
「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 



3 

協働の着眼点〔業種横断版〕全体図 
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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 
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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。 




