ＧＡＰ（農業生産工程管理）
をめぐる情勢

平成３０年４月
農林水産省
生産局農業環境対策課

ＧＡＰとは何か
「ＧＡＰ」とは

農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための
生産工程管理の取組。（ＧＡＰ：Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ）

「ＧＡＰをする」とは

農業者がＧＡＰ（活動又は取組）を自ら実施すること。
認証を取得しているかどうかは関係ない。

「ＧＡＰ認証」とは

第三者機関の審査により、GAPが正しく実施されていることが確認された証明。
ＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰ ： 一般財団法人日本ＧＡＰ協会が策定した日本発のＧＡＰ認証。平成29年８月より
ＡＳＩＡＧＡＰ（旧ＪＧＡＰ Aｄｖａｎｃｅ）、ＪＧＡＰ（旧ＪＧＡＰ Ｂａｓｉｃ）の運用を開始。
ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. ： ドイツのＦｏｏｄＰＬＵＳＧｍｂＨが策定したＧＡＰ認証。主に欧州で普及している。青果
物に関してＧＦＳＩ承認を受けている。

「ＧＡＰ認証をとる」とは

ＧＡＰ認証を受けること。
これにより、ＧＡＰを実施していることが客観的に証明される。

「ＧＡＰ」は実施する（する）もの、「ＧＡＰ認証」は取得する（とる）もの
ＧＡＰを「する」と「認証をとる」

ＧＡＰをする
＜意義＞
適正な農業経営管理が確立し、品質向上、資材の不要在庫の
減少、農作業事故の減少、生産・販売計画立案がしやすくなる、
従業員の責任感・自主性が向上等が実現できる。

ＧＡＰ認証をとる

ＧＡＰ認証
取得農業者
農業者全体

＜意義＞
取引先や消費者が直接確認できない生産工程における安全管
理、持続可能性の取組を、第三者が審査して、証明すること。
これにより、「見える化」が実現し、取引上選択されやすくなった
り、消費者に安心してもらえる。
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持続可能性確保に向けたＧＡＰの活用
市場のグローバル化

世界をとりまく動き
奴隷、児童労働などの人権問題
世界的な人口の増加
による食糧不足
国内
市場

国内
市場

ＳＤＧｓの採択 2015

（Sustainable Development Goals）

国際市場

【持続可能な開発目標】

気候変動

環境破壊の進行

名古屋議定書の採択 2010
【遺伝資源の利用】

パリ協定の採択 2015
【気候変動への対応】

・ 消費者に届くまでの食料供給の流れの複雑化
→流通過程の不透明化
→消費者の不信・不安が拡大

ビジネスや消費者の動き
反倫理的活動への批判

・ 国内の農産物等の市場が海外に拡大
→世界をとりまく動きへの対応

様々な問題がＳＮＳ等の発達
により拡散しやすい状況

ＥＳＧ投資家の登場
環境
Environment

社会
Social

企業統治
Governance

に関する情報を意識的に考慮して行う投資

求められる安全性・持続可能性への対応
「見えない価値」が重視
見える価値

見えない価値

価格、機能
デザイン

国際水準ＧＡＰの実施

食品安全、環境保全、労働安全、人権保護

食品安全

環境保全
生物多様性への配慮
温室効果ガスの発生抑制

人権保護
使用者と労働者とのコミュニ
ケーション
労働条件の提示

ＧＡＰ認証

労働安全

農場経営管理
教育訓練や内部点検の実施

審査

客観的な証明
「見えない価値」の見える化
→ 取引の際の信頼確保へ
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（参考）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における持続可能性への配慮

出典：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作成資料
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（参考）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達基準
《農産物》

持続可能性に配慮した農産物の調達基準（概要）

＜要件＞
① 食材の安全を確保するため、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。
② 周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を
確保するため、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。
③ 作業者の労働安全を確保するため、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。

（要件①～③を満たすことを示す方法）
ア JGAP Advance、※
GLOBALG.A.P.、
組織委員会が認める認証
スキーム （JGAP）
イ 「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

