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◇SRM クロスオピニオンセミナーは、スピーカーと参加者（大学、研究機関、企業、消費者、メディア、行政他）が、消費者・生活者の

安全と安心をテーマに、自由に意見交換するためのプラット・フォームです。 (SRM：Social Responsibility Management) 

 

日 時 ： 2023 年 5 月 18 日(木)午後 

会 場 ： 対面式とオンラインの併用  ※対面式会場は『ちよだプラットフォームスクウェア』です。 

◆参加申込の際、対面式、オンラインのいずれに参加するか選択してください(両方参加不可) 

 
＜プログラム＞ 

受付  12：30～13：00  会場前にて受け付けます 

講演  13：00～14：40  （100 分間 質疑応答含む） 

テーマ 「説得とリスクコミュニケーション」 

～交渉・説得・お願いのコミュニケーション理論から考える 

講   師 中嶋 洋介 氏 品質と安全文化フォーラム 代表理事、 博士(学術）、  

元 武蔵野大学 人間関係学部 非常勤講師 交渉学 

【講師からのメッセージ】  

相手が反感などのネガティブな感情を持っていると、正直に説明しているのに、相手に

は伝えたい情報が正しく伝わらない。交渉でも、説得でも、リスクコミュニケーションで

も、相手の感情が邪魔をして情報が正しく伝わらず、説明を聞いても期待するようには

対応してくれません。これが｢コミュニケーションバイアス｣です。 

一方、交渉、説得、お願いには、それぞれの受入基準があり、この基準をクリアしない

と、話し合いは成立しません。さらに、交渉や説得にはそのための必要十分条件があり、

この条件を満たさない限り、交渉、説得、お願いがコミュニケーションで契約・約定が成

立することはありません。それが交渉・説得・お願いのコミュニケーションの理論です。 

 

 
さらに、リスクコミュニケーションは交渉、説得、お願いとは異なるものですが、リスクコミュニケーションにも

リスク認知におけるバイアス、たとえば P. Slovic の 2 つの評価因子(未知と恐ろしい)のバイアスがあり、

その相乗効果に配慮しない限り、相手の理解を得ることは難しいと考えられます。 

休憩 14：40～14：50  

講演 14：50～16：30  （100 分間 質疑応答含む） 

テーマ 「食品安全マネジメントシステム（FSMS）認証スキーム -FSSC 22000の最新動向」  

講   師 湯川 剛一郎 氏 湯川食品科学技術士事務所 所長  

（FSSC 日本代理人） 

【講師からのメッセージ】  

食品安全マネジメントシステム（FSMS）の認証スキームである FSSC 22000 は、食品小売・製造事業者

等による世界的なグループである GFSI の承認を受けたスキームであり、我が国では 3,000 件を超える認

証数を有する。最近の食品をとりまく環境の変化を受け、2023 年 4 月 1 日に Ver.6 を公表し、普及を進め

ているところである。品質管理項目、食品ロスなど食品安全以外の要求事項が含まれる新バージョン開発の

背景、スキーム拡大のためのグローバル外食チェーン、流通を巻き込んだ戦略、持続的な生産に対応するため

の全く新しいスキームの開発、それらを支援する ISO の動きなど、FSSC の動きから、わが国の食品企業・関

係事業者の今後の課題が見えてきます。 
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16：30～17：00 （実際は 17：30 頃まで）  

講師を囲んで、全員参加のディスカッション                            （司会：中嶋 洋介） 
 

◇ 意見交換会◇ 対面式の懇親会を開催します。 ※オンライン懇親会は開催しません!! 

◆日 時  ： 2023 年 5 月 18 日(木) セミナー終了後 17：30～19：30   

ちよだプラットフォームスクウェア １F カフェテリア       

◆支払い ： 各人が、自分でオーダーして、自分でお支払いください!!  

なお、懇親会参加者には領収書(￥3000-)をお帰りの際にお渡しします。 

 

◇ 第 171 回 SRM クロスオピニオンセミナーの参加申し込みについて ◇ 

１．定員 約 ４５ 名  ※但し、ちよだプラットフォームスクウェアへの参加は 30 名までです 

２．申込受付期限 2023 年 5 月１3 日（土）まで  

３．参 加 費 

（消費税込） 

法人メンバー 1 名分支払い済 2 人目以降：  ￥9,800-/人・回 

個人メンバー・理事  ￥10,000-/人・回 

一般法人の参加者  ￥12,000-/人・回 2 人目以降： \ 11,000- /人・回 

一般個人の参加者  ￥1１,000-/人・回 

４．申込方法 申込書に、必要事項をご記入の上、FAX 又は E-mail にてお申込み下さい。 

FAX 03-3852-5239、 E-mail：nick.nakashima@rrqc-forum.or.jp 

５．参加費の支払い 銀行振込：請求書をお送りします。（※当日現金払いは対面式セミナーの場合のみ） 

６．参加方法 Zoom によるオンラインセミナーでは、参加のための URL を送付します。 

対面セミナーでは参加証をお送りしますので、当日、参加証を持参してください。 

７．配布資料  セミナー開催日の前日までに、『データ便、ご指定メールほか』でお送りします 

８．キャンセル 

  及び返金と請求 

◇セミナー開催日の前日までに、メールにて、ご連絡下さい。 

◇開催日当日のキャンセルは、キャンセル料（参加費 50％）をお支払いいただきます 

９．お問合せ 中嶋（代表）宛  携帯：090-7215-5969  

E-mail：nick.nakashima@rrqc-forum.or.jp 

 

◇ セミナーの運営ルール（Rev.1）について  

【運営ルール 1】  

    

当セミナー内での発言は参加者個人の自由な考えに基づくものであって、企業の公式な発言

ではありません。このことをご理解下さい。 

【運営ルール 2】  議論した内容及び参加者各人の発言は当セミナー限りとし、他言無用として下さい。 

但し、発言者と所属を明かすことなく、また推測できるような情報を省いた状態であれば、当

セミナーにて議論した内容について、第三者と議論されることは自由と考えます。 

【運営ルール 3】  当セミナーで議論した内容を文書などにして参加者の組織内に開示する場合は、参加者及び

主催者の名誉・利益を傷つけることのないようにすることをお約束下さい。  

【運営ルール 4】  発言者が、当セミナー内での発言の修正・撤回を求めた場合及び出席者が発言者の発言の

修正・撤回を求めた場合、主催者は出席していた全員に修正内容を伝えることとします。 

【運営ルール 5】  セミナー内で活動する場合は、事務局の指示に従ってください。 

【運営ルール 6】  当セミナーの参加者は上記の運営ルールを承認しているものと看做します。 

以上 
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◇ちよだプラットフォームスクウェア アクセス MAP 

住所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3‐21  

TEL︓03-3233-1511 / FAX︓03-3233-1501 

※会議室はすべて本館にあります。 

➊竹橋駅(東西線) 3b KKRホテル東京玄関前出口より徒歩 2分 

※地下通路一番奥の出口になります。 お間違えが多くなっておりますので、お気をつけ下さい。 

❷神保町駅(三田線・新宿線・半蔵門線) A9出口より徒歩 7分 

❸大手町駅(三田線・千代田線・半蔵門線・丸の内線) C2b出口より徒歩 8分 

❹小川町駅(新宿線・千代田線) B7出口より徒歩 8分 

❺JR神田駅 西口出口・出世不動通りより徒歩 12分 

 

http://www.rrqc-forum.or.jp/
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