
「FCP企業力アッププログラムⅡ」 
付属テキスト① 
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食料産業局 企画課 食品企業行動室 

やってみようB１６（ベーシック１６） 
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1. 社内の各部署・担当者を「協働の着眼点」の担当項目の担当者に決める 
2. 会社全般について理解している方が全てを記入します 

協働の着眼点〔業種横断版〕全体図で確認して、関連する部
署、担当者を、下の樹形図（ツリー）に書き込みます。 
ここでは、大きく自社の経営構造について考えます。 
 
担当がいない項目については、経営者（経営に携わる方が確
認をしていきます。 

担当者を決めます 

経営者（経営に携わる方） 

協働の着眼点16項目 
記入をする各担当者 

個別で参加 

これから、このテキストを進め
ていく上で、関係する担当の方
を「このマーク」で示します。
マークのある担当の方は、一緒
に作業を進めてください。 

協働の着眼点16項目 
記入をする各担当者 

全員で参加 

前準備 
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協働の着眼点〔業種横断版〕全体図 



4 

協働の着眼点大項目16項目 樹形図（ツリー） 

社内の各部署・担当者を「協働の着眼点」の担当項目の担当者に決めて下さい。 
会社全般について理解している方、経営者（経営に携わる方）が確認し記入します。 
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やってみようベーシック16 

「ベーシック16」の16項目は、前ページで割り当て
られた担当者が、それぞれの項目を書いていきます。 
 
例題：項目１「お客様を基点とする企業姿勢の明確化」 
 
 なぜ、この項目が大事なのか 
ベーシック16の項目が何を伝えたいのかを伝えています。 
良く内容を確認して、自分たちの会社の取組に置き換えて考
えてみて下さい。 
 
STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目） 
16の大項目から分類された中項目です。ここでは、食品を扱
う上で会社として考えるべき課題を抽出します。 
 
STEP２：課題に対して御社の取組について箇条書で記入 
STEP１で確認した課題に対して、自分たちの会社での取組を
具体的に記入していきましょう。 
 
STEP３：STEP２で記入したことを整理して具体的に記入 
STEP２（＝中項目）の内容を踏まえた上でまとめます。 
このまとめた内容が「ベーシック16」の各項目になります。 
 

ベーシック16ヒント集の具体例を参考する 
具体例を参考に、STEP２に戻り、もう一度自社の取組を書き
出します。最後にSTEP３を見直します。 

やってみようベーシック１６ 



6 

ベースとなる価値観と行動 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するとともに、これを安心して楽しんでいただくためには常にお客様の視点に立
って活動を展開する企業姿勢が明確になっており全社員に徹底されていることが重要だと考えます。 

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「お客様を基点とする企業姿勢の明確化」について記入して下さい。（250字以内） 

  

  

  

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 経営姿勢の社内外への明示 ➟ 

  

(1) 基本方針の保持 ➟ 

  

(1) 社内の情報共有及び連携体制の整備 ➟ 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
経営姿勢の社内外
への明示 

①経営者がお客様を基点とする基本的な考え方に 
 基づいて、安全かつ適切な食品を提供する責任 
 を認識しており、その姿勢を社内外に示してい 
 る。 

○以下のような手段により、お客様を基点とする経営 
 者の考え方を社内外に示している。 
 ・自社ホームページ 
 ・パンフレット（会社案内） 
 ・CSR報告書 

２ 基本方針の保持 

①お客様を基点とする基本的考え方により、安全 
 かつ適切な食品を提供するとともに、お客様に 
 食品事業者の取組を伝えることを、基本方針と 
 して示している。 

○お客様基点で安全性を優先することやコミュニケー 
 ションを重視して、お客様の満足度を高めること等 
 を基本方針として示している。 

３ 
社内の情報共有び 
連携体制の整備 

①自社内の調達から販売に至るまでの全てのプロ 
 セスにおいて、情報共有及び連携体制を整備し 
 ている。 

○以下のような手段により情報共有行っている。  
 ・朝礼、昼礼 ・会議 ・現場への掲示  
 ・全体集会 ・資料の回覧 ・日報、月報 
 ・電子メールによる連絡 ・電子掲示板への掲示 
 ・方針に関する勉強会等 
○以下のような担当者や組織を定めている 
 ・品質保証責任者 ・品質保証部門  
 ・各部門からの人員により構成される 
  品質保証委員会等 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するとともに、これを安心して楽しんでいただくためには常にお客様の視点に立
って活動を展開する企業姿勢が明確になっており全社員に徹底されていることが重要だと考えます。 
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ベースとなる価値観と行動 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様の食に対する信頼を獲得するためには、食品事業者として、法令遵守を徹底することに加え、社会環境の変
化に適切に対応して社会規範、社会倫理に沿った企業活動を行っていくことが、必要であると考えます。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 基本方針の保持 ➟ 

  

(1) 遵守事項の明確化及び遵守の確認体制の整備 ➟ 

  

(1) 従業員教育 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「コンプライアンスの徹底」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 基本方針の保持 

１）法令遵守に真摯に取り組む方針を示してい 
  る。 
２）社会的要請に真摯に対応する方針を示して 
  いる。 

○以下のような手段により取り組んでいる。 
 ・社内（来客スペース含む）への掲示  
 ・自社ホームページ  ・パンフレット（会社内）  
 ・CSR報告書   
 ・環境を重視する企業との取引推進（グリーン購入） 
 ・廃棄物削減等 

２ 
遵守事項の明確化及
び遵守の確認体制の 
整備 

１）遵守しなければならない法令及び基準を 
  明確にしている。 
２）明確化した遵守しなければならない法令及 
  び基準について随時、適切に更新している。 
３）責任者を明確にして、遵守事項の管理及び 
  遵守の確認を行っている。 

