
                

平成平成平成平成 22226666 年度農場生産衛生年度農場生産衛生年度農場生産衛生年度農場生産衛生強化推進強化推進強化推進強化推進事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る    

農場指導員の養成のための研修会開催のお知らせ農場指導員の養成のための研修会開催のお知らせ農場指導員の養成のための研修会開催のお知らせ農場指導員の養成のための研修会開催のお知らせ    

         

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、日頃から本会の事業

実施につきましては、特段のご理解とご協力を賜り、御礼申し上げます。  

 さて、HACCP の考え方を取り入れた飼養衛生管理認証基準につきましては、平成 21

年 8 月 14 日に農林水産省消費・安全局長から畜産農場における飼養衛生管理向上の

取組認証基準(農場 HACCP 認証基準)として公表されました。 

 今般、平成 26 年度農場生産衛生強化推進事業において、これらの認証基準を踏ま

えて、生産農場における HACCP の導入・実施を指導する「農場指導員」の養成のため

の研修会を下記のとおり開催することといたしました。 

農場指導員の養成研修会にご参加希望される方は、別紙の申込用紙に氏名、所属等

をご記入の上、平成平成平成平成 22226666 年年年年    6666 月月月月 22225555 日（日（日（日（水水水水））））までにメールメールメールメール（ＰＤＦではなく、ＤＯＣＤＯＣＤＯＣＤＯＣ

形式形式形式形式で）、、、、FAXFAXFAXFAX 等等等等にて担当者までご提出をお願いします。 

なお、第 2 回～第 5 回の研修会については、平成平成平成平成 22226666 年年年年 7777 月月月月 11118888 日（金）日（金）日（金）日（金）までにお

申し込みをお願いします。好評に好評に好評に好評により第１回、２回は定員に達したため締め切らせより第１回、２回は定員に達したため締め切らせより第１回、２回は定員に達したため締め切らせより第１回、２回は定員に達したため締め切らせ

ていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。    

 

記 

 

１ 開催日時 

          別紙１のとおり 

 

２ 開催場所 

  第１回研修会：岡山国際交流センター多目的ホール 

   （岡山市北区奉還町 2 丁目 2－1 電話 086-2562905） 

第２回～第 5 回：全国家電会館会議室 

（東京都文京区湯島 3-6-1 電話 03-3832-4291） 

 

３ 募集人員： 各研修会ともそれぞれ 30 名程度   

 

４ 研修内容： 農場 HACCP 認証基準等に係る説明、解説と農場 HACCP 指導員として

の取組・演習及び畜種別 HACCP 取組農場事例の紹介 

 

５ カリキュラム 

         別紙２のとおり 

 

６ 受講申込書 

         別添のとおり 

       

（注）１．第１回から第 5 回の研修内容は同じです。ご都合の良い回にご参加くださ

い。 

   

 ２．参加者は都道府県家畜保健衛生所、都道府県畜産協会・家畜畜産物衛生指

導協会、農業共済組合、開業獣医師、農業改良普及所、農協、企業等、農

場 HACCP の指導に従事している者および指導的立場の者ならびに農場 HAC



CP 責任者（チーム長）等農場 HACCP の普及に取り組む方を対象とします。 

 

３．参加者が多いときは、調整させていただくこともありますので、ご了承願   

います。 

 

４．決定した参加者には別途案内いたします。 

 

５．また、家畜伝染病の発生状況等により、開催中止となる場合あるいは講師

を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

 



 

（別紙 1） 

 

 

開催回 日 時 会場 

第 1回 平成26年7月14日（月）～16日（水） 

（月）  10：00～18：00 

（火） 09：00～17：00 

（金） 09：00～16：00 

岡山県 

国際交流センター 

会議室 

第 2回 平成26年8月5日（火）～7日（木） 

（水）  10：00～18：00 

（木） 09：30～17：30 

（金） 09：30～16：30 

家電会館 

会議室 

第 3回 平成26年10月6日（月）～8日（水） 

（月）  10：00～18：00 

（火） 09：30～17：30 

（水） 09：30～16：30 

家電会館 

会議室 

第 4回 平成26年11月11日（火）～13日(木) 

（火）  10：00～18：00 

（水） 09：30～17：30 

（木） 09：30～16：30 

家電会館 

会議室 

第 5回 平成26年12月8日（月）～10日（水） 

（月）  10：00～18：00 

（火） 09：30～17：30 

（水） 09：30～16：30 

家電会館 

会議室 

 

第１回、第２回は定員に達しましたので締め切らせていただきました。第１回、第２回は定員に達しましたので締め切らせていただきました。第１回、第２回は定員に達しましたので締め切らせていただきました。第１回、第２回は定員に達しましたので締め切らせていただきました。    

 

 

 



 

別紙２ 

 

    平成平成平成平成 22226666 年度年度年度年度「畜産農場における衛生管理向上の取組認証基準」制度に係る「畜産農場における衛生管理向上の取組認証基準」制度に係る「畜産農場における衛生管理向上の取組認証基準」制度に係る「畜産農場における衛生管理向上の取組認証基準」制度に係る    

