
「持続可能性に配慮した農産物の調達基準（案）」に関するご意見

No.

該当パラグ

ラフ等

ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

1 1

農産物を主要な原材料とする加工食品が対象であるが、加工

食品そのものの生産における持続可能性への取り組みは規定

しないのか。

・持続可能性への取り組みは1次産品だけでなく、加工食品や流通・小売等のすべてのフードチェーンで取

り組むテーマと思料。

・実際のTOCOG食料調達において加工品の調達はそれなりのボリュームになると想定され、食品安全等

のリスクは加工食品生産においても管理されるべきではないか。

食品の加工・流通段階に対しては、調達コードの共通事項が適用されます。

2 1

加工食品について、…本調達基準を満たすものを可能な限り

優先的に調達することとする。とあるが、「可能な限り優先的

に」は基準として曖昧。

・1次サプライヤーは、ほぼ同程度のQCDの場合、どの2次サプライヤーから調達すべきかの判断がつかな

い可能性。

・本調達基準でカバーできなくとも、運用ガイドライン等で示す必要があるのではないか。

加工食品についてもできるだけ基準を満たす原材料が使用されたものを調達できることが望

ましいと考えていますが、一方で、加工食品については原材料が多岐にわたり、また、加工・

流通過程で多くの事業者を経由する上、様々な産地の生鮮食品を一括の原材料として製造

されたものの一部が調達されることとなるなどの理由から、基準の適用には一定の限度があ

ると考えています。

また、実際の調達に当たっては、品質、価格、供給確実性など様々な要素を考慮する必要が

ある中でこのような表現としていることをご理解ください。

3 1

各地域の特に希少な農産物や著名な農産物について、数量を

限定した特産品コーナーを設置し、ここに供給する農産物つい

ては、調達基準の対象外とすべき。

日本の魅力や文化を発信するために、希少な農産物や著名な農産物を紹介する特産品コーナーを設置す

る必要があり、出来るだけ多くの地域が参加できるよう、数量を限定した上で、これらの農産物を調達基準

の対象から外す必要がある。

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される農産物については本調達基準の対象とな

ります。

4 1

1の対象では加工食品も含まれるが、2の考え方においては農

産物（加工食品の場合、原材料のみ）と理解されないか。

加工食品については、その主要な原材料が２の要件を満たすものを可能な限り優先的に調

達するという趣旨です。

5 2

①消費者に配慮した）食材の安全、②環境保全への配慮、③

作業者の労働安全の確保に加え、④生産者の最低限度の健

康で文化的な生活の確保を条件とすること

生鮮食品および加工食品の原材料を生産する人々の生存権も保障されるべきであるため

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の尊重

や適正な労働環境の確保等を求めています。

6 2

持続可能性という定義には、食材安全や労働安全まで含まな

いので、前文を「持続可能性の観点、食品安全、並びに労働安

全の観点から～」に修正すべきである。

一般的に「持続可能性の観点」とは、人間の生産活動が自然環境に与える影響を低減する取り組みを指

す。持続可能性の拡大解釈で、盛り込みたい項目を列記しているように見えるため。

持続可能性とは環境面に限定された概念ではなく、経済面や社会面を含む幅広い要素を含

むものと考えています。

7 2

①と③について

日本の法令に限らず、製造・流通等において、各国現地法およ

び、国際法を含めた法令を遵守とすべき。

・持続可能性に配慮した調達コード（案）の本編では、左記のとおりの記載になっているものの、農産物の

基準では、日本の関係法令だけの記載で、生産国の法令の順守が明示されていません。

・化学物質の残留は、非常にリスクが大きく、食する選手の立場では、生産国における法令上の農薬等の

定めの遵守も、重要な事項です。日本の法令だけを強調するかのような書きぶりは避けるべきと思います。

調達基準の冒頭に示しているとおり、調達コード本文の規定は農産物についても適用されま

すので、生産国の関係法令の遵守は求められます。

8 2

①を「食材の安全を確保するため、有機農産物を優先的に取り

入れること。有機農産物の生産に当たり、日本の関係法令等に

照らし て適切な措置が講じられていること。」に変更する。

食の安全を確保するためには、化学農薬に頼らない有機農業で生産された農産物を取り入れることを優先

するべきである。有機食品を一定期間食べることで尿中から検出される農薬の数値が大幅に減少したとい

う研究結果もある。（参照：レポート「有機食品のみに切り替えた食事が消費者の農薬曝露に与える影響」）

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAP Advanceなどの認証を示しています。

一方、有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環

境保全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用

しないなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組

であることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

なお、食材として安全であるかどうかは、有機かそうでないかではなく、安全に配慮した取り

組みを行っているかどうかで決まるものであると考えます。
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9 2

「上記２．に加えて、東日本大震災等の被災地において生産さ

れた農産物が推奨される」との項目を追加する。

「東京 2020 アクション＆レガシープラン 2016」において、東日本大震災等の被災地の復興は、東京 2020

大会のレガシーの柱として位置づけられており、残すべきレガシーとして、「東京 2020 大会後も、地域の魅

力や復興の姿を継続的に世界に発信し、観光客等の被災地への呼び込みや大震災の記憶の風化防止を

図るとともに、産品等の活用などによる新たな観光資源の発掘や風評被害を払拭し、被災地での産業振興

を図ります」と明記されている。

また、「持続可能性に配慮した調達コード（案）」本文にも、４．持続可能性に関する基準 （５）経済 に、「東

日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」との基準が規定されている。

このような今次大会の趣旨・目的に鑑み、農産物の調達基準においても、被災地において生産された農産

物を優先的に調達することが適切と考える。

被災地への配慮に関しては、持続可能性に限らない様々な観点から丁寧に検討することが

引き続き必要であるため、調達基準の記述は原案通りとしたいと考えています。なお、被災

地産食材に関しては、日本の食文化の発信のあり方等と合わせてどのような活用が可能か

別途検討したいと考えています。

10 2

・示された3つの基準を満たさない農産物の調達を防ぐ罰則規

定等を設けるべきではないか。

・夏場の大会期間中に提供すべき必要量を満たせない場合、

冷凍・冷蔵技術を駆使して、基準を満たす農産物提供の仕組

みを前倒しで準備すべきではないか。

・大会に必要な量、品質を確保できない場合、サプライヤーによる違反行為の発生を未然に防ぐため

・和食普及のうえで、日本の優れた加工技術を駆使すれば生鮮品に劣らない品質の食品の提供が可能で

あり、量的要件を満たすことが可能であるため

調達基準に係る不遵守があった場合には、調達コード本文（共通事項）の規定に則って対応

することとなります。また、冷凍・冷蔵技術の活用等については、今後飲食提供のあり方を検

討していく中で参考にさせていただきます。

11 2

「日本の関係法令等に照らして適切な措置が講じられているこ

と。」を、「有機農業およびそれに準じるものとして無農薬、無化

学肥料で生産されてることを基本とし、これらが入手不可能な

場合においては、日本の関係法令等に照らして適切な措置が

講じられていること。」に変更する。

「遺伝子組み換え作物ではないこと」を追加する。

日本の関連法令においては、残留農薬の基準がゆるく、無人ヘリやドローンなどによる農薬の空中散布が

周辺環境を害している現状も看過されている。また欧州などでは環境や生態系への有害性から使用が認

められていない農薬も多く使用されている。このため、「周辺環境や生態系と調和のとれた」生産とするため

には、無農薬・無化学肥料などを明記する必要がある。また、日本の関係法令上は、遺伝子組み換え作物

は栽培可能となってしまっている上、食品への混入率が欧州などよりも高く認められていることから、より厳

しい基準を守ることを確保するために、遺伝子組み換えについても明記すべきである。

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAP Advanceなどの認証を示しています。

一方、有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環

境保全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用

しないなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組

であることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

また、我が国において、遺伝子組換え農作物は、食品衛生法等の関係法令に基づき、食品

としての安全性等が確認されたものについてのみ、食品としての利用が認められていること

から、調達対象から除外する必要はないと考えています。

12 2

・「日本の関係法令等」だけでなく「ILO基本条約をはじめとする

国際基準・原則」を加えること

ほか、同様のご意見１件

今日、サプライチェーンが日本国内に限られずグローバルに拡大している中で、日本の関係法令等では全

く不十分であるため

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の尊重

や適正な労働環境の確保等を求めており、その中で国際的労働基準の遵守・尊重にも言及

しています。

13 2

③の「作業者の労働安全を確保するため」を「作業者の労働安

全を確保し、労働権利を守るため、」に変更する。

労働安全だけではなく、給与や作業環境など作業者の健全な雇用条件が確保されることは、持続可能な農

業に必須である。もし農産物を生産した人が劣悪な労働環境で働いていたということがあれば、オリンピッ

クの食の調達の信頼性を損なう。

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の尊重

や適正な労働環境の確保等を求めています。

14 2 賛同致します。

調達コードの趣旨にもあるとおり、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した調達を行うという視点か

ら、農産物にとって必要十分な内容であると考えます。

本調達基準案においては、関係者からのヒアリングを行いつつ、専門家によるWGでの議論を

踏まえて、持続可能性に関する要件を設定したところです。
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15 2

in this item "For the purpose of sustainability, suppliers shall

procure agricultural products that satisfy the following

conditions (1) to (3)".  I would suggest to add a (4) item for

giving priority for food procurement to organic and non-GMO

foods.

