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 序文 

1.1 スキーム 
FSSC22000 は、ISO22000/ISO9001 の要求事項、セクター固有の前提プログラム(PRP)の要求事項、

及び、スキーム追加要求事項に準拠した、食品及び飼料安全／品質マネジメントシステムのた

めの認証スキームである。 
 

1.2 所有権 
FSSC22000財団（以下「財団」）は、全てのスキーム関連文書の所有権及び著作権を保有し、加

えて、関与する全ての認証機関に対しライセンス契約を結んでいる。 

 

1.3 言語 
いかなる場合においても、スキームの英訳版を有効とする。 

 

 背景 

2.1 スキームの目的 
FSSC22000認証スキーム（以下「スキーム」）の目的は、スキームが引き続き国際的な要求事項

を満たすことを確実にし、その結果、認証によって世界中の消費者に対し、安全な製品の提供

を保証することである。 

 

2.2 スキームの目標 
スキームの目標は、スキーム要求事項への適合を実証した被認証組織の、正確且つ信頼性のあ

る登録簿を構築し、維持することである。 

 

2.3 被認証組織の登録 
1） スキームは、サプライチェーン内の組織のマネジメントシステムが適合し、評価を受け、

認証を取得するため、並びに、その完全性を保証するための要求事項の概要を説明してい

る。 

2） これらの認証は、その後、FSSC22000 被認証組織登録簿に登録される。この登録簿は、一般

にアクセス可能である。 

3） この登録により、組織のマネジメントシステムがスキーム要求事項に適合し、そして、組

織がこれらの要求事項に対する適合性を維持できることが示される。 

4） 認証プロセス全体が GFSI に承認されたスキーム要求事項に確実に整合するよう、財団が監

督することにより、被認証組織に付加価値を提供する。 

 

2.4 スキームの本質 
1） スキームは、一般に公表されている、食品安全マネジメントシステム規格－ISO22000「フ

ードチェーンのあらゆる組織に対する要求事項」、セクターPRP に対する技術仕様書、及び

スキーム追加要求事項に準拠した、食品及び飼料安全マネジメントシステムのための、完

全な認証スキームである。 

 

2） スキームは、食品サプライチェーン全体で使用できる認証モデルを提供し、このようなセ

クターPRPに対する技術仕様を開発、活用するセクターにも適用が可能である。 

 

3） スキームは、ISO/TS22003 に定義されたフードチェーンカテゴリの内容に従っている。現在、

セクターPRP に対する新しい技術仕様書の開発が行われているため、現行のスキーム範囲は

これらの開発に従うことになる。 
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4） ２０１０年２月以来、スキームは、世界食品安全イニシアチブ（GFSI） 承認スキームであ

る。 

 

 適用範囲 
スキームは、以下の適用範囲及び製品カテゴリーに対する食品安全マネジメントシステムの審

査、認証、及び登録を意図したものである： 

1) 肉、乳、卵及び蜜蜂のための動物の飼育。但し、わなによる捕獲、狩猟及び漁獲は除く。 

2) 食品の製造 

a) 腐敗しやすい動物性製品（例：肉、家禽、卵、酪農製品、及び、魚加工品／海産製品）

の製造。 

b) 腐敗しやすい植物性製品（例：果物、生ジュース、野菜、穀類、ナッツ及び豆類）の

製造。 

c) 腐敗しやすい動物性及び植物性製品（混合製品。例：ピザ、ラザニア、サンドイッチ、

団子、惣菜）の加工。 

d) 常温で長期保存可能な製品（例：缶詰食品、ビスケット、スナック菓子、油、飲料水、

飲料、パスタ、穀粉、砂糖、食塩）の製造。 

3） （生化学）化学製品の製造 

（例：食品及び飼料に加える添加物、ビタミン、ミネラル、培養物、香料、酵素及び加工

助剤。但し、農薬、化学薬品、肥料及び洗浄剤を除く）。 

4） 食品包装、及び包装資材の製造 

 （例：直接、又は間接的に食品に触れるもの）。 

5） 動物用食品、及び飼料の製造（例：ペットフード、犬及び猫用ペットフード、動物用飼料、

魚用飼料）。 

6） 輸送及び保管サービス（例：食品サプライチェーンにわたる、保管及び輸送活動）。 

7） ケータリング 

調理場又は外部調理場における、消費を目的とした食品の調理、保管、及び該当する場合

は配送。 

8） 小売／卸売り 

顧客への最終食品の提供（例：小売店、店舗、卸売業者）。 

 

