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企業力アッププログラムⅡ 支援者用活用ガイドとは 

 目的 
「企業力アッププログラムⅡ 支援者用活用ガイド」は、平成26年度成果物
「企業力アッププログラムⅡ」の使い方を事業者の方に教える際に使用する
支援者向けのガイドです。また、支援者だけではなく事業者の方も「企業力
アッププログラムⅡ」の参考書として活用できます。 

 
 構成 

「企業力アッププログラムⅡ 支援者用活用ガイド」のページ構成は、「企
業力アッププログラムⅡ」のページ構成と同じページ数で作成されておりま
す。「左側：企業力アッププログラムⅡ」「右側：左側の掲載内容の説明」
という構成になっています。 

 
 使用方法 

「企業力アッププログラムⅡ」の各ページについての説明が書かれています。
各ページでは企業力アッププログラムを活用する事業者に「伝えたいこと」
「理解を促したいこと」について説明をしています。 
また、「企業力アッププログラムⅡ」の各ステージの作業について使い方の
補足をおこなっています。 

 
 

１ 



FCP企業力アッププログラムで信頼を「見える化」する 

 このページは、フード・コミュニケーション・プロジェクトの目
的である、「食品事業者の信頼の見える化」について説明してい
ます。 

 
 「企業力アッププログラムで伝えられること」では、「FCP展示会・商談会

シート」「ベーシック16」「FCP共通工場監査項目」の各ツールの特徴、使
用方法について説明しています。 
 

 フードチェーンの図の中では、「見える化」するために使える各FCPツール
を提示しています。 
今回の「FCP企業力アッププログラムⅡ」を実施する過程で、「FCP展示
会・商談会シート」「ベーシック16」、「FCP共通工場監査項目」によるセ
ルフチェック」などの成果が生まれます。 
 

 この成果物は、フードチェーンにおける場面、場面で「見える化」のための
ツールになります。 
 

• 「FCP企業力アッププログラムⅠ」では、「FCP展示会・商談会シート」
が成果物でした。活用場面は「商談会・営業など」になります。 

• 「FCP企業力アッププログラムⅡ」は、「ベーシック16」で自分たちの会
社の「企業姿勢」について、「FCP共通工場監査項目」では社内の取組や
品質管理の体制について伝えることができる成果物です。 
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ＦＣＰ企業力アッププログラムⅠについて 

 平成24年度「ＦＣＰ企業力アップ研究会」での成果物である「Ｆ
ＣＰ企業力アッププログラムⅠ」について説明します。 
プログラムⅠのゴールで求めている「自社の商品の強み・弱み」とはいった
い何を指しているのか。 
また、「プログラムⅠ」に取り組む「目的」、目指すべき企業像「目標」、
得られる「効果」について理解をしてもらうことが必要です。 
 

 自社商品の「強み」「弱み」とは何でしょうか？ 
相手に対して訴求できること。商品そのものの良さ？ 
企業力アッププログラムⅠでは、商品の良さ・製造方法・生産工程など商品
そのものでは伝えられない部分について、自ら気がつき自社の優れている点、
逆に弱い点（出来ていないこと）を把握することが目的でもありました。 
 

 「目的」「効果」とは？ 
企業力アッププログラムⅠでは、企業として取組むべき項目について考えま
す。要求される項目は地域のスーパーでも、大手のスーパーでもあまり変わ
りません。では、何を要求されるのか・・・？ 
「ＦＣＰ展示会・商談会シート」の各項目はお取引先が求める項目、お取引
先に伝えたい項目をまとめています。だからプログラムⅠは「ＦＣＰ展示
会・商談会シート」の完成が最終ステップなのです。 
 

• 「目的」：自分たちに今足りない部分（品質管理面？商品の訴求力？会
社の考え方（方針））に気がつき、課題に取り組むこと 

• 「効果」：お客様から信頼され、指示される会社や商品製造が可能な企
業になること 
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ＦＣＰ企業力アッププログラムⅡについて 
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 ここでは、FCP企業力アッププログラムⅡに取り組む企業の方が
どのような企業の方なのか。対象となる企業について説明します。 
 
