
協働の着眼点（第１版）
無印　＝　製造・卸売・小売　共通、　▲　＝　卸売・製造　共通、　■　＝　卸売・小売　共通、　●　＝　卸売のみ 平成21年3月
注：（※数字）の用語については、（参考）用語集に定義を示しています

大項目 中項目 小項目 具体例
（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（※⑧）報告書 等

（２）【基本方針（※12）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）【社内の情報共有及び連携体制の整備】 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、情報共有を行っている
　・朝礼、昼礼
　・会議
　・事務所や現場への掲示
　・全体集会
　・資料の回覧
　・日報、週報、月報
　・従業員個別の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（※①）を定めている
　・品質保証責任者
　・品質保証部門 等

①法令遵守に真摯に取り組む方針を示している ・以下のような手段により、法令遵守に真摯に取り組む方針を示している
　・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（会社案内）
　・CSR報告書 等

②社会的要請に真摯に対応する方針を示している ・以下のような取組を行う方針を示している
　・環境配慮した物流への取組を進めている
　・緊急、災害時の供給需要に対応するための体制を整備している　等
・以下のような手段により、社会的要請に真摯に取り組む方針を示している
　・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（会社案内）
　・CSR報告書 等
・以下のような観点で、遵守しなければならない法令及び基準の洗い出しを行っている
　・食品衛生
　・食品表示
　・広告宣伝
　・公正取引
　・労務管理 等
・以下のような手段で、法令及び基準を明確に示している
　・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 等

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

・以下のような取組により法令及び基準の情報を入手し、随時、適切に情報を更新している
　・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
　・研修への参加 等

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

・コンプライアンスの責任者を定め、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている
・以下のような取組により、遵守すべき事項の遵守状況を確認している
　・経営者による業務実施状況の確認
　・コンプライアンス責任者または監査部門による内部監査 等

（３）【従業員教育】 ①従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
・遵守するべき法令に関する資料を回覧している
・遵守事項の事務所や現場への掲示を行っている
・社内の電子掲示板に、関係法令の変更情報を掲載し、関係者が確認できるようにしている

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

・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

・作業手順を定めている

・以下のような項目を業務ルールまたは基準として定めている
　・調達先の評価及び選定
　・調達物資の安全性及び適切性の確認
　・倉庫内での食品の保管及び管理
　・倉庫内での従業員の衛生管理
　・流通時における食品管理
　・施設及び設備の設置及び管理
　・販売先の評価及び選定
　・輸送及び保管時の食品の管理条件の設定 等
・関係省庁から情報収集をしている
・組合または業界団体から情報収集をしている
・お客様からの意見や要望、改善すべき課題の情報収集をしている

・以下のような取組により、業務ルールの見直し及び改善を行っている

　・業務ルールや基準を見直す責任者の指定

　・社会情勢とのずれが生じないための、法令改正時または事件・事故発生時の見直し

　・従業員からの優れた改善提案の、業務ルールへの採用　等

・業務ルールの見直し時には、記録を残している

・以下のような手段により、方針を従業員に周知徹底している

　・事務所や現場への方針の掲示

　・会議や朝礼での方針の唱和

　・方針を記述したハンドブックの従業員への配布　等

・以下のような従業員の意識向上を図る取組を行っている
　・衛生や品質管理に関するトピックスの現場への掲示 等
・以下のような業務ルールの教育体制を整備している
　・社内の業務ルールの教育計画の立案及び教育を行う担当者を定めている
　・経験の少ない従業員は、所定の教育を受けなければ単独での作業を行えないように定めている 等
・以下のような手段により、教育を行っている

　・OJT（※③）

　・e-ラーニング、社内セミナー
　・社外セミナー
　・取引先の工場見学
　・現場の掲示板への掲示 等
・以下のような観点で、教育を行っている
　・社内規格
　・食品衛生
　・薬物管理
　・食品の表示とその法令
　・食品衛生法
　・輸出入に関する義務 等
・取引先の製造業者と共同で商品に関する勉強会を行っている

・自社の取引担当者が取引先と円滑に協議ができるように、食品の表示及び法令について勉強会を行っている

・従業員同士でのお互いの作業の確認を行っている

・従業員自身による作業のセルフチェックを行っている
・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
・検査記録の確認を行っている