 

 参考文書 
このスキームは、以下の文書、並びにこれらの今後のバージョンに基づいている。 

1) BSI PAS 222:2011－動物用食品及び飼料の製造における食品安全のための前提条件プログ

ラム 

2) BSI PAS 221:2013－食品小売業における食品安全のための前提条件プログラム 

3) GFSIベンチマーク要求事項 第 7版、2017年 

4) ISO 9001:2015－品質マネジメントシステム－要求事項 

5) ISO 19011:2011－品質及び／又は環境マネジメントシステム審査のための指針 

6) ISO 22000:2005－食品安全マネジメントシステム－フードチェーンのあらゆる組織に対す

る要求事項 

7) ISO/TS 22002-1:2009－食品安全のための前提条件プログラム－第 1部：食品製造 

8) ISO/TS 22002-2:2013－食品安全のための前提条件プログラム－第 2部：ケータリング 

9) ISO/TS 22002-3:2011－食品安全のための前提条件プログラム－第 3部：畜産・水産 

10) ISO/TS 22002-4:2013－食品安全のための前提条件プログラム－第 4部：食品包装製造 

11) ISO/TS 22002-6:2016－食品安全のための前提条件プログラム－第 6 部：飼料及び動物用食

品の製造 

12) ISO/TS 22003:2013－食品安全マネジメントシステム－食品安全マネジメントシステムの審

査及び認証を行う機関に対する要求事項 
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13) ISO 22004:2014－食品安全マネジメントシステム－ISO22000 の適用のための指針 

14) ISO/IEC 17000:2004－適合性評価－用語及び一般原則 

15) ISO/IEC 17011:2004－適合性評価－適合性評価機関の認定を行う認定機関に対する一般要

求事項 

16) ISO/IEC 17021-1:2015－適合性評価マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対

する要求事項 

17) NEN NTA 8059:2016－輸送及び保管に対する食品安全のための前提条件プログラム 

 

 所有権、ガバナンス、及びインテグリティプログラム 

5.1 所有権 
スキームは、オランダ、ホルクムのステーフェンソン通り 14（郵便番号 4207 HB）に拠点を置

き、商工会議所に登録（番号：64112403）している、FSSC22000財団によって所有され、運営さ

れ、管理されている。 

 

 
 

商工会議所に提出された規程の概要を、以下に述べる。 

 

5.2  箇条 

箇条 1：財団 

1.1  財団は、規程上の目的を以下のように設定する： 

a. 食品安全及び品質マネジメントシステムの適用を促進する。 

b. 食品安全及び品質の分野において、食品安全認証及び検査システムを開発、設計、管

理及び修正する。 

c. 食品安全及び品質のために開発したシステムが、国家的及び国際的に認識され、一般

に受け入れてもらえるよう、促進活動を行う。 

d. 広報活動を実施し、食品安全及び品質に関する情報を提供する。 

e. 食品安全及び品質の分野において、食品安全システムの認証に対する支援サービスを

提供する。 

f. 上述の項目に少しでも関わりがあるか、又は、多少なりとも有益となり得る、他の全

ての活動を行う。 

 

1.2 財団は、以下を実施することにより、これらの目的の達成に努める： 

a. 認証機関と契約を結ぶ。 

 

 

 

   

管理委員会 

ステークホルダー委員会 

業務 

知財顧問 コミュニケーション インテグリティプログラム 

 諮問委員会 
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b. 認定された認証機関によって発行された認証登録書の乱用、又は不適切な使用が生じ

た場合に、適切な手段をとる。 

c. 財団のロゴの乱用、又は不適切な使用が生じた場合に、適切な手段をとる。 

d. 箇条１で述べた目的に類似した、あるいは、一部類似した目的の達成に尽力する他の

財団及び組織に対して、支援、監督、及び融資を行う。 

 

箇条 2：運営委員会 

2.1 財団の運営委員会は、最低でも３名のメンバーで構成される。 

 

2.2 関与する複数の利害関係者グループのうちの、ある一定のグループの利益代表者がメンバ

ーの大半を占めるように、運営委員会を構成することはない。この文脈における利害関係者グ

ループとは、ステークホルダー、認証機関、認証取得者、又は認証取得を意図する組織をいう。 

 

2.3 運営委員会は、前述に従うことによって起こり得る、いかなる欠員も満たすこととする。

任命は、運営委員会の決議によって行われる。 

 