＜要件を満たした上で推奨される事項＞
・有機農業により生産された農産物

・障がい者が主体的に携わっ
て生産された農産物

・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

（海外産で、上記要件の①～③の確認が困難な場合）
組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき生産され、トレーサビリティが確保されているものを優先

（生鮮食品）

＜国産を優先的に選択＞
＜国産優先＞
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的な
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的
機能の発揮等への貢献を考慮）
な機能の発揮等への貢献を考慮）

加工

（加工食品）

主要な原材料である農産物が本
基準を満たすものを、可能な限り
優先的に調達

サプライヤー（ケータリング事業者等）
出典：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作成資料
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農林水産省追記 ※： JGAP Advanceは現行のASIAGAPのことをいう。

（参考）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達基準
《畜産物》

持続可能性に配慮した畜産物の調達基準（概要）

＜要件＞
① 食材の安全を確保するため、畜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。
② 環境保全に配慮した畜産物生産活動を確保するため、畜産物
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。
③ 作業者の労働安全を確保するため、畜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。
④ 快適性に配慮した家畜の飼養管理のため、畜産物の生産に当
たり、アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針
に照らして適切な措置が講じられていること。

（要件①～④を満たすことを示す方法）
ア JGAP、
GLOBALG.A.P.、
組織委員会が認める認証
スキーム
イ 「ＧＡＰ取得チャレンジシス
テム」 に則って生産され、
第三者による確認

＜要件を満たした上で推奨される事項＞
・有機畜産により生産された畜産物

・エコフィードを用いて生産された畜産物

・農場ＨＡＣＣＰの下で生産された畜産物

・放牧畜産実践農場で生産された畜産物

・障がい者が主体的に携わっ
て生産された畜産物

（海外産で、上記要件の①～④の確認が困難な場合）
組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき生産され、トレーサビリティが確保されているものを優先

＜国産を優先的に選択＞
（国内畜産業の振興とそれを通じた農村の多面的
な機能の発揮等への貢献を考慮）

（生鮮食品）

加工
（加工食品）

主要な原材料である畜産物が本基準を
満たすものを、可能な限り優先的に調達

サプライヤー（ケータリング事業者等）
出典：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作成資料
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現場における身近なリスクの例
異物混入

農作業事故

農産物にハサミやガラス片などの異物が混入すれば、
消費者はもちろん作業者にも危険が及びます。また、異
物混入が発生した生産者だけでなく、産地全体で出荷
停止や商品回収を行うことになり、大きな損害を受ける
ことになります。

毎年300人以上の方が亡くなられており 、死亡・重傷
事故１件が発生する背景には、軽傷事故が29件、もう
少しで怪我をしたかもしれない事故（ヒヤリ・ハット）が
300件あると言われています。
※ 農作業死亡事故件数：平成27年度 338件

■ トラクター・コンバインの横転・転落
→ 道路状況の事前把握、補助者による誘導

■ 道具の放置
→ 作業道具保管のルール化、作業後の確認
（食品メーカーからの申し出事例）
ダンボールの中に一緒に何故かハサミが入っていて驚い
た。何かの嫌がらせかと思った。

■ 点検・整備中の巻き込まれ・挟まれ
→ エンジン停止の徹底、作業手順の遵守
重傷事故１件
軽傷事故29件

ヒヤリ・ハット
300件
トラクターの横転

ハインリッヒの法則

出典：農作業死亡事故調査（農林水産省調べ）
（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」

国際水準ＧＡＰの実施による農作業リスクの軽減
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ＧＡＰ認証をめぐる日本国内の食品製造・小売事業者の動き
ＧＡＰ認証取得を求める動きが拡大、加速化
例① Ａ社

（飲料メーカー）

○ 現在、茶の原料調達にＧＡＰ認
証の取得を要求。
○ 2020年までに、コーヒー原料や、
テンサイ、果実・野菜類について
も認証を得た農場からの調達を
目指す。