 一度、「FCP展示会・商談会シート」を書いていることが必須条件です。 
 

• 「FCP企業力アッププログラムⅠ」を終了した方 
• 「FCP展示会・商談会シート」を作成した方 
 

が対象です。 
ここでも、「自社の弱みに気づく」とありますが、「弱み」とは何かを改
めて考えます。 

 
 「FCP企業力アッププログラムⅡ」も、「FCP展示会・商談会シート」を
書き上げることが最終目標になります。 
では、「FCP展示会・商談会シート」を書き上げる過程で何がわかるので
しょうか。 

 
 
「FCP企業力アッププログラムⅡ」は「FCP展示会・商談会シート」を作
成するところがスタートになっています（以前に書いている方は以前に書
いたシートを使用します。）。 
「FCP企業力アッププログラムⅠ」と同様に「FCP展示会・商談会シー
ト」を書く過程で、出来ていないことに気がつき、今後の課題が見えてき
ます。 
ただ、今回は「その過程」をより深掘りして、「取引が継続される」「安
定した商品供給ができる」などの目的を達成できる体制を築くことがゴー
ルになり、そこに向けて「FCP企業力アッププログラムⅡ」を取り組んで
いただきます。 

 



ＦＣＰ企業力アッププログラムⅡの構成について 
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 FCP企業力アッププログラムⅡのテーマは、 

「消費者の信頼を確保するための取組内容を理解する」 
となっております。では「取組内容」とは何をすれば良いのか。 
 

•消費者の信頼を確保するのは何のためですか？ 
•信頼を確保することでどうなりますか？ 
•信頼を確保するためには何をすればよいのでしょうか？ 

 

これらを考えながら、自社で何に取り組むべきなのかを理解していくことが
必要です。 
 

 FCP企業力アッププログラムⅡで得られる効果 
 プログラムⅠのゴールは 

• 自社の強みと弱みを理解する 
• 自社や商品の強みをきちんと相手（取引先）にPRできるようになる 
• 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 
 

 プログラムⅡのゴールは 
• 商品の品質を安定・向上させるためのヒントを得る 
• 商品への信頼確保のために何をすれば良いかを理解する 
とあります。 

 
 プログラムⅠは、「商品ベース」 
 プログラムⅡは、「商品ベース」＋「企業体制ベース」 
 
「FCP企業力アッププログラムⅡ」では、ステージ１～ステージ６までの行
程を通じて、企業の課題を「商品ベース」＋「企業体制ベース」で整理して
いきます。整理した課題を企業力改善へのアプローチにすることがポイント
になります。 



FCP企業力アッププログラムで企業力を向上する 
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「FCP企業力アッププログラムⅡ」各ステージで実施することと、商
談が成立するまでの流れをまとめました。 
 
「FCP企業力アッププログラムⅡ」では、 
ステージ１の「ベーシック16」に始まり、ステージ２、ステージ３、ステージ
４と進みます。そして、ステージ４「社内で取組を整理】で分析した内容を基に
改善して、再度ステージ１（ステージ５）に戻ります。 
この一連の流れでは、課題について仮説、計画、検証、実行という「PDCAサイ
クル」を回すことになります。 
 
このサイクルの中で改善をすすめ、「FCP展示会・商談会シート」に自社の取組
について書き込みます。 
そして、ステージ６の「模擬商談会」を経て、商談会・営業へと進みます。 
 
この「商談会」から「商談成立」「取引成立」「継続的な取引」と進む中で、外
部からの評価を受けて、改善が必要な場合は、再度ステージ４「社内で取組を整
理」に戻り、ステージ１（ステージ５）、ステージ２、ステージ３と進み、ス
テージ４の「社内で取組を整理」、ステージ１（ステージ５）「FCP展示会・商
談会シート」の作成、ステージ６「商談会」へ進みます。 
 