2.4 運営委員会メンバーの任期は５年とする。２回のみ再任されることがあり、その場合、最

後の任期の終了後、最低でも１年が経過してから、運営委員会への任命の対象となる。運営委

員会は、規定された期間を用いて退任名簿を作成することとし、さらに、任期終了による退会

により、運用のバランスを崩さないことを確実にする。このことから、運営委員会は、メンバ

ーの任期を１年以内の期間で延長できるかどうかを、個別で決定することとする。 

 

2.5 運営委員会は、メンバーの中から委員長と会計役を選出するものとする。加えて、必要と

される運営上の全ての業務を行う事務局長を任命するものとする。事務局長及び会計役の両ポ

ジションに同一人物が着くことがある。また、委員長、事務局長、及び／又は会計役の補佐役

を、メンバーの中から任命することができる。補佐役は、その役職者が不在の時、又は業務の

遂行が不可能な間、代わって任務を行う。運営委員会のメンバーでない事務局長は、助言役の

みを担うものとする。 

 

箇条 3：代表 

3.1 財団は運営委員会か、あるいは行動を共にする、２名の運営委員会メンバーによって代表

される。 

 

3.2 運営委員会は、メンバー又は第三者に対して委任権の範囲内で、並びにスキームの本パー

ト及び／又は適用法令の制限内で、財団を代表するために委任権を付与する。 

 

箇条 4：運営委員会の会議 

4.1 運営委員会は少なくとも年１回、その上、委員長又は２名以上のメンバーが必要と考える

頻度で会うものとする。 

 

4.2 運営委員会メンバーは、代理として別のメンバーを会議に出席させる権利を有するが、事

前に書面での許可を得て、それが会議の議長に十分と判断されなければならない。メンバーの

一人は、もう一方のメンバーの代役を務めるだけのことがある。 

 

4.3 召集通知に言及されている場合、運営委員会の各メンバーは、自ら又は委任状を通して、

あるいは、会議電話又はビデオ電話のような電子的なコミュニケーション手段を介して、運営

委員会の会議に参加すること、会議において討論に加わること、並びに、投票権を行使するこ

との権利を有する。但し電子的なコミュニケーション手段の使用は、運営委員会のメンバーが、

それを介して識別され、会議の進行状況を直接認識することができ、全ての審議に参加できる
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ことが条件となる。 

 

4.4 運営委員会は、電子的なコミュニケーション手段の使用に対し、条件を付ける権限がある。

委員会がこの権限を行使する場合、その条件は招集通知にて発表するものとする。 

 

箇条 5：運営委員会の意思決定 

5.1. 運営委員会は決議案を、会議の中と外で可決することができる。これらの箇条が別に規

定しない限り、決議案は現役メンバーの大半が出席する会議においてのみ、可決できる。会議

の外で決定をする場合は、現役の運営委員会メンバー全員の書面による匿名投票が必要となる。 

会議への召集に関わる、これらの箇条の定めに対し違反があった場合でも、運営委員会は、法

的に正当な方法で決議案を可決できるが、但し、会議に出席しない運営委員会メンバーが会議

に先立ち、その意思決定に反対しない旨を書面で残すことが条件となる。 

 

5.2 運営委員会メンバーが書面投票を要望しない限り、投票は口頭によるものとする。 

 

5.3 これらの箇条が別に明記しない限り、運営委員会は、単純過半数の投票による動議を採用

するものとする。 

 

5.4 人の任命に関する投票時、最初の投票で、どの候補も過半数を得ない場合、投票のやり直

しが行われる。この二度目の投票でも過半数に達しない場合、暫定投票により、誰が立候補と

して残るかを決定することとする。 

人の任命に関する投票が同数票となった場合、誰が選出されるかを決定するためにくじが引か

れる。他の項目に関する投票が賛否同数になった場合は、その動議は否決される。 
 

箇条 6：ステークホルダー委員会 

6.1 運営委員会はステークホルダー委員会を任命し、メンバー数を決定し、委員長を任命又は

再任命することとする。運営委員会メンバーをステークホルダー委員会のメンバーとして任命

することはできないが、財団の事務局長はステークホルダー委員会の事務局長を務めることが

できる。但し、助言役とし、投票権はもたない。ステークホルダー委員長はステークホルダー

委員会の会議を進行し、中立であることとする。ステークホルダー委員会は FSSC22000 の認証、

認定、及び推進事業の分野におけるステークホルダーの代表者によって構成される。 

 