例② Ｂ社（スーパーマーケット）

例③ Ｃ社（スーパーマーケット）

○ 2020年までに、プライベートブ
ランド農産物は、国際承認を受
けたＧＡＰ認証の取得１００％を
目指す。

○ 2021年までに、販売する全て
の青果物が、ＧＡＰ認証を取得し
た農場から供給されることを目
指す。

○ 現在、すべての直営の農場に
おいて、ＧＡＰ認証を取得。

更なる広がりの動き
食品加工や流通、小売等の関係者に、
ＧＡＰ認証の意義やメリットに関する理解が浸透
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ＧＡＰ実施の意義
○ ＧＡＰの実施は、生産管理の向上、効率性の向上、農業者自身や従業員の経営意識の向上につながるといった
効果があり、農業人材の育成、我が国農業の競争力強化にも有効。
ＧＡＰの実施（例）

→ 農場内を点検し、課題や問題点を見つけ、改善。

＜ 食品安全 ＞

＜ 環境保全 ＞
包装資材のそばに灯油
など汚染の原因となる
ものを置かない

危険な作業はスイッチ
を止めてから行う
（巻き込まれ防止）

廃棄物を農場に
放置しない

堆肥置き場や調製
施設では、専用の
履物を準備する

＜ 人権保護 ＞

＜ 労働安全 ＞

農薬空容器は
分別して処分

危険箇所の
掲示をする

＜ 農場経営管理 ＞

家族経営協定の締結、
技能実習生の適切な労働条件の確保

＜ その他 ＞

責任者の配置、
教育訓練の実施、内部点検の実施

商品回収テストの実施、
資材仕入先の評価

ＧＡＰ実施による経営改善効果
70%

従業員の自主性の向上
販売先への信頼（営業のしやすさ）

56%

資材の不良在庫の削減

54%

生産・販売計画の立てやすさ

46%

品質（等級・規格）の向上

44%
「改善した」と回答した者の割合

出典： 「GAP導入による経営改善効果に関するアンケート調査結果」（H25 .1 （独）農業・食品産業技術総合研究機構）
を基に農林水産省生産局農業環境対策課で作成
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（農林水産大臣賞）

ASIAGAP Ver.2

（有）穂海農耕（新潟県）

＜認証品目＞
米（籾・玄米）

（生産局長賞） ASIAGAP Ver.2 GLOBALG.A.P.
(有)まるせい果樹園（福島県）

＜認証品目＞
かき、さくらんぼ、西洋なし、日本なし、ぶどう、
ブルーベリー、もも、りんご
※うちGLOBALG.A.P.の認証品目は下線のあるもの

Ｇ Ａ Ｐ で 農 場 管 理 し 、 経 営 拡 大 ！

GAPを社員教育に活用し、経営改善・震災から復興！

＜効 果＞
○ 創業間もない平成18年から、農場管理のツールとしてGAP
認証を継続して取得。取引先との信頼関係を構築し、経営規
模を創業時（H18年）の21.7倍に拡大

＜効 果＞
○ GAP認証取得で、取引先から安全性を担保された農産物
と評価され、販売時に社名を表記。知名度が向上し固定客を
獲得（出荷量の９割以上が翌日までに完売）

○ 極早生から極晩生まで10品種を栽培し作期分散。農業機械
を効率利用（田植機で3.7倍、コンバインで2.5倍の稼働）

○

※：新潟県特定高性能農業機械導入計画の年間作業負担面積に対する割合

○ ITを活用し、栽培計画の作成、作業記録、実績評価等の作
業の効率化等で人件費を35%削減※
○

大口取引や必要量の発注で農薬費を40%削減※

○

これらの経営改善の結果、生産コストを５%削減※
※：10a当たり経費についてH26年度とH28年度を対比

○ 創業以来11年以上、
農薬の誤使用や異物
混入による食品事故
は未発生

単位：ha

140
120
100
80
60
40
20
0

各役割ごとに責任者を置き、明確な責任を付与。社員教育
にGAPの研修や認証審査を活用したことで、社員の改善意
識が向上し、自主的に改善策を提案・実施

・不要な包装資材の転用で容器包装費を14%削減※
・発注方法変更による購入量抑制で農薬費を40%削減※
これらの経営改善の結果、全体の資材コストを28%削減※
※：H22年度（震災前）とH28年度を対比

