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 企業力アッププログラムで伝えられること 
自分たちの仕事を見つめ直しながら、自らの仕事を改善し、企業の力を向上させていくためのツールで
す。その内容は以下のツールを使い「見える化」され、お客様、お取引先に伝えることができます。 

 

1.「FCP展示会・商談会シート」 
商談会の際に、商品だけでは伝えられない「会社の考え方」「製造におけるこだわり」「製造管理への
取組」について伝えられるツールです。 
 

2. 「ベーシック16」 
自分たちの会社の取組を「見える化」するために、お客様、お取引先、自社に対する取組を整理して
「ベーシック16」に書き出します。 
「ベーシック16」は自分たちの仕事への姿勢を表現し、「見える化」するツールです。 
 

3. 「FCP共通工場監査項目」 
品質管理だけでなく、会社全体の取組についても確認することができます。チェックリストを消し込む
中で気付き、改善を行います。自社の現在の状況に合わせて段階的に進む「ステップ式」のツールです。 

FCP企業力アッププログラムで 
信頼を「見える化」する 

フードチェーン全体の各場面において、自分たちの取組を
伝えることができるようになります。 

２ 
FCP企業力アッププログラム 

FCPの各種ツールを使い、フードチェーン全体の中で自分た
ちの取組を「見える化」するために取り組むプログラムです。 



FCP企業力アッププログラムⅠについて 
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FCP企業力アッププログラムⅠをやることで 

• 自社の商品の強み（自社の誇るべき点）と弱み（自社の課
題、足りない点）を理解する 

※商品の強みとは：商品の規格そのもの？・製造方法？・生産工程？何？ 

• 自社や商品の強みをきちんと相手(お取引先)にPRできる
（伝えられる）ようになる 

• なりたい企業の姿が見え、それを達成するための課題が見
える 

展示会・商談会シートを書き上げる過程を通じて、企業
力を上げるために必要なことを知っていただきます 



FCP企業力アッププログラムⅡについて 
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FCP企業力アッププログラムⅡでは 
このような企業の皆様を対象としています。 

• 一度、「FCP展示会・商談会シート」を記入して自社の弱み
（課題）に気付いたが、何に取組めばよいかわからない 

• 取引は成立したが、扱っていただいた商品・取引が継続さ
れることを目標としたい 

• 安定して商品が供給できる体制をつくりたい 

地域の中小食品企業（*1）の皆さんが、事業の活性化と企業の信頼向上に

取り組むことで、消費者の食に対する信頼を高めることを目標として、フー

ド・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）において作成したものです。 

企業と商品価値を向上させるヒントを得ると同時に、それらを正確に伝える

ためのコミュニケーション力を向上させるプログラムです。 

したがって、このプログラムは活用することで 

「企業力を向上させるための“ヒント”を得る」 

ことを目的としています。 

 ＊このため、活用することで自社の企業力の向上自体を保証するものではありません。 

（＊１）【中小企業者の定義】 
・業種：従業員規模・資本金規模  
・製造業・その他の業種：300人以下又は3億円以
下  ・卸売業：100人以下又は1億円以下  
・小売業：50人以下又は5,000万円以下  ・サービス
業：100人以下又は5,000万円以下   

【小規模企業者の定義】 
業種：従業員規模  製造業・その他の業種：20人以下  
商業（※）・サービス業：５人以下  
※商業とは、卸売業、小売業（飲食店含む）を指しま
す。  

「FCP企業力アッププログラム」とは 
（企業力アッププログラムⅠより一部抜粋） 



FCP企業力アッププログラムⅡの構成 
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○商品の品質を安定・向上させるヒントを得る 
○商品への信頼確保のために何すれば良いかを整理する 

消費者の信頼を確保するための取組内容を理解する 

協働の着眼点で自社のことを知ろう 

自分の会社のことをきちんと理解していますか？ 

自社の管理体制に自信はありますか 

お取引先が求める会社の管理体制を確認しよう 

FCP展示会・商談会シートを作成してみよう 

自社の商品について上手く書き出せましたか？ 

自社の取組を整理しよう 

自分の言葉で、自慢の商品について語ろう 

もう一度「FCP展示会・商談会シート」 

「FCP展示会・商談会シート」を使って説明 

社内で自社の取組を整理して、もう一度「FCP
展示会・商談会」シートを書き上げよう 

プログラムⅡのゴール 

ステージ２ 

ステージ３ 

ステージ１ 

ステージ５ 

ステージ４ 

ステージ６ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCP企業力アッププログラムで 
企業力を向上する 