・経営者による現場の作業状況の確認を行っている

・管理者による現場の巡回を行っている

・内部監査部門や品質保証部門が中心になって、抜き打ちでの自社独自の内部監査を行っている
・第三者機関による、ISOのシステム監査を行っている
・販売先による販売先企業独自の監査を受けている
・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

①（PB（※42）商品の場合）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

・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

・（PB商品の場合）製造委託先より、食品製造の危害要因に関する文書を入手している

・以下のような、危害要因の管理を行っている

　・冷蔵が必要なものは冷蔵庫で保管している
　・整理整頓と定位置管理をして、食品間の汚染をさけている 等

③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

・危害要因の管理方法に関し、クレームや不具合の発生件数及び内容を見て効果を評価することにより、妥当性の検証と見
直しを行っている

④危害要因の管理方法を業務ルールに反映している ・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

・危害要因の管理方法をマニュアルに記述している

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、自社内の別担当または第三者機関が監査を
行っている

２．【コンプライアンス（※9）の徹底】
お客様の信頼を獲得するため、社
内にコンプライアンスを徹底してい
る

（１）【基本方針の保持】

（２）【遵守事項の明確化及び遵守の確認体制の整備】

１．【お客様（※1）を基点とする企
業姿勢の明確化】
お客様に安全かつ適切な食品（※
2～4）を提供（※6）するため、お客
様を基点として考える企業姿勢を
明確にしている

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを
定めている

①遵守しなければならない法令（※10）及び基準（※
11）を明確にしている

④継続的に業務ルールの見直し及び改善を行ってい
る

（２）【方針の周知（※14）及び業務ルールの教育（※
18）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

協働の着眼点〔業種別〕【卸売版】

３．【安全かつ適切な食品の提供を
するための体制（※16）整備】
安全かつ適切な食品を提供し、ま
た危害（※21）の発生を防止するた
めの体制を整備している

（１）【方針及び業務ルール（※13）の策定及び更新】

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
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（４）【方針及び体制の社外への公開（※15） 】 ①安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

（５）【危害要因（※22）の分析（※23）及び管理（※24）
方法の選定】

（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調達物資の調達から販売までにおける危害要因を
洗い出し、分析し、管理方法を定めている
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大項目 中項目 小項目 具体例

協働の着眼点〔業種別〕【卸売版】

・以下のような手段により、調達先を評価し選定している

　・取引実績の確認
　・パンフレットの確認
　・同業他社の評価の情報収集
　・工場の視察
　・経営者のヒアリング
　・選定基準（規格書、証明書、衛生管理体制）による評価　等

・調達先に対して、以下のような取組を行っている

　・規格に基づくマネジメントシステムの導入の推奨（ISO9001、ISO14001、ISO22000、HACCP（※⑤）、自社の独自規格　等）
　・第三者の分析機関による商品分析の推奨 等
・以下のような観点を含む審査基準を定め、PB商品の製造委託先を評価し選定している

　・第三者認証取得の有無
　・原産地証明書の更新状況確認
　・他社比較
　・食品の安全性
　・食品の特色
　・成長性、技術力等会社としての総合力
　・ＰＬ法対応 等
・以下のような項目の確認による定期的な工場審査を行い、PB商品の製造委託先を評価し選定している
　・殺菌設備
　・５S管理
　・原材料の確認
　・交差汚染
　・記録管理
　・表示
　・検査方法 等
・調達先を信用調査部門や食品安全に関する部門で審査する体制を整備している
・調達先の調査・審査のための専門部門をおいている

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

・以下のような観点について、要求事項または受入基準を定めている
　・当該調達物資に関する自社及び同業他社の取引実績
　・調達物資のサンプルの評価
　・調達物資に関する法規制への適合性
　・梱包状態の外観、納品温度、搬送温度 等

②調達物資の受入時に検査を行っている ・基準に基づく以下のような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
　・輸入原材料の品質検査　等

・調達先に対して、以下のような取組を行っている

　・品質検査の結果による、必要に応じた改善の要求

　・温度管理、その他食品の特性に応じた品質管理の記録の確認
　・微生物検査の結果の確認 等
・（PB商品の場合）製造委託先に対して、以下のような取組を行っている

　・表示内容の適切性の検査（表示漏れ、表示間違い、アレルギー誘起物質表示）
　・原産地を表示している商品について、原産地証明による確認
　・農産物輸入品が農薬基準を満たしているかの、証明書による確認 等
・食品の仕様書を、製造委託先と共同で作成し、共有している

