは短

期的にはあります。しかし、オールプールで管理

をさせていただいていますし、逆にそうじゃなく

と不公平になりますので、それで整理させていた

だいております。

日向 ：

ありがとうございます。知りたかったのは蔵に

ある期間が特栽の方が、はけるのは早いのじゃな

いかなと思ったのですが、 1月以降も欲しいと

いったところのあるということはトータルではそ

んなに蔵置き期問変わらないということになる

と。ありがとうございます。

杉村：

次の質問に入ります。中島報告に対して松田様

からの質問です。有機農業はこれからも政策的に

増やしていく方向なのか、というご質問です。こ

れは大型産地で大規模生産する方向と、それと小

規模の生産と区分しなければならないと思います

が、それも含めて中島さんのほうから説明してい

ただけるでしょうか。

中島：

先ほど説明させていただきましたが、道の方で

は有機農業の推進計画を作っており、現在第2期

目の計画も検討中です。その中でも道としては、

クリーン農業を進めているのに、有機農業も推し

進めるのかという質問がありました。有機農業ば
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かり を推すということではなくて、北海道の中に

は環境保全型農業、食の安全 • 安心に取り組む農

業は多様なあり方があって然るべきと考えていま

す。そしてそういった取組が消費者ニーズに合致

していると考えています。それはクリーン農業だ

けでもなく、有機農業だけでもない多様な農業の

在り方を追求していく中で、今後も有機農業を政

策的に進めていきたいと思っています。

杉村：

次に登録基準について、何をもってどれだけの

基準として設定されているのか、基準設定趣旨を

教えていただければと思います。

中島：

YES!cleanの登録基準は、道内で品目ごとに慣

行栽培で使用する農薬回数を調査し、そういった

中で、道では347のクリーン農業技術を開発し、

その体系を作った際に、品目ごとにその技術を

使ってどれだけ農薬や肥料を減らせるのかといっ

たことを検討しました。その中で、ここまでの線

なら収且を落とさずにクリーン農業が実践できる

というレベルを設定し、これを基準としておりま

す。

有村：

今お話があったように、 Yes!Cleanの基準とい

うのは品質収嚢を落とさないというレベルのも

のです。だから、北海道の栽培技術をスタンダー

ドなものとして、全体の技術を発展させていく機

会ということでスタートしたわけです。基準を細

かく見た方いらっしゃると思いますが、 同じトマ

トでも作型によって、ある作型が5割、ある作型

が3割までしか農薬減らせてない、そういうふう

に細かくなっています。なぜかというとその時期

の栽培型は北海道は冬季の病害虫がいるのでどう

してもこれだけの回数はやらなきゃならないと、

それをやらないとやはり品質、収黛を維持できな

い。そういう細かい技術の積み重ねとして、 一つ

一つの基準を作っています。だから、削減割合を

3割とか5割とか明確に出せないものになってい

ます。玉ねぎだと北見がベースになっているの

で、それの基準で行くと道央では栽培が難しい。

道央あたりでYes!Cleanの基準をとろうとすると

ハードルが高くて厳しいということがあります。

だから道央あたりのその基準での技術開発をし

ないと、特に肥料レベルでは基準に到達しませ

ん。そういう面で先ほどの説明でご納得いただけ

なかったと思いますが、一つ一つを積み重ねてき

ています。トマトは栽培面積の53%、約20産地

がYes!Cleanの認証をとっておりまして、野菜は

やはり高い割合となっています。現在Yes!Clean

は消費者への認知度は低いですけれども、恨行に

対する考え方が伝わってきて、覺販店などからは

中央会に産地照会の問い合わせなどがきていると

いう情報は聞いております。

杉村：

質問票は以上で終了です。それ以外の質問があ

る方は？

松木 ：

今日の議論のGAPのところがひっかかるので

すが、環境保全、環境に優しい＝食の安全• 安

心、あるいは食の安全 • 安心＝環境に優しいとい

う誤認があるのではないか。さきほど有村さんか

ら0-157についてお話がありましたけれども、堆

肥を入れるんだという議論がありましたね。化学

肥料は使っていない、けれども未熟な堆肥を入れ

てそこに腸管出血性大腸菌があればリスクは高ま

る。それから例えば堆肥の上限で言うと、

Yes!Cleanは非常に良い制度だと思っているの

が、総窒素の上限を定めている点です。そういう

規制は全道的にはないですから、そうするとラム
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サール条約湿地の近くのような環境がかなりセン

