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2013年度 食品危機管理者育成講座
●開催日：2013年6月12日（水）・13日（木）
●会 場：飯田橋レインボービル

［講座企画委員会］
顧

森田

2013年度開催にあたって

修了証授与

問

＊１日のみの受講は出来ません。
＊少人数定員のため、お早めにお申し込み
下さい。

◆行政経験者、ジャーナリスト、企業経営経験者が企画委員
会を組織し、自らファシリテーターとして徹底したケース
スタディを行い、研修生に危機管理の鉄則を修得していた
だきます。

邦雄氏

一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会 専務理事
食品産業戦略研究所 顧問

［企画委員］

小島

◆トピックスとして「ネット時代の企業広報の危機管理」を
取り上げ、企業サイト炎上の原因とその対策を明らかにし
ます。

正美氏

毎日新聞社 生活報道部 編集委員

難波

勝氏

森永乳業株式会社 参与
食品産業戦略研究所 顧問

◆本講座の中核となる「危機管理体験報告」は、サントリー
ビジネスエキスパート株式会社、カゴメ株式会社、株式会
社すかいらーく三社にご協力を頂き、行政対応・メディア
対応を含め掘り下げた議論を行います。

湯川剛一郎氏
東京海洋大学 先端科学技術研究センター
食品流通安全管理専攻 教授 ＊企画委員長

●主

危機管理の最前線から

催：食品産業戦略研究所

●事務局：株式会社サイエンスフォーラム

開催プログラム

詳細は中面をご覧下さい

１． 行政から見た食品の危機
２． 身近な事例から考える危機管理・危機対応

森田 邦雄氏
湯川 剛一郎氏

３． マスコミから見た食品企業の危機

小島 正美氏

４． ネット時代の企業広報の危機管理

後藤 孝之氏

５． 危機管理体験報告
5. 1 製品の健康訴求についての危機管理対応（メディア対応・官庁対応） 冨岡 伸一氏
5. 2

カゴメの調味ソース「サルサ」の回収事例

小林 昌生氏

5. 3

すかいらーく仙台工場における食中毒の発生と対応

三牧 国昭氏

講師陣を囲んで懇親会

６． 危機管理のケーススタディ
～ 行政、マスコミ・顧客・消費者、社内、流通への対応はどうすべきだったか？

７． グループ発表と全体討議

▲

▲

危機管理の司令塔を養成する！

6月12日（水）

◆ オリエンテーション（9:55～10:00）

１．行政から見た食品の危機

（10:00～11:00）

１．人の健康被害が発生した場合 食中毒の発生
２．人の健康被害を伴わない事例
一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会 専務理事
（1）食品衛生法に違反：成分規格、製造等基準、表示等
食品産業戦略研究所 顧問
（2）法に直ちに違反ではないが製造者としての社会的責任
３．食品を利用した犯罪の場合
食品が何らかの問題を起こし、回収した事例について、約２年間の
（1）営業者自ら犯した例：食品の偽装表示、違反食品の故意流通等
全国紙での社告事例について解析し、その傾向をみるとともに、食
品の危機について次の通り分類しその事例について話します。また、 （2）フードディフェンス

森田

邦雄氏

法律に基づく行政の観点から検討してみます。
＜休憩５分＞

２．身近な事例から考える危機管理・危機対応
湯川

（11:05～12:05）

１．異常事態への気づき、情報の入手から情報の整理・判断、上司、トップマネ
ジメントへの報告
２．対応方針の決定、関係当局への報告、原因の究明、内外関係者への情報提供
３．リスク管理措置（回収等）の発動、消費者への情報提供、マスコミへの情報
提供・協力依頼
４．再発防止措置
５．危機管理･対応の考え方