・食品の特質を考慮して、包装の必要要件を満たす包装資材の仕様を設定している

・定期的に製造業者を含めた関係者の横断的会議を行い、クレーム内容の情報を共有している

・新商品開発時に、危害要因分析も考慮した製造工程を検討している
・農薬や抗生物質に関する違反事例の情報を入手した場合は、原材料や製造工程の再確認を行っている
・法規制の改正時及び食中毒事件発生時には、原材料や製造工程の再確認を行っている

①食品に応じた条件下で保管及び管理している▲ ・温度帯ごとに設定した商品区分に基づき、常温庫、冷蔵庫、冷凍庫で保管・管理をしている

②適切で明確な基準の下で調達した食品の販売期限
を設定及び管理している■

・独自の入荷・出荷の基準を設定している
・販売期限を設定し、在庫の棚卸しを適宜実施して販売期限切れ商品をチェックしている
・在庫を管理し、期限切れ商品の発生防止に取り組んでいる
・出荷時には先に入荷した在庫から出荷することを確認し、期限切れ商品の出荷防止に取り組んでいる

③倉庫内において、食品同士の混在が起きないよう管
理している●

・情報システムによって、誤出荷防止の管理をしている
・荷崩れ防止や入出荷作業の効率化のため、食品の保管場所及び積載方法のルールを定めている
・食品の入出荷の記録とその管理を行っている
・破損、汚れ商品をチェックし、保管場所を区分して管理している

（２）【倉庫内での従業員の衛生（※19）管理】 ①倉庫内において、従業員の衛生状態が維持される
よう適切な管理を行っている

・業務開始前に作業者の健康状態を確認している
・倉庫内での服装を定めている
・業務開始前には手を洗うことを定めている
・倉庫での作業要領を定めている

・食品に応じて、湿度や直射日光に配慮し保管を行っている

・食品に応じて、常温、冷蔵、冷凍の温度管理を行っている
・温度管理が必要な食品の運送時の温度データを記録・保管している
・温度管理の必要な食品の流通は、適切な車輌を配備し、品質を保持する運用を実施している
・効率の良い荷おろしができるよう、トラックへの荷物の積載を行っている

・配車プログラムによるトラックの効率的な運行管理を行い、配送時間の短縮を図っている
・事故・トラブルに関する情報を社内で共有し、同じ原因によるトラブルの発生防止に努めている
・倉庫内で食品を床に直置きしないように、台車やすのこを使用している

・現場の管理者が倉庫内設備の安全確認を行っている
・毎日定められた時間に、管理表による冷蔵・冷凍保管庫の温度の確認・記録を行っている
・設備の衛生状態の確認とメンテナンスを定期的に行っている
・温度管理が必要な施設においては、基準温度を設定し、異常がないかを確認している

②食品の保管場所の衛生を保っている● ・食品の保管場所において劇毒物（殺虫剤）を保管していない

・倉庫内の清掃を行っている

・定期的に専門業者による倉庫の防虫・防鼠を行っている

・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

・取引先の選定に関する自社基準を設け、基準を満たしている取引先とのみ取引を実施している

・食品に応じた条件で保管・管理できる設備があるかを選定基準にしている

（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▲

・調達先から指定された管理条件での輸送及び保管を販売先に依頼している

・基本理念、基本方針、行動指針を設定している
・取引に関する原則について企業理念、基本方針を定めている
・取引先（製造業者、配送業者、小売業者）とのコミュニケーションに関する方針を策定し公開している

・売買契約書、製造委託契約書、仕様書における必要項目を定めている

・取引先と公正な取引を行うよう、担当者に指導している

・朝礼時の唱和や関係書類の回覧により周知・徹底している
・経営理念・行動規範を解説した小冊子や携帯カードを従業員に配布している
・イントラネットにコンプライアンスに関する資料を掲示している
・主要業務分野を網羅したマニュアルを作成し、従業員に配布している
・以下のような制度を整備している