○以下の手段により、基準を明確にしている。 
 ・食品衛生 ・食品表示 ・広告宣伝 ・公正取引等 
 ・遵守すべき法令及び基準の一覧表 
 ・コンプライアンスに関するハンドブック 
 ・業界団体からの情報入手  
 ・関係省庁または食品安全委員会のメールマガジン 
  またはホームページからの情報収集等 

３ 授業員教育 

１）授業員のコンプライアンスに対する意識を 
  高める活動を行っている。 

○勉強会（基本方針、法令改正事項、違反事例）を 
 行っている。 
○遵守事項の事務所や現場への掲示を行っている。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様の食に対する信頼を獲得するためには、食品事業者として、法令遵守を徹底することに加え、社会環境の変
化に適切に対応して社会規範、社会倫理に沿った企業活動を行っていくことが、必要であると考えます。 
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社内に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に対して、安全で適切な食品を安定的に提供するためには、日常の業務が安定して、的確に行われることを確
実にするよう、体制を整備することが重要だと考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 方針及び業務ルールの策定及び更新 ➟ 

  

(1) 方針の周知及び業務ルールの教育体制の整備 ➟ 

  

(1) 業務の適切な実施を確認する体制の整備 ➟ 

  

(1) 方針及び体制の社外への公開 ➟ 

  

(1) 危害要因の分析及び管理方法の選定 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「安全かつ適切な食品の提供をするための体制整備」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
方針及び 
業務ルールの策定及び
更新 

１）企業理念または方針の中に、安全かつ適切 
  な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んで  
  いる。 
２）安全かつ適切な食品の提供のための業務 
  ルールを定めている。 
３）食品の安全性及び適切性に関する新しい情 
  報を常に収集している。 
４）継続的に業務ルールの見直し及び改善を 
  行っている。 

○安全安心で品質の高い製品を提供するために努力す 
 ること等を、基本方針として示している。 
○調達物資の安全性及び適切性の確認 ・製造工程の 
 管理 ・適切な表示の実施 ・従業員の衛生管理等 
○関係省庁、業界団体、お客様からの意見や要望の   
 情報収集 ・基準を見直す責任者の指定 
○業務ルールの見直し時には、記録を残している。 
                     等 

２ 
 

方針の周知及び 
業務ルールの 
教育体制の整備 

１）安全かつ適切な食品の提供のための方針を 
  従業員に周知徹底している。 
２）安全かつ適切な食品の提供のための業務 
  ルールを従業員に教育する体制を整備して 
  いる。 

○事務所や現場への方針掲示 ・会議や朝礼での方針 
 の唱和 ・ハンドブックの配布  
○社内の業務ルールの教育計画の立案 
○OJT ・e-ラーニング ・取引先への工場見学 
○社内規格 ・食品衛生 ・薬物管理・食品衛生 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に対して、安全で適切な食品を安定的に提供するためには、日常の業務が安定して、的確に行われることを確
実にするよう、体制を整備することが重要だと考えています。 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

３ 
業務の適切な実施を 
確認する体制の整備 

１）業務ルールに基づいて業務が行われているか 
  について、日常的に確認を行っている。 
２）業務ルールに基づいて業務が行われているか 
  について、自社内に別担当または第三者機関  
  が監査を行っている。 

○従業員同士でお互いの作業の確認。 
○チェックリストに基づく、検査担当者による検査 
 を行っている。 
○現場の巡回    ○ISOのシステム監査  
○販売先企業独自の監査 

４ 
方針及び体制の 
社外への公開 

１）完全かつ適切な食品を提供するための 
  方針及び社内体制を、社外に公開している。 

○以下のような手段により方針及び社内体制を 
 社外に公開している。 
 ・ホームページ ・パンフレット（会社案内） 
 ・CSR報告書等 

５ 
危害要因の分析 
及び管理方法の 
選定 

１）原材料から食品を消費するまでの安全に 
  関わる危害要因を明確にしている。 
２）オペレーションを工程図にし、現場の実態と  
  合っているか確認し随時更新している。 
３）調達物資の調達から食品の製造、販売までの 
  過程の危害要因を洗い出し、分析し、 
  管理方法を定めている。 
４）危害要因の洗い出し、分析内容及び管理方法 
  の妥当性の検証を行い、見直しを行っている。 
５）危害要因の管理方法を業務ルールに反映して  
  いる。 

○食品の原材料、製造工程、流通形態を考慮し、 
 危害要因になりえるものを洗い出している。 
○工程図、工程図の保管及び管理。 
○HACCPの手法もしくはそれに準ずる管理方法 
 により重点管理点（CCP）を特定し、その許容 
 限界定め、管理方法を確立している。 等 
○危害要因の管理方法に関し、妥当性の検証と 
 見直しを行っている（クレームや不具合の発生 
 を確認して管理方法の効果を評価。 
○危害要因の管理方法を作業手順に記述し、現場  
 に掲示している、マニュアルに記述している。 
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MEMO 
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社内に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、まず、自社の業務過程の入り口として、安全で適切な原材料や
包装資材を調達することが重要だと考えています。 

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「調達における取組」について記入して下さい。（250字以内） 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目） STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 調達先の評価及び選定 ➟ 

  

(1) 調達物資の安全性及び適切性の確認 ➟ 

  

(1) 調達物質の保管及び管理 ➟ 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
調達先の評価 
及び選定 

１）調達する食品及び調達物資の調達先を、 
  評価及び選定している。 

○調達先を評価し選定している。 
○取引実績の確認パンフレットの内容確認、工場視察 
 選定基準による評価等 
○マネジメントシステムの導入 
 （ISO・HACCP・自社独自規格 等） 