展示会・商談会シート 

ベーシック16 

商談会 

共通工場監査項目 

自己分析 

客観的な 
判断をするために使う 
チェックリスト 

自らの取組の 
評価、確認のため 

商談会シートに 
書けない部分を掘り下げる 

結果：改善が必要 

社内で取組を整理 

自己PR 

商談成立 

取引開始 

継続的な 
取引 

「ベーシック16」 
「共通工場監査項目」 
の取組内容を踏まえて 
社内で取組の見直し検討、
改善実施 

問題なし 

問題なし 

問題なし 
結果：改善が必要 

見直し 

「FCP企業力アッププログラムⅡ」
でやること 

「FCP企業力アッププログラⅡ」
のゴール 

６ 

ステージ１ 

ステージ２ 

ステージ3 

ステージ4 

ステージ6 

ステージ5 

企業力アッププログラムは、社内で「自社の取組」について
検証、改善を繰り返しながら「企業力の向上」を目指します。 
そして、商談会を通して成果を確認していきます。 
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 ステージ０で経営者（経営に携わる方）が取り組むこと 
1. 自分たちの会社の特性、特徴、現在の状況を踏まえて、なぜ企

業力アッププログラムに取り組むのか目的を明確にしよう。 
2. 今後の取組について社内に周知して、みんなで共有します。 
3. 経営者（経営に携わる方）は、「協働の着眼点大項目」16項目

で担当する部署、担当する方を決めていきます。 
4. 各担当者とは別に、経営者と各担当者の間に入り、全体を取り

まとめる方がいると進行がスムーズになります。 
※ このプログラムは、ひとりでも進めることが出来ます。その際

は16項目全てに、責任者の名前を記入していただきます。  

  経営者は今回の取組を社内に伝えます 

  経営者（経営に携わる方）は、これから行う「企業力アッププログラ
ム」の取組を会社内全体に伝えることが必要です。 

 まずは、社内の担当部署の人員を集めることから始めましょう！！ 

ステージ０ 

協働の着眼点〔業種横断版〕 全体図 

協働の着眼点を確認し
て、16の項目別に担
当を決めましょう。決
めた担当者の名前を
「右の図」に記入して
いきます。 
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経営者（経営に携わる方）、営業担当に方を中心に、FCP展示会・商
談会シートの作成を通じて、自社の商品に対する理解度を確認して
社内で共有します。 
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• FCP企業力アッププログラムⅠの終了者は、そこで作成した
「FCP展示会・商談会シート」を用意してください。 

• FCP企業力アッププログラムⅡから始める方は、「展示会・商談
会シート作成の手引き」を活用して、「FCP展示会・商談会シー
ト」を作成してください。 

   FCP展示会・商談会シートを作成してみよう 
自社の商品について、自分で説明をすることができますか 

ステージ１ 

•     で使用するツール 
「FCP展示会・商談会シート｣「FCP展示会・商談会シート 作成の手引き」 

ステージ１ 

 FCP展示会・商談会シートの詳しい記入方法については、「FCP展示会・商談会
シート 作成の手引き」を御参照ください。 

ここでは、全ての項目が埋まっ
ていなくても気にせず、先のス
テージに進んで下さい。 
これからステージを進むことで、
これらの項目が埋まっていくか
と思います。 

 
「FCP展示会・商談会シー
ト」を使い、商談をしたこ
とがある場合は、その際に
受けた指摘を社内で共有す
ることがポイントです。 
みんなで企業力の向上に取
り組みます。 

ポイント 
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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する 

  協働の着眼点で自社のことを知ろう 

 ベーシック16を記入して自社について考えてみます（以下の２パターン） 

ステージ２-1 

•     で使用するツール  
「FCP企業力アッププログラムⅡ付属テキスト①-やってみようベーシック16」 
「ベーシック16」「「協働の着眼点（業種横断版）」「協働の着眼点（詳細版）」 

ステージ２ 

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。 
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  協働の着眼点で自社のことを知ろう 