○

経営改善によるコスト削減で得た利益等を活用し、新規事
業（農家カフェ）を展開。震災前を上回る売上高（H22年比
118%）を実現（栽培面積は変わらず）

経営規模の推移
単位：百万

売上高の推移

90
80

震災前の売上水準
↓

70

経営規模

60

売上高

50
40

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

↑
GAP認証取得

H22

まるせい果樹園名義の販売

H23

H24

↑
東日本大震災発生

H25

H26

↑
GAP認証取得

H27

H28
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（生産局長賞）

JGAP

＜認証品目＞
柑橘（ぽんかん、不知火）、みつば、いちご、
大葉、白ねぎ、七草

（生産局長賞）

GLOBALG.A.P.

＜認証品目＞
米、りんご、メロン

ＪＡおおいたＧＡＰ研究会（大分県）

青森県立五所川原農林高等学校（青森県）

団体認証の強みを活かし販路拡大・有利販売を実現！

未来の農業経営者をGAP認証を活用して育成！

＜効 果＞
○ GAP認証を取得し団体として取引先と協議することにより、
・高単価商品としての販路拡大（糖度等の品質基準も有り）
・西日本全体へ販売エリアが拡大

＜効 果＞
○ 平成28年度からGLOBALG.A.P.教育を教育課程に正式に取
り入れており、食のグローバル化に対応した国際的な感覚を学
んだ生徒を、毎年140名程度、社会に送り出すことが可能に

○ 出荷規格の交渉もより良い条件で進めることが可能となり
・いちごについては、２段詰めのパック（７規格）から１段詰めの
パックへの規格（２規格）に簡素化したことで生産者のパック
詰めの作業効率が２倍以上に効率化（H24年度→H25年度）

○ GLOBALG.A.P.導入後は、 65％が農業関連産業に進路を定
め（導入前：35％）、導入前と逆転

・柑橘については、摘果が必要な２Ｌ～３Ｌサイズの規格を摘
果が不要な小玉階級への変更が可能となり、生産者の摘果
作業が省力化（H25年度～）
＜団体事務局の運営効率化＞
○ いちご、みつば、柑橘の３団体を統一して団体認証を取得
することにより、平成27年度以降
・団体事務局の審査費用は約45万円→約15万円、
・農場毎に負担する審査費用は約4万円→2万円に削減

【従来の２段詰めパック】

【１段詰めパック】

○ 中国への輸出も実現し、現地での接客や販売により客層に
合わせたマーケティングの必要性を学習
○

認証取得したことで新たな販路を開拓（ANA、岩塚製菓 等）

○ 公開審査の実施により、地域内の農業者はもとより県内外の
農業者や農業高校の関係者、行政関係者等へ大きな波及効果
【公開審査見学者数の推移（延人数）】
H28年度 H29年度
１２０
３４０

【公開審査の様子】
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国内におけるさまざまなGAP（各ＧＡＰの構成、特徴）
ASIAGAP

(旧JGAP Advance)

JGAP

農林水産省
ガイドライン準拠

GAP

GLOBALG.A.P.

商品回収テストの実施、資材仕入先の評価等

(旧JGAP Basic)

農場経営管理（責任者の配置、教育訓練の実施、内部点検の実施等）
人権保護（強制労働の禁止、差別の禁止、技能実習生の適切な労働条件の確保等）
労働安全（機械・設備の点検・整備、薬品・燃料等の適切な管理、安全作業のための保護具の着用等）
環境保全（適切な施肥、土壌浸食の防止、廃棄物の適正処理・利用等）
食品安全（異物混入の防止、農薬の適正使用・保管、使用する水の安全性の確認等）

「GAPをする」
農林水産省ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠

GAP

「GAP認証をとる」

JGAP

ASIAGAP

(旧JGAP Advance)

(旧JGAP Basic)

GLOBALG.A.P.