農場指導員養成研修農場指導員養成研修農場指導員養成研修農場指導員養成研修会カリキュラム（案）会カリキュラム（案）会カリキュラム（案）会カリキュラム（案） 

 

ⅠⅠⅠⅠ．目的．目的．目的．目的    

  「畜産農場における衛生管理向上の取組認証基準」（農場 HACCP 認証基準）の解

説と農場指導員の養成を図る。 

    

ⅡⅡⅡⅡ．研修カリキュラム．研修カリキュラム．研修カリキュラム．研修カリキュラム    

１日目１日目１日目１日目    午前午前午前午前    

  １）主催者挨拶                 ：（公社）中央畜産会 

２）参加者自己紹介 

  ３）農場 HACCP 認証基準の概説  

（１）食品安全に関する国内外の動向 

     ①コーデックス委員会の「食品衛生の一般的原則」および「HACCP システ

ムとその適用のガイドライン」 

     ②農林水産省の「家畜の衛生管理ガイドライン」 

     ③国際規格「ISO22000；食品安全マネジメントシステム」 

   （２）農場 HACCP 認証基準の概要  

     ①基準の特徴と基準の構成   

１日目１日目１日目１日目    午後午後午後午後    

  ４）「農場 HACCP 認証基準」の解説 

 ５）質疑応答  

 

２日目２日目２日目２日目    午前午前午前午前    

６）畜種別「農場 HACCP 認証基準」構築事例の紹介 

７）演習（畜種別作業） 

【演習－１】原材料、製品説明書、フローダイヤグラム等の作成 

    

２日目２日目２日目２日目    午後午後午後午後    

   【演習－２】一般的衛生管理プログラムの作成：作業手順書の作成 

【演習―３】危害分析および管理手段の選択・決定    

    

３日目３日目３日目３日目    午前午前午前午前    

   【演習―４】HACCP 計画の作成 

【演習―５】衛生管理システムの検証および更新 

 

３日目３日目３日目３日目    午後午後午後午後    

８）グループ討論：「農場 HACCP 認証基準」普及の課題 

９）総合討論：「農場 HACCP 認証基準」全体像の把握 

「農場 HACCP 認証基準」を構築するための農場指導員の役割 

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．修修修修了証書の授与了証書の授与了証書の授与了証書の授与    

    

＊＊＊＊    カリキュラムの内容、講師については、都合により変更されることもありま

すので、予めご了承願います。 



（別添） 

平成平成平成平成 22226666 年度農場生産衛生年度農場生産衛生年度農場生産衛生年度農場生産衛生強化推進強化推進強化推進強化推進事業事業事業事業に係るに係るに係るに係る    

農場指導員の養成研修会の受講申込書農場指導員の養成研修会の受講申込書農場指導員の養成研修会の受講申込書農場指導員の養成研修会の受講申込書    

 

 平成 26 年度に開催されます農場指導員養成研修会は、以下の日程で 5 回の開催を

岡山会場（第 1 回：岡山国際交流センター多目的ホール）及び東京会場（第 2 回～第

5 回：全国家電会館会議室）にて予定しております。 

 

第１回研修会  平成 26 年 7 月 14 日（月)～16 日（水）（３日間） 

第２回研修会  平成 26 年 8 月 5 日（火）～ 7 日（木）（３日間） 

第３回研修会  平成 26 年 10 月 6 日（月)～8 日（水）（３日間） 

第４回研修会  平成 26 年 11 月 11 日（火)～13 日（木）（３日間） 

 第 5 回研修会  平成 26 年 12 月 8 日（月)～10 日（水）（３日間） 

 

上記の農場指導員の養成研修会に受講を希望される者の氏名、所属等を平成平成平成平成 26262626 年年年年

6666 月月月月 25252525 日（水）日（水）日（水）日（水）までにメールメールメールメール（ＰＤＦではなく、ＤＯＣ形式ＤＯＣ形式ＤＯＣ形式ＤＯＣ形式で）、、、、FAXFAXFAXFAX 等等等等にてお願

いします。なお、第 2 回～第 5 回の研修会については、平成平成平成平成 26262626 年年年年 7777 月月月月 18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）

までにお申し込みをお願いします。 

 

平成 26 年  月  日 

              都道府県庁・団体名・農場等                      

 

受講希望研修

会（月日） 

所属・職名

等 

 （フリガナ）  

受講者氏名 
連絡先住所・電話

番号 

備   考 

（ E-mail ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

等） 

第１回 

(７月 14 日～

16 日) 

 

 

 

 

   

第２回 

（8 月 5 日～

7 日） 

 

 

   

第３回 

（10 月 6 日

～8 日） 

    

第 4 回 

(11 月 11 日

～13 日) 

    

第 5 回 

(12 月 8 日

～10 日) 

    

「連絡先」 

  公益社団法人中央畜産会衛生指導部    担当：佃・関谷 

    電話 ：０３－６２０６－０８３２ 

    Ｆａｘ：０３－３２５６－９３１１ 

    メールアドレス： eisei@sec.lin.gr.jp 