GMO foods pose a risk to humans, animals, and the environmental. By 2020 this will be a big problem so

Tokyo could set a remarkable positive image by giving priority to organic and non-GMO food suppliers.

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAP Advance などの認証を示していま

す。

一方、有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環

境保全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用

しないなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組

であることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

また、我が国において、遺伝子組換え農作物は、食品衛生法等の関係法令に基づき、食品

としての安全性等が確認されたものについてのみ、食品としての利用が認められていること

から、調達対象から除外する必要はないと考えています。

This draft of the Sustainable Sourcing Code for Agricultural Products defines necessary

conditions concerning food safety, environmental conservation, and workplace safety in the

process of agricultural production, and mentions certification schemes, including JGAP

Advance, as tools for confirming that each product satisfies the conditions.

Although the status of being produced through organic agriculture does not confirm that

each product satisfies the conditions concerning food safety, environmental conservation

and workplace safety, this draft of the Sourcing Code recommends agricultural products

produced though organic agriculture because organic agriculture is advanced especially in

environmental consideration, as seen in avoidance of using agrochemicals and chemical

fertilizers, and can be practices for a higher level of sustainability.

Meanwhile, we do not believe that we have to exclude GMO (genetically modified organism)

foods from our sourcing process, since in Japan the use of GMOs as foods are permitted

based on the Food Sanitation Act and other related laws and ordinances only if their safety

as foods and other necessary conditions are confirmed.

農業の持続可能性を担保している認証がＧＡＰのみというのは、ここ近年のロンドンやリオオリンピックの調

達基準の考え方から大幅に変更されている。従来はオーガニックが基本で、ＧＡＰも推奨ということであっ

た。ＧＡＰは農薬や化学肥料の使用については、削減を評価する認証制度ではないので、農業の持続可能

性をGAPだけで担保しようとするのは問題だと思います。

「持続可能性」の観点では、GAPは、農業生産工程を管理することにより、「結果として食品の安全性向上、

環境の保全、労働安全の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資する」（農水

省HP）ものであり、当初目的として持続可能性を追求する有機農産物等のほうが本質的により優位に位置

していると考えます。ここで有機農産物等を入れていないのは、有機農産物等の総合的価値を軽視してい

ることになります、国際的なオーガニック食品の認知度向上の動向に鑑みると、組織委員会はオーガニック

についての認識の低さを各国から問われ、批判されることも予想されます。

国際的に通用する規格として、JGAP Advance　GLOBALG.A.Pを挙げるのならば、コーデックス規格に準じ

た有機JAS認定も入れるべきである。持続可能性の観点では、GAPよりも有機のほうが遥かに高い評価を

得ているため。

ＧＡＰは農薬や化学肥料の使用削減を評価する認証制度ではないので、農業の持続可能性をGAPだけで

担保しようとするのは問題です。有機JASをGAPと同等以上にしてほしい。また、有機JAS施行以前から、

有機JAS同等の内容で認証しており、社会的に評価されている団体もあるので、ここで認証された物も採用

して欲しい。

GAPでは、欧米で一部禁止されているネオニコチノイド系農薬も使用できるので、生物多様性を保全すると

いう調達コード本文と不整合が生じる。その点、有機農産物は化学合成農薬を一切使わないので、これを

優先することが調達コードとの観点でも有効と考えるため。
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有機JASは②については国際的基準を満たしている。①③が満たされているかどうかは、有機JASを要件

として認めた上で、付帯項目として位置付けることが出来るはずである。

有機JASの認証スキームはJAS法で定められており、認証システムはISO/IEC17065に準拠し行われてい

るので、持続可能性に配慮した農産物の調達基準を満たすものである。

農産物を広く多く作付けしていくにあたり農業の持続可能性を担保している認証がＧＡＰの考え方の変更で

ここ近年のロンドンやリオオリンピックの調達基準になっています。従来はオーガニックが基本で、ＧＡＰも推

奨でした。ＧＡＰは農薬や化学肥料の使用については、削減を評価する認証制度ではないので、農業の持

続可能性をGAPだけで担保しようとするのは問題だと思います。日本の自給率の向上にも必要です。

農産物の持続可能性に配慮した調達基準を考えると、JGAP-Advanceだけでは国際基準に満たないので

はないか。

有機JAS制度における有機農産物の日本農林規格は、コーデックス基準に準拠した基準であること。また、

ISO17065の基準を満たし、国（農林水産省）から登録/認可を受けた第三者機関が認証をしている農家ら

により生産されたもので、国際的な認証制度に準拠し、持続可能性に配慮した農産物であると判断するた

め。

JGAP,GGAPは調達コードの４．５．のすべてを満たしているわけではない。

また①、②、③についても同様である。それぞれ過不足がある。従って認証システムとしての信頼性と環境

保全、持続可能性という観点から信頼性のある認証システムという観点から言えば、コーデックス規格に準

ずる有機JAS認定制度も並記すべきである。

現在の記述では多様な解釈が可能で、解釈によっては、有機農産物等の調達についてリオオリンピック・パ

ラリンピックの調達基準より大きく後退するおそれがあるため。

ロンドンオリンピック以降、調達基準はGAPというより、有機農業が基本で、ＧＡＰは推奨であるのが本来の

あり方であると聞いています。農薬・化学肥料使用に関する制限はＧＡＰにはない事を踏まえると、持続可

能性な農産物に対する基準においてGAPのみというのは矛盾を感じます。

・J-GAPの削除の理由として、国内外ではまだ認められていない。

・有機JASは日本の法律に準じ、国際的にも同等性が認められている事の他に、GAP以上にいろいろな面

で望ましい農産物である。

・全体としてGAPが優先され、オーガニックは推奨の一部に位置づけられているが、ロンドン大会以来の流

れでは逆であったはず。安全性や環境の面でも不公平感を持つ。

ＧＡＰは農薬、化学肥料を評価する認証制度ではないので、持続可能性をＧＡＰだけで担保できると世界に

発信するのは疑問です。また一般の碑とに対して誤解を生じさせる恐れがあります。ロンドン以降のオリン

ピック調達基準をスタートから後退させる印象が強いです。

農業の持続可能性を保証している認証がＧＡＰのみというのは、ここ近年のロンドンやリオオリンピックの調

達基準の考え方からは外れているように思えます。従来はオーガニックが基本で、ＧＡＰは推奨であり、開

催国独自の特色を前面に打ち出した方がよいのではと思う。

このままでは、環境に配慮し、持続型社会の核心的な農業という誇りと自覚で、ＪＡＳ有機認証制度で努力

して認証を維持してきた生産者に対してのみ、さらにＧＡＰ認証という手続きと経済的な負担を負わせること

になります。生産者に対してはこの説明がつきにくいと考えます。なぜＧＡＰだけが優遇されるのかという思

いです。少なくともフェアではないと思います。

16 3

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAP Advanceなどの認証を示しています。

一方、有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環

境保全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用

しないなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組

であることから、これを推奨することとしています。（この趣旨が明確になるよう修正します。な

お、ロンドン大会においては有機農産物は義務的基準ではなく、意欲的基準（推奨基準）とし

て位置づけられており、また、リオ大会においても「採算に合う範囲で」有機野菜等を使用す

るとされていたところです。）

特別栽培により生産された農産物については、これを否定するものではありませんが、地域

によって求められる水準に差がある（同じ防除回数でも地域によって特別栽培になるものとな

らないものが出る）ことから、本調達基準においては取り上げておりません。

なお、本調達基準案では、農林水産省作成のGAPガイドラインに準拠したGAPに基づき生産

され、都道府県等公的機関による第三者の確認を受けているものも該当するものとしていま

す。

・持続可能性の観点から①、②．③を満たすものとしてJGAP と

GGAPのみが認められているが、有機JAS認定も加えるべきで

ある。

・組織委員会が認める認証スキームによる認証をうけて生産さ

れた農産物の中に、有機JASの認証スキームをいれていただ

きたい。

・有機農業により生産された農産物、または特別栽培ガイドライ

ンで栽培された農産物であることを追記する。

ほか、同様のご意見２４件
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有機農業により生産された農産物は推奨されるものとしているが、有機JAS認証に加えてGAP認証を取得

