
 

 

   

最新のニュース＆トピックス 

食品衛生関連お知らせの内容  【期間】2021/6/26～2021/7/9 

【注意】サイトの一部をご紹介します。詳しくはリンク先のページよりご確認ください。 

    なお、情報提供ページは提供者側により短期間で削除される場合もあります。予めご了解ください。 

 

■首相官邸 

https://www.kantei.go.jp/ 

 

■厚生労働省ＨＰ 

新型コロナウイルス感染症のページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

 

■消費者庁HP 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと 

 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html 

 

■農林水産省ＨＰ 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける食品事業者の皆様へ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html 

新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html 

新型コロナウイルス感染症について 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 

 

■日本環境感染学会 

http://www.kankyokansen.org/ 

 

■厚生労働省からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について 

http://www.roken.or.jp/archives/20899 

 ・新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について 

・参考資料１ 経済産業省コロナ対策パンフレット 

・参考資料２ 雇用調整助成金の特例拡充について 

・参考資料３ 採用内定取り消しの防止について 

・参考資料４ やさしい日本語版ルビ入り労働者向けリーフレット 
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・参考資料５ 働き方改革推進支援助成金リーフレット 

・参考資料６ 妊娠中の女性労働者などへの配慮について 

・参考資料７ 小学校休業等対応助成金について 

 

■業種別感染拡大予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン） 

 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200523.pdf 

 

■新型コロナウイルス感染症対策に関する多言語行政文書(１０の外国語に翻訳されています。) 

http://www.phcd.jp/02/t_gaikoku/index.html#covid 

 

 

■厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html 

(トピックス） 

 2021 年 6月 30日 

・食品中の放射性物質の調査結果（令和２年９～10 月調査分） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205937_00013.html 

 

(重要なお知らせ) 

・－ 

 

(食品衛生法の改正について) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html 

 〇法律・政令・省令・告示 

・― 

 〇通知 

  ・－ 

 

(検討会) 

 〇薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)：全般・添加物・残留農薬 

  ・－ 

〇食品衛生管理に関する技術検討会：HACCP 

  ・－ 

○食品の営業規制の平準化に関する検討会 

 ・－ 

○薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会) ：残留農薬 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127891.html 

  ・2021 年 7月 7 日 更新 

 〇薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会新開発食品調査部会) ：健康食品 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127893.html 

・－ 

 〇薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評価調査会) ：健康食品 

  ・－ 
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(食品衛生申請等システムについて)  

・システムには以下からアクセスしてください。(食品等事業者の方) 

 https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp 

 

(食中毒) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html 

 ○重要なお知らせ 

  ・― 

 

(食品添加物) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html 

 〇トピックス 

  ・－ 

○法令・通知 

  ・－ 

〇関連 

・一般社団法人日本食品添加物協会 

   https://www.jafaa.or.jp/kyoukaiannai 

 

(ＨＡＣＣＰ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html 

○関連通知 

 ・－ 

○食品等事業者団体が作成した業種別手引書 

 【HACCPに基づく衛生管理のための手引書】 

  【HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書】 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html 

 

(自主回収報告制度（リコール）) 

 ・令和３年６月１日から、食品等の自主回収を行った場合の届出が義務化されます！ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00011.html  

 ○関連通知等 

  ・－ 

 

(営業規制) 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html 

 ○関連通知等 

  令和３年７月６日 

  ・「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリストについて（リストの更新） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000801730.pdf 

 

(残留農薬) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html 

○トピックス 

 ・－ 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html
https://www.jafaa.or.jp/kyoukaiannai
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000801730.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html


〇関連法規・通知 

  ・－ 

 

(器具・容器包装・おもちゃ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index.html 

○施策紹介 

・－ 

○関連通知等 

・－ 

 

(健康食品) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html 

○関連通知等 

  ・－ 

 〇健康被害情報 随時更新 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04_00003.html 

〇「健康食品」の安全性・有効性情報 

  https://hfnet.nibiohn.go.jp/ 

 

(輸出食品) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yusyutu/ 

○－ 

 

(輸入食品) 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html 

 〇トピックス 

・－ 

〇検査命令実施通知 令和３年度 

  ・更新 2 件 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17939.html 

○モニタリング実施通知 令和３年度 

  ・更新 2件  

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17894.html 

○その他の監視指導に関する通知 令和３年度 

  ・更新 4件 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17961.html 

〇違反事例 

・随時更新 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html 

 

(食品の安全に関するQ＆A) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/qa/index.html 

・－ 

 

(職場の安全サイト) 
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http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ 

・－ 

 

(その他) 

・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について（清涼飲料水の規格基準の一部改正） 

（生食発 0629 第４号 令和３年６月 29 日 厚生労働省 大臣官房 生活衛生・食品安全審議官） 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210630I0020.pdf 

 

 

■消費者庁 

https://www.caa.go.jp/ 

(新着情報) 食品 表示 安全 調査 

2021 年 6 月 28 日 

・令和 2年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等の公表について 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024635/ 