剛一郎氏

東京海洋大学 先端科学技術研究センター
食品流通安全管理専攻 教授

＜12:05～13:00

３．マスコミから見た食品企業の危機
小島

正美氏

毎日新聞社 生活報道部
編集委員

ランチブレイク＞

（13:00～14:00）

１．安全なのに安心できない状況にどう対応するか
２．記者会見で失敗しないために何が必要か
３．安全対策に必要な日ごろからのメディアとの
つきあい方

４．分かりやすいリスクの伝え方
５．消費者への情報発信の仕方

＜休憩５分＞

４．ネット時代の企業広報の危機管理
後藤

孝之氏

（14:05～15:05）

1．現状紹介
（1）企業サイトとSNSの実態
（2）迷惑なネットサービス障害
（3）ネットワーク上のいろいろなトラブル

ネットプランナー
日本安全学教育研究会 会員
株式会社スパイスワークス 顧問

２．サイトの炎上とその対策
（1）サイト炎上の原因
（2）サイト炎上の対策
３．トラブル防止のための事前対策
＜15:05～15:20

５．危機管理体験報告
座長：森田 邦雄氏

コーヒーブレイク＞

（15:20～17:20）

＊初めに下記３件の報告(各30分)をして戴き、その後質疑応答により問題の本質を学習します。

５.１ 製品の健康訴求についての危機管理対応（メディア対応・官庁対応）
冨岡

伸一氏

サントリービジネスエキスパート株式会社
品質保証本部品質保証推進部 技術顧問

１．サントリーグループの品質保証体制～お客様原理主義に基いて～
２．リスクマネジメントとクライシスマネジメントの実態～事例を踏まえて～
３．VOC活動と品質広報によるお客様の信頼獲得

５.２ カゴメの調味ソース「サルサ」の回収事例
小林

昌生氏

カゴメ株式会社東京本社 経営企画本部
品質環境部品質保証グループ 課長

１.
２.

品質事故の概要
回収実施判断までの経緯

３.
４.

対応における問題点
まとめ

５.３ すかいらーく仙台工場における食中毒の発生と対応
三牧

国昭氏

株式会社すかいらーく コーポレートサポート本部
品質管理グループ品質保証チームリーダー

【講師陣を囲んで懇親会】（17:30～18:30）

１．赤痢菌食中毒事故の概要
２．当社対応と第三者委員会設置と判断
３．平時における危機管理体制

6月13日（木）

◆ワークショップ：グループ演習による危機管理の事例研究と発表
６．危機管理のケーススタディ
～行政、マスコミ・顧客・消費者、社内、流通への対応はどうすべきだったか？
演習指導(ファシリテータ)
企画委員会：森田邦雄氏、小島正美氏、難波

６.１

演習の進め方（9:00～9:15）

６.２

グループ討議 （9:15～11:45）

勝氏、湯川剛一郎氏（司会兼）

・討議のポイントは「行政、マスコミ・顧客・消費者、社内、流通への対応はどうすべきだったか？」
・4～6名を1グループとする予定です。
・各班のファシリテータは顧問・企画委員全員が分担して担当します。

６.３

発表資料作成 （11:45～12:15）
＜12:15～13:00

７．グループ発表と全体討議

ランチブレイク＞

（13:00～15:50）

司会：湯川 剛一郎氏

＜途中14:30～14:40

コーヒーブレイク＞

・事例ごとに発表と討議を行います。各班の発表時間は10分。
・発表は一定のフォーマットに従い、「行政」「マスコミ・顧客・消費者」「社内」「流通」を
縦軸に、「問題点」「どうすべきであったか」を横軸として、全員に本音で斬り込んで戴きま
す。顧問・企画

委員が適宜アドバイスを行います。

・最後に全体討議を行い、ここで得られた知見、今後の予防策を確認し共有します。

★修了証授与★（15:50～16:00）
受講生の声

※第６回アンケートより

「 自社の体制、事故対応マニュアルを見直す良い機会になった。」
「 違反事例から見た法令の解釈や判断が非常に参考になった。」
「 保健所との対応方法、検査機関の利用法など有益な情報が多く、自社の危機管理マニュアル
の注意点に加筆したい。」
「 マスコミがどのように考え、記事にしているかが分かった。情報の裏が見えた。」
「 あまり経験したことのない考える内容で、普段聞けない話を数多く聞くことができた。」