6.2 ステークホルダー委員会は、スキームの設計、開発、変更及び修正について運営委員会に

助言を行う。なお、この助言には、箇条の解釈、適用範囲、認定、活動方法、認証機関が検査

を受ける方法及び頻度、苦情に関する手順、及び審査員の専門知識に関する基準が含まれる。 

 

6.3 運営委員会は、この箇条の 6.2に言及されるステークホルダー委員会による助言に従うこ

ととする。なお、これは規程の条項、又は財団が認定に関連して満足しなければならない要求

事項に矛盾する場合、あるいは運営委員会が、全てのステークホルダーの、あらゆる関連性の

ある利害を考慮に入れた上で、その助言に従うと、財団の利益が妨げられるという見解をもつ

場合を除く。このような場合、財団はステークホルダー委員会に書面で通知することとし、ス

テークホルダー委員会はこれについて話し合うために、会議を召集する権利を有する。 

 

6.4 財団定款の段落３、箇条９に関連して、ステークホルダー委員会は、メンバーの中から懲

罰委員会を任命することとする。なお、この懲罰委員会は少なくともメンバー３名から成り、

ステークホルダー委員会の中立的な委員長が議長を務めることとする。ステークホルダー委員

会によって設定されるインテグリティプログラム及び懲罰方針に準拠して、懲罰委員会は、ス

テークホルダー委員会に代わり、ライセンス契約を結んでいる認証機関に科す懲罰についての

決定を行う職務を担う。 
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6.5 ステークホルダー委員会は、スキームの内容及び適用に関して決断を下す際に助言を受け

るため、諮問委員会を任命できる。なお、諮問委員会には、ステークホルダー委員会のメンバ

ー、外部の専門家、認証機関の団体組織の代表、業界の代表、科学及び公共機関の代表が含ま

れ得る。ステークホルダー委員会は、いかなる場合においても、この助言を考慮に入れること

とするが、必ずしも従う必要はない。 

 

6.6 ステークホルダー委員会は、懲罰及び諮問の両委員会に対する委託事項について決定する。 
 

箇条 7：FSSC22000 インテグリティプログラム 

7.1 FSSC22000インテグリティプログラムは、以下の要素で構成される： 

a. 認証機関との標準契約、 

b. 運営委員会が定めた、重要パフォーマンス指標(KPI)によって決定される、審査報告

書一式のデスクレビュープログラム、 

c. 運営委員会が定めた、重要パフォーマンス指標(KPI)によって決定される、審査報告

書一式の分析プログラム、 

d. スキームの下で資格認定された全審査員の登録、 

e. 運営委員会が定めた、財団による事業所及び立会い審査プログラム、 

f. 運営委員会が定めた、契約を結んだ認証機関による、義務的な非通知審査プログラム、 

g. 世界食品安全イニシアチブ（The Global Food Safety Initiative）が定めた、現行の要

求事項によって常に要求され得る、他のあらゆるプログラム、手順及び対策。 

 

7.2 財団は、上述の監視プログラムの結果を評価し、運営委員会に報告する、外部の専門家を

任命するものとする。 

 

7.3 運営委員会は、プログラムの重大及び軽微な所見に基づいた、書面による警告、イエロー

並びにレッドカードの仕組みから成る、懲罰方針を維持するものとする。 

 

7.4 直接的な利害関係者は、運営委員会による懲罰決定に対して、書面で申立てを行うことが

できる。 

 

7.5 運営委員会は、利害関係のある第三者の全てが、スキームのあらゆる側面に対して、苦情

申立てができる方法を公表するものとする。 

 

7.6 財団は、スキームに基づいて正式に発行された、全ての認証登録書に対する公的登録簿を

維持し、機密に扱われるべき、被認証組織の全ての情報を保護することとする。 

 

7.7 運営委員会はステークホルダー委員会と協議し、スキームに定められた条項の範囲を超越

し得る、認証機関の認定に関する具体的な条項、及び財団と認定機関の間の了解覚書について

決定することがある。 

 

7.8 上記で言及された認証機関との標準契約は、FSSC22000ロゴの使用に関する条項を含む。 

 

箇条 8：その他の規程条項及び要求事項 

財団の規程には、財団及びスキームの所有権及びガバナンスに関する、付加的な条項及び要求

事項が含まれる。これらの規程は、オランダ、ホルクムに所在する商工会議所の登録簿の、

64112403 番に公表されている。こうした付加的な規程及び要求事項は、スキームの直接的及び

間接的なステークホルダーの権利と義務に関係する可能性がある限りは、スキームの要求事項

の一部となる。 


