
令和元年度プラン作成研修カリキュラム（奈良県内食品製造事業者向け）

 特定非営利活動法人

奈良県 HACCP 研究会 事務局 

【1 日目】2019 年 8 月 26 日（月） 会場：奈良県産業振興総合センター イベントホール 

9:30～ 9:40  理事長挨拶 理事長 坂上 吉一（元近畿大学農学部 教授） 

9:40～10:00  日程及び事務連絡、研修の進め方（チーム編成の発表）  事務局 

10:00～10:20  グループ内の役割の確認 

10:20～11:20  危害要因について 理事長 坂上 吉一 

11:20～11:30  休憩

11:30～12:45 ①製品説明書、製造工程図の作成 （奈良県行政ご担当官） 

②ならハサップ申請時に必要となる関係書類（奈良県行政ご担当官）

12:45～13:45 昼食

13:45～15:10 危害要因分析と CCPの決定のポイント（および前段の手順について）

鈴木 厳一郎 （認証制度アドバイザー） 

15:10～15:20  休憩 

15:20～17:00  HACCPプランの作り方

奈良県産業振興総合センター バイオ･食品グループ統括主任研究員 清水浩美 氏 

17:00      終了・解散 

【2 日目】2019 年 9 月 12 日（木） 会場：㈱味の大和路（モデル工場見学） 

9:30～10:30  工場の概要、製造工程、原材料の説明 ㈱味の大和路 関係者 

10:30～12:00  グループ討議：製造工程図、危害要因分析表、HACCPプランの作成 

12:00～13:00  昼食 

13:00～17:00  グル―プ討議（続き） 

17:00  終了・解散  

【3 日目】2019 年 10 月 3 日（木） 会場：奈良県産業振興総合センター イベントホール 

9:30～11:00   各グループ発表と質疑 

11:00～12:00  各グループで見直し 

12:00～13:00  昼食 

13:00～13:20  理解度試験 

13:20～13:30  休憩 

13:30～15:00  各グループ発表と質疑 

15:00～15:30  モデル工場で用いている HACCPプランについて ㈱味の大和路 関係者 

15:30～15:45  休憩 

15:45～16:35 講師からの講評 

16:35～17:00  3日間研修受講証授与、閉会の挨拶 奈良県 HACCP研究会理事 

17:00   終了・解散 

【4 日目】2020 年 2 月 5 日（水） 会場：奈良県産業振興総合センター イベントホール 

（フォローアップ研修:3 日目終了後から 3 ヶ月以上の経過後を目途に開催）

参加にあたり、各自が奈良県 HACCP 自主衛生管理認証制度に必要となる基本的な自社の製品説明

書、製造工程図、危害要因分析表、HACCP プランを作成したうえ、自社で試行を行い発表する。 
9:00～11:00  各グループ内の発表と質疑 

11:00～12:30  発表された HACCPプラン関連資料について講師からのアドバイスと質疑

12:30～13:00  ならハサップ申請時に必要となる関係書類について（奈良県行政ご担当官） 

13：00  終了・解散 

奈良県 HACCP自主衛生管理認証制度指定研修修了証については、判定会議にて審議のうえ、個別に

事務局から別途、郵送します。 



新規 奈良県指定研修 HACCP プラン作成研修参加申込書 
(奈良県内 食品製造事業者向け)             2019 年  月  日

何れかに☑をつけてください。

□会員である（以下 1.にご記入ください） □非会員である（以下、1 と 3 にご記入ください） 
1． HACCP プラン作成研修参加者について

（2019 年 8 月 26 日、9 月 12 日、10 月 3 日、2020 年 2 月 5 日）

ご参加代表者（事務局との事務連絡窓口をしていただきます）

御社(組織)名

部署・役職名

お名前（ふりがな）

住所 〒

電話 （ ）  － メールアドレス

FAX （ ）  －

▼複数ご参加の場合の参加者名（原則として、参加できる人数は 1 社 2 名までです。）

※応募者多数の場合は、お申込み人数の調整をさせて頂く場合がございます。

部署・役職名             お名前（ふりがな）

尚、上記のご参加（代表）者とは別に事務連絡のご担当を置かれる場合は下記にもご記入ください。 

部署・役職名             お名前（ふりがな）

住所 〒

電話 （ ）  － メールアドレス

●取得されている食品衛生法の規定による営業許可業種名

2．受講費用について （テキスト代含む） 
1 日目～4 日目まで受講費：30,000 円×人数 
会員の場合は、割引特典があります。詳細については、別紙「2019 年度新規入会のご案内」を