運営主体

都道府県等

一般財団法人日本GAP協会

FoodPLUSGmbH（ドイツ）

審査機関

－

４社

３社（日本人審査員がいる会社）

－

10万円程度＋旅費

25～55万円程度＋旅費

△（都道府県の確認がある場合）

○

○

審査費用の目安
（個別認証の場合）

オリパラ調達基準
GFSI承認
（農産関係）

認証取得経営体数

－

－

青果物、穀物、茶について
H29.11月に申請

青果物について承認

－

3,519 （H29.３月末）

582 （H29.３月末）

479 （H29.12月末）

※GFSI（Global Food Safety Initiative ）とはグローバルな食品事業者（世界70カ国、約400社が加入するCGF（The Consumer Goods Forum)の下部組織。食品安全を推進。
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Global Food Safety Initiative（ＧＦＳＩ）の概要
ビジョン、ミッション、目的

設立の背景
 食品事故の多発
 原料の調達・加工・生産のグロー
バル化
 監査コストの増大
 認証の仕組みの乱立

ミッション

2000年5月 GFSI発足
世界的に展開する主要食品企業に
より、フードサプライチェーン全体の
安全性の向上に協働的に取り組む
非営利財団として発足

食品安全認証スキームの承認
GFSI

承認
ガイダンスドキュメント
の適合性を審査

目的

Chair

すべての消費者に
安全な食品を

ビジョン

食品安全のグローバル規格
の必要性を共有

ボードメンバー（２０名）
・カーギル Mike Robach氏
Vice-Chairs
・アホールド
Anita Scholete op Reimer氏

世界中の消費者の
信頼を得るため、
食品安全での継続
的改善を推し進める

・ウェグマンズ Gillian Kelleher氏
Member
● ｺｶｺｰﾗ
● ﾈｽﾚ
● ｶﾙﾌｰﾙ
● ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ● ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
● ｳｫﾙﾏｰﾄ ● ﾀｲｿﾝ
● 中糧集団有限公司
● ﾃｽｺ
● ｲｵﾝ
● ﾀﾞﾉﾝ
● ﾄﾞｰﾙ
● ｱﾏｿﾞﾝ ● ｵｰｼｬﾝ
● ﾒﾄﾛ
● ｺｽﾄｺ
● 新希望六和股份有限公司

・食品安全リスクの低減
・コストの最適化
・能力開発・力量向上
・知識の交流ネットワー
キング

食品安全マネジメントシステム間で等価性を図り、収束させることにより、
食品安全リスクを軽減するとともに、コストを最適化する。
１．と２．の両方を承認
※ 括弧内は本部のある場所

FSSC22000

（蘭）

GRMS

（ﾃﾞﾝﾏｰｸ）

BRC

Global Aquaculture
Alliance （米）

PrimusGFS

（英）

（米）

１．組織への要求事項
（１）食品安全マネジメント
（２）適正製造規範（GMP）
（３）HACCP

ガイダンスドキュメント

２．認証の仕組みへの要求事項
（認証の信頼性を高める仕組み）

SQF
IFS

（米）
（独）

CANADAGAP

（加）

GLOBALG.A.P.

（独）

※赤枠は青果物の認証スキームが承認されているもの

１．のみ承認

China HACCP

（中）

(政府規格技術的同等性承認）

日本発ＧＡＰ認証の仕組みのＧＦＳＩ承認による国際規格化を目指す
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認証取得までの流れ（例）
最短３ヶ月程度

最短４ヶ月程度

事前準備

（普及指導員・営農指導員やコンサルタント等の専門家による指導を受講）
農業者の主な取組内容

〇 基準書（管理点・適合基準）の内容習得
○ 情報の整備・文書化
・ 組織図の作成と責任者の決定
・ 食品安全・環境保全・労働安全に関する
リスク評価と対策
・ ルールの策定、生産計画の作成 等
○ 日頃の作業の実施・改善
・ ルールの周知徹底と従業員教育の実施
・ 生産活動の実施・記帳
・点検と改善 等