参加規定と参加申込書
■受講料(1名につき)

■参加規定

63,000円(60,000円＋消費税)

〔申込方法〕

＊テキスト代、昼食代、コーヒー代を含む。
＊2日間のカリキュラム編成のため、1日のみの受講は出来ません。

■切取り線内の参加申込書に必要事項を記入の上、郵送又は
FAX(04-7184-7912)にてご送付下さい。
■折り返し受講証と請求書をお送り致しますので、一週間以内に

■定員

受講証が届かない場合はご連絡下さい。受講証は当日受付にご

40名(定員に達し次第、お申込みを締め切らせていただきます。)

提示下さい。
■先着順に定員に達し次第締め切らせていただきますので、申し
込みはお早目にお願い致します。

■会場
飯田橋レインボービル「Ｃ＋Ｄ会議室」
〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町11

(お支払方法=振込先)

電話03(3260)4791

■参加費（受講料＋消費税）のお支払いは開催日前日迄に必ず下記
口座にお振込願います。

1日目の懇親会での積極的な交流および2日目のワークショップ

■振込先(口座名=㈱サイエンスフォーラム)

演習指導のため、名札を付けてのご参加をお願いしております。

郵便振替口座(00100-3-23302)

また受講者名簿（会社名・ご所属・お名前の記載）を配付させ

※お支払いはなるべく郵便振替をご利用下さい。

て頂きますので何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

千 葉 銀 行

天王台支店(普通No.3368360)

三井住友銀行

神 田 支店(当座No.228275)

み ず ほ銀行

本 郷 支店(当座No.0131565)

定員制(40名)につき、お申し込みは
お早めにお願い致します。

〈ご注意〉
1.キャンセルは開催日3日前までに必ずご連絡をお願いします。
(土・日含まず)

No.91315

2.上記以外の参加費の払い戻しは致しませんので、申込者がご

2013年度 食品危機管理者育成講座

都合の悪い場合は代理の方の出席をお願い致します。
3.テキストは会場でお渡し致します。

参 加 申 込 書
■参加申込日

2013年

月

日

㈱サイエンスフォーラム殿

（フリガナ）

会
団

社
体

（正式名称）

名
〒

所
Ｅ

Ｌ

Ｆ

Ａ

Ｘ

（内線）

飯田橋
レインボービル

神楽坂

Ｔ

■会場 飯田橋レインボービル

神楽坂Ｂ３
出口

大久保通り

住

私たちは、新しい食の開発・市場
創造と安全確保のお役に立ちます。

東京理科大

＊部課名・役職名も必ずご記入下さい。

お客様番号

外堀通り

参加者氏名

（外濠）

所属部署名
役 職 名
Ｅ－ｍａｉ
ｌ

至新宿

地下鉄線
JR総武･中央線

法政大学 逓信病院

警察病院

JR飯田橋駅
（西口）

（東口）

日本
歯科大学

参加者氏名
所属部署名
役 職 名
Ｅ－ｍａｉ
ｌ
●受講料［63,000円(60,000円＋消費税）］ ×

名＝

ＪＲ 飯田橋駅西口 徒歩５分
地下鉄 東西線・有楽町線・南北線・大江戸線
飯田橋駅神楽坂Ｂ３出口 徒歩５分

円

■通信欄
●請求書送付先（但し、送付先が参加者と同一の場合は不要です）

■お申込み・お問い合わせは下記へ

【備考】

私たちはintelligenceを提供します！！

＊今後、記載された内容をもとに、書籍・セミナーご案内の情報ご提供の際等に利用
させて戴くことがございます。ご不要であれば、右記にチェックを入れて下さい。

■㈱サイエンスフォーラム記入欄
受 領 日
申 込 番 号

受講証発送日

DM案内不要
摘

要

〒270-1173 千葉県我孫子市青山4-1-207
TEL．04(7128)5461 FAX．04(7184)7912
http：//www.science-forum.co.jp

至東京
・千葉