シティブな地域で、とにかくなんでもかんでも堆

肥をやると、それは周りの環境にどうなんだと。

ところが有機農業を推進している消費者団体の人

と話をしますと、有機農業の方が環境に優しいん

だよ、そこをもっと宣伝しなさいというように、

アブリオリにそこを前提とするんですね。そこの

ところの議論の区別がきち っとついていない。

GAPは環境という点からの生産工程管理で、な

んとなく環境の保全というところと食の安全を確

保するところが結びついている。そこを一度きち

んと分けて議論をしていく必要があるのではない

か。

そこで実は先ほど、松田さんの質問に関わりま

すけれど道が有機農業を推進するというときに、

そこが例えば窒素の総凪規定ですとか、周りとの

現境の保全の問題についてどのように整理をする

のか。北海道は、クリーン農業をここまでやって

きて、相対的な数値基準から絶対化していこうと

いう試みをずっとやってきたのだと思いますね。

例えば慣行の半分というような相対的な数値であ

れば、慣行を上げてしまえばその分楽になるとと

いうような議論も出て来てしまう中で、そういう

ことではなくて、ここまでですよ、という点数

化、絶対化の動きをしてきた部分と、有機農業と

いう言葉が一面で持っている 「なんでもいいから

みんながともかく無化学肥料、無化学の農薬であ

ればいいのだ」、ということとは相容れないよう

な気がします。その辺での道のお考えなり、もし

できれば皆さんの環境保全型農業と食の安心 • 安

全を高める塁業の関係をどういう風にとらえられ

ているのかをお聞かせ願えるかなと思います。

杉村：

食の安全イコール環境に優しいという点がイ

中島 ：

クリーン農業については総窒素泣を設定してい

ることに関して自負しているという話をしました

が、率直に申し上げまして、有機農業の新しい取

組においては、総窒素星の話は出ておりませんで

した。そこの部分は抜けた部分かなと思いますの

で、改めて担当の方と議論したいと思います。た

だ先生が仰ったように有機農業ということで、有

機肥料を入れればいいじゃないかという風に、逆

に負荷を与える懸念というのは我々も認識してい

るところです。そういった意味では有機農業でい

かに安定的に作れるかという技術開発をどう進め

ていくのか、これまで先進的に取り組まれている

方々の知見、経験というのをこれからもっともっ

と一般化していくというのが大事であると思いま

す。

やはりクリーン農業のこれまでの20年の実綾

の中で、技術というのを我々は非常に重視してい

ます。これは有機農業の取組を推進するにあたり

ましても当然重視しなければなりません。今先生

からご指摘していただいた点につきましては、

しっかり踏まえて考えていきたいと思います。あ

と環境保全と食の安全の兼ね合いという話もござ

いましたが、もともとクリーン農業は環境保全の

取組の中で進めてまいりました。そういった中

で、 BSE等の問題がある中で、食の安全•安心

への消費者の関心の高まりがあるということで、

結果として現境保全という取組が、基本的に化学

肥料や農薬というのが極力使わないに越したこと

がない、という消費者ニーズの高まり、そういっ

た部分でベクトルが合致した、イコールではない

が、結果としてそういう風に繋がりを持てたので

はないか、というふうに認識しております。

コールと誤解されているか、という点についてで 松木：

すが、まずは中島さんからお願いできますか。 私がクリーン農業を評価しているのは、ペクト
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ルが一致してきたところで、きちんとした基準を