 別紙「FCP企業力アッププログラムⅡ付属テキスト①-やってみよ
うベーシック16」を使い、自社の取組を書き出していきます。 
最後に自社の「ベーシック16」を完成させます。 

ステージ２-2 

 

「やってみようベーシック16（B16 ) 」 

 

①：自社の取組がイメージできますか 
STEP1を読んで求められる課題を把握します 

②：STEP2の空欄に自社の取組を箇条書きで記入して下さい 
POINT：書けない場合は「ベーシック16ヒント集」を使い、 

ヒントを得たら再度STEP２を記入して下さい 
③：STEP２で記入したことを踏まえて、自社の取組についてSTEP３

に記入して下さい(250字以内） 

経営者・各担当部
署・担当者が、自
社の取組を掘り下
げ考えることが必
要です。 

③ ＝ ベーシック16の記入項目「御社での取組内容」になります 

「ベーシック16ヒ
ント集」は、自社
の取組と照し合せ
ながら活用します。 

ベーシック16ヒント集 

やってみようB16 
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  協働の着眼点で自社のことを知ろう 

 
「やってみようベーシック16」で整理した各項目を使い、 
「ベーシック16」に書き出していきます。 

ステージ２-3 

ここでは、各担当部署の担当者だけではなく、経営者・経営に携わ
る部署・総合的に考えられる部署の担当者を交えて作成を行います 
 
会社経営全般に携わる方が中心に、「やってみようベーシック
16」に各担当部署の担当者が記入した内容を基にして、自社に
とっての「協働の着眼点」を完成させていきます 

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:

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

2.コンプライアンスの

徹底

最後に各部署の考
えを経営に携わる
方々を交えて、ま
とめていくことが
必要です。 

ここで企業としての考え方・方向性を１つにまとめていきます 

ベーシック16 
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  自社の管理体制に自信はありますか 
ステージ３では「FCP共通工場監査項目」のチェックリストを使い、
品質管理に関する部分を中心に、ステージ２で書き出した内容や取組、
自分たちの管理体制を具体的に確認していきます。 

ステージ３-1 

協働の着眼点 
（16項目） 

FCP共通工場監査項目 
（116項目） 

大項目【分野】消費者の信頼向上に向けて共有されるべき食品事業者の取組の分野 ⇒16項目 

中項目【課題】食品事業者における課題を示したものです。 

小項目【対応】食品事業者の課題に対する対応を示したものです。 

具体例    小項目の具体的な実践方法を例示したものです。 

大項目【分野】 

中項目【課題】 

小項目【対応】 

具体例【FCP共通工場監査項目】⇒ 116項目 

要求水準・・・要求項目のレベル分け 

監査手法・・・監査の目線合わせ 

 

「協働の着眼点」の 
大項目～小項目は 
「FCP共通工場監査項目」
の大項目～小項目 
と同じなのです。 
 
協働の着眼点の具体例 
＝共通工場監査項目116項 

ふむ 
ふむ･･･。 

• FCP共通工場監査項目と協働の着眼点の関係を整理します 
FCP共通工場監査項目＝協働の着眼点（製造版）の具体例 
ステージ２で使用した「やってみようベーシック16」の具体例にあたる部
分が、工場監査における具体例として表現されています。 



「要求事項と監査手法」の使い方について 

  自社の管理体制に自信はありますか 
お取引先が求める品質管理体制を確認しよう 

ステージ３-2 

1. 小項目から読み上げて、FCP共通工場監査項目を確認します。 
2. 要求水準を確認します。 

要求水準はレベル分けされています。 
最初のステップは 【レベル１】を実施し、達成度に応じて【レベル２】【レベル３】 
【レベル４】の順番にステップアップをしていきます。 

※レベルは数字が大きくなるにつれて要求される内容が高度になり、最終的には一番高い要
求水準をクリアすることを目指します。 
【レベル４】を選択した場合は【レベル１】から確認し、【レベル２】【レベル３】 
【レベル４】の全てを確認することになります。 

3. 選択した要求水準と、紐づく監査手法を確認し、自社の取組が出来ているかを確認します。 
4. 要求水準のチェック欄は各要求水準のレベルが出来ているかをチェックします。 
5. 監査手法のチェック欄の  は出来ているか、いないかで  に「○」か「✕」をチェッ

