
 1111 / 6666 

 

ＧＭＰＧＭＰＧＭＰＧＭＰ認定要綱認定要綱認定要綱認定要綱    

    

    

第１章第１章第１章第１章        総総総総    則則則則    

    

（目的） 

第 １条 本要綱は公益財団法人日本健康・栄養食品協会（以下、協会という。）が

健康補助食品及びその原材料の製造所におけるＧＭＰ（以下、ＧＭＰとい

う。）の実施状況を評価し、その適合性の認定及び認定の更新を図ることを

目的とする。 

     なお、本要綱の運用のための手順及び手続きは「ＧＭＰ審査認定手順」 

に別途定める。 

（認定手順） 

第 ２条 協会はＧＭＰの認定又は更新を申請する者（以下、申請者という。）から

の申請により、本要綱に基づき審査（調査・判定）を行う。 

２ 協会理事長は前項の審査結果に基づき、ＧＭＰに適合していると認める

ときは、「審査結果通知書」及び「ＧＭＰ適合認定証」（以下、認定証とい

う。）を交付する。 

３ 協会理事長は第 1 項の審査結果に基づき、ＧＭＰに不適合であると判断 

するときは、その理由を明示した「審査結果通知書」を発行する。 

 

 

第第第第 2222 章章章章        認定認定認定認定及び更新及び更新及び更新及び更新    

    

（申請者） 

第 ３条 申請者は健康補助食品及びその原材料の製造企業の代表者であること。 

２ 申請者は協会の定めるＧＭＰに基づいた管理の実績を 3 ヶ月程度有する

こと。 

３ 海外の製造所からの申請者は、日本語に堪能な対応者が常駐している日

本支所を有していること。 

４ 申請者は協会の会員・非会員を問わない。 

（新規又は更新認定の申請） 

第 ４条 申請者は、認定を要望する製造所ごとに認定を要望する区分、範囲等を

明示して、協会に認定申請書を提出しなければならない。      

（審査・判定） 

第 ５条 協会は申請者に対し、ＧＭＰの実施状況に関して調査員による製造所の

書類調査及び実地調査を行う。 

２ 協会は引き続きＧＭＰへの適合性について、前項の調査報告等に基づい



 2222 / 6666 

 

てＧＭＰ工場認定審査会（以下、審査会という。）による審査を行う。 

３ 審査会は協会が定めた基準に基づき適正に審査・判定を行う。 

４ 審査委員が申請者と業務上の関係がある場合は、当該申請者の審査・判

定には加わらないものとする。 

（認定証の交付） 

第 ６条 協会理事長は審査会の審査結果に基づいて認定の可否を決定し、認定可

の申請者（以下、被認定者という。）に対し「認定証」を交付する。 

（認定期間） 

  第 ７条 新規及び更新認定の有効期間は３年間とする。 

（中間実地調査）  

第 ８条 協会は被認定者に対して、更新の年を除き毎年１回の中間実地調査を行

う。 

    ２ 前項について不履行の場合は第 9 条に従い対処する。 

（緊急審査） 

第 ９条 被認定者がＧＭＰの遵守を著しく怠った場合等、協会理事長が必要と判

断した場合は、被認定者に対して緊急の審査を行い、改善指示もしくは認

定の取消しを行うことができる。 

（異議の申し立て） 

第１０条 審査に関わる苦情･異議がある場合は、申請者及び被認定者は協会理事長

に文書により申し立てを行うことができる。 

２ 協会は必要に応じＧＭＰ工場認定審査会において、その処置に関して協 

議することができる。 

３ 協会理事長はその申し立てに対し被認定者に文書により報告する。 

 

 

第第第第 3333 章章章章        審査委員審査委員審査委員審査委員及び及び及び及び調査調査調査調査員員員員    

    

（審査委員、調査員の資格、任命及び任期） 

第１１条 審査委員は健康補助食品関連企業以外の有識者及び協会理事長が特に

認めた者とする。 

２ 調査員は健康補助食品及びその原材料の製造所の製造管理及び品質管 

理を適切に評価できる有識者とする。 

 なお、調査員の中で特にその業務に卓越した知識・経験がある者を、健

康補助食品ＧＭＰ主任調査員(以下「主任調査員」という。)とする。 

３ 審査委員、調査員及び主任調査員は協会理事長が委嘱・任命するものと

し、任期はそれぞれ２年とする。 
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（審査会の構成と成立） 

