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附属書Ⅴ － 審査員の力量 
 

 目的 
本文書は、審査員の力量及び資格認定プロセスに関する、認証機関への要求事項について記述す

る。 

 

 適用範囲 
この要求事項は ISO/IEC17021-1:2015、ISO/TS22003:2013及び GFSI ベンチマーク要求事項

Ver.7:2017の審査員の力量に関する要求事項に基づいており、FSSC22000又は FSSC22000品質審

査を実施する全審査員に、初期の教育訓練から、資格認定、資格の再認定まで適用され、セクタ

ー及び／又はカテゴリーの拡大についても網羅する。 

 

 資格認定 
資格認定プロセスは以下の４段階から成る： 

1)  審査員訓練生の選定； 

2) 初期の教育訓練； 

3)  立会い評価、及び 

4)  登録。 

 

3.1 選定 
認証機関は、セクション８に定義された、該当する産業セクターの教育要件を満足していること

を前提として、審査員訓練生を選定すること。 

 

3.2 初期の教育訓練及び経験 
認証機関は、審査員訓練生が次に挙げる初期の教育訓練、及び経験に関する要求事項を満たして

いることを確実にすること： 

1） FSMS又は QMS主任審査員研修コース  －  試験を含み、４０時間以上； 

2） HACCPトレーニング － 試験を含み、１６時間以上； 

3） ISO22000 規格 － 試験を含み、８時間以上（主任審査員研修コースの一部に含まれて

いない場合）； 

4） 食品防御に対するリスク評価法、及び、可能な軽減手段を網羅した、食品防御に関する

教育訓練（試験を含む）； 

5） 食品偽装に対する脆弱性評価法、及び、可能な軽減手段を網羅した、食品偽装に関する

教育訓練（試験を含む）； 

6） 該当する全てのスキーム要求事項（試験を含む）；ISO/TS22003（附属書 C）、ISO19011

及び ISO/IEC17021-1（認証機関の審査プロセスに該当する場合、試験も含めて）； 

7） 食品又は関連業界における経験。なお、食品生産又は製造、小売、検査、規則、あるい

は同等の分野における、品質保証又は食品安全機能において、最低２年の常勤経験があ

ること。そして、 

8） 特定の産業セクターに関連する、５回１０日以上の ISO22000 又は GFSI 承認スキーム審

査。なお、少なくとも１回は FSSC22000審査を含むこと。 

 

3.3 評価 
1） 認証機関は以下を行うこと： 

a) 食品安全審査における、監督下の訓練を提供すること。 
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b) 十分な力量に達したことを確認するため、審査員の FSSC22000 立会い審査を実施するこ

と、及び 

c) 訓練プログラム及び立会い審査が、成功裡に完了したことの承認文書を残すこと。 

2） 監督下の訓練及び立会い審査は、FSSC22000 資格認定された審査員、又は、同等の力量及び

経験をもつ、FSSC22000 技術認証要員が実施すること。なお、利用できる場合は GFSI 立会い

審査ツールを使うこと。 

 

3.4 審査員登録システム 
1） 財団は、認証機関が雇用又は契約しているスキーム固有の審査員全てに対し、審査員登録シ

ステムを提供する。 

2） この登録システムに、スキームの製品カテゴリーに関連した審査員の認定資格、教育訓練、

経験及び活動範囲の詳細が保存、維持されており、認証機関はこれを最新に保つこと。  

3） 認証機関は以下を実施すること： 

a) 財団からの指示に従い、審査員の認定資格の詳細を、この FSSC22000 審査員登録システ

ムに登録すること。 

b) 依頼に応じて、以下の文書又は検証済みの資格認定文書に関する証拠を、登録システム

にアップロードすること： 

i. 履歴書／レジュメ（教育、業務経験、該当する食品安全教育訓練、認証機関への加

入日、FSSC審査員として資格認定された日を明記する）； 

ii. 教育訓練記録（入手できる場合、要求事項を満たしていることを実証する証明

書）； 

iii. セクター／カテゴリーごとの資格認定の記録 

iv. 立会い審査報告書 

c) 登録システムに、審査員が資格認定されたカテゴリーを示し、新規登録日及び更新日を

維持すること。 

 

 審査員の資格認定の維持 
認証機関は、審査員の認定資格を維持するための仕組みが整っていることを確実にすること。 

 