社内で、会社の取組改善のサイクルを回す流れが一つ。 
商談会を通しての外部の評価を受けて、取組改善のサイクルを回す流れが一つ。 
これらの大きな２つのPDCAサイクルの流れが生まれます。 
 
最終的には、「FCP企業力アッププログラムⅡ」のゴールで目標を達成するとい
う流れになります。 



経営者は今回の取組を社内に伝えます 
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 このプログラムは、ひとりで進めていくことも出来ますが、社内
の部署ごとに担当がいる会社については、この後の作業を各担当
に割り振ることで、より効率よく進めていくことが出来ます。 
 

 「FCP企業力アッププログラム」に取り組むにあたり、経営者
（経営に携わる方）は、社内に以下の点について共有します。 
 

 何故、このプログラムを活用するのか 
 このプログラムを実施すると何が変わるのか 
 社内で共有することが何故、必要なのか 
 今後の取組内容について、流れを共有 
 
経営者（経営に携わる方）は、社内で取組を共有することで、この後のス
テージで実際に取り組んでいただく従業員の方と目的を統一することが出来
ます。特にステージ２「ベーシック16」の作成は、各担当が中心となり作
業を進めていくことになります。 
この「ステージ０」で「会社全体で取り組むプログラムであること」を、
「共通認識」として持つことは重要です。 
 
次に経営者（経営に携わる方）は、ステージ２で実施する「ベーシック
16」作成のために、協働の着眼点を確認して、担当者を決めていきます。 
※この項目は、ステージ２-１で同じ内容で案内されますので、その際に担
当を決めても問題ありません。 

 
 経営者と、各担当者の間に、「FCP企業力アッププログラム」の

趣旨や進め方を理解した者を担当に決めて全体をまとめる役割を
担っていただくと、プログラムの進行をスムーズにすすめること
が出来ます。 



ＦＣＰ展示会・商談会シートについて 
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 「FCP展示会・商談会シート」を最初に使う理由とは 
 

 ステージ１では「FCP展示会・商談会シート」を記入します。「FCP企
業力アッププログラムⅠ」を終えて、既に記入している方や、「FCP展
示会・商談会シート」単独で記入を終えている方は、そこで記入したも
のを用意します。 
 

 今回初めて、記入する方には「FCP企業力アッププログラムⅠ」から実
施することを薦めてください。また、「FCP展示会・商談会シート作成
の手引き」を活用して記入していただいても問題ありません。 
 

 ここでは「FCP展示会・商談会シート」の各項目が、誰に、何を、どの
ように伝えようとしているのかを説明します。「FCP展示会・商談会
シート作成の手引き」を使用して説明します。 
現在の自分の会社、商品、体制についての理解することが目的なので、
その部分の気づきを促すように説明して下さい。 

 

 表面：商品について伝える項目＝モノ（プロダクト） 
単品の商品についての記載。商品そのものの特徴を伝える項目です。 

 裏面①「企業メッセージ」： 
会社について伝える項目＝ココロ（カルチャー） 
会社についての記載。自分の会社の考え方や、概要について伝える項
目です。 

 裏面②「製造工程・品質管理情報」： 
製造工程・品質管理情報について伝える項目＝シクミ（プロセス） 
製造工程、品質管理に関することについての記載。商品製造について
の取組を伝える項目です。 



協働の着眼点の大項目に担当部署を当てはめる。 
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 「ステージ０」でも説明。 
ベーシック16を記入するにあたり各項目の担当を決めていきます。 
具体的に、作業の進め方について説明しています。 
 

 このページは経営者（経営に携わる方）の方々に実施していただきます。 
用意する資料は、「協働の着眼点（詳細版）」を使用します。「協働の着
眼点（詳細版）」は製造版、卸版、小売版と3種類あります。ここでは、
製造版を用意します。 