2021 年 6 月 29 日 

・令和 2年度における中国地区の景品表示法の運用状況等の公表について 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024636/ 

・令和 2年度における九州地区の景品表示法の運用状況等の公表について 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024638/ 

・株式会社 gumi 及び株式会社スクウェア・エニックスに対する景品表示法に基づく措置命令について 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024759/ 

2021 年 6 月 30 日 

・景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和 3 年 5月 31 日現在) 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/ 

2021 年 7 月 1日 

・消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(7月 1 日) 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024809/ 

2021 年 7 月 2日 

・株式会社ユニクエストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/024804/ 

 2021 年 7月 5 日 

 ・機能性表示食品制度届出データベース届出情報の更新(7月 5日) 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/index.html#confirmation 

 2021 年 7月 8 日 

 ・消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(7月 8日) 

  https://www.caa.go.jp/notice/entry/024871/ 

 ・令和 2 年度食品表示に関する消費者意向調査報告書を掲載しました 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2020/#food210708 

 

(食品表示企画) 政策 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ 

 ○食品表示に関するお知らせ 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/ 
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  ・－ 

○食品表示関連通知 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/notice/#m01-1 

  ・－ 

 〇パンフレット 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/ 

・－ 

 〇ガイドライン、マニュアル 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/#guideline 

  ・－ 

 ○食品表示法等(法令及び一元化情報)、ガイドライン等 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#laws 

  ・－ 

 〇健康や栄養に関する表示の制度について 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/ 

  ・－ 

 

(製造物責任法) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/ 

 〇製造物責任(PL)法に基づく訴訟情報の収集 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/ 

 

(景品表示法) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/ 

 ○－ 

 

(その他) 

・－ 

 

 

■農林水産省 

http://www.maff.go.jp/index.html 

(報道発表) 消費・安全、食料産業、政策統括官 

 ※高病原性鳥インフルエンザ、豚熱関連の情報は記載していません。 

6 月 28 日 

・肥料制度の見直しに係るオンライン説明会の開催について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/210628.html 

・令和 2 年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移及び米穀販売事業者における販売数量・販売価格の動向に

ついて（令和 3 年 5月末現在） 

 https://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/210628.html 

6 月 30 日 

・野菜の生育状況及び価格見通し（令和 3年 7 月）について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/210630.html 

・タイ及びベトナムにおいて日本の地理的表示（GI）産品が登録 
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 https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/210630.html 

7 月 7日 

・「令和 3 年度病害虫発生予報第 4号」の発表について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/210707.html 

7 月 8日 

・国産ジビエ認証施設の第 25 号認証について（美作市獣肉処理施設（地美恵の郷みまさか）） 

 https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/210708.html 

7 月 9日 

・香港向け家きん由来製品の輸出再開について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210709.html 

・米に関するマンスリーレポート（令和 3年 7 月号）の公表について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/210709.html 

・フランスのコルス・デュ・シュド県、オート・ガロンヌ県及びタルヌ・エ・ガロンヌ県からの生きた家きん、

家きん肉等の一時輸入停止措置の解除について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210709_8.html 

 

(輸出・国際局) 

https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html 

 ○輸出について知りたい   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout01.html 

 ○輸出に向けた生産をしたい https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout02.html 

 ○海外販路を開拓したい   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout03.html 

 ○輸出リスクに備えたい   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout04.html 

(新着情報) 

https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html 

・令和 3年 5 月の農林水産物・食品の輸出額を公表しました(令和 3 年 7月 6日掲載) 

・食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業の要望調査を開始しました（令和 3年 7 月 2 日掲載） 

 

(GFP農林水産物食品輸出プロジェクト) 

農林水産省が推進する日本の農林水産物の輸出プロジェクトです。全国の熱意ある生産者をコミュニティ化し、

診断することで必要で最適な情報を届けていきます。そして産地形成支援、業者とのマッチングなどを行うこと

で、実際に輸出の成功事例をつくっていきます 

  https://www.gfp1.maff.go.jp/ 

  (GFP公式 Facebook) 

    https://www.facebook.com/maff.gfp/ 

 

(食品産業（外食/流通/製造）) 

・外食 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/index.html 

・流通 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/soumu/index.html 

・製造 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/index.html 

 

(その他) 

 ・－ 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/210630.html
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https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210709_8.html
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■日本貿易振興機構(ジェトロ)  農林水産物・食品 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/  

(ピックアップ) 

・農林水産物・食品の輸出支援ポータル 

ジェトロや関係省庁・団体が収集した輸出に関する情報を一元的に提供します 

https://www.jetro.go.jp/agriportal.html 

・動画「効果的な商談を行うために」 

（食品見本市来場者・スタッフ行動観察調査からみた効果的な商談のためのヒント） 

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/past-seminar/201706.html 

・日本からの輸出に関する制度 

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide.html 

・農林水産物・食品・輸出協力企業リスト 

  https://www.jetro.go.jp/industry/foods/trading_company_list.html 

・海外における日本産食材サポーター店認定制度・海外における日本産食材サポーター店認定制度 

https://www.jetro.go.jp/agriportal/supporter.html 

(お知らせ) 