4.1  審査 
1） 毎暦年に、異なるサイトで少なくとも５件の FSSC22000 オンサイト審査。これに関連して、

第一段階及び第二段階審査は、併せて１回の審査とみなすこと。 

2） 1)の要求事項を満たすことができない場合、認証機関は、審査員が少なくとも５回の GFSI審

査を実施し、うち、少なくとも１回は FSSC22000 審査を実施していることを確実にすること。

このような一時的な除外に対する要請は、文書によるものとし、以下のような特定のケース

において、財団に行うこと：   

⚫  審査員の長期にわたる病気； 

⚫  長期休暇（例：出産休暇、育児休暇、長期の有給休暇）； 

⚫  地域／国における顧客不足。 

 

4.2  継続的な教育訓練 
審査員は、スキーム要求事項、産業セクターのベストプラクティス、食品安全及び技術的な開発

について遅れをとらないために、そして、関連法令を入手し、それを適用できるように、財団が

指定するものを含めた、あらゆる年次の教育訓練に参加すること。また、少なくとも１回は、研

修、会議、セミナー及び／又はネット会議等のイベントに参加すること。なお、認証機関は、実

施された全ての教育訓練に関する記録文書を維持すること。 

 

4.3  審査及び教育訓練の記録 
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認証機関の力量のある監督者が、資格認定された審査員の審査及び教育訓練記録を年毎に評価し、

更新すること。 

 

4.4  立会い審査 
1） 審査員のパフォーマンスが満足いくものかを確認するため、オンサイトでの FSSC22000 立会

い審査を、少なくとも３年毎に１回、実施すること。 

2)  認証機関に評価され、立会い審査の実施に適任であるとされた、資格のある GFSI審査員

（又は、同等の力量及び経験をもつ、認証機関の FSSC技術認証要員）が立会い審査を実施

すること。 

3)  立会い審査の評価者は、立会い審査技術のトレーニングを受けていること。 

4)  審査を実施する審査員を観察する立会い審査の評価者は、審査での役割をもたない。 

5)  立会い審査の評価者は、審査員が審査において、以下の分野に関する知識を成功裡に活用し

たことを立証するために、立会い審査評価報告書を提供すること： 

a) 食品安全マネジメントシステム； 

b) HACCP； 

c) PRP及び OPRP； 

d) 食品偽装； 

e) 食品防御； 

f) 該当する法律／規則、及び、業界実務規範； 

g) 審査技術； 

h) 特定の産業カテゴリー。 

6） 立会い審査は認証機関が実施すること。ただし、認定機関又は財団の立会い監査を代替と

することができる。利用できる場合は GFSI立会い審査ツールを使うこと。 

7） 立会い審査の結果、審査員が FSSC22000 資格認定された場合、この審査はデータベースに、

有効な FSSC22000審査として登録することができる。 

 

 審査員資格の再認定 
1)  審査員の力量が継続されていることを確認するため、審査員の全体的パフォーマンスを 

  ３年ごとに評価すること。資格の再認定に先立ち、任命された認証機関の監督者が次の角度

から評価すること： 

a) 審査員の審査記録； 

b) 審査員の教育訓練記録； 

c) 立会い審査の結果。 

2)  評価は、顧客からの苦情を含む、審査員の全体的パフォーマンスを考慮すること。 

3)  審査員資格の再認定が完了次第、履歴書を更新し、確実に最新の状態にすること。 

4) 資格再認定のプロセス全体が成功裡に完了したことを認証機関が承認し、文書で残すこと。 

注記：審査員が資格認定されているカテゴリー／サブカテゴリー数に関わらず、要求された立会

い審査は１回のみである。 

 

 カテゴリーの拡大 
審査員資格の認定範囲を新しいカテゴリーへ拡大するため、認証機関は、審査員が以下の要求事

項に適合していることを実証すること： 

1） ISO22003の附属書 Cに概要が示された審査員の一般的な力量； 

2） セクター固有の力量の実証； 

3） セクション８に要約された学歴； 

4） 審査員は、新しいカテゴリーにおける６ヶ月の業務経験を有すること。あるいは、資格のあ

る GFSI 審査員の監督下の審査員補助として、新しいカテゴリーにおいて５回の GFSI 審査を

経験し、うち最低１回は FSSC222000審査であること。 
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追加のフードチェーンカテゴリーに対する審査員の資格認定が完了次第、履歴書を更新すること。 

 

 FSSC22000 – 品質の審査員資格の認定 
1） FSSC22000 及び ISO9001 の統合審査（FSSC22000－品質）を実施する審査チームは、該当する

FSSC22000－品質審査員の要件を共同して満足すること。 

2） 審査チームの主任審査員は、必ず FSSC22000資格認定された審査員であること。 

 

 FSSC22000 審査員の要件 
 

畜産・水産 － カテゴリーA 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

 

農業・畜産・水産 

 

A 
 

畜産・水産（動物生産） 
AI 肉／乳／卵／蜂蜜のための畜産 

AII 
魚及び海産物 

項目 要件 

学歴 1） 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2） 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの 