　・社外講師を活用して、定期的な講習会を開催している
　・職位や業務別に研修を行っている
　・マニュアルを使用し、業務ルールや関係法令の勉強会を行っている 等

（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

・方針に基づく取引先との関係構築について、経営者が責任を有することを定めている
・全社で集約した部門を設け、意思決定を迅速化している
・以下のような担当部門を設けている
　・法務部門（契約チェック・雛形作成）
　・CSR部門
　・コンプライアンス部門
　・内部統制実施部門
　・監査部門　等
・内部統制基本方針に基づく、グループ企業を含めた責任部門を設けている

②公正な取引のための業務ルールの改善を行ってい
る

・取引上、法令の問題点についてチェックを行っている

・パンフレットやホームページで、公正な取引を行う方針を公開している

・いろいろなメディアに対して、取材を積極的に受け、経営理念や営業政策を開示している

・取引先の総合窓口として、自社の取り扱う商品や従業員の接客対応の意見を受け付ける担当を定めている

・ホームページ上において自社への提言を受け付けている

・海外取引先については、言葉や文化の違いが障壁とならないよう、現地専門の担当を定めている

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

・取引先から意見をいただいた場合には、日報や会議で社内関係者に伝達している
・取引先からクレーム等を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している

・食の安全、情報共有に関する問題点について話し合うための会議を取引先と定期的に開催している
・自社の担当から直接取引先の各担当に情報を伝達する場を設けている

①取引先と適正な契約を結んでいる ・契約内容が公正であることを責任者が確認している

・フェアプライス（サステナビリティに配慮した価格）の取組をしている
・発注量、納期については、お互いに無理のないように配慮して決めている
・締結書面による取引条件の遵守を徹底している
・卸売の機能である発注・納品（※⑪）の最適化を果たすことができるように、契約内容を交渉している
・商談メモ、受発注書に契約の内容を記録し、保管している

・取引先との間では、基本契約に関連法令を遵守する旨の条文を定め、互いに遵守するよう努めている

・「受発注書」、「商品売買取引基本契約書」、「製造委託契約書」、「商談メモ」を取引実態に応じて作成・締結し、所定の部門
で保管している
・取引の内容や条件を契約書に落とし込んでいる
・取引先から、取引に関する提言や自社の改善点について適宜ヒアリングを行っている

・製造委託先との間で、品質管理に関する定期的な会合を行っている
・失敗事例の紹介・共有も含んだ品質基準についての集合研修を製造委託先で行っている
・食品安全の管理を行う部門で定期的な検査を行い、改善要請により相互理解を図っている
・小売業者の要請を製造業者側に伝え、その中で様々な提案をしている
・日頃から問題解決や情報提供は、FAXやメール、電話等の通信手段で密に行なっている
・取引先から、取引に関する提言や自社の改善点がないかどうかを常に聞いている

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

８．【取引先との公正な取引（※35）
】
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ため、
公正な取引を行っている

（１）【公正な取引の実施】

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

７．【持続性のある関係（※34）のた
めの体制整備】
安全かつ適切な食品を安定的に提
供していくため、公正な取引及び円
滑な情報共有に基づいた、取引先
（※36）との持続性のある関係のた
めの体制を整備している

（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

（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

６ ．【販売（※7）における取組】
販売先が、安全かつ適切な食品の
品質（※5）を維持して販売するた
めの、販売における取組を行って
いる

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▲

①食品に応じた条件下で流通時の管理を行っている
●

４．【調達における取組】
安全かつ適切な食品、原材料や包
装資材（以下、「調達物資（※25）」
という）を保管及び流通するため
の、調達における取組を行ってい
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

（４）【業務ルールの社外への公開】

①取引先との意見交換ができるよう担当窓口を設置し
ている

（５）【情報共有の仕組み（※17）の整備】

（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

５．【保管（※32）・流通における取
組】●
安全かつ適切な食品を販売するた
めの保管及び流通における取組を
行っている

（２）【調達物資の安全性及び適切性の確認】

③ （PB商品の場合）食品の仕様及び製造(※26)方法
を明確にしている■

（３）【流通時における食品管理】●

②流通時における入出庫管理を適切に行っている●

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

④ （PB商品の場合）調達先との共同責任の下で、製
造工程管理を行っている■

（４）【施設及び設備の、設置及び管理】 ①食品の保管時における適切な管理を行うために、適
切な施設または設備を備え、管理している●

（１）【販売先の評価及び選定】▲

（１）【倉庫内での食品の保管及び管理（※33）】●

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
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協働の着眼点（第１版）
無印　＝　製造・卸売・小売　共通、　▲　＝　卸売・製造　共通、　■　＝　卸売・小売　共通、　●　＝　卸売のみ 平成21年3月
注：（※数字）の用語については、（参考）用語集に定義を示しています