２ 
調達物資の 
安全性及び 
適切性の確認 

１）調達物資に関する要求事項または受入基準 
  を定めている。 
２）調達物資の受入時に検査を行っている。 

○要求事項または受入基準を定めている。 
 （自社及び他社の取引実績・サンプル評価） 
○受入検査を行っている。 
 （品名・外装・外観・数量・期限表示の確認 
  ・官能検査・分析検査・異物検査・残留農薬等）  
○原材料の衛生適な取り扱い、 
 規格書による品質規格の確認。 

３ 
調達物資の 
保管及び管理 

１）調達物資に応じた条件下で保管及び管理し 
  ている。 
２）調達物資の適切な保管及び管理を行う 
  ために、適切な施設または設備を備え、 
  管理している。 
３）調達した原材料の使用期限を設定及び管理 
  している。 

○常温品、冷蔵品、冷凍品に対して決められた 
 温度範囲内での保管及び管理。 
○原材料の原産地や銘柄ごとに整理区分。 
○メンテナンスされた衛生的な保管場所で保管。 
○交差汚染を起こさないよう原材料の種類ごとの保管。 
○原材料の使用期限を別途設けて管理。 
○原材料の先入先出により期限切れを防止している。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、まず、自社の業務過程の入り口として、安全で適切な原材料や
包装資材を調達することが重要だと考えています。 
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社内に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、自社の製造、調理、加工、保管、流通の各過程において、食品
の特性に応じた適正な衛生品質の管理を行うことが重要だと考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 製造工程の管理 ➟ 
  

(1) 適切な表示の実施 ➟ 
  

(1) 食品の保管及び管理 ➟ 
  

(1) 工場での従業員の衛生管理 ➟ 
  

(1) 施設及び設備の設置 ➟ 
  

(1) 施設及び設備の管理 ➟ 
  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「製造における取組（製造版）」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 製造工程の管理 

１）食品製造用の設備及び器具の食品接触面を 
  清潔に保っている。 
２）食品製造で使用する水は飲用適であり、 
  安全な方法で処理及び維持管理している。 
３）食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を 
  適切な条件下で行えるよう管理している。 
４）異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去 
  に取り組んでいる。 
５）微生物及びアレルギー誘起物質の交差汚染を 
  防ぐ対策をとっている。 
６）製造工程中の食品の品質及び衛生検査を 
  行っている。 

○効果が検証された方法で洗浄及び殺菌。 
○拭き取り検査により、洗浄・殺菌方法の効果を 
 定期的に測定。 
○工場内の配管、貯水設備について、定期的に検 
 査を行い水道法の水質基準に適合した水を使用 
○定めた温度で加熱・冷却できていることを確認 
 している。 
○異物混入防止（毛髪・金属探知機・X線装置等） 
○微生物の交差汚染を防ぐため、衛生レベルが異  
 なる工程ごとに作業場所を区別している。 
○製造工程中の食品を拭き取り、粘度、ph、塩分 
 濃度等の物性測定ならびに微生物検査。 

２ 適切な表示の実施 

１）適切に設定された、賞味期限または 
  消費期限を食品に表示している。 
２）原材料の情報及び製造した 
  食品の情報のリンクを適切に行っている。 
３）包装への印字を適切に行うよう、 
  製造した食品及び印刷機の管理を行っている。 
４）印字された表示が適切であることを 
  確認している 

○科学的根拠に基づいた消費期限、賞味期限また 
 品質保証期限を表示している。 
○印字された食品の情報と原材料の情報が 
 合っていることを確認している。 
○印字ミスを防ぐため食品のロット管理を 
 行っている。 
○印字内容が印刷機の設定内容と 
 合っていることを確認している。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、自社の製造、調理、加工、保管、流通の各過程において、食品
の特性に応じた適正な衛生品質の管理を行うことが重要だと考えています。 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

３ 食品の保管及び管理 

１）食品に応じた条件下で保管及び管理している。 
２）出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を 
  行っている。 
３）ロット間の誤混入が起こらないよう食品を 
  取り扱っている。 

○常温品、冷蔵品、冷凍品別に温度管理して 
 保管・管理している。 
○ロットごとに商品を抜きとり、微生物検査や 
 品質検査、官能検査を行っている。 
○異なるロットの食品が購入しないように、 
 明確に区分して管理している。 
○誤出荷を防止するために、 
 不合格品に目印を付けて、 
 明確に合格品と区別して管理している。 

４ 
 

工場での従業員の衛生管
理 

１）健康状態が適切でない従業員が、 
  工場内に立ち入らない対策をとっている。 
２）従業員の衛生状態が維持させるよう、 
  工場での衛生管理を行っている。 
３）工場での食品汚染を招きかねない行為を 
  明確に禁止している。 
４）工場への訪問者は、 
  従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ 
  入場できないよう取り決めている。 

○定期的な健康診断と検便検査を行っている。 
○衛生管理マニュアルに報告すべき健康状態の 
 一覧を明記している。 
○身だしなみを正しく整え、手や手袋で顔、 
 口、髪の毛を触らないように指導している。 
○時計や装飾品を含め個人の所有物は製造場所 
 に持ち込むことを禁止している。 
○工場への訪問者に個人衛生規定を守らせるた 
 め、以下のような取組を行っている。 
 ・訪問者だけで入場させない。 
 ・従業員と同等の個人衛生規定を適用。 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

５ 施設及び設備の設置 

１）施設の立地（土壌、水質及び空気）が 
  重大な汚染にさらされていないことを確認してい  
  る。 
２）施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、 
  耐久性に優れ、メンテナンスがしやすく、 
  必要な場合には消毒可能なものにしている。 
３）工場内に換気設備を設置している。 
４）衛生的な作業に十分な照明設備を設置している。 
５）食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに 
  適したものを選定し、配置している。 
６）施設、設備及び器具のメンテナンスのための 
  用具を設置している。 