 
 「協働の着眼点（詳細版）」は、まず具体例から見ていきます。具体例の

項目と、自社の取組を比較しながら、担当部署を当てはめていきます。そ
れを小項目、中項目とまとめていき、最後に大項目16項に集約します。 
この作業により協働の着眼点の大項目に、各担当をわりあてることが出来
ます。組織図をつくるイメージで薦めると良いかもしれません。 

 
ここで決めた各担当が、次ページからの作業で「ベーシック16」を埋めてい
くことになります。 
経営者（経営に携わる方）が、すべての項目を埋めていくことも考えられま
すが、担当部署が存在する企業の方には、その担当部署/者に「ベーシック
16」の作成を行っていただくことが必要です。 

 
 
 
 



ベーシック16を作成しよう 
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 ベーシック16を書くことで何がわかるのか？ 
協働の着眼点との関連性はあるのか？ 
 
 
ベーシック16を書くことで、企業として何が掴めるのかを説明します。具体
的には、協働の着眼点に当てはめた際に「書けない部分は企業の取組として
足りない部分」、「詳しく書ける部分は現在の会社としての強みの部分」に
なります。 
また、紙に書き出すことで自分たちの会社について、客観的に見つめ直すこ
とが出来ます。 
 

 詳しくは「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（B16 ) 」を確認しながら進めます。 
 
1. 各担当、又は経営者層の方が協働の着眼点の中項目にあたる箇所を埋め
ていきます。おそらく、埋めることが難しいかと思います。 

2. 次に「ベーシック16ヒント集」を読みます。このツールは、「協働の着
眼点」の大項目・中項目・小項目・具体例について具体的な事例を記載
した事例集となっています。これを読むことで、自社に置き換えたとき
の具体的なイメージがわきます。 

3. 再度、「ベーシック16作成ツール」を記入してみます。先ほどよりは、
記入することが明確になっているかと思います。 

4. 中項目にあたる箇所を埋めるところまでは、各部門担当者に行っていた
だきます。 
 

※部門別に分けない場合は経営者層にあたる方が、上記１～４の流れで進
めてください。 



ベーシック16を完成させよう 
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 「ベーシック16」を書いて、自分たちの取組を「見える化」し
ます。 
 

1. 前ページまでには、協働の着眼点の中項目を記入する作業を行いました。
ここでの作業は、中項目でまとめてきた内容を更に大項目として「まと
める」作業を行います。 
 

2. 各担当部署の方に確認をとりながら、経営層の方が中心となりまとめる
ことが必要です。 
ここでまとめた内容が「ベーシック16」でまとめる内容となるからです。 
 

3. ベーシック16を書き上げる過程で、「企業経営全般についてのコミュニ
ケーション」「社内に関するコミュニケーション」「取引先に関するコ
ミュニケーション」「お客様に関するコミュニケーション」「緊急時に
関するコミュニケーション」について確認しています。 
「企業経営」については、企業理念や会社運営の方針などについての体
制整備が出来ているか。「社内」「取引先」「お客様」の項目に関して
の体制整備が出来ているか、「緊急時の対応」についての仕組みはある
かなど。 
これらの項目について、自社の取組を見つめ直します。 

 
 
 
ステージ３では、自社の取組について「FCP共通工場監査項目」
をチェックリストとして活用して、より詳しく確認していきます。 



FCP共通工場監査項目と協働の着眼点とは 
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 ステージ２で作成した「ベーシック16」の項目をより詳しく確認
していくのに「FCP共通工場監査項目」を使用します。 
そこで、「ベーシック16」、「協働の着眼点（業種横断版）」と
「FCP共通工場監査項目」との関係性について確認していきます。 
 

• 協働の着眼点（製造版）は、「大項目16項」ｰ「中項目49項」ｰ「小項目
121項」ｰ「具体例500～600」という構成でつくられています。この「具体
例」にあたる部分が「FCP共通工場監査項目116項目」になります。 
 

