食品工場
新任工場長・幹部セミナー
〜 食品工場の管理体制を盤石にし、儲かる食品工場を目指す 〜
2019年10月15日（火）〜16日（水）
2020年 2月13日（木）〜14日（金）

● 開催日時

各回とも 10:00〜17:00
※1日だけの参加も可能です

日本能率協会 研修室（東京都 港区 芝公園）
2月開催】KFC Hall & Rooms

【10月開催】

●会

場

【

（東京都 墨田区）
（国際ファッションセンター）

●講

師

（敬称略）

廣田 正人

㈱日本能率協会コンサルティング 品質革新センター
シニアコンサルタント / 技術士（経営工学）

永嶺

㈱ロッテ 品質保証部 品質保証第一担当
グループ品質保証課 課長

彰

開催にあたって

特

食品に関わる企業において、安全・安心な商品の提供は企業としての使命であり、最重要
課題のひとつといえます。 食品の安全・安心 に対する消費者の要求が高まる中、食品業界
では異物混入をはじめとするトラブルを減らすため、ハード面・ソフト面で様々な対策を
講じているにも関わらず、事故・事件は一向に後を絶たない状況が続いています。マネジ
メントシステムの整 備とともに、単なる机上のルールづくりではない、食品工場を管理
する精度向上が重要な課題となっているのです。
本セミナーでは、食品工場が抱える様々な課題解決のために、大きな役割を果たす食品
工場長・幹部の方が、工場マネジメントに始まり、品質 管理・食品安 全管理についての
知識を整理し、今後の工場運営に活かしていただくためのノウハウを学んでいただくことを
目的としております。新任の工場長・幹部にとってはこれからの工場運営のヒントとして、
また、現任の方にとっては現在の課題を解決する一助としていただければと存じます。

プログラム

徴

現食品工場幹部と食品工場の改善を数多く
手掛けているコンサルタントが、食品工場の
マネジメントのあり方を解説します
●従来の延長線上の業務体制から脱却した仕
組みを構築するための手法を解説します
● 他 産 業とは違う、食品工場ならではの 視 点
で、マネジメントの手法を解説します
●品質 管理・食品安全管理の手法についての
理解も深めます