○土壌、水質、大気汚染が発生していない場所 
 であることを確認している。 
○水質の調査を定期的に行っている。 
○汚水を速やかに排水できるような設計に 
 している。 
○作業に適した照度と光度を有する照明を設置 
 している。 
○原材料を床に直置きせずに整理して 
 置けるよう、パレットや棚を整理している。 
○装置洗浄に適した洗浄器具を設置している。 

６ 
 

施設及び設備の設置 

１）有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止 
  を行っている 
２）有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤に 
  ついて、適切な保管及び使用用途の管理を行って 
  いる。 
３）食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の 
  処理を行っている。 
４）施設及び設備の、メンテナンス及び 
  サニテーションを行い、その効果の検証を行って 
  いる。 

○外部専門業者による、昆虫類、鼠の 
 生息状況のモニタリングを行っている。 
○有害小動物の進入や発生が認められた場合は、 
 適切な薬剤使用や捕獲により駆除している。 
○薬剤は、製造場所では保管しないよう定めて 
 いる。 
○廃棄物は製造場所から隔離した場所で 
 管理している。 
○設備動作確認 ○設備保守点検 ○精度管理 
○使用方法の標準化  ○ATP測定 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、自社の業務過程の最後の段階である販売の際に、食品の適切な取
り扱いを確保することが重要だと考えています。 

社内に関するコミュニケーション 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 販売先の評価及び選定 ➟ 

  

(1) 輸送及び保管時の食品の 

管理条件の設定 
➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「販売における取組」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 販売先の評価及び選定 

１）食品の販売先の適切な評価を行い、 
  取引先を選定している。 

○視察や経営者のヒアリングを行い、 
 取引先を評価している。 
○販売先の品質管理、コンプライアンス実施状況を 
 監査している。 
○流通・店舗で食品が適切に管理されているかを 
 確認している。 
○販売先を対象とした研修を実施し、 
 販売先の社員を衛生管理、コンプライアンスの研修に 
 招いている。 

２ 
 

輸送及び保管時の食品
の管理条件の設定 

１）食品に応じた輸送及び保管時の 
  管理条件を、取引先と取り決めている。 

○輸送時に保たれるべき温度等について、 
 取引先や配送業者に正しく伝えている。 
○店頭やバックヤードでの陳列方法（温度、積み上げ方  
 等）について、取引先と取り決めを行っている。 
○販売先や販売先までの輸送行程において、 
 温度管理の徹底を依頼している等。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を提供するためには、自社の業務過程の最後の段階である販売の際に、食品の適切な取
り扱いを確保することが重要だと考えています。 
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取引先に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、公正な取引が安定的に行われるよ
う、また、取引先との間で情報の共有や協働の取組が進むよう、体制を整備することが重要だと考えています。
常に、取引先と対等な立場で、透明性が高い取引関係を構築していることは、お客様の信頼を損なう原因となり
がちな「無理」を未然に防止することにつながると考えています。また、継続的に、取引先と情報を共有し、協
働の取組を進めることは、一社のみの取組では限界のある、お客様への正確な情報提供や、商品・サービスの改
善に効果を発揮すると考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 業務ルールの策定 ➟ 
  

(1) 業務ルールの周知及び教育体制の整備 ➟ 
  

(1) 公正な取引の確認体制の整備 ➟ 
  

(1) 業務ルールの社外への公開 ➟ 
  

(1) 情報共有の仕組みの整備 ➟ 
  機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「持続性のある関係のための体制整備」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 業務ルールの策定 

１）取引先との取引条件の設定や契約等に 
  関して公正な取引をするための 
  業務ルールを定めている。 

○独占禁止法や下請法、公私混同の禁止、利益相反の禁止、 
 会社間および協力会社や下請業者との節度ある交際 等 
○与信、品質管理体制、商品情報管理体制、納期、 
 緊急時連絡体制、クレーム対応体制、経営者の資質 等 
○組織のあり方、組織運営、経営品質を含む相互監査、 
 第三者監査等 

２ 
 

業務ルールの周知及び 
教育体制の整備 

１）公正な取引のための業務ルールを社内 
  に周知徹底している。 
２）公正な取引のための業務ルールを 
  必要な従業員に教育する体制を整備し 
  ている。 

○朝礼時の唱和や書類の回覧をしている 
○従業員へのカード配布、事務所内でのポスター掲示 
○「行動規範」「行動規範事例集」を作成し全従業員に配 
 布している。 
○営業担当等、取引先と接する従業員に対し、定期的に研 
 修を行っている。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、公正な取引が安定的に行われるよ
う、また、取引先との間で情報の共有や協働の取組が進むよう、体制を整備することが重要だと考えています。
常に、取引先と対等な立場で、透明性が高い取引関係を構築していることは、お客様の信頼を損なう原因となり
がちな「無理」を未然に防止することにつながると考えています。また、継続的に、取引先と情報を共有し、協
働の取組を進めることは、一社のみの取組では限界のある、お客様への正確な情報提供や、商品・サービスの改
善に効果を発揮すると考えています。 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

３ 
公正な取引の確認体制の
整備 

１）公正な取引の実施を確認する責任者 
  を明確にしている。 
２）公正な取引のための業務ルールの 
  改善を行っている。 

○必要な場合には、弁護士等の専門家が確認をしている。 
○経営層をメンバーとする会議が、取引の適切さについて、 
 担当者からの報告を元に確認している。 
○購買、工場、流通、販売の各担当による定期的な 
 合同会議において、公正な取引の観点でも業務の 
 見直し、改善を行っている。 

４ 
業務ルールの社外への公
開 

１）取引先との公正な取引に関する 
  業務ルールを社外へ公開している。 

○ホームページや冊子において、公正な取引を行う方針を 
 公開している。 
○取引先とは、公平かつ対等な立場で接していることを、 
 CSR報告書で公開している。 