専門家による指導（５回程度）
○ 初回
・ 経営者・従業員の研修（座学）
・ 農場内の点検、記帳・記録状況の確認 等
・次回までの改善点を提示
○ ２回目以降
・ 改善状況の確認・アドバイス
・ 必要に応じて追加の研修・指導 等
・ 次回までの改善点を提示
○ 最終回
・模擬審査及び応答要領の指導 等

審査会社による審査 （数ヶ月前から予約が必要）
審査員が現地で、必要書類や生産現場での取組を確認。
・ 基準書の全ての項目について、「適合」、「不適合」、「該当外（適用除外）」のいずれかに区分さ
れ、必須（上位の義務）項目の100％かつ重要（下位の義務）項目の95％以上の適合で合格。
・ 審査後、決められた期間内に、不適合の指摘を受けた項目を改善し、是正報告書を審査会社
に送付。（ 必要に応じ再度現地審査が行われる。）

認証取得

※認証を取得するまで平均半年～１年程度かかる
13

日本での主なＧＡＰ認証
GLOBALG.A.P.
運営主体

ＦｏｏｄＰＬＵＳＧｍｂＨ（ドイツ）

審査会社

・テュフズードジャパン（東京都）
・インターテック・サーティフィケーション（東京都）
・ＳＧＳジャパン（神奈川県）
※いずれも外資系日本法人
（日本人審査員がいない会社が他に２社あり）

ASIAGAP、JGAP
一般財団法人 日本ＧＡＰ協会

・北海道有機認証・ＧＡＰ認証センター（北海道）
・インターテック・サーティフィケーション（東京都）
・日本能率協会審査登録センター（東京都）
・ビューロベリタスジャパン（神奈川県）

審査費用

25～55万円程度＋旅費
（内訳）
①運営会社への登録料 ※面積に応じて増減
日本の一般的な規模の場合：５～30ユーロ程度
②審査経費

10万円程度＋旅費
（内訳）
①運営会社への登録料 ※面積によらず一律
（個別認証）5,000円
（団体認証）2,000円／経営体
②審査経費

（参考）
民間コンサル
タント費用

40～55万円程度＋旅費
※ 標準指導日数 ５日間程度

25～30万円程度＋旅費
※ 標準指導日数 ５日間程度

※ 審査会社によっては地方に審査員を配置している場合があります。
※ 普及指導員や営農指導員による指導も実施されています。
※ コンサルタントの受講は、認証取得にあたっての必須要件ではありません。
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団体認証と個別認証の違い
団体認証

審査費用（50名の場合の１名当たり）：2～11万円程度

対象：複数の経営体により構成されたグループ

〇団体認証の審査は全員ではなく抽出で行われる。抽出方法は構
成員数の平方根の数字（小数点以下は切上げ。）で行う。このほか、
団体事務局への審査も行われる。

団体事務局

例） 36名の場合
36 → ６名
10 → ４名
10名の場合
＜審査費用の目安＞
審査員料単価（10～55万円程度／日）×審査日数
審査日数の例：事務局審査２日程度＋現地審査（抽出人数×日数）
＜コンサルタント費用の目安＞
コンサルタント料単価（５～10万程度／日）×指導日数
指導日数の例：事務局指導３日程度＋個別指導（構成員数×２～３回程度）

・農協の生産部会を担当する営農指導員
・コンサルタント会社等
（複数の経営体を傘下にした販売グループ等）

経営体の指導、
共通取組事項の管理、
取組状況の確認、とりまとめ

経営体Ａ

経営体Ｂ

等

経営体Ｃ

・・・

個別認証

○効果
・個別認証で求められる取組の一部が団体の取組として共通化さ
れ、個々の負担が軽減。
・グループが大きくなるほど、個々の経営体の経費負担は縮小。

審査費用：10～55万円程度

対象：個々の経営体
経営体Ａ

※このほか別途審査員旅費やコンサルタント費用がかかる。

経営体Ｂ

※このほか別途審査員旅費やコンサルタント費用がかかる。
経営体Ｃ

・・・
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