クします。 
その下に補足事項  がある場合は、  に「レ」点を入れて確認をしていきます。 

※「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」 

ステップ１から確認して
みよう！ 
監査手法の項目を読み、
自社の取組のチェック！ 
ステップを上げながら取
組の向上を図ろう！！ 
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•     で使用するツール  
「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」 

ステージ３ 



 「FCP共通工場監査項目 監査手順書」について 

  初めての工場監査 
自社が求める品質管理体制をお取引先に確認する場合について 

ステージ３- 参考 

• 仕入れている原料の製造確認や原料メーカーの状況を現場に行って確認す
る必要がでてきます。それを監査と言います。 

• 「ＦＣＰ共通工場監査項目 監査手順書」は監査（点検・確認のこと）を
受ける側、監査をする側が、お互いに共有できる監査の流れをまとめてお
ります。 

• 監査を受ける側は準備として受け身ではなく、自社の取組を自分の言葉で
説明出来るための準備として活用できます。 
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• 自分たちが仕入れている原料について、お取引先を確認しなければいけな
い場合があります。その際には「FCP共通工場監査項目 監査手順書」を
使用して、監査の流れを理解した上で監査をおこなってください。 

• 「FCP共通工場監査項目 監査手順書」は「FCP共通工場監査項目」を
チェックリストとして使うことを前提としております。「全ての項目を活
用して、会社全体の取組の確認する」「FCP共通工場監査項目 用途別・
目的別シート（自動生成ページ）を活用して、製造に関する工程のみを確
認する」など、監査の目的に応じて「FCP共通工場監査項目」を使います。 

※「FCP共通工場監査項目 監査手順書（平成26年度研究会にて作成）」 

 初めて監査をするにあたって 

• 初めてお取引先を見に行く際に、通常どういったことを行えば良いのか？
「ＦＣＰ共通工場監査項目 監査手順書」を使い監査をしてみよう。 
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    自社の取組を整理しよう 
みんなで自社の取組を整理していきます 

ステージ４ 

 ここでは、各担当部署・担当者だけではなく、経営者・経営に
携わる部署・総合的に考えられる部署・担当者を交えて、今ま
でのステージで確認してきた内容について整理します。 
このまま、次のステージに進むか、もう一度ステージ２からや
り直すのかを決定します。 

• ステージ２、ステージ３で分析した内容をもとに、社内で話し合い整理
します。そして、改善点があれば改善を行います。 

今までのステージの
作業に携わった担当
者が集まり、経営者
層を中心に話し合っ
てもらいます。 

 ステージ２、３で抽出した課題をもとに改善計画を作成し実行します。そ
してステージ２、３に戻りもう一度検証を実施します。 
出来ていない点があれば、再度改善計画の作成を行います。 
仕組みとして「PDCAサイクル」を回していくことが必要です。 
改善が進んだら、ステージ５でもう一度「FCP展示会・商談会シートを作
成します 

改善（ステージ４） 
ベーシック16・工場監査項目で
抽出した自社の課題を改善 

計画（ステージ４） 
出来ていない項目の改善 
出来ている項目をより良くするた
めにはどうするかを計画 

実行 
計画に基づいて、自社の弱みを改
善し、強みを伸ばす 

確認・評価（ステージ２、３） 
ベーシック16・工場監査項目を
使い計画の検証を実施 

P 

D 

C 

A ステージ１（ステージ５） 
FCP展示会・商談会シート 

ステージ６ 
商談会に参加 
商談会の結果を受けて 

ステージ５（ステージ１） 
FCP展示会・商談会シート 
を作成します 
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    もう一度「FCP展示会・商談会シート」 
もう一度、FCP展示会・商談会シートを書き上げます 

ステージ５ 

• ステージ５までを繰り返し、改善された取組も踏まえて、もう一度FCP
展示会・商談会シートを書いてみましょう！ 

ステージ２．「協働の着眼点で自
社のことを知ろう」で確認したポ
イントをおさえながら、自社の企
業姿勢等を記入して下さい 

ステージ3．「品質管理体制に自信
はありますか」で取組んできた自
社の品質管理体制について記入し
て下さい 

 FCP展示会・商談会シートの詳しい記入方法については、「FCP展示
会・商談会シート 作成の手引き」を御参照ください。 
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   「FCP展示会・商談会シート」を使って説明 
自分の言葉で、自慢の商品について語ろう 