－例えば、作物栽培学、農学又は獣医学における中等教育後の教育等。 

 

食品及び飼料の加工 － カテゴリーC 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

食品及び飼料 

の加工 
C 食品製造 

CI 
腐敗しやすい動物性製品の加工 

CII 
腐敗しやすい植物性製品の加工 

CIII 
腐敗しやすい動物性及び植物性製品の 

加工（混合製品） 

CIV 
常温保存製品の加工 

項目 要件 

学歴 1) 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2) 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの。 

 

食品及び飼料の加工 － カテゴリーD 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

食品及び飼料 

の加工 
D 動物飼料の製造 

DI 
飼料の製造 

DII 
ペットフードの製造 

項目 要件 

学歴 1) 関連分野での中等教育以降の学歴か同等の経験 

2) セクターに特化したリスク管理訓練を受けていること。 

3) 飼料/食品分野で実務経験があるか訓練を受けていること。加えて、飼料/食品分野での品質

管理の経験 
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ケータリング － カテゴリーE 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

ケータリング E ケータリング E ケータリング 

項目 要件 

学歴 1） 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2） 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの。 

 

小売 － カテゴリーFI 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

小売、輸送及び 

保管 
F 流通 FI 小売／卸売り 

項目 要件 

学歴 1） 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2） 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの。 

 

輸送及び保管 － カテゴリーG 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

小売、輸送及び 

保管 
G 輸送及び保管サービスの提供 

GI 
腐敗しやすい食品及び飼料の輸送及び 

保管サービスの提供 

GII 
常温保存食品及び飼料の輸送及び 

保管サービスの提供 

項目 要件 

学歴 1） 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2） 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの。 

3） セクター固有のリスク評価に関する教育訓練。 
 

付帯サービス － カテゴリーI 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

付帯サービス I 
食品及び飼料の包装、及び包装

資材の製造 
N/A N/A 

項目 要件 

学歴 1） 包装技術における基本資格、学位又は高度の認定証、ならびに、財団により承認された、

食品技術、食品衛生又は関連科学科目における適切な認定証、もしくは、 

2） 食品技術、食品安全/衛生、又は関連科学科目における基本資格、ならびに、以下を網羅す

る、財団が承認した包装技術における認定証。例えば、世界包装機構（WPO）主催の包装

技術研修（３０時間以上）： 

a) 包装の原則及び概念の基礎； 

b) 包装に関する法律、標準及び規則； 

c) 包装資材の製造； 

d) 食品／飼料製品包装の詳細； 
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e) 品質／食品安全管理及び試験； 

f) 印刷プロセス及び印刷インク； 

g) 包装のリサイクル、及び 

h) 包装資材の設計。 

包装の種類 包装審査員の資格認定は、以下に記載された、食品包装資材の種類ごとに割当てられる： 

1） プラスチック； 

2） 紙及び板； 

3） 金属； 

4） 硝子及びセラミック； 

5） 木材、又は 

6） その他（黄麻布、織物等） 

 

（生化学）化学製品 － カテゴリーK 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

(生化学)化学製品 

の製造 
K 

(生化学)化学製品 

の製造 
N/A N/A 

項目 要件 

学歴 1） 食品関連又は生物科学分野における学位、又は 

2） 食品関連又は生物科学に関する高度教育研修コースの修了、もしくは、同等のもの。 

 

FSSC22000－品質 
 

クラスター 
カテゴリー サブカテゴリー 

コード 名称 コード 名称 

品質 すべて すべての FSSC カテゴリー N/A N/A 

項目 要件 

学歴 以下に記載された、 ISO22003 カテゴリーに関連するセクターコードのいずれかについて、

ISO17021 認定の ISO9001 認証審査を実施する資格を認定された審査員。 

ISO22003 カテゴリー ISO9001 セクターコード（IAF ID 1） 

A. 畜産・水産（動物生産）  1. 農業及び漁業 

C. 食品製造  3. 食料品及び飲料 

D. 動物の飼料製造  3. 食料品、飲料 

E. ケータリング 30. ホテル及びレストラン 

F. 流通 29. 卸売業及び小売業 

G. 輸送及び保管サービスの提供 31. 輸送及び保管 

K.（生化学）化学製品の製造  3. 食料品及び飲料 

I. 食品及び飼料包装、 

  及び包装資材の製造 

 6.  木材及び木製品（該当する場合） 

 7.  パルプ、紙及び紙製品（該当する場合） 

14. ゴム製品及びプラスチック製品（該当する場合） 

17. 基礎金属及び加工金属製品（該当する場合） 

 
 

終わり 

 