することの負担に配慮する必要がある。

有機ＪＡＳ認定生産者は、認定取得のためコストをかけている。そして調達基準ではＧＡＰ取得をベースにな

るために、管理項目が二重になる要素が発生する。それを軽減するために有機ＪＡＳ管理項目にＧＡＰ管理

項目を満たす要素を付加できるような調達基準であってほしい。

調達基準３と4に加えて、有機農業により生産された農産物は推奨されるとしている。有機JAS農産物は

JAS認証制度に基づいており、これに追加してGAPの認証取得を条件にすることは、有機JAS生産者の負

担を高めることになる。

このままではＪＡＳ有機認証制度で認証を維持してきた生産者に対してのみ、さらにＧＡＰ認証という手続き

と経済的な負担を負わせることになります。なぜＧＡＰだけを特別視するのでしょうか。GAPが主軸だと現在

までのオリパラとは考え方の違いが大きいように思えます。

現内容では、環境に配慮し持続型農業という誇りと自覚で、ＪＡＳ有機認証制度で努力して認証を維持して

きた生産者に対してのみ、さらにＧＡＰ認証という手続きと経済的な負担を負わせることになります。生産者

に対してはこの説明納得できずらく、また生産者の増加も見込めない状況だと考えます。なぜＧＡＰだけが

優遇されるのかという思いです。日本の現状にあったそして未来を見据えた対応をお願いいたします。

有機農産物が推奨品の一部に位置づけられているが、3項または別項を設けてでも優先を明記し、国とし

て有機農業を東京大会のレガシーのひとつにするべきだと思う。

有機農家にとって有機ＪＡＳを取得した上にＧＡＰ認証も取得必要となるならば労力と経済的負担を課すこと

になり、生産者への説明がつかない。ＧＡＰが個々まで優遇される意味も疑問。持続可能性、オリンピックレ

ガシーと言った未来へつなぐ理念と離れている。この調達基準を読んで有機農業を志す人が生まれるとは

思えない。レガシーとしてのビジョンが、メッセージがこのチャンスに見えないことが残念でならない。

リオも有機農産物が推奨となっていたようです。日本は有機農産物の生産が少なく、８月の開催のため有

機が調達困難という指摘があるようですが、北海道をはじめ、高冷地での生産がされているのですべては

無理でも一番の調達基準としてほしいです。欧米ではオーガニックの生産・消費が増えていますし、アジア

では中国・韓国も伸びています。日本だけ無関心です。日本には「ありません」では恥ずかしいような気がし

ます。

有機農産物を２０２０年に向けて増やすことは大変ですが、貯蔵が効くものや冷凍できるものは有機のもの

を使用できるのではないでしょうか。

JGAPは記帳作業がかなり煩雑になります。米国のような大規模農家であればそれでも生産効率を確保で

きますが、一方日本はJGAPの基準で作業をすることを嫌う小規模農家が非常に多いです。オリパラでの食

材確保の困難が予想される中、斯様な基準を設けることでさらに間口を狭めてしまい自分の首を絞める結

果につながりかねません。そうであれば、広く有機JASや無農薬無化学肥料栽培などにも窓口を広げ、オリ

パラのための独自の調達基準を設けてそれをオリンピックレガシーとして残していく方が、現実的かつマー

ケットへの浸透性が高いと思われます。

持続可能性を考える上で、化学合成農薬、化学肥料の使用量を抑えて栽培する、有機農業や特別栽培ガ

イドラインで栽培された農産物は、正にそのものであると考えます。よって、この項目に、この2つの栽培基

準を追加することを要望します。

オーガニックへ向けての流れは、ロンドン、リオの流れに続くもので、世界標準を達成するためにも必要な

要件だと考えます。
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組織委員会が具体的にどの認証を認めたのかが周知されないと、不公平と混乱が生まれます。