５ 情報共有の仕組みの整備 

１）取引先との意見交換はできるよう 
  担当窓口を設置している。 
２）取引先の意見について社内に 
  伝達するルート及び共有方法を定め 
  ている。 
３）取引先とより効果的な情報共有を 
  行うための場を設けている。 

○取引先との総合窓口として意見を受け付ける担当を 
 定めている。 
○取引先からクレームいただいた場合には、 
 しかるべき管理者に伝わるようルール化している。 
○取引先交流会、商談を通して取引先と情報交換を 
 行っている。 
○地元の原材料生産者のグループと、 
 情報交換の場を設けている。 
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取引先に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、取引先と持続性があり、かつ緊張
感のある関係を構築することが重要だと考えています。 

 そのために実際の取引において、取引先との間で対等な立場で、透明性を高める取組を進めていくことが必要だ
と考えています。この取組によりお客様の信頼を損なう原因となりがちな「無理」を防止することになると考え
ています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 公正な取引の実施 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「取引先と公正な取引」について記入して下さい。（250字以内） 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、取引先と持続性 
 があり、かつ緊張感のある関係を構築することが重要だと考えています。 
 そのために実際の取引において、取引先との間で対等な立場で、透明性を高める取組を進めて 
 いくことが必要だと考えています。この取組によりお客様の信頼を損なう原因となりがちな 
 「無理」を防止することになると考えています。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 公正な取引の実施 

１）取引先と適正な契約を結んでいる。 
２）取引に際し、契約の内容を文書で双方が 
  取り交わしている。 
３）取引に関する解決すべき問題点や改善点を 
  相互で議論し、意思疎通を図り、 
  問題解決をしている。 

○契約内容が適正であることを法務の担当者が 
 確認している。 
○書面による契約を行っている。 
（受発注書、製造委託契約書、覚書等） 
○相互での問題解決を図っている。 
（話合いの場、要望に応じて技術支援） 
○議論を行い、改善に向けての取組を行っている。
（品質保証における課題共有、製品や包装の回収、
廃棄の取り扱い、社会環境変化に伴うリスク、海外
原材料確保に伴うリスク、従来の商慣行、商習慣の
リスク等） 
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取引先に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、取引先と協力し 
 て、商品等の情報を共有することによって、正確な情報を共有するとともに、商品開発や業務 
 の見直しを行うことが重要だと考えます。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 商品等についての情報共有 ➟ 

  

(1) 取引先との協働の取組 ➟ 

  

  

  

  

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「取引先との情報共有、協働の取組」について記入して下さい。（250字以内） 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安全で適切な食品を安定的に提供し、その信頼を獲得するためには、取引先と協力し 
 て、商品等の情報を共有することによって、正確な情報を共有するとともに、商品開発や業務 
 の見直しを行うことが重要だと考えます。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
商品等についての情報
共有 

１）お客様に提供する食品に関する情報を取引先と 
  共有している。 
２）食品のトレースに必要な情報を取引先とお互いに 
  整理し、必要な場合に共有できるようにしている。 
３）食品の一貫したロット管理を取引先と行っている。 
４）取引先への情報伝達のスピードと正確性を 
  向上させるための取組を進めている。 

○生産や販売についての年度半期計画の 
 情報を共有している。 
○食品の出荷記録、原材料の入荷記録を 
 保管している。 
○製品について原材料の品質、原産地、農薬、 
 加工工程の情報の授受をしている。 
○規格書情報、生産履歴情報、 
 原材料トレース、流通段階の温度管理情報、 
 受発注システムの情報データベースを 
 作成している。 

２ 
 

取引先との協働の取組 

１）取引先と協働して、商品開発及びサービス提供を 
  行っている。 
２）取引先と協働した業務の改善及び効率化に 
  取り組んでいる。 

○健康イベント、試食イベント、工場見学に 
 ついて販売先と共同で行っている。 
○小売業者と協働での市場調査や欠品対策を 
 行っている。 
○共同物流によるムリ・ムダの排除を 
 行っている。 
○リアルタイムで在庫管理ができる情報シス 
 テムの生産計画策定への活用を行っている。 
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お客様に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 安定的に、お客様に安心して食品を楽しんでいただくことに加え、その信頼を獲得するために 
 は、お客様とのコミュニケーションのための体制を整備することが重要だと考えています。お 
 客様からの声を聞き、食品に関する情報をお客様に提供するという、商品やサービスを通じた 
 お客様との双方向のコミュニケーションや、食品事業者の社会的責任とも言える「食育」の推 
 進は、お客様の満足度を高め、信頼感を醸成するものと考えるからです。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 方針及び業務ルールの策定 ➟ 

  

(1) 方針の社内周知及び 
業務ルールの教育体制の整備 

➟ 

  

(1) 情報の収集、管理及びお客様対応 
体制の整備 

➟ 

  

(1) 情報提供体制の整備 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「お客様とのコミュニケーションのための体制整備」について記入して下さい。（250字以内） 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 安定的に、お客様に安心して食品を楽しんでいただくことに加え、その信頼を獲得するために 
 は、お客様とのコミュニケーションのための体制を整備することが重要だと考えています。お 
 客様からの声を聞き、食品に関する情報をお客様に提供するという、商品やサービスを通じた 
 お客様との双方向のコミュニケーションや、食品事業者の社会的責任とも言える「食育」の推 
 進は、お客様の満足度を高め、信頼感を醸成するものと考えるからです。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
方針及び業務ルール
の策定 

１）企業理念または方針の中に、 
  お客様とのコミュニケーションを 
  重視する姿勢を盛り込んでいる。 
２）お客様とのコミュニケーションを 
  重視する業務ルールを定めている。 