大項目 中項目 小項目 具体例

協働の着眼点〔業種別〕【卸売版】

・個々の食品の仕様書を入手してファイリングしている
・取り扱っている食品の成分、規格、製造方法、原材料、品質検査記録の情報を入手するようにしている
・取引先と共通の商品マスター（データベース）に適宜商品情報を登録することにより情報の管理を行っている
・商品情報について、取引先の指定フォーマットに基づいて情報の管理をしている
・いつどこに何を出荷したかの記録を保管している
・いつどこから何を入荷したかの記録を保管している
・要望に応じて、FAX・メール等により商品に関する情報提供を迅速に行えるよう準備している
・トレースバックしやすいように、情報を管理・保管している
・必要に応じて情報確認が実施できるよう、担当者の連絡先（緊急時を含む）をお互いに把握している
・システムを利用した在庫、出荷、発送のデータの一元管理を行っている
・ロット別管理（入荷・在庫・出荷）によってトレースバックが対応可能な体制を整備している

③食品の一貫したロット管理を取引先と行っている ・取引先と自社で、食品のロット単位での対応がとれるように管理している

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

・項目を決めて商品ごとに帳票類を整理している

・小売業者の商品開発チームに参加することにより、消費者ニーズ対応に取り組んでいる
・卸売業者同士の共催による消費者向けキャンペーンを行っている
・小売業者と共に消費者向けのイベント企画やキャンペーン企画（協賛・共催）を行っている
・特定の小売業者との間で、販売商品に関する販売情報・クレーム情報を受け取る体制としている

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

・取引先とともに、搬送時間の短縮に取り組んでいる
・必要に応じ、荷姿を変更している

（１）【方針の保持】● ①お客様とのコミュニケーションを重視する方針を掲げ
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基本方針に示している

（２）【方針の社内周知】● ①お客様とのコミュニケーションを重視する方針を社内
に周知している●

・お客様対応に誠実に取り組む方針を、事務所に提示している
・お客様とのコミュニケーションに関する方針を朝礼で唱和している

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

・以下のような手段により、お客様からの意見を受け付けている
　・ホームページ
　・電話（コールセンター）
　・FAX
　・メール
　・書簡　等

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

・お客様対応の依頼を受けた場合には、他の業務に優先して対応することを社内に周知している
・各営業部門にお客様対応責任者を定め、本社のお客様対応部門と連携して、訪問営業社員の人選、対応指導を行ってい
る

③お客様の意見を経営に活かす体制を整備している ・経営に反映すべき意見をお客様からいただいた場合には、経営者に直接メールで連絡するルールを定めている

・トップが適切に判断するために、お客様からの情報収集、お客様への情報発信の内容を適時経営者に伝えることを定めて
いる

・お客様からの問い合わせ対応マニュアルを定期的に見直し、改善している

④（PB商品の場合）お客様から収集した個人情報の保
護措置をとっている

・個人情報はファイリングして鍵付きのロッカーで保管し、担当者以外は閲覧できないようにしている
・収集した個人情報は、目的以外には使用しないことにしている

①お客様に情報提供する責任者を明確にしている ・お客様に情報提供を行う担当者を定めている

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

・お客様に提供する情報の正確性及び情報のわかりやすさを確認する担当者を定めている
・お客様に情報提供する場合、専門家や行政機関に必要に応じて確認することを業務ルールに定めている
・提供する情報が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