作って、環焼保全というものと、食の安心 • 安全

というものをリンクさせてきちっとそれが同時に

達成されるような形にリードしてきた。そういっ

た意味で世界に誇れるようなすばらしい経験で、

今後も頑張っていただき、そういうような隈業を

リードしていただけたらと思います。

杉村：

環境保全 ・食の安心安全の在り方について意見

がある方はいらっしゃいますか。

おいて、水はきれいな水を使うことといった

チェックすべきポイン トを念頭におくことも大事

だと思いますし、次に製造、加工する方々が原料

が搬入されたときに泥を落とす行為、それを各段

階がやっていくことを改めて皆様で再確認しなが

ら、リスクをいかに減らしていくのか。そして

もっと言えば、消費者の皆様には、リスクがゼロ

になることはあり得ないこと、例えば、野菜を

買ったときに洗わないで食ぺる方はいらっしゃら

ないと思うのですけれども、改めて食べ方という

ものをもう少し皆様で理解しながら、フード

チェーン全体で理解しながら、リスクを最小限に

中村 （地域農研） ： とどめていくことが、より一層大事なことではな

技術的に有村さんが挙げられた例として0-157 いかと我々は認識しております。

のような問題が起きた時に、全部の農産物を

チェックするのは不可能なわけですよね。 GAP

等でこういうのを防ぐことができるのかな、とい

う疑問があって、これはひとつ環境の方で言え

ば、例えば窒素の総屈規制だとか、農薬の基準よ

りもっとやってしまったというのはできるのかも

しれないけれど、 0-157とかBSEとか病原菌のよ

うなある問題が起きた時に、全部をチェックでき

ていないのだから、いくら 日常的にやっても確率

としては下がるのかもしれないけど、防ぎきれる

のかなというのがあるのですけど、その点につい

てはどのようにお考えでしょうか。少し違うもの

を議論してしまっている気がしますが。

中島 ：

今まさに札幌市から出た0-157と関わっている

中で、道としていつも言っているのが、基本的に

今の世の中にゼロリスクはありえません。今、食

べ物が作られてから口の中に入るまで、色々なプ

ロセスを経ています。その中でそれぞれが各段階

においてやるぺきことをしっかりやっていくとい

うことが、リスクを最小限に食い止められること

だと思いますし、生産段階でも、例えば0-157に

中村 （地域店研） ： 

たぶん明確な答えは得られないと思うのです

が、先ほどもおっしゃられたように、ゼロに限り

なく近づくだけでゼロにならない。それでひとつ

ひとつ技術的に防ぐことができるものとできない

ものがあって、今の例えば0-157の問題について

いえば先ほど有村さんが言っていましたけれど

も、基本的に牛の糞にはかなり（大腸菌が）存在

しているわけですよね。堆肥を工業製品のように

タンクに入れて堆肥にするなら別ですけれど、自

然状態で発酵させても、それは、中心部分はもち

ろん 70度ぐらいになるかもしれませんが、外部

ではおそらく菌の繁殖に良いような状態で、それ

をそのままGAPか何かの基準に基づいて畑で撒

くということで本当に防げるのかなと思います。

そういう風に考えていくと、先ほどの繰り返しに

なるのですが、窒素だとか農薬の回数だとかとい

うものは一つの基準に基づいて努力すればなんと

かなるのだけれども、そういう一つ一つの病原菌

の問題となると、別な方法をとらないと防ぎきれ

ないし、チェックも不可能ではないかという気が

します。今のGAPで本当に防ぎきれるのでしょ
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うか？

森：

ゼロリスクという話がありましたが、消費者の

方というのはいつの間にかゼロリスクを求める人

たちが圧倒的大多数になってしまって、食品のゼ

ロリスクを求めるのですが食ぺ方については食中

毒を全然考えてないとか、ということが平気であ

ります。今の0-157の問題もそうですし、過去の

BSEの問題もそうですけれども、私どものように

生産の現場としては皆様の求めるレペルのライン

については理解していないわけではないですが、

