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1. 品質保証担当者養成及び力量向上 
 

コース名 
品質保証担当者養成及び力量向上 

主な目的 
品質保証に従事する担当者が食品安全に係る基礎的な知識や転職・異動で不足する知識を習得 

概要 
品質保証に係る知識について体系的かつ網羅的に学べるカリキュラム 

単位・コマ数・時間/コマ 
1単位・12 コマ・90分/コマ 
 
コマ 名称 概 要 
1 品質保証概論 ・食の安全→安心 

・品質保証と品質管理 
・品質保証の組織 
・リスク評価 

2 
 

FSM ・方針と目標 
・トップマネジメントの責務 
・文書と記録管理 
・出荷判定 
・購買管理 
・内部監査 
・経営層とのコミュニｹｰｼｮﾝ（MR） 

3 
4 

品質保証で必要な法令と食品表示 ・国と地方自治の法体系 
・食品衛生法 ・JAS法 
・計量法  
・食品表示法等 
・義務表示事項 
・義務表示以外の表示 
・注意が必要な表示（優良誤認、薬機抵触等） 
【演習例】 
義務表示事項と法令の紐付け。 



5 
6 

食品微生物学 
食中毒及び品質に影響する微生物 
その他生物的ハザード要因 

・微生物学概論 
・サンプリング（製造工程で異なるサンプリング、縮分
サンプリングの落とし穴等） 
・結果の見方 
・増殖因子 
（酸素要求、pH、水分活性） 
・食中毒菌の分類 
・個別の食中毒菌 
・カビ/酵母 
・乳酸菌 
・バチルス 
・寄生虫、ウイルス 
【演習例】 
加圧加熱殺菌をしていない常温/長期保管食品にお
いて、どのような要素で微生物をコントロールしているか 

7 アレルゲン管理と異物管理 
その他化学的ハザード要因 

・アレルゲン概論 
・コンタミネーションの防止 
・食品表示での防止 
・異物の発生源 
・異物混入防止対策 
・異物検出機 
・添加物 
・残留農薬/動物性医薬品 
・自然毒 

8 一般衛生管理 ・JFS規格 GMP 
9 食品防御と食品偽装 【食品防御】 

・食品防御の必要性 
・内部コミュニｹｰｼｮﾝ 
・外部からの防御 
【食品偽装】 
・食品偽装の背景 
（食品偽装から発展する食品安全も含めて） 
【演習例】 
フードティフェンスの観点から、計量室での一人作業は
望ましくないと取引先から指摘された。どのような対策
を講じる必要があるか。ただし、コスト面から人を増や
すことはできない。 



10 
11 

お申し出の対応と製品回収 
及び消費者コミュニｹｰｼｮﾝ 

・お申し出対応 
・製品回収判断 
・製品回収実務 
・SNS 
・レピュテーションリスク 
【演習例】 
虫の異物混入の指摘があったお客様の対応していた
営業部門から、「対応に納得がいかないのでお客様が
SNS にアップする」と言われている。その際の営業部門
へのアドバイスと対策は。 

12 総括と試験 ・総括 
・試験 

 
  



２. HACCP 
 

コース名 
HACCP 

主な目的 
現場で HACCPシステムの構築･運用に取り組む人材の育成 

概要 
既存の HACCP講習会をベースとし、ハザード分析の実習では、企業から派遣された講師による製品や
工程を説明 

単位・コマ数・時間/コマ 
３日間の集中講義 

 
《１日目》 
No. 時間（例） 時間

（分） 
講習内容 

1 9:00～9:30 30 
・オリエンテーション 
・自己紹介 

2 9:30～11:00 90 

JFS の概要と規格の特徴 
・HACCP の概略・利点 
・JFS概要と規格の特徴 
・食品安全マネジメントシステム(FSM)  

- 11:00～11:10 10 休憩 
3 11:10～11:50 40 食品安全関連法規 
- 11:50～12:50 60 休憩 
4 12:50～13:50 60 一般衛生管理（講義） 
5 13:50～14:35 45 【演習】一般衛生管理の作成 
- 14:35～14:50 15 休憩 
6 14:50～16:00 70 食品ハザード（セクターEⅠ-EⅣの考え方も含有） 
 16:00～17:10 10 休憩 
7 16:10～16:50 40 HACCPの準備段階（手順 1～5） 

8 16:50～18:30 100 

【演習】 
チーム編成、製品説明書確認、フローダイアグラム確認 
《事業者講師》 
製造事業者等が製品説明書やフローダイアグラムの説明を行
う。製品説明書やフローダイアグラムは製造ノウハウ等を除いた
仮のもので可。 

 
 
 



《2日目》 
No. 