第１２条 審査会は委員長を含む４名以上で構成し、３名以上の出席をもって成立

するものとする。 

（調査員の職務及び構成） 

第１３条 調査員は申請製造所に対する調査を行う。 

２ 申請を受け持つ調査員の構成は、主任調査員１名及び調査員１～２名と

する。   

   ３ 主任調査員は、前項の職務の他申請製造所、協会、調査員との連絡調整

及び協会理事長が別途定める「主任調査員の制度に関する細則」で規定す

る業務を行う。 

   ４ 中間実地調査は原則、調査員１名とする。 

   ５ 調査員は適正な調査と調査における判断の向上を図るために「調査員会

議」に参加する。「調査員会議」については、「ＧＭＰ調査員会議開催要項」

に別途定める。 

 

（調査員の報酬等） 

第１４条 調査員の報酬等については、協会理事長が「ＧＭＰ認定制度に係る調査

員等の報酬等に関する細則」に別途定める。 

 

（審査会の開催） 

  第１５条 申請者に対する調査が終了した時点で、協会理事長は審査委員を招集し、

審査会を開催する。 

２ 審査会には当該申請者の調査を担当した主任調査員及び調査員の代表

が参加し、調査結果を説明する。 

 

 

第第第第 4444 章章章章        被認定被認定被認定被認定者者者者の要件の要件の要件の要件    

    

（被認定者の権利） 

  第１６条 被認定者は「認定証」を製造所に掲示することができる。 

２ 被認定者はＧＭＰ適合認定された旨の表示をすることができる。 

     ３ 被認定者は｢ＧＭＰ認定工場マーク｣を製造所及び原材料製品の販売等

に使用することができる。 

      ４ 被認定者は、認定された旨を広告・宣伝する場合、ＧＭＰ認定制度に対

する信用･権威の失墜、あるいは不信感・誤解をまねく表示を行ってはなら

ない。 

（被認定者の義務） 

  第１７条 被認定者は認定されたＧＭＰによる管理を遵守しなければならない。 
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２ 被認定者はＧＭＰの管理基準等を変更する場合、自社のＧＭＰ管理規則

に則り変更しなければならない。 

第１８条 被認定者は、次回の更新申請の要件として協会の開催するセミナー等に

１年間に２名以上の受講の義務を負う。 

２ 前項について不履行の場合は第 9 条に従い対処する。 

（変更・追加事項の申請） 

  第１９条 被認定者はＧＭＰ認定工場に重要な変更又は追加が生じる場合、その内

容を事前に協会に申請しなければならない。 

     ２ 協会は変更・追加事項の申請に対し、第 5 条（審査）に準じて調査を行

う。調査の方法については、変更・追加事項の内容によって協会理事長が

判断する。 

（変更届） 

  第１９条の２ 被認定者はＧＭＰ認定工場の名称等の事項を変更したときは、30 日

以内に協会に届け出なければならない。    

（認定証の書換え交付）  

第２０条 変更・追加事項の申請に伴う認定証の書換え交付は第 6 条（認定証の交

付）に準じて協会理事長が行う。 

   ２ 被認定者は、認定証の記載事項に変更が生じたときは、その書換えを申

し出ることができる。 

（認定証の再交付） 

第２０条の２ 被認定者は、認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付

を申し出ることができる。 

（認定証の書換え交付及び再交付に伴う認定期間） 

  第２１条 認定証の書換え交付及び再交付に伴う認定期間は、直近の認定日を起点

とする。    

（申請の取下げ・認定の辞退） 

  第２２条 被認定者は申請を取下げ、又は認定取得後に認定を辞退する場合には、

その理由を明記し、速やかに協会に届出なければならない。 

 

 

第５章第５章第５章第５章        製品製品製品製品へのＧＭＰへのＧＭＰへのＧＭＰへのＧＭＰマークマークマークマーク表示表示表示表示承認承認承認承認    

    