10:00〜17:00（昼食時間

1日目：マネジメントの基礎とコスト管理編

工場マネジメント基礎
・食品工場を取り巻く環境 ・工場運営の3つのステージ

2）工場マネジメント課題の総点検

・新製品導入〜量産プロセスの課題
・クレーム対応〜危機管理プロセスの課題

３）工場マネジメントの実際

生産性とコストマネジメント

・原材料管理の要点

・コスト改善のヒント

3）工程管理の勘どころ

・工程管理の要点 ・ライン編成の考え方と適正人員 ・高効率ラインの実現

【ライン編成効率、設備総合効率】
2.2. ファシリティマネジメント
4）食品工場に期待されるファシリティマネジメント
5）在庫適正化とフレキシビリティ

・品質管理の3つのステージ ・品質特性、危害特性、管理特性
・5段階評価指標と改善マネジメント
・トラブル対応のプロセス

・再発防止の勘どころ：真因の追究

３）未然防止に向けた活動の要点

・プロセス保証と自工程完結 ・リスク評価と未然防止 ・バリデーションと監査

食品安全と組織マネジメント

4.1. 食品安全とマネジメントシステム
1）食品安全の基本（再確認）

・歩留まり管理の考え方（総合歩留り）

・設備利用率（遊休率）と設備稼働率

1）食品工場に求められる品質管理

・目指すべき未然防止型の管理体制 ・リスクマネジメントの重要性

・コスト改善の基本思考

2）原材料管理の勘どころ

2日目：品質管理と組織運営基盤編

2）トラブル対応と再発防止
・課題MAPの作成

・マネジメントマトリクスの活用
・5段階評価指標とマネジメントレベル向上 ・工場長の役割を考える

2.1. コスト管理
1）工場の生産性把握と改善着眼

12:00〜13:00）

品質管理体制

1）工場運営の基本

・生産性の理解

●対
象
・食品工場の新任工場長・幹部
・食品工場の新任工場長補佐
・上記の候補者の方々

・季節変動への対応

・ロット倍率の考え方 ・これからの食品工場に求められるフレキシブル生産

2）食品安全マネジメント（ISO22000・FSSC22000）の導入と活用
・マネジメントシステムの特徴

・活用の勘どころ

3）安全意識の高い職場づくり
・工場長の役割

・管理・監督者の役割

・危機管理体制

・現場の役割

4.2. フードディフェンスと組織のマネジメント
4）フードディフェンスとマインドリスク

・食品工場の特徴と人の管理の難しさ
・マインドリスクを理解する（人の心に潜むリスクを意識しているか）

5）ALERTとTACCPの考え方

・ALERT視点での工場管理の見直し ・TACCP視点でのディフェンス強化

6）働きがいのある職場つくり

・働きがいと組織の活性度 ・これからの食品工場に求められる組織マネジメント
※プログラム・スケジュールは変更することがあります。

ISO研修事業部
本教育研修プログラムは、一般社団法人日本能率協会 審査登録センターの第三者審査登録活動とは峻別された独立した活動です。

食品工場 新任工場長・幹部セミナー
講師紹介（敬称略）

廣田 正人

永嶺

㈱日本能率協会コンサルティング
品質革新センター シニアコンサルタント
技術士（経営工学）

大手製造企業を経て、
1991年、
㈱日本能率協会コンサルティング入社
（ISOマネジメント
革新センター長、品質経営事業部長歴任）
企業の
「品質経営実践」
を基本に、
「工場の品質保証・安全性保証体制の再構築」
「
、製造現場の
生産性向上・品質向上」といったテーマから「開発部門・調達部門のリスクマネジメント」
まで、生産活動全般に渡る幅広い分野のコンサルティングを手がける。特に食品企業に
おけるHACCP導入や安全・品質マネジメント、コンプライアンスについての指導経験は
豊富であり、最近では事業再生、ファシリティマネジメント、フードディフェンス、組織
活性化についても積極的に取り組み、食品製造業の経営課題の解決を支援している。

お申込みについて

1

彰

㈱ロッテ 品質保証部 品質保証第一担当
グループ品質保証課 課長

ISO22000審査員補、ISO14001審査員補、ISO9001審査員補、中級食品表示診断士
大学卒業後、自動車メーカーに入社。車両を生産する組立工場の生産技術部門を担当し、
9年間在籍した後食品業界に転身。食品製造会社2社で工場長、生産部長、品質保証部長を
経験した後、ISOの審査員活動を経て2013年11月に㈱銀座コージーコーナーに入社、
製造本部長の任に就く。2018年2月より(株)ロッテに出向、現職。
現職では、ロッテ国内グループ会社および食関連事業部門への品質保証支援を行う部署の
責任者として、ロッテグループ全体の品質保証体制の強化に取り組んでいる。

c

定員になり次第、申込受付を終了します。お早目にお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字） JMA 100052

スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

参加料 （消費税抜）

全日程（2日間）参加料

1日参加料

一般社団法人
日本能率協会法人会員

68,000円/1名 36,000円/1名

JMAQA登録者

68,000円/1名 36,000円/1名

会

員

外

79,000円/1名

41,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はお申込みページにございますのでご確認、同意のうえお申込み
ください。

キャンセル規定

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

申込に関する問い合わせ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

メール：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）

参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

一般社団法人日本能率協会
ISO研修事業部

TEL：03（3434）1242（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

これから求められる経営モデルの提唱

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティングなど専門領域のスキルアップ研修
など年間2,000本以上の公開型研修を開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

3 研修結果を
継続させる仕組み

2
4

実践力のつく
演習・ディスカッション

多様な業界、
業種と交流