○お客様への情報提供やお客様対応を重視すること等を 
 方針に示している。 
○お客様対応や情報提供に関する業務ルールを 
 定めている。 
○お客様対応における留意点をまとめた文書を 
 作成している。 
○お客様対応マニュアルがある。 



32 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

２ 
方針の社内周知及び業
務ルールの教育体制の
整備 

１）お客様とのコミュニケーションに関して、 
  従業員に教育する体制を整備している。 
２）お客様とのコミュニケーションに関して、 
  新しい情報を収集し、工夫している。 
３）お客様とのコミュニケーションに関して 
  責任者を明確にしている。 

○お客様とのコミュニケーションの教育体制を整備し 
 ている。（社内集合研修、工場見学、新製品説明会、 
 原産地視察、クレーム対応ハンドブック） 
○業界団体から情報を収集している。 
○お客様対応の部門、責任者を定めている。 
 

３ 
情報の収集、管理及び
お客様対応体制の整備 

１）お客様からの問い合わせ及び情報提供を受  
  けるための体制として窓口を設置している。 
２）お客様対応担当とその関係者が連携して 
  対応する体制を整備している。 
３）お客様の意見を経営に活かす体制を整備して
いる。 
４）お客様から収集した個人情報の保護借置を 
  とっている。 

○お客様からの意見を受け付けている。 
 ホームぺージ、電話（コールセンター）、FAX  
 メール、書簡、店頭での投書等 
○お客様からの情報収集 
○全社的にお客様対応担当者会議を定期的に 
 行っている。 
○情報セキュリティや個人情報保護に関する教育を  
 行っている。 

４ 情報提供体制の整備 

１）お客様に情報提供する責任者を明確に 
  している。 
２）お客様に提供する情報の正確性及び 
  わかりやすさを確認する体制を 
  整備している。 

○お客様に情報提供を行う担当者を決めている。 
○お客様に情報提供する場合、専門家や行政機関に 
 情報の内容が正しいか確認することを業務ルール 
 に定めている。 
○新製品については、発売前の段階からお客様対応 
 部門が参画し、使い勝手、注意表示を開発部門と 
 検討、改善提案を行っている。 
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MEMO 
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お客様に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するために 
 は、お客様からの情報を収集し、その声に適切に対応すること、さらには、収集した情報を適 
 正に管理することが重要だと考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 情報収集 ➟ 

  

(1) 収集した情報の管理 ➟ 

  

(1) 適時、適切なお客様対応 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「お客様からの情報の収集、対応、管理」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 情報の収集 

１）お客様から情報を受け取る手段を整備し、 
  お客様に選択肢として提供している。 
２）お客様に働きかけることにより、 
  お客様からの意見を積極的に収集している。 
３）お客様以外から幅広く情報及び要望を 
  収集している。 

○お客様からの声を受ける手段、問い合わせ先を、 
 商品パッケージやホームページで公開している。 
○自社製品のファンクラブを立ち上げて、その 
 会員から情報を収集する機会を設けている。 
○小売業者に出向き、小売業者から売れ筋や 
 お客様の要望を収集している。 

２ 収集した情報の管理 

１）お客様から収集した情報を集約し管理 
  している。 
２）お客様から収集した情報を分類及び分析 
  している。 
３）お客様かた収集した情報を関係者において 
  共有し必要な情報を関連先まで伝達している。 

○お客様から寄せられた情報を管理する担当者を定めて
いる。 
○お客様の声を内容別 
（相談、クレーム、意見提案、賞賛）に分類 
 ・整理しデータベース化している。 
○収集した情報をファイリングし、 
 関係者が確認できるように管理している。 

３ 
適時、適切なお客様対
応 

１）お客様からの問い合わせに対して、 
  正確な情報を提供できるように対応している。 
２）お客様からのクレームに適切に対応している。 
３）お客様からの意見を商品及びサービスの 
  改善につなげている。 

○お客様からのクレームに対して返答する期限を 
 決めている。 
○お客様から寄せられた意見は、すべて役職者が 
 読み厳しい意見には経営者が判断対処している 
○クレームを工程別、原因別、に分類し、問題点 
 を分析し、食品の品質管理に応用している。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するために 
 は、お客様からの情報を収集し、その声に適切に対応すること、さらには、収集した情報を適 
 正に管理することが重要だと考えています。 
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お客様に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するために 
 は、お客様に適切な情報提供を行い、安全で適切な食品を提供しようしている食品事業者の取 
 組や、提供する商品に関する様々な情報を分かりやすくお客様にお伝えすることが重要だと考 
 えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 効率的な手段による情報提供 ➟ 

  

(1) 正確でわかりやすい情報提供 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「お客様への情報提供」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
効果的な手段による情報
提供 

１）商品パッケージ及び販促資材により 
  情報提供している。 
２）商品パッケージ及び販促資材以外に 
  適切な仕組みを用いて効果的に情報を 
  提供している。 

○食品パッケージでは伝えきれない情報 
（食品のアレルギー誘起物質、原産地情報、 
 商品の検査体制）を商品カタログ、二次元バーコー 
 ドを用いて発信している。 
○ホームページの活用 
 食品の「おいしさ」情報、原材料、原産地、 
 製造工場、食品の検査体制、賞味期限、保存方法等 
 

２ 
 

正確でわかりやすい情報
提供 

１）法令に基づく商品情報の提供している。 
２）お客様ニーズに対応した商品情報を 
  わかりやすく提供している。 
３）食品の長所だけでなく、 
  短所についても、必要に応じて 
  お客様情報を提供している。 
４）安全かつ適切な食品を提供するための 
  取組に関する情報を提供している。 