組織委員会がどのような範囲で他の認証スキームを認めるのか不明であり、組織委員会の恣意で決まる

余地を印象づけています。ここが基準の抜け穴になり、組織委員会の信頼失墜につながる恐れがありはし

ないか危惧します。

・具体的に明示されないと産地等が努力する目標が不鮮明になるため。

・組織委員会の裁量により特例的に認められるものが増える懸念がされるため。

透明な情報開示には必要であることと公平性を保つためにお願いします。

下記に該当するＧＡＰが曖昧であるため。

・組織委員会が認める認証。

・農林水産省のガイドラインに準拠し、公的機関による第三者の確認を受けていること。

オリパラに関する認証について現在は先行してGAPばかりがメディアに取り上げられているような気がしま

す。実際にどのようなものを推進（応援）していったらよいのか、生産者が知らずじまいということにならない

ようしてほしいと思います。

18 3 本項は抹消すべきである

①GFSIベンチマーキング済であるGLOBALGAPと世界的に見ればPBに過ぎないJGAPアドバンスを同列に

扱い、かつJGAPアドバンスを冒頭に置くという愚を犯している。

②4年もあればGFSIベンチマーキング済のGAPで商品供給体制は構築できるが気迫不足、後述の通り、調

達基準（案）ではGAP,GAPもどきの玉石混交で技術水準は一定せず、世界の恥さらしになっている。

本調達基準案においては、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する

要件を設定していますが、それら要件を担保するための措置を示す必要があり、３及び４を

抹消することは適当でないと考えています。

なお、JGAP AdvanceやGLOBALG.A.P.及び農林水産省作成の「農業生産工程管理（GAP）の

共通基盤に関するガイドライン」に準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関に

よる第三者の確認を受けているものについては、これらの要件を満たすことがヒアリング等を

通じて確認できていると考えています。

FIおよびWFTOの認証スキームも最高レベルの持続可能性を保証するスキームであるため

国内外の大手企業がデュー・ディリジェンスを図っていてもなお、サプライチェーンにおける奴隷労働・児童

労働・強制労働などの人権侵害はいまだ深刻な問題であり、国内に流通する産品のサプライチェーンにも

紛れ込んでいる可能性が否定できない。基準遵守の担保方法として、第三者認証に頼らない自己申告・自

主管理だけでは、こうした人権リスクの排除は難しく、国際NGOなど世界の目は厳しく日本に向いてくるであ

ろう。

特にコーヒー、カカオ、バナナといった開発途上国で生産される農産物での課題は国際的にも広く認識され

ており、そうした課題解決とサステナビリティ実現の上で有効性が評価されている「国際フェアトレード認証」

は、欧米各国では消費者の90％前後の認知を獲得し、（産品・国によって幅があるが）市場シェア20～50％

というほど浸透している。2012年ロンドン大会、2016年リオ大会ではいずれも国際フェアトレード認証の農産

物が優先的に調達されている。

よって、この流れを引き継ぎ、国際的にも通用する第三者認証スキームを調達基準として優先することで、

東京2020大会が世界から評価されていくものと考える。

17

19

3

3

・JGAPとGLOBAL GAPとともに、FI(フェアトレード・インターナ

ショナル）およびWFTO（世界フェアトレード機構）の認証スキー

ムも2の条件を満たすものとして認める

・「組織委員会が認める認証スキーム」として、国際的に信頼性

の高い具体的な認証スキーム名を調達基準に明記し、そうした

第三者認証を受けた生鮮食品および農産物を優先的に調達す

ることを明確に掲げていただきたい。

具体例として、コーヒー、カカオ、バナナといった開発途上国か

ら輸入する農産物については、調達コード「4. 持続可能性に関

する基準」の大半の基準(※）を網羅している「国際フェアトレー

ド認証（Fairtrade Certified）」を明記することを提言したい。

（※）(1)全般①、(2)環境①～⑧、(3)人権①～⑦、(4)労働①～

⑧、(5)経済②

ほか、同様のご意見２件

・組織委員会が認める認証スキームについて、明示し、公開し

てほしい。

ほか、同様のご意見６件

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国

内で一定程度の取得事例があるものとしてJGAP AdvanceとGLOBALG.A.P.を挙げています。

また、このほか、２の①～③を満たすものとして組織委員会が認める認証スキームとしては、

JGAP Basic及びGLOBALG.A.P.が同等性を確認しているGAPを想定していますが、いずれに

しても本調達基準の要件を満たしていること（農林水産省作成のGAPガイドラインの内容を網

羅していること）を当該認証のスキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断

し、その結果を随時公表することとしたいと考えています。

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国

内で一定程度の取得事例があるものとしてJGAP AdvanceとGLOBALG.A.P.を挙げています。

また、このほか、２の①～③を満たすものとして組織委員会が認める認証スキームとしては、

JGAP Basic及びGLOBALG.A.P.が同等性を確認しているGAPを想定していますが、いずれに

しても本調達基準の要件を満たしていること（農林水産省作成のGAPガイドラインの内容を網

羅していること）を当該認証のスキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断

し、その結果を随時公表することとしたいと考えています。
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世界最高水準の食を提供することが日本の存在価値を高めるのであれば、それを提供できる産地育成に

今後最大の努力をすべきであるため。食のガラパゴス化を防ぐ必要がある。

現在の国際基準の流れに照らし合わせるべくJGAP Advanceを基準とされたものと察しますが、世界的には

否認されている農薬が使用されている事実等から、JGAPを食材調達の基準に採用することが、世界的基

準下での安心安全な食材と謳うことはできないのではないでしょうか。原則とされている「食材の安全性」

「周辺環境や生態系との調和」「作業者の安全性」に加えてオーガニック、トレーサビリティ、フェアトレード、

宗教対応など多様なレベルで要求される品質保証をJGAPの認証及びガイドラインで総合的に担保しようと

するのは難しいものと考えられます。

国のガイドライン準拠であれば、JGAPBasicも該当する。GFSI承認を睨んだPR的な要素もあるのかもしれ

ないが、説明の合理性に欠ける。

組織委員会が認める認証スキームによる認証を受けて生産された農産物についても同様に扱うことができ

るとあるため、左記内容は包含されるのかもしれないが、特に海外サプライヤーへの説明力としては曖昧。

21 3

組織委員会が認める認証スキームに、有機農産物の専門流通

団体、システムについても生活協同組合、「提携」などで行われ

ている第2者認証も入れるべきである。

日本の有機農産物流通の独自の発展とその歴史を重視すべきで、日本は消費者と生産者の信頼性に基

づく直接取引を前提に進歩してきている。それはシステム化され、専門流通、生活協同組合の「産消提携」

に引き継がれ、第2者認証をもとに、地域的取り組みにまで発展している。むしろ日本の特徴的仕組みとし

て推奨すべきである。

現在世界的には、日本の「提携」や「第2者認証」をもとにCSA（地域が支える農業）、PGS（参加型保証シス

テム）という有機農業への取り組み方法として、世界でも評価されている。東京オリンピックへの有機農産物

等の導入に際し、積極的に評価し、日本の有機農業拡大方法としてレガシーとすべきである。

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国

内で一定程度の取得事例があるものとしてJGAP AdvanceとGLOBALG.A.P.を挙げています。

また、このほか、２の①～③を満たすものとして組織委員会が認める認証スキームとしては、

JGAP Basic及びGLOBALG.A.P.が同等性を確認しているGAPを想定していますが、いずれに

しても本調達基準の要件を満たしていること（農林水産省作成のGAPガイドラインの内容を網

羅していること）を当該認証のスキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断

し、その結果を随時公表することとしたいと考えています。

一方、有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環

境保全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用

しないなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組

であることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

22 3

JGAP、農水省ガイドラインは、調達コード案にある持続可能性

に関する基準（環境、人権、労働、経済関係項目）をクリアして

おり、これらの認証を受ければ、サプライヤーとしての候補資格

は得られると理解してよいのか。また、認証を受けた上で、サプ

ライヤーとして希望する場合、採用にならない場合もあるのか。

野菜等についてGAP認証取得など、環境整備に数年かかると見込んでいるため、候補のための条件を早

めに知りたい。

農産物を供給する事業者は、農産物の調達基準のほか、調達コード本文に示す持続可能性

に関する基準についても遵守する必要があります。また、GAP認証を取得したからといって実

際の調達対象になることを約束されるものではありません。

23 3 賛同致します。

調達基準の２を担保する方法として、日本を含むアジアで最も普及しているJGAPに加え、欧州中心に海外

で普及しているGLOBALGAPの２つを使う方法は、その効力と経済合理性の両面からベストであると考えま

す。実際に農産物を調達するケータリング業者にとっても、実行可能性が高く、良い案であると考えます。

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国内で

一定程度の取得事例があるものとして、JGAP AdvanceやGLOBALG.A.P.を挙げています。

24 3

加工工場（製造工程）については、ＨＡＣＣＰシステムの導入が

必要

食品安全の観点から、ＧＡＰ認証の農産物を加工する場合、次の工程である加工工場も食品安全（ＨＡＣＣ

Ｐ）の取組みを行っていないと、フードチェーンを繋げないため。

本調達基準案は農産物の生産段階に着目したものとして整理しているものであり、加工工場

における食品安全等については、今後、飲食提供のあり方を検討していく中で参考にさせて

いただきます。

25 3 GAP一辺倒の書きぶりを改めるべき。

ＧＡＰでは、殺菌剤の使用は適正使用となっているが、近年、国際的にクローズアップされている耐性菌問

題への対応では、国が最小限使用の方針を打ち出している。GAPの規定では、最小限使用が担保できな

いため。

農林水産省GAPガイドラインにおいても、「病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり」、「農

薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施」といった、御指摘の趣旨である「農薬の最小

限の使用」のための取組を行うことが求められていると承知しております。

20 3

・GFSIが承認するGAPが国際基準の上では妥当であり、現時

点で承認されていないGAP認証を並列的に認めることは問題

ではないか。表現の上で区分すべきである。

・輸入品を調達する場合、JGAPAdvanceは認知度が低くサプラ

イヤーの立場からするとわかりにくい可能性。London2012同

様、JGAPAdvanceまたはGlobalG.A.P.と同等の水準やトレーサ

ビリティの確保やGFSI承認スキーム等を明記することを検討し

てもよいのではないか。

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国

内で一定程度の取得事例があるものとしてJGAP AdvanceとGLOBALG.A.P.を挙げています。

また、このほか、２の①～③を満たすものとして組織委員会が認める認証スキームとしては、

JGAP Basic及びGLOBALG.A.P.が同等性を確認しているGAPを想定していますが、いずれに

しても本調達基準の要件を満たしていること（農林水産省作成のGAPガイドラインの内容を網

羅していること）を当該認証のスキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断

し、その結果を随時公表することとしたいと考えています。

ただし、GFSI認証スキームは食品安全については担保していると考えられますが、環境保

全、労働安全についての要件を担保しているとは限らないと考えております。
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2020年大会における食料の調達基準は、「環境」、「社会」及び「経済」の側面を含む幅広い持続可能性に

