
令和元年度　農林水産省補助事業　　食品製造事業者向け

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理研修会」

47都道府県開催のご案内

小規模な食品製造事業者を対象に、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書に基づき、
自社での衛生管理計画の作成、記録の実施・確認を行えるよう実践的な演習をまじえた研修としています。

HACCP制度化は目の前です。
参加者が自社ですぐにでも実施できるカリキュラムとしておりますので、対象業種の方は是非お越しください。

研修会の実施内容
：HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる小規模な
食品製造業者

：各会場1業種につき40名

：無料

：各業種の手引書に沿って、講義を行います。
講義のあとは、実際に演習を通して理解を深めていただきます。

：ご受講いただく業種によって時間帯が異なります。
裏面の一覧表を参考に、業種1～3からお選び、ご受講ください。

主催：公益社団法人日本食品衛生協会

乾めん･干しめん 漬物 豆腐 生めん

魚肉練り製品 パン 低温殺菌 菓子 ミネラルウォーター 蒟蒻粉

対 象 者

定 員

受 講 料

内 容

カリキュラム

小規模な一般飲食店



【共通講義】HACCPの制度化、HACCP認証JFS規格等について

低温密封…低温殺菌される容器詰加熱殺菌食品 水…清涼飲料水(ミネラルウォーター類)
(ジャム、佃煮、シラップ漬など包装後に加熱殺菌する加工食品） 魚ねり…魚肉練り製品

主催：公益社団法人日本食品衛生協会

徳島県徳島市 惣菜 乾麺 菓子

10/10 山形県山形市 惣菜 低温密封 菓子

愛知県名古屋市 パン 豆腐 菓子

10/8 鳥取県倉吉市 豆腐 菓子 味噌 1/28

和歌山県有田郡 豆腐 低温密封 味噌

10/7 山口県山口市 惣菜 菓子 魚ねり 1/28

三重県津市 漬物 惣菜 菓子

10/4 宮崎県宮崎市 惣菜 菓子 漬物 1/24

石川県金沢市 豆腐 惣菜 味噌

10/2 奈良県大和高田市 乾麺 漬物 菓子 1/22

熊本県玉名市 惣菜 パン 菓子

9/30 栃木県宇都宮市 惣菜 生めん 菓子 1/15

千葉県千葉市 麺 パン 菓子

9/20 秋田県秋田市 漬物 パン 菓子 12/10

山梨県甲府市 水 生めん 菓子

9/19 福島県須賀川市 豆腐 生めん 菓子 12/9

鹿児島県鹿児島市 水 魚ねり 菓子

9/18 滋賀県守山市 味噌 漬物 菓子 12/5

愛媛県松山市 低温密封 惣菜 菓子

9/13 新潟県長岡市 パン 漬物 菓子 11/28

岩手県盛岡市 生めん 漬物 菓子

9/12 福井県福井市 生めん 惣菜 菓子 11/27

高知県高知市 魚ねり 惣菜 菓子

9/4 富山県富山市 魚ねり 水 豆腐 11/20

大分県大分市 味噌 水 菓子

9/3 岐阜県岐阜市 豆腐 生めん 菓子 11/18

島根県出雲市 漬物 菓子 パン

9/2 長野県松本市 漬物 味噌 低温密封 11/13

神奈川県小田原市 魚ねり パン 菓子

8/30 兵庫県姫路市 生めん 水 菓子 11/13

埼玉県さいたま市 生めん 水 菓子

8/29 広島県三原市 水 魚ねり 菓子 11/12

岡山県岡山市 低温密封 パン 菓子

8/28 福岡県福岡市 パン 魚ねり 菓子 11/8

佐賀県佐賀市 低温密封 菓子 漬物

8/27 宮城県仙台市 魚ねり 豆腐 菓子 11/7

香川県高松市 乾麺 生めん 菓子

8/26 群馬県前橋市 漬物 菓子 蒟蒻粉 11/5

大阪府大阪市 豆腐 パン 菓子

8/21 沖縄県那覇市 惣菜 パン 菓子 10/30

長崎県長崎市 魚ねり 乾麺 菓子

8/6 茨城県水戸市 漬物 豆腐 菓子 10/30

青森県青森市 惣菜 漬物 パン

7/26 京都府京都市 漬物 パン 菓子 10/18

北海道帯広市 水 漬物 菓子

7/18 東京都渋谷区 パン 魚ねり 水 10/17

静岡県静岡市 魚ねり 生めん 菓子

7/17 東京都渋谷区 豆腐 漬物 生めん 10/16

実施都市 業種1 業種2 業種3

7/16 東京都渋谷区 菓子 惣菜 低温密封 10/15

15：50～17：00（70分） 業種3

日にち 実施都市 業種1 業種2 業種3 日にち

15：30～15：40（10分） 休憩

15：40～15：50（10分） 【共通講義】

14：10～14：20（10分） 【共通講義】【共通講義】

14：20～15：30（70分） 業種2

時間 業種1 業種2 業種3

13：00～14：10（70分） 業種1


