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参考資料  国際水準ＧＡＰの審査・認証機関 

 

(1)ＧＡＰ審査・認証の準備から認証取得までの流れ 
 

事前準備（普及指導員・営農指導員、コンサルタント等による指導）  

・農場はＧＡＰの取組内容の習得、情報の整備・文書化、環境整備等に取組む。  

・準備が整った段階で自己点検を実施する。  

・自己点検による不適合項目の是正が完了した段階で、審査・認証機関に審査の  

予約を行う。 

※審査費用の見積もりを行った上での予約を推奨する。  

 

審査・認証機関による審査 

・審査当日は審査員が現地の農場で必要書類や現場の取組を確認する。  

・審査員は審査項目すべてについて適合性（適合・不適合・該当外）を区分する。  

・審査後、不適合項目は決められた期間内に改善し、是正報告書を審査・認証機関に  

提出する。 

 

認証取得 

・認証取得までは概ね半年～１年程度かかる。 

 

(2)国内における国際水準ＧＡＰの審査・認証機関 

※日本ＧＡＰ協会ならびにＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.普及協議会ホームページを参照し

掲載した（令和元年 12 月時点）。詳細については各社にお問い合わせください。 

 

機関名・所在地・連絡先 認定範囲 

インターテック・サーティフィケーション株式会社  

所在地：東京都中央区日本橋堀留町 1-4-2 日本橋ノーススクエア 2 階 

連絡先：（見積依頼）TEL 03-3669-7435（営業部）  

（審査に関する問い合わせ）TEL 03-3669-7420（食品認証部） 

     FAX 03-3669-7410（共通） 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

（青果物）個別認証 

株式会社北海道有機認証センター 北海道ＧＡＰ認証センター 

所在地：北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2 番地 34 SK ビル 7F  

連絡先：TEL 011-375-0123 FAX 011-375-0193 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

所在地：神奈川県横浜市中区日本大通 18 番地 KRC ビル 8F 

連絡先：TEL 045-651-4770 FAX 045-641-4330 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 

一般社団法人日本能率協会審査登録センター 

所在地：東京都港区芝公園 3-1-22 

連絡先：TEL 03-3434-1446 FAX 03-3434-2086 

 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 
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「オホーツク管内における国際水準ＧＡＰの現状と現地事例」（網走農業改良普及センター発行）



   - 46 - 

 

機関名・所在地・連絡先 認定範囲 

S＆S サーティフィケーション株式会社 

所在地：茨城県牛久市上柏田 3-52-19 （つくば事務所） 

連絡先：TEL 090-9966-7614、080-1290-1490 

E-mail sinsa@safe-secure.jp 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 

一般財団法人日本品質保証機構 

所在地：東京都千代田区神田須田町 1-25 

連絡先：TEL 03-4560-5652 FAX 03-4560-5773 

 

ＪＧＡＰ/ＡＳＩＡＧＡＰ 

（青果物・穀物・茶） 

個別認証・団体認証 

公益社団法人中央畜産会 

所在地：東京都千代田区外神田 2-16-2 第 2 ディーアイシービル 9F 

連絡先：TEL 03-6206-0835 FAX 03-5289-0890 

 

ＪＧＡＰ 

（家畜・畜産物） 

個別認証 

エス・エム・シー株式会社 

所在地：神奈川県厚木市上古沢 1816 

連絡先：TEL 046-258-9155 FAX 046-258-9156 

       E-mail SMC-ＧＡＰ@swine-smc.co.jp 

 

ＪＧＡＰ 

（家畜・畜産物） 

個別認証・団体認証 

ＳＧＳジャパン株式会社 

所在地：(本社)横浜市保土ケ谷ク神戸町 134 

横浜ビジネスパークノーススクエアⅠ 5 階 

連絡先：TEL 045-330-5000 FAX 045-330-5006 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

個別認証・団体認証 

 

コントロール・ユニオン・ジャパン株式会社  

所在地：東京都港区西新橋 3-19-14 東京建硝ビル 7F 

連絡先：TEL 03-6659-4750 FAX 03-6368-6403 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

個別認証・団体認証 

 

テュフズードジャパン株式会社 

所在地：（本社）東京都新宿区西新宿 4 丁目 33-4 住友不動産西新宿ビル 

4 号館 8 階 

連絡先：（問い合わせ・見積もり）TEL 050-3138-9040 

    FAX 03-3372-4837 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ. 

（農作物、家畜、水産養殖）  

個別認証・団体認証 

 



   - 47 - 

 

謝 辞 

本書の作成にあたり、農業者、各関係機関に多大なる協力を頂きました。この場を借

りて厚くお礼申し上げるとともに、本書が今後のＧＡＰ推進の一助になれば幸いです。 

 

 

引用文献 

・伊與田竜「普及指導員によるＧＡＰ導入のススメ」『技術と普及』（平成 27～28 年） 

 

・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 経営管理技術プロジェクト「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」（平成 25 年） 

 

・網走農業改良普及センター「ＡＳＩＡＧＡＰ・ＪＧＡＰ導入の手引き」（平成 30 年） 

 

 

執筆者 

網走農業改良普及センター 本  所     地域第二係長    布目 暁洋 

                       地域第三係長    田口 容士 

                       主査（情報・クリーン・有機）   浅田 洋平 

                       主査（高付加価値化）   新井 菊江 

主査（稲作）    神野 和範 

                       専門普及指導員   飯田 麻衣 

              清里支所     主査（地域支援）  三上由美枝 

              網走支所     主査（園芸）    西川 智子 

                       美幌支所      主査（地域支援）  橋本 忠浩 

                                         専門主任          小澤 徹 

                       普及職員      斎藤 綾馬 

                           遠軽支所         主査（園芸）    内藤 誠 

普及指導員     高畠 聡史 

                           紋別支所         主査（畑作）    阿部 毅 

 

アドバイザー 

 北海道農政部生産振興局技術普及課北見農試技術普及室駐在      主査（普及指導）  佐々木康洋 

 網走農業改良普及センター          主任普及指導員   武田 尚隆 

 

 

 

※本書は、網走農業改良普及センターのホームページでも公開しています 
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