関する取組を推進する方針になっており、それを担保する手法に、JGAP AdvanceまたはGLOBALG.A.P.の

認証の取得、あるいは農林水産省作成の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」に

準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関による第三者の確認を受けていること（以下、

「GAP」と総称）、が条件となっています。

しかし、上述のとおり、少なくとも「環境」側面においては「持続可能性に関する取組」の視点で、「有機農業

を推進する法律」第2条にあるように、「有機農業」「有機農産物」（有機農業により生産された農産物）も重

要であるといえます。したがって、今回の食料の調達には有機農産物も積極的に活用されるような取り組

みが重要と思われます。

一方、現状日本ではGAPの導入事例は少なく、それは有機農業実践生産者も例外ではありません。した

がって、この調達基準（案）に基づいて有機農業実践生産者がオリンピック・パラリンピックに供給するに

は、現在の有機認証に加えて、更にGAP認証を取得する必要があり、それは時間的にもコスト的にも多くの

負担を生産者が負うことになり、結果、長年にわたり環境に配慮し農業の持続可能性の取り組みを実践し

てきた生産者を、オリンピックパラリンピックから排除す結果になります。この事態は、今回のオリンピックパ

ラリンピックに対し、「有機農業を推進する法律」に基づく取り組みが生かされないことと同義と考えます。

ＧＡＰの確認項目のなかで現在は有機ＪＡＳ基準に掲載されていない項目が多少あるが、有機ＪＡＳ登録認

定機関が有機ＪＡＳ基準の確認を生産現場で行う際、、その項目も追加して生産現場で合わせて確認する

ことは容易である。公的第三者機関に位置づけ、ＧＡＰ確認ができるようすべきである。

第三者の確認ということであれば、認証機関の国際規格ISO17065に準じた管理が行われている有機JAS

登録認定機関を含まないのは論理的でないため。

調達基準において、GAPのみが要件であること自体に矛盾を感じていますが、有機JAS、県や民間団体が

認証する特別栽培基準（特に農薬化学肥料不使用）、持続可能な農産物であると捉えるべきであり、ＧＡＰ

の基準も追加出来れば、オリパラの本来の食材調達基準に該当することにもなり、国際的にも信頼を得る

事が出来るのではないでしょうか。

JGAP、GGAPに加え、有機JAS認定制度も同列に扱うべきで、さらに①～③を満たすかどうかの同等性の

判定にも、都道府県だけでなく、認証機関の国際規格lSO17065に準ずる有機JAS登録認定機関も含める

べきである。

認証機関の国際規格lSO17065に準ずる有機JAS登録認定機関であれば、都道府県と同等以上であると思

いますし、また、登録認定機関として培ってきたノウハウがあります。有機JASにGAPの要素を加えた内容

が良いと思います。

「都道府県等公的機関」が行う確認が、「誰が、いつ、どこで、何を、どういう方法」で行うかにより、生産物

の安全性確認は差が生じるのではないか。

　例えば、確認者はＪＧＡＰ指導員研修受講者、ＧＨ制度研修受講者とする、チェックリストを統一する、確認

方法を示す等の基準づくり、水準づくりが必要ではないか。

木材同様、都道府県等の公的機関が証明書等を発行するのか。基準論がクローズアップしすぎており、そ

の認証スキームや認証の運用方法等の議論が抜けている。結果、3と4の関係性や調達基準としての合理

性・国際的説明力が確保できていないと思料する。

・そもそも既存の都道府県GAPはオリパラ対応を目的として制度設計されていないため、基準は国のガイド

ラン準拠を確保したとしても確認のレベル（現地審査あり・なし、教育を受けた審査員・検査員が審査してい

る・していない、スキームオーナーと確認主体が一緒等）にはバラツキがある。

・国のガイドライン準拠であれば、都道府県が確認するのではなく、国の制度として運用することのほうが効

率的ではないか。（実際都道府県が今から制度を立ち上げることは負荷が非常に高く、かつ47確認制度が

できることになり、レガシーの観点からもその妥当性を検討する必要があると思料する。）

27

26

4

4

・国ガイドライン準拠の都道府県GAPは、基準は国のガイドライ

ンに準拠していたとしても、その運用実態はかなりバラツキがあ

ると思料するが、「確認」の妥当性や透明性を担保するガイドラ

インや仕組みは準備しないのか。

ほか、同様のご意見２件

有機農産物等については、項目番号4．にかかる農水省GAP取

得の例外とするか、あるいは、以下のような軽減策を提案いた

します。

（１）JAS有機認証取得生産者（または、JAS有機認証に準じる

自主基準生産の第3者認証を取得している生産者）が、本調達

基準に基づき供給を希望した場合、JAS有機の生産工程管理

規定とGAPの管理点と適合基準を比較し、GAPに対し不足する

部分のみの認証を取得する運用が、調達基準案4.にある「農林

水産省作成の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関する

ガイドライン」と同等である位置づけになるようにすること。

（2）前項の場合、生産者の事務的負担を軽減するために、「第

3者」としての確認する団体に、都道府県等公的機関のほか

JAS有機認証団体も含めることを検討すること。

ほか、同様のご意見５件

都道府県等公的機関による確認については、その標準的な方法を検討したいと考えていま

す。

有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環境保

全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用しな

いなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組であ

ることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

したがって有機農業により生産された農産物についても、農産物の調達基準（案）の２の要件

を満たすものとして、３又は４に該当することを示して頂くことが必要です。

また、有機JAS認証機関がISO17065に適合していたとしても、それをもって「公的機関」と見

なすことはできないと考えていますが、都道府県が、農林水産省ガイドラインに準拠したGAP

の確認を行う際に、必要な確認能力があると認められる団体に確認業務を委託することはで

きると考えています。
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・国際水準のＧＡＰ（グローバルＧＡＰ、ＪＧＡＰ等）がすでに存在している中で、国際的に通用しない都道府