①お客様から収集した情報を分類及び分析している ・お客様から寄せられた情報を、メモに取り分類し、保管している

・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

・件数・内容に基づいて重要度の解析・評価を行っている

・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

・お客様から得た情報を関係部門に報告する業務ルールを定めている

・お客様の声をまとめたものを経営者や従業員に情報発信している（日報、月報、年報）

・イントラネット、部内報等、お客様からの声を共有する仕組みを整備している

①お客様から収集した情報を社内の関係者に伝達し
ている

・収集した情報を、ミーティング、朝礼、掲示板で関係者に伝えている
・全従業員が早急に知るべき重要な情報は、翌日の朝礼で伝達している

②お客様から収集した情報を必要に応じて取引先に
伝達している

・情報を分類・整理し、取引先に関係する情報を取引先に連絡するようにしている

・以下のような方法により、お客様からの意見を受け付けている
　・ホームページへの問い合わせ電話番号やメールアドレスの掲載

　・商品パッケージへの問い合わせ先の記載　等

② （PB商品の場合）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

・商品パッケージの問い合わせ先の表示を目立たせている

① （PB商品の場合）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

・お客様対応窓口を設けてPB商品に関する質問に回答している
・食品に関して不安を感じているお客様からの問い合わせに対しては、企業として行っている安全管理の取組を丁寧に説明
している

② （PB商品の場合）お客様からのクレームに適切に
対応している

・お客様からのクレームに対して返答する期限を定めている
・お客様からのクレーム情報は社内で共有し、責任者が対応を判断している
・必要に応じて取引先に協力を求め、クレームの対応を行っている

③ （PB商品の場合）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

・お客様の声から、関係部門で必要な情報を共有している
・食品について、お客様の声を取り入れる仕組みを設けている
・お客様からの声の中で、情報提供の要望があれば、それをもとに情報発信をする仕組みを設けている

①取引先が、お客様に対して、より付加価値の高い情
報を提供できるように支援している●

・関係情報を入手した場合には、営業担当者が取引先に連絡するようにしている
・商品の情報を小売業者に連絡できるようにしている
・お客様にとってメリットがある情報を入手した場合には、取引先に連絡するようにしている
・特定商品の宣伝を行わずに、一般的に食品を紹介するキャンペーンを実施し、その場でお客様から意見を収集している

・お客様モニターを募り、定期的にマーケティング情報を収集している

・小売業者の購買情報分析だけではなく、より広くお客様のライフスタイルの動向分析を行い、その結果を取引先に提供して
いる

・自社の従業員から、実験店舗にて買い物をした感想の意見を収集している

・取引先の小売店舗に対して、店頭POPを活用した表示方法や、商品の最終加工地について情報提供を行っている

・取引先の小売店舗を通して、冷凍食品の安全性を解説したパンフレットを配布している

・営業担当者に取扱食品に関する教育や試食を行い、食品に対する知識の向上を図っている

①従業員が食育に関する知識を深める場を設けてい
る

・勉強会、ミーティングを行い、食に関する情報を従業員に伝えている

② 食育を取り入れた商品開発及びサービス提供をし
ている

・取引先（製造業者、小売業者）ごとに、個別に食育推進の対応をしている

・取引先と連携してイベントを行っている

・食品に関する正しい情報を業界団体のホームページを通して提供している

・取引先の小売店舗における食育活動を推進するために、食育に関する社内資格制度を設けて、食育関連の企画提案の促
進を図っている
・緊急時対応の責任者を定めている
・想定される緊急時の従業員の役割分担を定めている
・全社的危機対応を行うメンバーを定めている

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

・事件・事故発生時の対応として、取引先からの要求により、該当商品に関する以下のような情報を迅速に収集できるよう、
平常時より準備している
　・倉庫への入出荷日時
　・倉庫内での保管状態
　・入出荷時の輸送状態
　・出荷先（小売店舗）　等

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

・緊急時の連絡網を整備している
・緊急対応フローを作成している
・取引先から寄せられた情報は、分類し、管理している

・原材料や調達先の情報（伝票、仕様書）がある

・クレーム対応マニュアルに則った対応を行うことを定めている
・危機管理対応体制を定めたマニュアルに則った対応を行うことを定めている
・事件・事故発生時の初期対応として、以下のような事項を迅速に実施するためのルールを定めている
　・小売店舗からの該当商品の回収
　・製造業者への該当商品の返送
　・お客様の安全確認 等