時間（例） 
時間
（分） 

講習内容 

9 9:00～10:00 60 危害要因の分析（手順 6・原則 1） 
10 10:00～10:30 30 重要管理点の設定（手順 7・原則 2） 
- 10:30～10:40 10 休憩 

11 10:40～11:20 40 許容限界の設定（手順 8・原則 3） 
12 11:20～12:10 50 モニタリング方法の設定（手順 9・原則 4） 
- 12:10～13:00 50 休憩 

13 13:00～13:30 30 是正処置の設定（手順 10・原則 5） 

14 13:30～19:00 480 

【演習】ハザード分析シートの作成 
《事業者講師》 
製造事業者等がアドバイザーで参加し、原材
料、工程、機器類の説明を行う。必要に応じて、
写真やビデオを活用する。 
（途中適宜休憩） 

 
《3日目》 
No. 

時間 
時間
（分） 

講習内容 

16 9:00～10:00 60 検証手順の設定（手順 11・原則 6） 
17 10:00～10:20 20 文書化及び記録保持（手順 12・原則 7） 
- 10:20～10:30 10 休憩 

18 10:30～13:00 150 

【演習】HACCP プランの作成 
《事業者講師》 
同様にアドバイザー 
（途中適宜休憩） 

19 13:00～16:30 210 

【演習】ハザード分析シート及び HACCP プランの発
表・ディスカッション 
《事業者講師》 
発表に対してのコメント 
（途中適宜休憩） 

20 16:30～16:45 15 総括 
21 16:45～17:30 45 試験 

 
プログラム作成に当たり参考にした文献  
HACCP:危害分析重要管理点トレーニングカリキュラム（第 5版 ver.5.2）（一社）大日本水産会 
HACCP導入と運用の基本 （公社）日本食品衛生協会 
JFS-A/B監査及び適合証明プログラム 監査員・判定員研修コースに係る承認基準文書 Ver. 1.0 



３. FSMS監査員養成及び力量向上 
 

コース名 
FSMS監査員養成及び力量向上 

主な目的 
監査対象の現場・実務の知識を有する監査員の養成 

概要 
既存の JFS-A/B監査員コースのカリキュラムに加え（8時間程度）、現場監査の技術向上につながる
知識（対象の品目・業種に係る業務、記録確認等）を習得できるカリキュラム 

単位・コマ数・時間/コマ 
1単位・12 コマ・90分/コマ 
 
コマ 名称 概 要 
1 
2 
3 
4 
5 

監査概論 ・監査概要、監査のフロー（JISQ19011） 
・規格解説 
・法規制解説 
・現地監査改善の実施と適合証明書の発行 
【監査に前もって必要な準備】 
・準備の必要性 
・監査対象組織の確認 
・製品仕様書（製品説明書）の確認 
・製造フローの確認 
・監査員が自ら実施するハザード分析 
・現場監査のポイント抽出 

6 
7 

代表的なリスクに応じた監査 【生物的ハザード】 
・微生物の汚染 
・微生物の増殖 
【化学的ハザード】 
・アレルゲン 
・農薬/動物性医薬品 
・洗浄剤等の残存（CIP洗浄を中心に） 
【物理的ハザード】 
・硬質異物の発生及び混入 
【FSM】 
・食品表示 
・フードディフェンス 
【演習】 
写真等で監査現場を映し出し、確認する点や指摘す
る点をグループワークし、発表 



例)計量室におけるアレルゲン管理では、何を確認す
るか 

8 
9 

機器・装置に応じた監査 【下処理】 
・計量機 
・切断機 
・選別機 
【加熱/冷却】 
・加熱調理機器（フライヤー、ニーダー、焼成機等） 
・プレート殺菌機 
・レトルト殺菌機 
・冷却装置（空冷/水冷） 
・真空冷却機 
【異物除去装置】 
・マグネット 
・ストレーナー 
・シフター 
・金属検出機 
・X線異物検出機 
【演習】 
上記と同様に監査演習 
例)マグネット設置工程で、何を確認するか 

10 場面に応じた監査 【付帯施設】 
・更衣室 
・手洗い場 
・毛髪除去（ローラー/エアシャワー） 
・試験室 
【保管/出荷施設】 
・常温保管庫 
・薬剤保管庫 
・冷蔵保管庫 
・冷凍保管庫 
【演習】 
上記と同様に監査演習 
例)食品工場の試験室では、何を確認するか 

11 ヒアリング及び文書記録監査 ・現場従事者へのヒアリング 
・記録の抽出 
・記録の監査 
・文書の監査 



【演習】 
上記と同様に監査演習 
例)現場従事者へのヒアリング。学内に設置してある
食堂に協力を仰ぎ、従事者にヒアリングを実施。 

12 総括と試験 ・総括 
・試験 

 
※現在 JFSM は監査研修について、ブラッシュアップを進めている。その状況を鑑み、時間数や内容の変
更を柔軟に対応していく 
 


