
 
 
 

支援内容 

  企業体質を強化したい。自社の取組をPRしたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

  「FCP企業力アッププログラム」は、地域の中小食品事業者等が、商品と
企業の価値を向上させるヒントを得ると同時に、こうした差別化された価値
を効果的に消費者まで伝えて購買につなげていけるよう、 自社の取組を振
り返るツールです。（企業の活動内容にあわせ、３プログラム作成しており
ます。プログラムⅠは自習型、プログラムⅡ、Ⅲは集団研修型） 
 「FCP企業力アッププログラムⅠ」は、製造、卸売、小売等食品産業の現
場の第一線の経験を踏まえて作成されたワークブックで、自分で書き込むこ
とにより、自社の強み、弱みを確認し、企業活動の改善につなげることを目
指したプログラムです。 
 

 「FCP企業力アッププログラムⅠ」は、 FCPのホームページからダウン
ロードいただけます。 
  ⇒ http://www.food-communication-project.jp/  

30 相談/情報 

自社の取組について、一層PRすべきことは何か、改善すべきことは何かを
発見することができるワークブック形式の「FCP企業力アッププログラムⅠ」
を公開しています。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

商品化するための支援 
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  【お問い合わせ先】 

    農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

商品特性を効果的にPRでき、効率的な商談進行をサポートする「FCP展示
会・商談会シート」を公開しています。 

支援内容 

  商品を効果的にPRしたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

 「FCP展示会・商談会シート」は、展示会・商談会において、「出展者
（売り手）」の効率的・効果的な商品の売込みと、「購入者（買い手）」
の効率的な商品発掘を可能にする、統一フォーマットです。（フード・コ
ミュニケーション・プロジェクト（FCP）が主催する研究会において、スー
パー、コンビニ、百貨店、卸等のバイヤー、商談会主催者、地方銀行等の
実際のビジネスニーズを踏まえて作成しました。） 
 商談でやり取りされるであろう基本項目を網羅しており、現在、多数の
展示会・商談会等でエントリーシート等として活用されております。 
 また、初めて記入される方でも記入のポイントがわかるよう、「作成の
てびき」も御用意しております。 

 「FCP展示会・商談会シート」及び「作成のてびき」は、FCPのホーム
ページからダウンロードいただけます。 
 ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

31 相談/情報 

【表面】 
 商品の特性、   
 ターゲット、
商品写真等
の商品自体
の情報を記
入します。 

【裏面】 
 企業の情報、
製造工程、
品質管理等
の情報を記
入します。 
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公庫が実施している展示商談会（アグリフードＥＸＰＯ）へ参加できます。 

【お問い合わせ先】 
   アグリフードＥＸＰＯ運営事務局／エグジビションテクノロジーズ株式会社  

TEL:03-5775-2855   FAX:03-5775-2856 

 販路を開拓するため、商談会に参加したい 

支援内容  アグリフードＥＸＰＯは、全国各地で国産ブランドを担い、魅力ある農産物
づくりに取り組んでいる農業経営者の方や、地元産品を活用した多様なこだわ
り食品を製造する食品メーカーの方に、広域的な販路拡大の機会を提供するこ
とを目的とした、株式会社日本政策金融公庫が主催する展示商談会です。年に
２回、東京と大阪で開催されます。 
 出展者の方は、国産農産物および加工品を個別出展ブースに展示し、来場さ
れた各業種のバイヤーとの商談を行うことができます。 
 なお、出展者募集期間中には商談の進め方、ポイント、効果的な展示方法な
どについての説明会も開催されます。 
 
 詳しくは、公式ホームページ 
  ⇒ http://www.exhibitiontech.com/afx/ をご参照ください。 
  

参加方法  出展希望者は募集期間中に出展申込書を以下の「アグリフードＥＸＰＯ」
運営事務局に提出する必要があります。 

年間スケジュール等 

32 
ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

 農林漁業者団体、食品産業事業者 等 対象となる方 

大阪：出展者募集期間 平成26年９月～11月 
   開催日程    平成27年２月19日・20日 
 
東京：出展者募集期間 平成27年４月～５月 
   開催日程    平成27年８月18日・19日 
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事業者が自らの業務を振り返り、消費者に信頼される食品事業者として更
なる事業展開を図るために欠かせないポイントへの対応状況がチェックで
きる「ベーシック16」を公開しています。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

  経営改善のヒントを見つけたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

 食品事業者は業種（製造、卸売、小売等）や規模、企業内の部署等にか
かわらず、消費者の信頼向上のために以下の16項目に対応して企業活動を
行う必要があります。（この16項目は、70事業者から延べ400名近くの食品
産業の第一線で働く方々が集まり、42回の会議を経て、現場での経験・実
践を基に取りまとめられました。） 
 
 ベーシック16は、この16項目について、自社の取組を振り返り、記入す
るシートです。このシートに記入することにより、例えば、多くの記載が
できた項目は自社の強みと言えますし、記載内容にとまどったような場合
は今後の課題とも言え、自社の今後の経営改善と発展に向けた気づきを得
ることができます。 

 ベーシック16は、FCPのホームページからダウンロードいただけます。 
  ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

33 相談/情報 

記入例 
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支援内容 

  加工場の衛生管理について自己点検したい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法  「FCP共通工場監査項目（第2.0版）」及び「FCP共通工場監査項目 指摘事
例集」は、FCPのホームページからダウンロードいただけます。 
 ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