それを100%防ぐというのは、絶対無理なことで

す。

もしそのうえで食品を安全に食ぺたいというの

であれば、全ての分析が終わった袋に入った加工

食品しかないと僕は思っています。いわゆるフ

レッシュなものというのは、全部が全部同じでは

ないですし、圃場の中からたまたまサンブルして

一つとったものに残留農薬が検出されて他の何十

個やっても出ない、ということもあります。です

からその点はあまりに高いレベルまで求められる

と、産地で物を作れないというのがあります。

我々の有機栽培なり特別栽培なりというのは、環

境保全、環境に優しいその先にイメージとして、

安全安心というのがついてくると思っていますの

で、我々がやっている有機栽培なり特別栽培が全

て安心安全を担保するものではない。そこは理解

してください。ですからそこのところをよくごっ

ちゃにされるので、特栽イコール安心安全とよく

言われがちなのですが、そこのところは割り切っ

て考えた方がいいのではないかと思っております

有村 ：

農水省のほうで生化学指標を昨年出したのです

が、その中で細かくチェックリスト出していま

す。なかなかそれを全部やるというのは大変な

チェック項目ではありますが、ただ問題はこうい

う問題が発生した時に、本来殷家の範疇でリスク

を低減できることをどういう風にきちっとやって

いるのかどうか、そこのところについて生産者側

としてはきちっとやるべきです。ただ、事の性格

からして必ず大腸菌のような問題というのは一般

的に言われているのですから、次の流通加工の段

階でもそれなりにそれぞれが宍任をもって対応す

ると、そこが連動しないと食の安全というのは保

障できない。そういう面で、生産者側でとれるこ

とはきちっとやると、その範疇であると思うので

す。だからそれでゼロリスクになるということは

できません。だから今回の場合は漬物の加工過程

でそういうリスクがあることを認識しない業者が

やったということですから、そういう認識を共通

のものにすることが重要であると思っています。

杉村：

ありがとうございました。簡単に私からシンポ

ジウムの総括をさせていただきます。本シンボジ

ウムでは北海道の野菜について、安全安心をどう

とらえるかということを議論を通じて確認したい

と、座長解題のほうでもありましたが、そこから

スタートしています。

これまで野菜について安全安心という問題とい

うのは国産と輸入だとか単純化してとらえるよう

な面がありました。しかし、 3.11以降国産品の地

位が揺らいできて、淡然とした不安をつきつけら

れているというご発言もございました。そのよう

な中で、皆様の知見を報告していただきました。

中にはGAPの問題だとかについて議論いたしま

したけれども、私が強く思ったのは、例えば橋本

さんの報告で流通、特に大手量販から安全性につ

いてGLOBALGAPの適用を求められているだと

か、森さんの報告でブライペートブランドの安全

基準を事実上の取引条件として提示されるケース

などが紹介されていました。小売業というのは消
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費者の購買代理人であり、独自の基準を構築して

安心を提供するという性格がございまして、 一概

に批判することはできないと思います。

ただなかでもゼロリスクという言葉が後半に何

回も出てきておりましたが、安全の追求というの

は際限がないもので、絶対安全というのは食べて

いる以上ないわけで、これはある程度のところで

折り合いをつけていくということが必要になって

くるのではないかと思います。また最後に出てき

ましたが、安心• 安全の何を目指すべきか、有村

さんの発言でありました基準の合理性を見直すべ

き時期に来ている、折り合いをつける方向に進む

べきだと強く思いました。そういう意味では生産

や流通に渡る協調というのが、これから求められ

ていくのではないかと思います。今回野菜の安全

安心の最初のシンポジウムですので、このような

まとめとさせていただければと思います。
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