2018 年 8 月 1 日

(株)北海道有機認証センター （

）

有機ＪＡＳ指定講習会
のご案内
JGAP リスク評価勉強会
有機ＪＡＳ法・認証の技術的基準について、わかりにくい規格・基準をわかりやすく解説しま
す。担当者資格の取得に必要なカリキュラムになっております。
＜2018 年 9 月～2018 年 12 月
月日

講習内容

【規格改正対応
9/8
(土)

11/19
(月)

有機 JAS 指定講習会】

(JAS 法改正の要点を含む)

・生産行程管理者（農産物、加工食品）
・小分け業者

有機 JAS 指定講習会】

・生産行程管理者（農産物、加工食品）
・小分け業者

有機 JAS 指定講習会】

(JAS 法改正の要点を含む)

・生産行程管理者（農産物、加工食品）
・小分け業者

備考

＜会場＞
北海道大学
（受付 09：45～）
学術交流会館
(札幌市北区北８条西５丁
目)

10:00～18:00

10:00～18:00

＜おさらい講習会＞

（受付 09：45～） すでに認証を取得なさっ

(JAS 法改正の要点を含む)

【規格改正対応
12/20
(木)

有機 JAS 指定講習会】

・生産行程管理者（農産物、加工食品）
・小分け業者

【規格改正対応

（札幌開催分）
講習時間

(JAS 法改正の要点を含む)

【規格改正対応
10/8
(月)

講習会スケジュール＞

ている方の「改正に関する
おさらい講習会」は 13：
10:00～18:00 00 からのカリキュラムで
（受付 09：45～） す。
※おさらい講習会（既認証
者）受付開始：12：45～
（受付 09：45～） 受講料：5000 円

10:00～18:00

※「担当者としての取得資格」として要求される「修了証」が必要な方は、午前中からの参加でなければ
要件を満たしません。
参加人数により会場が変更になる場合があります。ご了承ください。
＜ご確認ください＞
※ 同日午後から開催の「おさらい講習会」は取得資格に必要なカリキュラムではありません。
※ 上記の予定は、やむを得ず会場・時間等に変更が生ずることもございます。ご了承下さい。
※ お申込みは別紙（または裏面）の申込書に必要事項をご記入の上、FAX 等にて
センター
本部へご送付下さい。
※ 何かご不明な点、ご質問等ございましたらセンター本部（011-375-0123）までご連絡下さい。

＜JGAP リスク評価勉強会＞
月日

講習内容

10/8
(月)

【JGAP「リスク評価」勉強会】

11/3
(土)

【JGAP「リスク評価」勉強会】

12/1
(土)

【JGAP「リスク評価」勉強会】

＜参加人数 10 名まで＞

＜参加人数 10 名まで＞

＜参加人数 10 名まで＞

講習時間

備考

10:00～17:00
（受付 09：45～）

10:00～17:00
（受付 09：45～）

＜会場＞
北海道有機認証センター
(札幌市北区北 7 条西 6 丁目)

10:00～17:00
（受付 09：45～）

JGAP 認証で求められる「リスク評価」について、自分たちの農場・団体で実際に役に立つ「リスク評
価」の実践方法を学習します。少人数での演習(グループワーク)を中心として、演習主体での講義形式
となるため、大変恐縮ですが、一回の参加人数を 10 名までとさせていただきます。
※6 名以上のグループであれば、別途日程を改めての特別開催も可能ですので、ご相談下さい。

FAX 送付先：011-375-0193
講習会申込書

兼

（札幌開催分）

受講票

■参加ご希望の講習会をご記入ください

開催日：
参加講習：

年

月

日

(

曜日)

□10：00 開始：有機 JAS 指定講習会
□13：00 開始：おさらい講習会
（※参加講習にレをしてください。）

会場：

学術交流会館（札幌市北区北 8 条西 5 丁目）

北海道大学

氏名
〒
住所
連絡先

TEL

FAX

（携帯）
会社名

※参加人数により会場が変更になる場合があります。連絡先電話番号を確実にご記入ください。
有
機
講
習
会






必要とする取得資格に
☑印（複数可）

有機農産物生産行程管理者・格付担当者
有機加工食品生産行程管理者・格付担当者
小分け業者・格付表示担当者
輸入業者

受講料金（一人当たり・税込）
有機 JAS 指定講習会
おさらい講習会

(修了証書交付)
(修了証書は発行されません。)

10,000 円
5,000 円

お支払い方法

■お振込先

１．当日会場で現金支払いの予定。

北海道銀行 札幌駅北口支店
（普通）1270241
３．振込は
月
日までに完了の予定です。
(株)北海道有機認証センター 宛
４．請求書の送付希望
２．事前振込を完了致しました。

＜請求書の送付先・宛名などお知らせください＞

※お申込み受領後に、返信致します。
返信後の「受講票」を当日必ず会場にお持ちください。
お問い合せ先
(株)北海道有機認証センター

返信用確認欄

センター本部（ACCIS）

〒060-0807 北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ﾋﾞﾙ 7F
ＴＥＬ 011-375-0123
ＦＡＸ 011-375-0193
E-mail accis@kcf.biglobe.ne.jp

申込確認致しました

FAX 送付先：011-375-0193
講習会申込書

兼

受講票 （JGAP リスク評価勉強会）

■参加ご希望の講習会をご記入ください

開催日：

年

月

日

(

曜日)

参加講習： □10：00 開始：JGAP リスク評価勉強会
会場：

北海道有機認証センター（札幌市北区北 7 条西 6 丁目）

氏名
〒
住所
連絡先

TEL

FAX

（携帯）
会社名

※参加人数により会場が変更になる場合があります。連絡先電話番号を確実にご記入ください。

受講料金（一人当たり・税込）

10,000 円

JGAP リスク評価勉強会
お支払い方法

■お振込先

１．当日会場で現金支払いの予定。

北海道銀行 札幌駅北口支店
（普通）1270241
３．振込は
月
日までに完了の予定です。
(株)北海道有機認証センター 宛
４．請求書の送付希望
２．事前振込を完了致しました。

＜請求書の送付先・宛名などお知らせください＞

※お申込み受領後に、返信致します。
返信後の「受講票」を当日必ず会場にお持ちください。
お問い合せ先
(株)北海道有機認証センター

返信用確認欄

センター本部（ACCIS）

〒060-0807 北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ﾋﾞﾙ 7F
ＴＥＬ 011-375-0123
ＦＡＸ 011-375-0193
E-mail accis@kcf.biglobe.ne.jp

申込確認致しました