○法的基準を満たしているかを確認する担当者を 
 定めている。 
○食品のカロリー表示をグラム単位から個数単位に 
 換算してパッケージに表示している。 
○アレルギー誘起物質として食品衛生法で表示を 
 義務付けられている７品目だけでなく、表示が推奨 
 されている18品目についても商品に表示している。 
○全社的ま品質保証体制に関する冊子を 
 作成配布している。 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するために 
 は、お客様に適切な情報提供を行い、安全で適切な食品を提供しようしている食品事業者の取 
 組や、提供する商品に関する様々な情報を分かりやすくお客様にお伝えすることが重要だと考 
 えています。 
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お客様に関するコミュニケーション 

  

  

  

  

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に対して「食」に関する様々な情報を提供することや、お客様が、様々な経験を通じて  
 「食」に関する知識と「食」を選択する力を身につける機会を設けることなど、食育の取組は 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するため、 
 重要だと考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 重要性の認識及び事業活動への取り入れ ➟ 

  

(1) 食に関する幅広い情報等の提供 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「食育の推進」について記入して下さい。（250字以内） 
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食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
重要性の認識及び 
事業活動への取り入れ 

１）従業員が食育に関する知識を深める場を 
  設けている。 
２）食育を取り入れた商品開発及び 
  サービス提供している。 

○食育推進活動のための基本方針を明文化し、 
 従業員に周知している。 
○商品パッケージにレシピや栄養バランスガイドを 
 記載している。 
○健康に配慮した新たなメニューの提案や、 
 新しい食のスタイル提案活動に取り組んでいる。 
 

２ 
 

食に関する幅広い 
情報等の提供 

１）食に関するテーマについて、幅広い情報 
  を提供している。 
２）お客様とともに、食について考える場を 
  設けている。 
３）他業種などとの協働による食育推進活動 
  をしている。 

○食に関する、以下のような様々なテーマについて、 
 ビデオやパンフレット、冊子、ホームページを通じ 
 たお客様の啓発につながる基本情報を提供している。 
（食品安全・安心にかかわる科学的根拠、賞味期限・ 
 消費期限の設定、食品添加物についての解説、 
 食物アレルギーの解説等） 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 お客様に対して「食」に関する様々な情報を提供することや、お客様が、様々な経験を通じて  
 「食」に関する知識と「食」を選択する力を身につける機会を設けることなど、食育の取組は 
 お客様に安心して食品を楽しんでいただくとともに、食品事業者への信頼感を醸成するため、 
 重要だと考えています。 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、迅速かつ適切に行動し、お客様への被害を最 
 小限にとどめるとともに、お客様の不安感をいち早く取り除くためには、あらかじめ緊急時を 
 想定した社内の体制整備を行っておくことが需要だと考えます。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 緊急時対応体制の整備 ➟ 

  

(1) 判断基準、緊急時対応ルール及び手順の設定 ➟ 

  

(1) 事件及び事故の事態収拾後の緊急時対応体制及び
取組の見直し 

➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「緊急時を想定した自社体制の整備」について記入して下さい。（250字以内） 

緊急時に関するコミュニケーション 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、迅速かつ適切に行動し、お客様への被害を最 
 小限にとどめるとともに、お客様の不安感をいち早く取り除くためには、あらかじめ緊急時を 
 想定した社内の体制整備を行っておくことが需要だと考えます。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 緊急時対応体制の整備 

１）緊急時における社内の各担当の責任及び 
  役割をあらかじめ定めている。 
２）緊急時において関連する情報を、 
  迅速に収集する体制を整備している。 
３）緊急時において関連する情報を、関係者 
  に迅速に伝達する体制を整備している。 
４）原因究明が迅速にできるよう、 
  あらかじめ記録を管理している。 

○社内の各部門の責任者と役割を定めている。 
 ・情報収集・商品回収を含む対応方針の判断 
 ・原因究明・商品回収告知・商品回収・お客対応 
 ・取引先対応 ・行政当局対応 ・報道関係対応等 
○事件、事故が発生した食品の製造日、使用された原 
 材料の調達先や入荷日の情報が追跡可能な体制を整 
 備している。 

２ 
判断基準、緊急時対応
ルール及び手順の設定 

１）緊急時に迅速に対応するため、 
  事件性のある食品汚染も想定して、 
  判断基準・対応ルール及び手順を 
  あらかじめ定めている 

○関連する部門が横断的な体制で意志決定し、 
 事件・事故発生時の緊急対応を最優先とすることを 
 業務ルールに定めている。 
○重大な品質事故の可能性がある場合には、 
 直ちに経営者に報告し、社告や回収も含めた 
 最終判断を行っている。 

３ 
事件及び事故の事態収束
後の緊急時対応体制及び 
取組の見直し 

１）緊急時対応の経験に基づいて、 
  自社における体制及び取組の見直しを 
  行うこととしている 

○経営者が緊急対応の評価を行い、改善すべき点を 
 示すこととしている。 
○緊急対応の反省を行う会議を開催している。 
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緊急時に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、迅速かつ適切に行動し、お客様への被害を最 
 小限にとどめるとともに、お客様の不安感をいち早く取り除くためには、自社と取引先との緊 
 急時の協力体制をあらかじめ整備しておくことが重要だと考えています。特に、二次被害の防 
 止や原因究明のためには、フードチェーンをまたがって正確な情報を迅速に収集することが求 
 められています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 協力に向けた認識の共有 ➟ 

  

(1) 協力して取り組むための緊急時対応体制の整備 ➟ 

  

(1) 事件及び事故の事態収拾後の協力体制及び取組の
見直し 

➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「緊急時の自社と取引先の協力体制の整備」について記入して下さい。（250字以内） 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、迅速かつ適切に行動し、お客様への被害を最 
 小限にとどめるとともに、お客様の不安感をいち早く取り除くためには、自社と取引先との緊 
 急時の協力体制をあらかじめ整備しておくことが重要だと考えています。特に、二次被害の防 
 止や原因究明のためには、フードチェーンをまたがって正確な情報を迅速に収集することが求 
 められています。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 
協力に向けた 
認識の共有 