• 「協働の着眼点」 
大項目は、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】を示しております。 
中項目は、大項目の【分野】において、食品事業者における【課題】を示し
たものです。 
小項目は、中項目の【課題】において、食品事業者の課題に対する【対応】
を示したものです。 
その対応の具体例が、「FCP共通工場監査項目116項目」になります。 
 
要求水準は事業者が取り組むべき項目をレベルとして１～４の段階で分けた
ものです。 
監査手法は、監査の目線あわせとして、わかりやすい表現で確認出来ること
を提示しています。 
 

 「FCP共通工場監査項目」は製造に係る項目だけでなく、企業理
念・経営方針、コンプライアンス、危機管理、お客様対応など多
岐にわたり、取り組むべき項目が網羅されています。 
そのため、企業活動全体のセルフチェックとして活用できます。 

 



FCP共通工場監査項目でセルフチェック 
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 実際にFCP共通工場監査項目を「セルフチェック」とし
て使用してみます。 
ここでは「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」を使用していきます。 
内容は、小項目ｰFCP共通工場監査項目ｰ要求水準ｰ監査手法が一つ
にまとめてあり、チェックリストとして使用できるつくりになって
います。 
 
 使い方についての説明で、ポイントとなるのが「要求水準」の項

目です。「FCP共通工場監査項目」は「要求水準」という形でレ
ベル分けされています。 
「FCP共通工場監査項目」を使用して確認を行う際に、自社の取
組レベルに応じて、「要求水準１」「要求水準２」・・・と選択
します。数字が大きくなるほど、高いレベルの確認項目となりま
す。 
「要求水準１」を選択した方は、各項目の「要求水準１」のみを
確認します。 
仮に「要求水準３」を選択した場合は、「要求水準１」「要求水
準２」「要求水準３」とステップアップしながら各項目を確認し
ていきます。 
「要求水準１」から始める方も、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て下さい。 

 

 実際の確認作業では、各要求水準に紐づけされている監
査手法を確認し、自分たちが要求水準を満たしているの
かを確認していきます。 

 

こんなイメー
ジでステップ
アップしてい
きます。 



FCP共通工場監査項目監査手順書について 
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 平成26年度企業力アップ研究会（品質監査に関する分科会）の中で作成した

「FCP共通工場監査項目 監査手順書」を作成しました。監査を受ける側、
監査をする側の立場で「監査の流れ」をまとめたものです。 
 

 企業力アッププログラムを使う方の中には、「工場監査」なんて関係ない！
という声があるかもしれません。しかし、企業力アップに取り組んでいる事
業者の方の中にも、他社から原料を仕入れている場合もあるかと思います。 
そんな中で、自分の目でお取引先を確認しよう！という場面がでてくるかも
しれないのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 「FCP共通工場監査項目 監査手順書」は「ステージ３-参考」と
して紹介しております。 
企業力アッププログラムの流れからは、少し外れた位置にありま
すが、今後の取組の中で必要な取組として認識していただきたい
ので、今回は参考という形で掲載しています。 

お取引先を見に行
くけど何をしたら
いいのかなぁ？ 
そうだ！「監査手
順書」を見てみよ
う！！ 



自社の取組を整理し、会社全体で共有します 
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 ステージ２，ステージ３で取り組んできた内容をもとに、社内で
自分たちの取組を整理をしていきます。 
 
 このステージ４では経営者（経営に携わる方）だけでなく、各担当部署

の責任者も含めて検証を行っていきます。また、実際に商談会に参加す
る担当部署の方も参加することで、商談会や営業の際に聞いた外部の評
価が反映されます。 
 

 

1. 今までのステージで抽出された内容について社内で共有し検証 
 

2. ここで抽出された課題については、改善計画を作成し実行 
 

3. 改善を実施した後に、もう一度「ステージ２～４」までを行い、取組
の改善度を確認 
 

4. 改善されたことを確認したら、再度「FCP展示会・商談会シート」を
作成 

 

 会社組織の中でPDCAサイクルを回していく仕組みをここで構築
していくことが重要です。常にPDCAサイクルを回しながら、企
業力の向上に努められる企業体質をつくることが目標となります。 