ステージ６ 

• 作成した「ＦＣＰ展示会・商談会シート」を使い、模擬商談会を実施し
てみよう（実際に商談をする立場の人が実施することが重要です） 

 ＦＣＰ展示会・商談会シートで伝えられること 
表面：モノ（プロダクト）についての紹介 
裏面：上段部分はココロ（カルチャー） 
   下段部分はシクミ（プロセス） 

「見えている」
のは氷山の一角 

商品だけでは 
見えない部分 

ＦＣＰ展示会・商談会シー
トの内容を上手く伝えるこ
とが出来ましたか？ 
商品だけでは見えない部分
を上手く伝えてることが 
必要です！ 

※ＦＣＰ岩手ブランチの活動で、 
青森中央学院大学 塩谷未知先生が提唱 

• 商談会の結果は、必ず持ち帰り、「ステージ４：自社の取組を整理しよ
う」のPDCAサイクルの改善計画に反映させることが必要です。 



 以上で「FCP企業力アッププログラム プログラムⅡ」は修了です 
FCPのツールを活用して、企業としての考え方、品質管理に対する取組、
自社の商品のＰＲについて整理できたかと思います。 
 

 今回の企業力アッププログラムⅡ「実践編」の目標は達成できましたか 
 

• 「FCP展示会・商談会シート」を記入して気付いた自社の弱
みを改善したい 

• 取引成立後、扱っていただいた商品・取引が継続されること
を目標としたい 

• 安定して商品が供給できる体制をつくりたい 
 

 ステージ４、６ にあるように、常にＰＤＣＡサイクルをまわしながら、 
自社の企業力をあげていくことを続けてください。 

FCP成果物一覧 
●協働の着眼点 
  http://www.food-communication-project.jp/aim/aim_01.html 
  
●ベーシック16 
  http://www.food-communication-project.jp/pdf/basic16.pdf 
 
●「FCP展示会・商談会シート」関連 
  http://www.food-communication-project.jp/result/index.html#01 
 
●「FCP共通工場監査項目」関連 
  http://www.food-communication-project.jp/result/index.html#02 
 
●「FCPダイアログ・システム」関連 
  http://www.food-communication-project.jp/result/index.html#03 
 
●「FCP商品情報の管理体制項目」 
  http://www.food-communication-project.jp/pdf/h23_result_03.pdf 
 
※ 各成果物には、御利用いただく際の注意点があります。利用規約をよくお読みいただき、御同意い
ただいた上で御活用ください。 

  （ http://www.food-communication-project.jp/pdf/result12.pdf ） 

プログラムⅡのゴール 
 ○ 商品の品質を安定・向上させるヒントを得る 

○ 商品への信頼確保のために何すれば良いかを整理する 
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TEL03-6744-2397 FAX03-6744-2369  

E-mail：fcp_jimukyoku@nm.maff.go.jp 

企業力アッププログラムで使用した 
FCPツールのフォーマットは、こちらからダウンロードできます 

http://www.food-communication-project.jp/ 

http://www.food-communication-project.jp/result/ 

「FCP企業力アッププログラム」を開発した、 
「食の信頼向上」に向けた産学官協働のプロジェクト、 

 
「フード・コミュニケーション・プロジェクト」（FCP） 

 
では、現在ネットワーク参加企業を募集しております。FCPのネット
ワーク力で、消費者への食の信頼向上のための取組の輪を広げてまい
ります。FCPホームページでは、詳しい活動内容や、その他の様々な
ツールの紹介なども行っていますので、ぜひご覧下さい。（ホーム
ページからネットワーク参加登録を行うこともできます） 

FCP 検 索 

 その他お問い合わせ先 

農 林 水 産 省  食 料 産 業 局  企 画 課  食 品 企 業 行 動 室 

フ ー ド ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ プ ロ ジ ェ ク ト 事 務 局 

〈参加企業・団体〉平成26年度  月  日現在  

この「FCP企業力アッププログラム（プログラムⅡ）」は、平成26年度
「FCP企業力アップ研究会」での議論をもとに作成されたものです。 


