
■認証に係る手数料について■□■□■□■□  

                                      

●Ａ有機農産物・E 有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る） 

の生産行程管理者の場合 
※法人とは◯◯会社、◯◯法人、◯◯組合など、法律の規定によって成立している組織。 

（申請時に謄本を提出ください） 

※団体とは◯◯グループ、◯◯研究会など任意の集まり（申請時に規約などを提出ください） 

 

      (金額は税抜表示) 

個人 

申請料及び 

確認料  

圃場面積 0.5ｈａ以下の場合 

①  

３２，０００円 

0.5ｈａを超え 1.0ｈａ以下 

以下同様に 0.5ｈａ毎に 5,000 円加算 

 ３７，０００

円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 
②１８,０００円 

＋検査員交通費 ＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
  ４００円／10 分 

法人 

申請料及び 

確認料  

圃場面積 1.0ｈａ以下の場合 

①  

６５,０００円 

1.0ｈａを超え 1.5ｈａ以下 

以下同様に 0.5ｈａ毎に 5,000 円加算 
 ７０,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 
＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 
  ②２３,０００円 

＋検査員交通費 ＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
  ４００円／10 分 

団体 

申請料及び 

確認料  
法人と同様 ①法人と同様 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 

（生産者ごと） 

  ②２３,０００円

＋生産者２人目より      

６,０００円 

×生産者人数 

＋検査員交通費 ＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
  ４００円／10 分 

基本手数料はそれぞれの①＋② 

 

●Ｂ有機加工食品の生産行程管理者の場合 

(金額は税抜表示) 

個人 

 

申請料及び 

確認料  
品目数に関係なく ①５５,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 
＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 
②２４,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

法人 

 

申請料及び 

確認料  
品目数に関係なく ①８５,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 
＊2・3 

検査・調査時間が３時間未満の場合 
②２９,０００円 

＋検査員交通費＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

基本手数料はそれぞれの①＋② 

 



２ 

 

検査が１日を越える場合  基本手数料に下記を加算 

個人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

１２,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

法人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

１７,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

 

 

 

●Ｃ小分け業者の場合 

（金額は税抜表示) 

個人 

申請料及び 

確認料  

 

小分けの表示区分が有機農産物か有機加

工食品  どちらか 1 種類の場合 ① 
３２,０００円 

小分け表示区分が 2 種類の場合 ３７,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

小分け表示区分が何種類の場合でも 

検査・調査時間が３時間未満の場合 

 ②１８,０００円

＋検査員交通費＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
４００円／10 分 

法人 

申請料及び 

確認料  

 

小分けの表示区分が有機農産物か有機加

工食品  どちらか 1 種類の場合 ① 
６５,０００円 

小分け表示区分が 2 種類の場合 ７０,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

小分け表示区分が何種類の場合でも 

検査・調査時間が３時間未満の場合 

 ②２３,０００円 

＋検査員交通費＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
４００円／10 分 

基本手数料はそれぞれの①＋② 
 

検査が１日を越える場合  基本手数料に下記を加算 

個人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

６,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
４００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

法人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が 3 時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

１２,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が 3 時間以上から 

（10 分単位で計算） 
４００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

 

 

 

 



３ 

 

 

●Ｄ輸入業者の場合 

(金額は税抜表示) 

個人 

申請料及び 

確認料   
受入品目の種類に関係なく ①５５,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

検査・調査時間が３時間未満の場合 
②２４,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が３時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

法人 

 

申請料及び 

確認料  
受入品目の種類に関係なく ①８５,０００円 

検査料 

（実地検査結果報告

書作成費１部含む） 

＊2・3 

検査・調査時間が３時間未満の場合 

②２９,０００円 

＋検査員交通費＊

1 

検査・調査時間が３時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

基本手数料はそれぞれの①＋② 

 

 

検査が１日を越える場合  基本手数料に下記を加算 

個人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が３時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

１２,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が３時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

法人 
検査料 

＊2・3 

検査・調査時間が３時間未満の場合 

（実地検査結果報告書は全日で１部） 

１７,０００円 

＋検査員交通＊1 

検査・調査時間が３時間以上から 

（10 分単位で計算） 
６００円／10 分 

２部以上の実地検査報告書作成費 １１,０００円/部 

 

 

 

注）＊1 検査員の交通費は実費＋500 円／交通に要する 1 時間当たり (原則として公共機関。 

ただし宿泊費は 10,000 円を上限とする。)  

交通費実費は、航空機、鉄道、バス、船舶などの運賃とし、その計算は次による。 

１）航空機は、エコノミークラスの料金を用いる。 

      ２）鉄道は、普通運賃及び急行料金又は指定席特急料金とする。 

３）バス、船舶は上級の料金の定めがある場合は、最も低いクラスの料金とする。 

４）自家用自動車の経費は職務に必要な走行距離に対してキロ当たり 30 円とする。 

５）検査員が同日複数の検査を行った場合はその件数で按分する。 
 

＊2 土休日の検査及び、平日 17 時以降に検査を開始する場合、検査料は２割増とする。 

  （ただし検査員から指定した場合は割増しない） 
 

＊3 理事長が必要と認めて２名以上の検査員が実地検査(調査)を行う場合はこの料金に人 

数分をかける。 

 



４ 

 

。 

 

 

■手数料の納付について■□■□■□■□■□ 

認証申請手数料として「申請料」(２年目以降は「確認料」)と、「検査料」が必要です。 

本会は、申請料（確認料）と検査料を２回に分けて請求します。 

なお変更などの場合は「変更・臨時確認調査料」が必要です。 

料金の納付は原則、請求書到着後 10 日以内としています。振込手数料はご負担願います。 

 

 

●手数料の納付先 

【郵便振替】口座番号  ０１１５０－５－６６３０ 

口座名義  特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会ＨＯＡＳ 

ﾄｸﾋ)ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾕｳｷﾉｳｷﾞｮｳｹﾝｷｭｳｶｲﾎｱｽ 

 

【銀行振込】銀行名   三井住友銀行 六甲支店（店番号４２１） 

口座番号  普通 ４０２２７９９ 

口座名義  特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会ＨＯＡＳ 

                ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ  ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾕｳｷﾉｳｷﾞｮｳｹﾝｷｭｳｶｲ 

 

■輸出される場合の英文書類作成手数料■□■ 

 (金額は税抜表示) 

認証証 ５,０００円/通  

認証証(同一内容で２通目以降) ２,０００円/通  

確認証 ５,０００円/通  

確認証(同一内容で２通目以降) ２,０００円/通  

検査証明書 ５,０００円/通  

※「輸出に係る検査証明書」を必要とされる方は、まず事務局にお問合わせください。 

 

■その他の費用■□■□■□■□■□■□■□ 

・認証申請に係る相談料は無料です。資料を必要とする場合、資料代は有料です。 

・本会は申請を予定されている方に対して、認証上の問題となる事項の対処方法につ

いてコンサルタントサービスは行いません。 

・講習会の受講料は、ホームページや HOAS 通信などで、その都度お知らせします。 

・圃場看板 Ａ３サイズ１枚 500 円(税別)で承ります。 

・本会の財務諸表等の交付手数料は 1,000 円(税別)、電子メールでの交付は 2,000 

円(税別)です。 