県版ＧＡＰやＪＡグループ等のＧＡＰなど、多数のＧＡＰ認証（確認）規格を乱立させることは、生産者はもとよ

り、流通業者、消費者の混乱を招くとともに、農業生産工程管理（ＧＡＰ）そのものへの不信につながること

が懸念される。

・国が示したガイドラインであり、国が責任をもって予算を確保し、GAP認証／確認体制を整備するべきであ

る。

・国内のＧＡＰについて，グローバルＧＡＰやＪＧＡＰの他に様々な都道府県ＧＡＰ（公的機関ＧＡＰ）が整備さ

れることは，流通・消費場面で混乱を招くことから，国が第三者認証体制整備を行うべきと考える。

都道府県等公的機関が公平な第三者足り得るかという点に疑問があります。国際規格では地方自治体な

どの公的機関はここでいう第三者には認められません。次に、地方自治体の確認（認定作業）に、厳密且

つ効率的な能力が備わっているかというとこちらも疑問です。東京オリパラ食材として相応しいかどうかの

公正な判断を委任する上では、例えば既に実績も豊富な有機JASの認定機関の方がクオリティも高くなる

のではないでしょうか。

民間の確認・認証スキームではなぜダメなのか。

（例：全農安心システム、JGAP・GGAP以外の民間GAP）

30 4

「都道府県等公的機関の確認」ではなく、「認証」とするべきであ

る。

県認証等が各地で取り組まれており、レガシーの観点からも、「認証」とし、導入を促すべきである。

各認証は基準・水準を有しており、上記課題も解決できると考える。

あるいは、調達基準を「確認」と「認証」に差を付けて表現するべきである。

都道府県等公的機関による確認の仕組みは、JGAPやGLOBALG.A.P.の第三者による審査・

認証の仕組みとは異なるものであることから、両者を明確に区別するために、「確認」と「認

証」の文言を使い分けて整理しました。

31 4

「都道府県等公的機関による第三者の確認」について、都道府

県等の「等」とは具体的にどこを指すのか。また、都道府県が確

認を行わないということがあれば、救済措置のようなものがある

のか。

都道府県等公的機関とは、都道府県のほかに、市町村や複数の市町村により構成された広

域連合といった公的機関が想定されます。

32 4

・あくまでも大会向けの特例措置として認めるべき。大会以降

は、第三者認証GAPに取り組むことを努力目標として追加して

はどうか。

国内における第三者認証GAPの現状を考えると、この措置を適用しないと大会に必要な量を確保すること

が難しいと考えられる。しかし、この措置はあくまでも大会向けの特例措置であり、大会移行の本格的な国

際化に対応するためには、ここまでの経験を活かして、第三者認証GAPの定着に努力する必要があるた

め。

本調達基準は2020年の東京大会において、組織委員会が提供する飲食サービスに使用さ

れる農産物に対して適用されるものです。

33 4

レガシーを目指すのであれば、国際水準のグローバルＧＡＰや

国際水準を目指しているＪＧＡＰなどの認証スキームに絞るべき

と考える。

国ガイドラインの準拠確認を受けた都道府県等ＧＡＰとはいえ、同じ作物でも地域性等によりチェック項目等

が異なる認証が国際的に通用するとは思えないことと、現状で既に認知・運用されているＧＡＰ制度が多く、

生産者や実需者の理解が得られにくいのではないか。また、新たに都道府県等ＧＡＰを整備したとしても、

オリパラ後のニーズが不透明である。

本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件

を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも

に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。

34 4 本項は抹消すべきである

①斯界の「第三者認証」とはISO17065スキームに典拠したものを言う。「第一、第二者でないから第三者

だ」、は国内でしか通らない。恥さらし。

②農水省ガイドライン準拠の種々のGAPもどきとJGAPというもどきのアドバンス、ベーシックの技術水準の

高低はバラバラ、現場が混乱する。

③取得者が一番多いJGAPベーシックが排除されると、「日本の農業のレベルは低い」という誤ったメッセー

ジを世界に発信することになる。

④JGAPアドバンス／ベーシックというダブルスタンダードでコントロールしようという事だろうが、ダブルスタ

ンダード採用国は発展途上国である。「日本は途上国である」という誤ったメッセージを発信することにな

る。

⑤技術水準など一顧だになく、調達基準（案）はどのみちグズグズの基準であるのだから、３項、４項は抹

消しても問題が無い。

本調達基準案においては、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する

要件を設定していますが、それら要件を担保するための措置を示す必要があり、３及び４を

抹消することは適当でないと考えています。

なお、JGAP AdvanceやGLOBALG.A.P.及び農林水産省作成の「農業生産工程管理（GAP）の

共通基盤に関するガイドライン」に準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関に

よる第三者の認定を受けているものについては、これらの要件を満たすことがヒアリング等を

通じて確認できていると考えています。

28

29

4

4

・「都道府県等公的機関による第三者の確認」について、当該

公的機関の有効性への疑問

ほか、同様のご意見１件

都道府県等の公的機関は売り手でも買い手でもない公平な立場にあり、また、、当該確認に

ついては都道府県の農業部局による確認を想定している中、確認能力に関して問題ないも

のと考えていることから、公的機関としています。

都道府県等は、現場の取組実態や農業技術に精通しており、公平・中立な立場で、生産者の

取り組みに関する確認を行う能力を有していることから、これを活用したいと考えています。

・農林水産省作成のガイドラインに準拠した農産物の第三者確

認については，都道府県に対して認証体制の整備をすすめる

のではなく，国で体制整備を行っていただきたい。

ほか、同様のご意見１件
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35 4 賛同致します。

特定の第三者認証制度を利用することは、その効力と経済合理性から良いと判断できますが、調達する農

産物の多様性や、持続可能性を高め確認する手法の多様性を考えますと、その他の方法も活用できるよう

にしておくことは重要であると考えます。

本調達基準案では、農産物の生産における食材安全、環境保全、労働安全に関する要件を

設定した上で、それを担保する方法の一つとしてJGAP Advanceなどの認証を示すとともに、

認証以外の方法として、GAPガイドラインに準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公

的機関による第三者の確認を受けているものも認めているところです。

持続可能性に最大限配慮するのであれば、有機農産物を「可能な限り調達」するのが論理的であるため。

有機農産物を脇に置いてGAPを優先するのは、持続可能性の観点では妥協以外のなにものでもない。

この調達基準によって、国内の有機農業がさらに発展できるように、「推奨」から「優先する」または「一定割

合を導入する」にあらためてほしい。

実際に「生産者における持続可能性の向上に資する取組を一層促進する」ためには、「推奨」では努力目

標となってしまうため。

37 5

有機農業により生産された農産物が推奨されているが、第三者

認証機関によって認定された有機JAS農産物と、有機農業推

進法によって定義された有機農業による農産物が、なぜ同じ扱

いなのか疑問である。

有機農業推進法によって定義された有機農業による農産物は、第三者による認証が担保されていません。

「有機農業の推進に関する法律」で規定される有機農業により生産された農産物について

も、同法で定める一定の基準を満たすことが示されるものであれば問題ないと考えていま

す。

38 5

「有機農業により生産された農産物」ではなく「第三者認証及び

自己宣言、提携、第二者認証によって生産された有機農産物」

とすべきである。

③については、有機JAS規定には含まれていないが、別途付加することは可能である。そのほか①～③で

不足する項目は、別途管理基準を作成し、継続的遵守の仕組みがあることを確認すれば実行可能である。

その確認は、有機JAS登録認定機関が行うことが望ましい。その方法をさらに進歩させ、有機農業の規格

を、人権等まで含めたものに発展させることをレガシーとし、さらなる有機農業の発展の機会とすべきであ

る。

５に示す「有機農業により生産された農産物」には、有機JAS認証品のほか、「有機農業の推

進に関する法律」で規定される有機農業により生産された農産物も認める予定です。

39 5

「上記２に加えて、」の後に「有機農業先進国に匹敵するような

目標をもち」を加える。

持続可能な有機農業を促進させていくためには、有機農業先進国に匹敵するなどより具体的な目標を掲げ

る必要があるため。

他の推奨事項もある中で、ご意見のような記述を追加することは控えたいと考えています。

40 5

調達基準を満たす農畜産物を含めて、持続可能性に配慮した

ことが認められ推奨されるものについては、大会を契機にブラ

ンド化が図られる戦略を講じるべきである。

推奨された農畜産物が海外から高く評価され、大会を契機として海外も含めて販路が開拓されるようマー

ケティング戦略と連動した取組みが不可欠であるため。

認証の取得を含め、本調達基準を満たす農・畜・水産物を供給するための取組が拡大し、将

来の輸出促進等につながることが期待されます。ご意見に関しては、農林水産省において

GAP認証等の取得促進に取り組まれるものと承知しています。

41 5 棚田のコメを推奨してはどうでしょうか。

日本及びアジアの農業の特色の一つとして、棚田のコメがあります。持続的な水利用や農業の多面的機能

を発揮して大雨等から環境を保全する農法として次世代に引き継ぎたいものです。生産者における持続可

能性の向上に資する取り組みとして、一層促進すべきものと考えます。

棚田米のような取組も念頭に、５において、世界農業遺産や日本農業遺産など国際機関や

各国政府により認定された伝統的な農業を営む地域で生産された農産物を推奨しています。

42 5

「障がい者が主体的に携わって生産された農産物」を推奨する

ことは賛同致しますが、その定義を明確にすべきです。

このタイプの話を一般的に農福連携と言っておりますが、2つのタイプがあります。一つは農家が障がい者