34 相談/情報 

「FCP共通工場監査項目 指摘事例集」のイメージ 

 工場監査とは、食品を取り扱う小売販売事業者などが、その取引先の工場
に対して行う品質管理状況等の確認作業です。「FCP共通工場監査項目」は、
工場監査を効率的に行うため、基本的な監査項目を取りまとめたものです。
（FCPが主催する研究会において、多数の食品事業者が参加し、各社が実際
に使用している工場監査項目をもとに作成しました。） 
 実際の取引先からの監査に備えた事前準備や、自社の加工場の衛生管理の
セルフチェックに御活用ください。 
 また、初めて食品加工に取り組み、これから監査にかかわっていかれる方
にもスムーズに工場監査に対応していただけるよう、どのような質問が行わ
れるかをまとめた「FCP共通工場監査項目 指摘事例集（事例で学ぶ工場監
査）」も御用意しております。 

食品工場の品質管理に必要な「FCP共通工場監査項目」と、実際の監査
シーンで見られる指摘事例集を公開しています。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 
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食品の製造・販売では、安全性の向上が何よりも重要です。必要となる衛生
管理・品質管理の知識を習得するための研修会を開催します。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-3502-5743 

     ＜事業名：食品の品質管理体制強化対策事業＞ 

   農林水産物の加工における、衛生・品質管理について学びたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

 食品事業者は食品の安全性の確保について第一義的責任を有しており（食品安全基本
法）、消費者に販売する食品を製造する際には、家庭とは異なるレベルで衛生管理・品
質管理が必要となります。広く製品を販売するようになった後に万が一、食品事故を起
こすとその影響は想像以上に大きなものとなりかねません。 

 食品の安全性の向上のため、食品製造事業者等を対象とした衛生管理・品質管理に関
する研修会を開催しています。農林漁業者の皆様も御参加いただけますので、適切な衛
生管理・品質管理の方法を習得していただき、６次産業化の一層の推進にお役立てくだ
さい。 
 研修に関する情報は、省ホームページにも順次掲載いたします。 
 

詳細は、下記にお問い合わせください。 

35 

○HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）ホームページ 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html 

相談/情報 

ご利用方法 

ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 
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食品表示のルールに関する情報を御紹介します。 

  

 【お問い合わせ先】 
  消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800 （食品表示法に基づく食品表示について）          

   商品化する際の表示について知りたい 

食品関連事業者等（食品の製造業者、販売者等） 

食品表示制度に関する情報 

36 相談/情報 

 表示をする際のルールの詳細については、消費者庁の以下のページを参考にしてください。 
  
 ・食品表示に関するページ                            http://www.caa.go.jp/foods/index.html 
 ・食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等    http://www.caa.go.jp/foods/qa.html#m01 

栄養成分表示 １個30ｇあたり 

エネルギー      42  kcal 

たんぱく質     3.8  ｇ 

脂質         0.8  ｇ 

炭水化物      4.9  ｇ 

食塩相当量    0.2  g 
 

食品表示制度の内容 

名称  一般的な名称を表示。 

保存方法  食品の特性に従って表示。 

消費期限 
又は 

賞味期限 

 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限を、
それ以外の食品にあっては賞味期限を表示。 

原材料名  使用された原材料を重量順に全て表示。 

添加物  使用された添加物を重量順に全て表示。 

内容量  内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等を表示。 

栄養成分 
表示 

 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食
塩相当量に換算したもの）の５項目のほか、表示しようとす
る栄養成分について表示。 
 飽和脂肪酸、食物繊維については表示を推奨（任意） 

食品関連事業者の氏
名又は名称及び住所 

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名
又は名称及び住所を表示。 

製造業所等の所在地
及び製造者等の氏名

等 

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名
又は名称を表示。 

アレルゲン 小麦、卵等７品目の原材料について表示を義務付け。 
大豆、豚肉等２０品目の原材料について表示を推奨（任意）。 

遺伝子 
組換え 

 対象加工食品33品目について、遺伝子組換え又は遺伝子
組換え不分別である対象農産物が含まれる場合はその旨
を表示。遺伝子組換えでない場合は任意。 

原料原産地名  22の加工食品群及び個別の４品目について表示。その他
の食品は任意。 

原産国名 輸入品の場合に表示。 

 

義務表示 一部義務 

＜食品表示制度で表示すべき主な事項(加工食品の場合)＞ 

（主な表示事項） 

名  称 スナック菓子 

原材料名 じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、食塩、デキストリン、乳糖、

たんぱく加水分解物（小麦を含む）、酵母エキスパウダー、粉末しょうゆ

（大豆を含む）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む） 

添加物 香料、調味料（アミノ酸等）、卵殻カルシウム 

内容量 ８１ｇ 賞味期限 この面の右側に記載 

保存方法 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 株式会社○○○○   
●●県××市△△ 

（食品表示基準に基づく表示例） 

 食品表示法の制定を受け、「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「健康増進法」の食品表示に
関する基準を一元化した「食品表示基準」が策定され、平成27年４月１日以降は、当該

基準に基づく適切な表示が必要です。（旧制度からの経過措置期間がございます。）    

※ このほか、米トレーサビリティ法（米及び米加工品の産地情報の伝達）、景品表示法（虚偽、誇大な表示の禁止）、 
    不正競争防止法（不正な競争の防止）、計量法（適正な計量の実施を確保）なども食品表示に関係します。 

《主な変更点》 
①加工食品と生鮮食品の区分の統一 
②製造所固有記号の使用に関するルールの改善 
③アレルギー表示に係るルールの改善 
④栄養成分表示の義務化 
⑤栄養強調表示に関するルールの改善 

対象となる方 

 
⑥栄養機能食品に係るルールの変更 
⑦原材料名表示等に係るルールの変更 
⑧販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善 
⑨通知等に記載されている表示ルールの一部を基準に規定 
⑩表示レイアウトの改善 
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