FCP展示会・商談会シートをもう一度作成 
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 ここで、もう一度FCP展示会・商談会シートを作成します。 
 

ステージ2,ステージ３と自社の取組内容について、深く掘り下げていきました。
ステージ４では、掘り下げた内容について社内で検証しました。 
検証後に課題があれば、改善計画を立て実行し、再度ステージ２に戻ります。 
 
この過程を経て、もう一度「FCP展示会・商談会シート」を作成となります。 
 
今まで確認してきた自社の取組を「お取引先、お客様などに自社の取組を伝え
るための１枚」として「FCP展示会・商談会シート」にまとめていきます。深
掘りしてきた自社の取組（インプット）を書き出すこと（アウトプット）で、
内容を整理する作業となります。 
 

※ここでも実際に商談会や営業に携わる方が参加することで、商談会
や営業の場面でより詳しく商品や企業理念、製造工程や品質管理体
制などについて、話すことができます。 

 
ステージ５は、ステージ４と同様に経営者（経営に携わる方）や、
今までのステージに携わった方も一緒に参加します。 
「FCP展示会・商談会シート」の内容も詳細になり、営業担当の方
の理解も上がり、商談会や営業の際の訴求力が高くなるはずです。 



ＦＣＰ展示会・商談会シートで自社について説明 
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 「FCP展示会・商談会シート」を活用して、自分たちの商品の説
明をします。 
 

「FCP展示会・商談会シート」は本来、展示会・商談会で活用するものです。 
【実際にバイヤーとの面談を想定して、練習をしてみましょう。】というの
は、「企業力アッププログラムⅠ」の最後のステージです。 
今回も、上手く相手に自分の言葉で説明できるかを模擬面談形式で実施して
みて下さい。 
今までは、商品のことについてだけ語ることが出来ていたかもしれませんが、
今では会社全体のこと、製造における自社のt取組などについても、的確に
説明出来るのではないでしょうか。 

 
 「FCP展示会・商談会シート」には、 

商品のことを伝える【表面】：【モノ】（プロダクト） 
商品だけでは見えない部分を伝える【裏面】：シクミ（プロセス） 

ココロ（カルチャー） 
に分かれています。今までは、見える部分での表現が主でした。つまり商
品だけでのアピールです。今回の企業力アッププログラムで取り組んでき
たことは見えない部分の取組を表現出来るようになることです。 

 
 シクミの部分では商品の安全面の取組について伝えます。ココロの部分で

は自社の考え方を伝えることで企業について理解をしてもらいます。 
 

自らの取組をお取引先、お客様に「見える化」することで、【安
心して買っていただける】【継続して取引していただける】モノ
（商品）を作る企業になることが目標となります。 
 



企業力アッププログラムⅡのゴール 
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 以下の２点が「企業力アッププログラムⅡ」のゴールイメージです。 
 

 商品の品質を安定・向上させる 
 商品の信頼確保のために何をすれば良いかを整理 
 
「企業力アッププログラムⅡ」に取り組むことで、商品が継続して取引される、
商品の供給が安定するといった体制が構築されていきます。この２点には、多く
のことが含まれています。今まで取り組んだ各ステージの取組が、ここにつなが
ります。そして、継続して改善を行える環境整備、体制を作り上げて下さい。 
 

 ステージ６で「FCP展示会・商談会シート」を書き上げることで 
 

• お取引先に提出する「商品カード」の記入をスムーズにする 
• 展示会・商談会の際の統一シートとして活用できる 
• お取引先相手にも自分の言葉で説明出来る 

 

などの点も、企業力アッププログラムの成果になります。 
 

 最後に「FCP成果物一覧」について、各資料を提示しながら説明する
ことが必要です。出来れば、各ツールの使い方を詳しく説明すること
で、今回の「企業力アッププログラムⅡ」で行ってきたことへの理解
が深まり、より効果的に企業力の向上につながるかと思います。 