ご確認ください。

3．非会員様は、研究会に入会ご希望の方は☑を付けて下さい。 
□今回同時に正会員として新規入会する

＊費用のお支払いにつきましては研修参加確定後、上記に基づき別途請求書にてご案内申し上げます。

新規ご入会の場合は、受講費と年会費を合わせてご請求させていただきます。その際、入会申込書

をお送りいたします。

【振込み手数料は受講者側にてご負担お願い致します。】

上記以外の参加条件による費用は別途、事務局までお問い合わせください。応募者多数の場合は、

お申込み人数の調整をさせて頂く場合がございます。

以上、ご記入ありがとうございました。FAX にてお申し込みください。 
〆切は、7 月 31 日(水)とさせていただきます。 

特定非営利活動法人奈良県ＨＡＣＣＰ研究会宛
ＦＡＸ 0744-33-2090（ならコープ品質保証室内）



2019 年 5 月 

 
特定非営利活動法人奈良県ＨＡＣＣＰ研究会 

2019 年度新規入会のご案内 
 
１．会員について 
（1）この法人の正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体が理事長の承認により

入会できます。 
（2）団体正会員の場合、法人名に、法人代表者名（代表取締役等）を併記しての登録となります。 

登録住所は、法人本社所在地となります。 
（3）個人正会員の場合、登録住所は個人の住所となります。所属団体がある場合は、所属団体もご

登録いただきます。なお、登録いただいた個人の住所は会員の許可なく会員に公開いたしません。 
（4）年会費は、10,000 円です。（年度途中入会でも 10,000 円です。また、年度途中退会時の返金は

ございません。） 
（5） 年度末までに、退会の意志が示されない場合は、新年度への自動継続となり年会費(10,000 円)

を請求させていただきます。 
 
２．総会について 

総会は、NPO 法上、「会員によって構成される会議で、法人の最高の意思決定機関であり、理事

は最低年 1 回招集しなければならない」とされています。 
正会員がご欠席の場合は、委任状のご送付をお願いしており、団体会員の場合、法人代表者（代

表取締役等）名の委任状が必要となります。 
詳細につきましては、弊社ホームページの定款をご覧ください。 

 
３．会員様の特典について 
【受講費の割引】割引適応対象は 1 名のみ 
① 1 日目～4 日目までの受講費が、30,000 円（非会員価格）が 20,000 円（会員価格）となります。 
② 4 日目のみの受講費が、10,000 円(非会員価格)が 7,000 円(会員価格)となります。（4 日目のみ

の受講者とは、3 年以内の 1 日目～4 日目または 3 日目まで受講者の方が対象です。） 
【更新研修のご案内】 
  認証後、3 年後の更新申請時には、更新研修の受講修了証が必要となります。更新申請が必要な

会員様には、ご案内をいたします。 
【情報提供】 

会員様向けセミナーの実施など、会員様への情報提供や学習の場をご案内しております。 
【アドバイザー相談料の割引】 

特定非営利活動法人奈良県ＨＡＣＣＰ研究会のアドバイザーへの相談料を会員価格（割引）でご

案内いたします。 
 
上記以外にご不明な点は、事務局までお問い合わせください。 
お問い合わせ：特定非営利活動法人 奈良県 HACCP研究会事務局 

電話 ０７４４－３３－０８８１ 

Email nr.haccp@naracoop.or.jp 

奈良県磯城郡田原本町宮古３９５－１（ならコープ 品質保証室内） 

mailto:nr.haccp@naracoop.or.jp