１）緊急時に対応をスムーズに行えるよう、 
  取引先との協力について認識を 
  共有している。 

○取引先（関係機関含む）とコミュニケーションを 
 とり、緊急時にはお互いに協力し合える関係を 
 構築している。 
○緊急対応マニュアルに取引先との協力に関する 
 事項を定めている。 

２ 
協力して取り組むため
の緊急時対応制の整備 

１）事件及び事故に迅速に対応するため、 
  取引先と協働の取組ができる体制を 
  整備している。 
２）緊急時対応中における情報交換が適時、  
  的確にできるための連絡体制を 
  整備している 

○取引先と共同で、事件及び事故発生時の対応手順を 
 まとめたマニュアルを策定している 
○調達物資の調達先、食品の販売先、関係機関の連絡 
 手段、連絡先、担当部門または担当者を確認し、 
 緊急連絡綱として整理している。 

３ 
事件及び事故の事態収
束後の協力体制及び取
組の見直し 

１）緊急時対応の経験に基づいて、 
  取引先との協力体制及び取組に見直しを 
  行うこととしている 

○事態収束の確認を、取引先の品質保証部門と 
 連携して行うこととしている。 
○事件及び事故の事態収束後には、品質管理の 
 取組強化も取引先と一緒に行うようにしている。 
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緊急時に関するコミュニケーション 

●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、お客様への被害を最小限にとどめるとともに  
 お客様の不安感をいち早く取り除くためには、事件、事故の状況に応じたお客様への適切な情  
 報提供、お客様からの情報提供に対する適切な対応が重要だと考えています。 

STEP１：食品事業者に求められる課題（中項目）   STEP２：左の課題に対して御社の取組について箇条書で記入して下さい 

(1) 情報提供体制の整備 ➟ 

  

(1) お客様対応及び情報活用体制の整備 ➟ 

  

機密性○情報                                  ○○限り 

STEP３：STEP２で記入したことを踏まえて（整理して）、「緊急時のお客様とのコミュニケーション体制の整備」について記入して下さい。（250 字以内） 
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●なぜ、この項目が大事なのか 
 提供する食品に関して事件や事故が起きた際に、お客様への被害を最小限にとどめるとともに  
 お客様の不安感をいち早く取り除くためには、事件、事故の状況に応じたお客様への適切な情  
 報提供、お客様からの情報提供に対する適切な対応が重要だと考えています。 

食品事業者に 
求められる課題 

課題に対する対応方法の 
視点・考え方 

具体的な記入例・キーワード 
（FCP参加企業の取組例） 

１ 情報提供体制の整備 

１）緊急時の情報の公開についての基準を 
  定めている。 
２）緊急時の情報提供の具体的方法について 
  定めている。 

○重大なクレームが発生した際の広報体制を 
 整備している。 
○社告の書式を含め、サンプルを作成している。 

２ 
 

お客様対応及び情報活
用体制の整備 

１）緊急時にお客様からの問い合わせ窓口を 
  設置することとしている。 
２）緊急時にお客様からの情報も具体的対応や    
  原因究明に活用することとしている。 

○お客様対応窓口の電話番号とメールアドレスを 
 ホームページで公開することとしている。 
○想定される質問とその回答例を緊急対応マニュアル 
 に記載している。 
○事故及び事故についての詳しい情報を入手し、 
 発生原因を分析し対策を行って、 
 その対策の検証を行うこととしている。 
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ベーシック16を書き上げます 

大項目 御社での取組内容 資料等

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

＜写真など＞

＜該当するHPのリンク＞

URL:

ベースと
なる価値
観と行動

1.お客様を基点とす
る企業姿勢の明確化

＜御社の取組内容：250字以内＞

2.コンプライアンス
の徹底

＜御社の取組内容：250字以内＞

5.製造における取組 ＜御社の取組内容：250字以内＞

6.販売における取組 ＜御社の取組内容：250字以内＞

社内に関
す る コ
ミ ュ ニ
ケーショ
ン

3.安全かつ適切な食
品の提供をするため
の体制整備

＜御社の取組内容：250字以内＞

4.調達における取組 ＜御社の取組内容：250字以内＞

「やってみようベーシック16」のSTEP３に書いた内容を「ベーシック16」の【御社での取
組内容】に書き出します。 
 

ただ転記するだけではなく、今度は経営者（経営に携わる方）も参加して「自分たちの会社
の取組」について、まとめていきましょう。経営者（経営に携わる方）を交えて、書き出し
た内容を整理することで「会社としての言葉」に磨き上げる必要があります。 

ベーシック16に書き出す 



ベーシック16に書いた取組が、きちんと出来ていますか 

「要求水準と監査手法」を使い、会社の取組を確認していきます。 
「要求水準と監査手法」は「FCP共通工場監査項目」をチェックリストにしたものです。 
 
「要求水準」の各項目を確認することで、取組が出来ているかをチェックします。具体的
な内容については「監査手法」を確認します。 
出来てないことは、改善点となります。 
また、現在の自分たちの会社のレベルに応じて【要求水準の取り組むレベル】を段階的に
上げていく【ステップ方式】で取り組んでいただきます。 

「FCP企業力アッププログラムⅡ」付属テキスト②「要求水準と監査手法」で確認 
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【要求水準】の確認だけですすることも出来ますが、【監査手法】のコメントを確認してチェックしていくこ
とで、「FCP共通工場監査項目」が求めている項目の内容への理解が深まります。 
【監査手法】のコメントが出来ているかを消し込み、【要求水準】を確認することが重要です。 




