ISO22000、ISO/TS22002-1を理解し、実践するためのプログラム
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食品安全マネジメントシステムとして、現在GFSI認証スキームの一つである
FSSC22000 が注目されています。顧客からの要求を受け、認証取得に向
け構築に取組む企業も多いなか、基幹となるISO22000やPRP要求事項の
ISO/TS22002-1規格要求項目に対して具体的にどの程度のレベルまで対応
すべきか、悩んでいる推進者も少なくありません。 本コースは、FSSC22000
認証取得に向けて、ISO22000やISO/TS22002-1規格の理解のみならず、
製造現場の実態に合わせて具体的に何をすべきか、
どの程度まで取組めばよい
のかを学ぶためのセミナーです。※FSSC22000 Ver5対応。

ねらい

両日とも 10：00〜17：00

FSSC22000 Ver5の全体像及び規格要求事項を理
解する。

参加対象
FSSC22000 Ver5の認証取得に向けて準備中・ご検討
中・ 構築中の担当者

要求事項に対して、具体的に何をすべきか、
どの程度ま
で取り組めばよいのかを学ぶ。

ISO／TS22002-1要求事項に対して、
現場で
どの程度のレベルまで対応すべきかを悩んでいる担当者

FSSC22000、ISO22000を効果的に運用するため
のポイントを学ぶ。

FSSC22000 Ver5認証取得に向けて、具体的にどのよ
うに取り組めばよいのかが分からない担当者
食品安全・衛生管理のレベルを強化したいと
考えている担当者

会場

コンサルタントの力を借りずに自力で
FSSC22000 Ver5認証を考えている企業の推進担当者
FSSC22000内部監査員
（候補）
の方、
二者監査の担当者の方

講師

東京

日本能率協会 研修室（東京・港区・芝公園）

大阪

AP大阪梅田東（大阪市・北区）

宇野由華

一般社団法人日本能率協会 FSMS主任講師
FSアシスト 代表

プログラム
1日目
10：00

（昼休みは12：30〜13：30を予定しております。
）

2日目

ISO22000編
10：00

FSSC22000の全体像
2 ISO22000規格の全体像と
規格要求事項の解説
1

1
2

3

17：00

ISO22000マネジメントシステムの構築

（1)
「 食品安全マニュアル」
作成のポイントと具体例
（2）
ISO22000で要求されている
「文書」
と
「記録」
（3)
「 文書」
及び
「記録」
とその具体例

4

FSSC22000、ISO22000を
効果的に運用するポイント

5

質疑応答

ISO／TS22002-1規格の全体像と概要
ISO／TS22002-1要求事項解説と
システム構築のための具体的対応
●
●
●
●
●
●
●
●
●

（1）
ISO22000の目的
（2）
ISO22000規格の解説
（3）
従来HACCPで使われていた用語とISO22000の用語
（4）
ISO22000の法令・規制に関する要求事項

ISO/TS22002-1編

建物の構造と配置
● 有害生物の防除（ペストコントロール）
施設及び作業区域の配置
● 要員の衛生及び従業員のための施設
ユーティリティー 〜空気、水、エネルギー
手直し
● 廃棄物処理
製品リコール手順
● 装置の適切性、清掃・洗浄及び保守
倉庫保管
● 購入材料の管理
（マネジメント）
製品情報及び消費者の認識 ●交差汚染の予防手段
食品防御、バイオビジランス及びバイオテロリズム
清掃・洗浄及び殺菌・消毒

※ISO/TS22002-1規格と 追加要求事項 に対して具体的に
どの程度まで取り組めばよいのかを解説します。

FSSC22000 追加要求事項、利害関係
者委員会
（BoS）
決定事項リスト要求事項
4 FSSC22000審査における注意点について
3

17：00

5

質疑応答
※内容は変更される場合があります。

ISO研修事業部
TEL 03（3434）1242（直通） FAX 03（3434）1243
本教育研修プログラムは、一般社団法人日本能率協会

E-mail : isoweb@jma.or.jp

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。

FSSC22000規格解説・システム構築シリーズ

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）
「ISO22000編」もしくは
「ISO／TS22002-1編」の１日参加

２日間連続申し込み

お申込みについて

一般社団法人日本能率協会 法人会員 36,000円／1名
JMAQA登録者
36,000円／1名

会
員
外
41,000円／1名
一般社団法人日本能率協会 法人会員 68,000円／1名
JMAQA登録者
68,000円／1名
会

員

外

79,000円／1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。

申込に関する問い合わせ先（残席、参加証・請求書に関する内容）

JMAマネジメントスクール TEL：03
（3434）6271
電話受付時間

月〜金曜日9:00 〜 17:00

ただし祝日を除く

メール：seminar@jma.or.jp

※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

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
一般社団法人 日本能率協会 ISO研修事業部

ＴＥＬ：03-3434-1242（直通）

FAX：03-3434-1243

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ファックスでご連絡ください。）

Webサイトからお申込みください

1

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 100431

2
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
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

2020.4

WEBセミナー 始めました！

第11版

https://shop.deliveru.jp/jma/
オープン中のセミナーは上記からご覧ください。

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