（製品へのＧＭＰマーク表示承認） 

第２３条 原材料及び資材の入荷から製品の出荷までの全ての工程がＧＭＰ適合

と認定された工場で製造された製品（複数の認定製造所にわたる場合も含

む）にのみＧＭＰ認定工場での製品である旨の表示、すなわち「ＧＭＰ製

品表示承認マーク」（以下、「ＧＭＰ製品マーク」という。）を表示するこ

とができる。 
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２ 製品へ「ＧＭＰ製品マーク」の表示を希望する者は、事前に協会へ申請

書を提出し、承認を得なければならない。 

３ 「ＧＭＰ製品マーク」の表示承認期間は３年とする。 

    ４ 「ＧＭＰ製品マーク」の表示が承認された者(以下、承認製品申請者とい

う。)は、その旨の広告・宣伝を行うことができる。なお、承認製品申請者

は、協会が定めた「ＧＭＰ製品マーク表示製品の営業販売活動に関する倫

理綱領」を遵守しなければならない。 

    ５ 承認製品申請者から虚偽の申請が行われた場合、申請内容を届出なく変

更した場合、料金の納入が滞っている場合、営業販売活動に関する倫理綱

領に違反した場合等、重大な逸脱があった場合には、協会理事長は承認の

取り消しを行うことができる。 

    ６ 「ＧＭＰ製品マーク」の申請については協会理事長が「ＧＭＰ製品マー

クの表示に関する細則」に別途定める。 

 

 

第第第第６６６６章章章章        その他その他その他その他    

 

（費用）    

第２４条 申請者は定められた期日までに請求費用を納入しなければならない。な

お、納入された申請料及び調査費用等の返却は、原則として行なわない。申

請、審査等に関わる経費については、協会理事長が別途定める。 

（守秘義務） 

第２５条 審査委員、調査員及び当該要綱に関わる者には守秘義務が生じる。 

２ 協会理事長は委嘱・任命に際し、審査委員及び調査員と「ＧＭＰ調査及

び審査情報に係る機密保持要項」に則り、機密保持契約を締結する。 

３ 「ＧＭＰ調査及び審査情報に係る機密保持要項」は、協会理事長が別途

定める。 

４ 協会理事長は申請者に調査及び審査情報に関する機密保持を約束する。 

（内部監査） 

  第２６条 協会理事長は監査員を適正に選定し、協会のＧＭＰ認証事業が本要綱等

に即して適切に実施されているか否かについて内部監査を実施し、問題が

あれば是正処置を実施しなければならない。 

     ２ 協会理事長は、監査員の選定及び監査の実施には、客観性、公平性を確

保すること。 

     ３ 内部監査に関わる手順は、協会理事長が別途定める。 

（健康食品認証制度協議会への報告） 

  第２７条 協会理事長は健康食品認証制度協議会から指定機関となるために審査

を受けた項目に変更があった場合には、健康食品認証制度協議会へ報告す
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るものとする。 

（文書管理） 

第２８条 協会理事長はＧＭＰに関する文書類の制定、改訂に関する事項、記録類

の作成及び保存に関する事項、承認又は審議（確認）に関する事項、その

他文書の管理に関する事項については「ＧＭＰ文書管理規定」に別途定め

る。 

（要綱の改廃） 

  第２９条 本要綱の改廃に関しては、協会理事長の承認を経て行う。 

 

 

 

附則 

 本規程は、平成１７年４月１日より施行する。 

 この改正規程は、平成２０年４月１日より施行する。 

 平成２０年４月１日より改正施行された本規程は、名称を「ＧＭＰ認定要綱」と改称

し、平成２５年６月１日より施行する。 

 なお、第１８条は平成２６年度より適用する。 

 

 この改正要綱は、平成２５年９月１日より施行する。 

 この改正要綱は、平成２６年４月１日より施行する。 

この改正要綱は、平成２８年１１月１日より施行する。 

 この改正要綱は、平成３０年５月１日より施行する。 

 この改正要綱は、令和元年１２月１日より施行する。 