を労働者として直接雇用するタイプで、もう一つは農家が障がい者施設に農作業を委託するタイプです。前

者は労働基準法を順守しているかどうかで判断すればよいのですが、後者は作業の受委託のため、一般

的には考えられない低い金額で受委託されているケースがあり、その結果として農家は過剰に大きな利益

を上げ、障がい者施設は障がい者に十分な報酬を払えていないという労働搾取のような構図になっている

ことがあります。

悪質なケースは除外できるよう、その定義や遵守状況の確認・モニタリングをする方法を工夫する必要があ

ると思います。

障害者が主体的に携わって生産された農産物については、販売を目的に農産物の生産を行

う障害者就労施設等から供給される農産物を想定しています。また、国において、障害者が

主体的に携わって生産される農産物であることを確認するための仕組みを検討する予定と聞

いており、そうした仕組みの下で認定された事業所から供給される農産物も含めていきたい

と考えています。

ご指摘の点については、運用に当たっての参考とさせていただきます。

36 5

有機農業により生産された農産物を含め、５に示す農産物については、生産者における持続

可能性の向上に資する取組を一層促進する観点から推奨していますが、こうした農産物は供

給量や価格の面での制約も小さくないことから優先すべき等とまではしていないところです。

「～推奨される」は「優先する」あるいは「一定割合を確保する」

などの文言に修正すべき。

ほか、同様のご意見３件
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43 5

有機農業や障がい者主体の生産を推奨することは理解できる

が、調達基準の3と4の関係が曖昧。

サプライヤーの立場に立った場合、3,4,5の優先順位をどう判断すればよいか。特に、5の基準に基づき調

達される食材はどのような想定かがわかりにくい。

サプライヤーは２の要件を満たすものとして、３または４に該当する農産物を調達する必要が

ありますが、その上で、さらに該当することが望ましい農産物を５に示しています。

44 5

この項に限らず、調達コード案全般で「フェアトレード」とい

う言葉が全く見当たりませんが、可能な限りフェアトレード

認証商品を調達する、またはそれを目指すことを明記して

ください。

2012年のロンドンオリンピック・パラリンピック大会では、全競技会場で、フェアトレード認証商品（コーヒー、

紅茶、チョコレート、砂糖、バナナ、ワイン、オレンジ）が提供されたということです。

フェアトレード認証商品の調達は、「調達コード案」（４）労働の項にもある、サプライヤーにおける労働搾取

（児童労働、強制労働、人身取引を含む）を防ぐために有効な方法です。まさに持続可能な世界を作ってい

くためには、最低限、上記に例示された食品については、フェアトレードでの調達を目指すべきです。

実際に調達することによるメリットだけでなく、そのように組織委員会が宣言することで、日本（内外）の企業

にも持続可能な生産への意識変革を促し、フェアトレード認証を取得するための努力を促すことになりま

す。それは、東京でこの大きなイベントを開催することの大変重要な意味になると考えます。

７に示す「持続可能性に資する取組に基づいて生産され、トレーサビリティが確保されている

もの」については、フェアトレードに関する取組に基づいて生産された農産物も想定していると

ころであり、その旨明示するよう修正します。

45 6

「国内農業の振興と」を「国内の有機農業の振興と」に変更す

る。

農林水産省調査によれば、国内農業者の約半数は流通や技術などの条件が整えば有機農業を実践した

いと考えている。

２０１７年に確定されるフードビジョンで有機農産物の調達が明確になされれば、2020年までに、認証を得

た有機農業者をより着実に増やすことができる。これにより、当項目後段に規定する「国産有機農産物を優

先的に」をより確実にできる。

有機農業により生産された農産物については、調達基準の第２項にある食材安全、環境保

全及び労働安全に係る要件を担保するものではありませんが、農薬や化学肥料を使用しな

いなど環境面の配慮が特に優れたものであり、持続可能性の一層の向上に資する取組であ

ることから、これを推奨することとしています（この趣旨が明確になるよう修正します）。

46 6

サプライヤーは指定された品質の商材を生産地から製造・加工

現場までトレーサビリティが確認できる管理で流通させることが

必須である。(調達コードに「物流管理」を加える）

ＧＡＰ認証や有機認証など調達コードに合致した適正な生産による商材であっても、物流上、他商品と混在

してしまっては無意味である。サプライヤーは適正な「商流・物流・情報流」の管理により供給することが必

要である。調達コードは物流管理を含めたものであるべきである。

本調達基準案においては、サプライヤーに対して、認証の取得状況等について合理的に説

明できる書面その他の情報を保管し、組織委員会の求めに応じて提示・説明できるよう求め

ることとしており、サプライヤーがこの説明義務を果たすよう対応する中で、サプライチェーン

における適切な分別管理や情報の管理・提供を順次（サプライヤーは２次サプライヤーに、２

次サプライヤーは３次サプライヤーに、というように）求めていくことが当然なされるものと考え

ています。

なお、ご意見を踏まえて、８パラグラフにおいて、「トレーサビリティの確保のために」と追加す

ることとします。

47 6

サプライヤーは指定された調達コードの商材を適正に加工・調

理・保管できるような情報を実需者に提供しなければならない。

産地・品種・収穫日、ポストハーベストなど。実需者が調達コー

ドに合致している商品であることが確認できる情報を提供する

ことを義務づける。

生鮮青果物においては商材により調理目的が異なり、厨房や調理現場で取扱いが多種に及ぶ。また同一

商材でも複数の産地（調達ルート）により調達したものは後工程〔メニュー化）を考慮すると必要な情報が付

加されているべきである。証憑として納品書や送り状に正しく必要事項が記載され調達ルート上、流通責任

が明確になっていることが必須である。

ご意見にあるような情報の提供については、サプライヤー（ケータリング事業者等の実需者）

と２次サプライヤー等（食品流通事業者等）との取引の中でそのあり方を決めるべきものと考

えています。

48 6 賛同致します。

国産農産物を優先的に選択することは、参加・協働の取り組みを大きく促進するものです。生産者の視点と

しては、自分たちの育てた・採ったものが東京2020大会で使われることが最上の喜びであり、参加の意識

を強く感じられるものです。日本の農畜業従事者209万人およびその家族・親族・地域コミュニティの人々の

東京2020大会への参加感を高めるでしょう。

国産の農畜水産物が使用されることで生産者をはじめとする関係者の参加感が高まること

は、国全体での盛り上げという観点からも重要と考えています。

49 6

・サプライヤーは調達基準を満たす国内農産物を選択するだけ

でなく、最終的に選手等の大会関係者に提供するプロセスにお

いて、物流から加工、販売に至るサプライチェーン全体の最適

化に努力することを義務付けるべきである。

・調達基準により生産者サイドのみに負担を強いるだけでは、国産品の奨励、和食の普及に支障をきたす

ため。

・できれば、流通、販売段階においても国際基準に準拠した認証等を取扱い条件として課すべきではない

か。

ご意見については、今後、飲食提供のあり方を検討していく中で参考にさせていただきます。
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50 6

・国内産の利用を可能な限り拡大するため、サプライヤー側が

産地側に対して、調達基準に則った取引条件の提示と大会を

契機とした本格的な調達の開始を明示することにより、産地の

積極的な取組みについて動機付けを行うべきである。

現在のままでは、産地側において大会を契機に調達基準を満たす意欲を高めるうえでの誘引策が不足し

ているため。国際化に対応した世界基準の取引条件と努力期間を提示すべきである。

ご意見については、今後、飲食提供のあり方を検討していく中で参考にさせていただきます。

51 6

温室効果ガス排出の抑制を考慮して、「旬」を考慮した農産物

の選択も明記すべき。

一般的に、旬の農産物を露地栽培した方が、旬ではない農産物をハウス栽培するよりも、栽培時に必要な

エネルギー量が1/6～1/10程度も少なくて済む。

ご意見については、今後、飲食提供のあり方を検討していく中で参考にさせていただきます。

52 6

農産物の生鮮食品は天候によって生産量が左右されることを

考慮し、過不足に対する対応方法を調達コードに記述するべ

き。生産者・サプライヤーが天災や病害により供給不能により

大きなリスクを背負わないような配慮をコードに記述する。

生鮮品のサプライヤー側（中間流通業・生産者）は欠品を恐れ大量購買・大量生産によるリスク回避をとる

ことが多い。その為、相場の乱高下が発生し生産者側のリスクは常に高い。調達コードに「持続可能な取引

形態」を推奨し業界全体のリスクを緩和させることが必要である。

適切な飲食サービスの提供において食材の確実な調達は非常に重要な要素であることか

ら、ご意見にある天災や病害等が発生した場合の対応については、別途検討したいと考えて

います。

53 6

　調達コード本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配

慮も必要」と記載されている上、閣議決定された基本方針にも

「復興五輪」として被災地の復興の姿を世界に発信する旨の記

載があることから、調達基準にも東日本大震災等による深刻な

被害を受けた地域の農産物が積極的に調達されるよう明記す

べきである。

　修文案としては以下のとおり。

＜基準6に追記する＞

「～温室効果ガス排出の抑制等への貢献を考慮し、国産農産

物を優先的に選択すべきである。特に東日本大震災等による

深刻な被害を受けた地域の農産物を積極的に調達すべきであ

る。」

調達コード P8　(5)本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」と記載されている

上、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に基づき閣議決

定された「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の

推進を図るための基本方針」に「『復興五輪』として、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう被災地と