（３）【事件及び事故の事態収束後の対応体制及び取
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

・他社や社会の状況を見て、社内体制の見直しを行っている

（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

・緊急時に協力して対応することを、経営者同士が認識している

・緊急時の連絡先を取引先に知らせている
・各行政機関との連絡網を整備している
・緊急時の体制について、担当窓口、担当者を設定し、問合せに対応するメンバーを定めている
・主要な取引先との間では、必要に応じて情報交換ができる関係を構築している（人的関係構築、緊急時連絡先の把握を含
む）
・海外の取引先の場合、時差、距離に関わらず、可能な限り迅速に対応できる体制を整備している
･取引先の緊急連絡先を把握しており、担当者の緊急連絡先を取引先に伝えている

・事件・事故発生時における社外の関係者（製造業者、販売先小売業者）との連絡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

・事件・事故発生後に、事態収束について、取引先に確認をするように定めている

（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
制及び取組の見直しを行うこととしている

・事件・事故発生後に信頼回復のために、取引先と共同して、緊急時に備えた取組の改善・強化を検討、共有する仕組みを
設けている
・事件・事故発生後に、信頼回復のため、取引先と事業の改善・対策強化について検討することとしている

①緊急時の情報の公開についての基準を定めている ・事態の緊急性に応じ、以下のような情報提供手段を定めている
　・ホームページへの掲載
　・社告
　・記者会見 等
・お客様からの意見・要望・クレームに対し、迅速に対応するための業務ルールを定めている

・必要に応じて営業社員が、クレームを寄せたお客様を訪問して話をしている

・緊急事案が発生した際には、各部門が個別に社外に回答または情報発信するのではなく、できるかぎり広報部門を通して
回答する業務ルールを定めている

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

・緊急時のお客様対応に関し、以下のような事項を定めている
　・お客様対応部門または担当者
　・お客様対応窓口の連絡先の公開
　・想定問答　等
・お客様対応窓口の電話番号及びメールアドレスを、ホームページで公開することとしている

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

・お客様からの情報の活用に関し、以下のような事項を定めている
　・収集した情報の整理
　・収集した情報の該当部門への連絡
　・情報の分析による活用方法の策定 等
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（２）【協力して取り組むための緊急時対応体制の整
備】

（２）【食に関する幅広い情報等の提供】
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１４．【緊急時（※41）を想定した自
社体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、
迅速、円滑かつ適切に対応するた
めの自社内の体制を整備し、また
体制の見直しを行っている

（１）【緊急時対応体制の整備】
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１０．【お客様とのコミュニケーショ
ンのための体制整備】
お客様とのコミュニケーションを重
視し、適切に対応するための体制
を整備している

１６．【緊急時のお客様とのコミュニ
ケーション体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、
お客様とのコミュニケーションを適
時、適切に行う体制を整備している

（１）【情報提供体制の整備】

②緊急時の情報提供の具体的方法について定めてい
る

（２）【お客様対応及び情報活用体制の整備】

１５．【緊急時の自社と取引先との
協力体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生時）に、
取引先と協力してスムーズに対応
するための体制を整備し、また体
制の見直しを行っている

１３．【食育(※40)の推進】
お客様の食に密接にかかわる企業
として、食育活動を推進している

（１）【重要性の認識及び事業活動への取り入れ】

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

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

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

（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

１２．【お客様への情報提供（※
39）】
より付加価値の高い情報を提供で
きるように、取引先のお客様への
情報提供を支援している

（１）【取引先による情報提供の支援】●

②お客様から収集した情報を関係者において共有して
いる

（２）【関係者への情報の伝達】■

（３）【（PB商品の場合）情報収集】 ① （PB商品の場合）お客様からの情報を受ける仕組
みがある●

（１）【収集した情報の管理】１１．【お客様からの情報の収集
（※38）、管理及び対応】
クレームを含むお客様からの情報
を収集及び管理し、適時、適切な
対応を行っている

９．【取引先との情報共有、協働の
取組】
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ため、
取引先との情報共有及び協働した
取組を行っている

（１）【商品（※8）等についての情報共有】

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

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

①取引先と協力して、食に関する幅広い情報を提供し
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

（４）【（PB商品の場合）適時、適切なお客様対応】

（３）【情報の収集、管理及びお客様対応体制の整備】

（４）【情報提供体制の整備】
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