連携した取組を進めるとともに、被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」と記載されている

ことから、東日本大震災等によって深刻な被害を受けた地域の農産物が積極的に調達されるよう調達基準

にも明記すべきである。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮については、これまでの調達

コードの検討においても議論がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限

らない様々な観点から丁寧に検討することが必要であるため、調達基準の記述は原案通りと

したいと考えています。

54 7

「組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づいて生

産され、」を過去のオリンピック・パラリンピックの食の調達基準

における有機またはそれに準じる農産物の調達基準と同等か

それ以上を達成するものとして組織委員会が認める持続可能

性に資する取組にもとづいて生産され、」に変更する。

現在の記述では多様な解釈が可能で、解釈によっては、有機農産物等の調達についてリオオリンピック・パ

ラリンピックの調達基準より大きく後退するおそれがあるため。

国産・海外産にかかわらず、２の要件を満たす農産物を調達することが原則ですが、他方

で、海外産でなければ調達できない農産物について２を満たすことの確認が困難な場合があ

り得ると考え、例外措置を設けています。なお、「持続可能性に資する取組に基づいて生産さ

れ、トレーサビリティが確保されているもの」については、例えば環境保全などの取組が確認

できるもので、どこから調達したか追跡可能な状態のものを想定しています。

55 7

・海外産の農産物の持続可能性に資する取組やトレーサビリ

ティが確保されているものをどのように確認するのか、誰が確

認するのか等が曖昧。

・７．組織委員会が認める持続可能性とあるが、国際機関や各

国政府により認定された持続可能性に関する制度　とした方が

良い。

ほか、同様のご意見１件

組織委員会が認める基準が不明であり、認可の際に不透明さかつ、不公平さが懸念されないかと考える

国産・海外産にかかわらず、２の要件を満たす農産物を調達することが原則ですが、他方

で、海外産でなければ調達できない農産物について２を満たすことの確認が困難な場合があ

り得ると考え、例外措置を設けています。なお、「持続可能性に資する取組に基づいて生産さ

れ、トレーサビリティが確保されているもの」については、例えば環境保全などの取組が確認

できるもので、どこから調達したか追跡可能な状態のものを想定しており、こうした農産物で

あることをサプライヤーから示してもらうことを考えています。

他方、多様な取組がある中でそのすべてに国際機関等による認定・認証等の制度が整備さ

れているものではないと考えています。

56 7

「トレーサビリティが確保」を「トレーサビリティが生産地から一

貫して確保」に変更する。

海外産の農産物を使用する場合は、生産地から提供されるまで一貫して確保されることを明記すべきであ

る。

トレーサビリティの確保については、各段階の事業者がそれぞれ、いつ、どこから（どこへ）、

なにを、どれだけ入荷し、また、出荷したかといった情報を適切に記録・保存し、それを一つず

つたどっていくことで、当該農産物の流通経路を追跡できる状態になっていることを指してい

ます。

すでに生産段階まで遡って追跡できる状態を指す趣旨で規定しているので、原案通りとした

いと考えています。
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57 7

調達コード案には、持続可能性な調達の姿を示す、さまざまな

基準がしめされています。これらが実行されるには、心掛けるよ

う提唱するだけでなく、遵守されたことを検証可能にすることが

必要です。

そのためには、消費段階から生産段階にさかのぼって、いつ、

だれが生産したかを特定できるような、サプライチェーンを通し

たトレーサビリティが必要です。

そこで、疑惑が生じたときに正確に事態が解明され、対処でき

るように、調達コードに、「サプライチェーンを通じたトレーサビリ

ティの確保」を明記することを提案します。

2016年1月に定められた「調達コード　基本原則」では、トレーサビリティや透明性確保に（努めるよう求め

る、という弱い表現ではありますが）言及されていました。が、今回示された「調達コード（案）」では、それが

欠落しているように見えるのですが、いかがでしょうか。

また、農産物・畜産物・水産物の調達コードには、海外産の産品にのみ、トレーサビリティ確保に言及され

ており、国内のサプライチェーンについてはトレーサビリティを求めていません。これはロンドン大会におけ

る調達コードを参考にして定めたものとお察しします。

ロンドン大会はEU域内で開催されました。EUでは、ロンドン大会の調達コードが定められた2009年の時点

ではすでに、食品全般を対象にトレーサビリティを確保する義務が定められ、施行されていました。具体的

には、一般食品法（2002年制定）第18条のトレーサビリティの義務があります。それとは別に、食品にロット

を特定できる情報を表示する義務もあります。そのため、サプライチェーンのうち英国を含むEU域内につい

ては、トレーサビリティを要求する必要がありませんでした。一方、輸入される食材は法令による義務の対

象外なので、輸入品に対してトレーサビリティを確保することを求める必要がありました。

一方、日本は、米と国産の牛・牛肉を除き、トレーサビリティを確保する法令上の義務がありません。特に生

鮮食品に関しては、ロット番号や生産者名（ないし販売者名）を表示する義務もありません。そのため、海外

から調達する食材にトレーサビリティを求め、国内で生産される食材にトレーサビリティを求めないのは、不

公平なばかりでなく、大会で提供された国内産の食材で、調達コードに反する産品が使われたとの疑惑が

生じた場合に、疑惑を解明できない恐れがあります。日本国内で報道されるだけであれば、うやむやにでき

るかもしれませんが、オリンピック・パラリンピックで提供される食材に関するスキャンダルにふたをすること

は困難と存じます。

本調達基準案においては、サプライヤーに対して、認証の取得状況等について合理的に説

明できる書面その他の情報を保管し、組織委員会の求めに応じて提示・説明できるよう求め

ることとしており、サプライヤーがこの説明義務を果たすよう対応する中で、サプライチェーン

における適切な分別管理や情報の管理・提供を順次（サプライヤーは２次サプライヤーに、２

次サプライヤーは３次サプライヤーに、というように）求めていくことが当然なされるものと考え

ています。

一方、ご意見にあるような、ロット番号や生産者情報等をすべてサプライヤーが把握すること

を求めるのは、農産物の流通実態からみても困難と考えています。

58 7 パーム油を特定している理由が不明。

米国産大豆は、米国農務省が定めた農業保全プログラムにそって生産されており、大豆、大豆油、大豆

ミールのサステイナビリティ認証制度を当協会米国本部により無料で適用できる。日本で製造される大豆

油の70％以上は米国産大豆を原料としており、サステイナビリティ認証は可能ゆえ、最も代表的な植物油

である大豆油を本コードに加えるのは当然である。ちなみに日本で、豆腐、納豆、醤油、豆乳などに使用さ

れる食品大豆の約8割が輸入であり、その中での米国のシェアも54％と高い。これらの認証も可能である。

パーム油については、サプライチェーンの最初の生産段階（栽培・収穫）における環境負荷が

指摘されるケースが多く、消費者意識の高まりも受けて認証制度が開発・普及されるなど、持

続可能性への配慮が求められている代表的な品目であるため、個別基準を策定することとし

ました。

59 8

「１年が過ぎるまでの間」を「次の大会まで」に変更する。

「組織委員会が求める場合はこれを提出しなければならない。」

を「一般公開しなければならない」に変更する。

次の大会まで保管し、一般公開の対象とすることで、1.サプライヤーが参考にできる、2.公開することによ

り、透明性高めることができるから。

本調達基準案においては、サプライヤーが基準に則った食材を調達していることを確認でき

るようにするために関係書類の保管を求めていますが、事業者に過度な負担を課さない観点

からも、保管を義務付ける期間は大会後１年間で十分と考えています。

また、一般への公開については、調達元の情報を含め、サプライヤーの営業秘密に関わるも

のもあるため困難と考えています。

60 8

全体部分に男女共同参画の推進の視点が盛り込まれたことを

高く評価する。ただし、各調達基準案においては、その視点が、

具体的に盛り込まれていないので、8の前に、戦略的調達基準

項目の一つとして、国の第4次基本計画を参考にし、「・・・が望

まれる」との表記（緩やかな指標）でもかまわないので、落とし

込んでいってほしい。

全般として、「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、各国現地法及び国際法を含め、関

係する法令等を遵守しなければならない。」との法令順守基準が採用されており、第4次男女共同参画基本

計画第2部Ⅰ第4分野「地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進」に努めることは、その趣

旨にかなっており、また小池東京都知事が進める「ダイバース・シティ」などの政策にも可能ものと考えられ

るから。

男女共同参画の推進については、農業に限った課題ではないことから、共通事項で言及して

います。

61 8

農業者は、サプライヤーを通じて農産物を提供することとなる

が、そのために農業者はいつまでにＧＡＰ認証を受ける必要が

あるのか明確にすべき。

・農産物の調達基準として、認証ＧＡＰを要件としているが、いつまでに認証取得しておくことが必要なのか

不明なため。

ご意見のようなGAP認証取得の期限については設けてはおりません。なお、サプライヤー又

はサプライヤーになり得る事業者がいつから食材の調達に向けて動き出すかはそれぞれの

判断によりますが、農業者におかれては調達基準を満たす農産物を供給できるよう早めに取

り組まれるのが望ましいと考えます。

62 8

調達実績情報の保管について、TOCOGが時限的組織である

が、1年後TOCOGが調達実績の提供を依頼することを想定して

いるのか。

本調達基準案においては、サプライヤーが基準に則った食材を調達していることを確認でき

るようにするために関係書類の保管を求めていますが、組織委員会解散後に書類の提出を

求めることは現状では想定していません。
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63 その他

調達コードを拝見しました。

安全な食材が提供されること、

日本の食材が活用されることは重要だと思います。

すばらしい日本食材をもっと入れていただけるとありがたいで

す！！

調達基準を満たす食材の供給を通じて、農畜水産分野における持続可能性への取組がさら

に進むことを期待しています。

※重複するご意見については割愛しています。また、ご意見の提出者を特定できるような情報がある等の理由で、ご意見及び理由等の一部を修正している場合があります。
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