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/notice 

2021 年 7 月 8日 

・日本の農林水産物・食品輸出データを更新しました(2021 年 5 月分) 

2021 年 7 月 6日 

・令和 3年 5 月の農林水産物・食品の輸出額を公表しました 

2021 年 7 月 2日 

・食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業の要望調査を開始しました 

(イベント情報) 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/ 

・【ウェビナー】カンボジア・ラオス農業事情セミナー ―農業ビジネスのフロンティア― 

・自社商品を海外に！初めての輸出ガイダンス講座 ―第 2 回輸出への第一ステップ！ 海外展開戦略策定ワー

クショップ―（岐阜県内事業者限定） 

・新潟×米国オンライン商談会 2021 

・ジェトロ食品輸出オンライン商談会（フリーマッチング） 

・「Alibaba.com」活用支援セミナー ―利用者に聞く活用ポイント― 

・日中（江蘇省）高齢者産業交流会 ジャパン・パビリオン＠南京市 

・【ウェビナー】コロナ禍で変化するマレーシア食品市場・ECセミナー 

・【ウェビナー】食品事業者対象：EC活用海外ビジネス展開セミナー in大阪 

・【インクワイアリー事業】（食品分野）有望バイヤーとのオンライン輸出商談マッチング 

・【オンライン商談支援】ジェトロ農林水産・食品部データベースご登録 

(ジェトロニュース) 

・ウェビナー「第１回：米国食品規制ウェビナー（FSMA食品防御計画）」のご案内 

 https://www.jetro.go.jp/events/aff/1a0af98647496602.html 

 

 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/
https://www.jetro.go.jp/agriportal.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/past-seminar/201706.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/trading_company_list.html
https://www.jetro.go.jp/agriportal/supporter.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/notice
https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/
https://www.jetro.go.jp/events/aff/1a0af98647496602.html


■食品安全委員会 

http://www.fsc.go.jp/ 

(重要なお知らせ) 

・CSF（豚熱）について（令和 3年 7 月 9 日更新） 

・食品安全委員会の新体制について（令和 3 年 7月 1日） 

・「鉛」の評価書に関する情報について（令和 3年 6 月 29 日） 

(最新の食品健康影響評価（リスク評価）) 

2021/06/29 

・農薬「ピラフルフェンエチル」に係る食品健康影響評価を公表しました 

・農薬「フルフェノクスロン」に係る食品健康影響評価を公表しました 

・遺伝子組換え食品等「除草剤グリホサート誘発性雄性不稔並びに除草剤ジカンバ、グルホシネート、アリル

オキシアルカノエート系及びグリホサート耐性トウモロコシ MON87429 系統（食品）」に係る食品健康影響

評価を公表しました 

・遺伝子組換え食品等「除草剤グリホサート誘発性雄性不稔並びに除草剤ジカンバ、グルホシネート、アリル

オキシアルカノエート系及びグリホサート耐性トウモロコシ MON87429 系統（飼料）」に係る食品健康影響

評価を公表しました 

(主な更新情報) 

2021/07/02 

・食品安全関係情報を更新しました（令和 3 年 6月 5日～令和 3年 6月 18 日の海外情報はこちらから ） 

2021/07/01 

・食品安全委員会広報誌『食品安全』第 58 号を掲載しました  

・食品安全委員会パンフレットを更新しました  

2021/06/29 

・「鉛」の評価書に関する Q&A を公開しました  

 

 

■日本食品化学研究振興財団 

https://www.ffcr.or.jp/ 

(トピックス) 

 ・－ 

(新着情報) 

・－ 

 

 

■一般財団法人 食品産業センター 

https://www.shokusan.or.jp/index.php 

(新着情報) 

2021 年 07月 05日 

・第 43回「食品産業優良企業等表彰」の公募について 

 https://www.shokusan.or.jp/news/4584/ 

2021 年 07月 01日 

・令和 2年度農林水産省補助事業「地域の加工食品の国際競争力強化支援事業」に於いての公募について

http://www.fsc.go.jp/
https://www.ffcr.or.jp/
https://www.shokusan.or.jp/index.php
https://www.shokusan.or.jp/news/4584/


（締切：6 月 30 日） 

 https://www.shokusan.or.jp/news/4483/ 

 

 (HACCP関連情報データベース) 

https://haccp.shokusan.or.jp/ 

・－ 

 

 

■公益社団法人日本食品衛生協会 

http://www.n-shokuei.jp/ 

(インフォメーション) 

・－ 

(セミナー講演会技能比較試験) 

2021.07.08 

・令和 4年 食品衛生管理者の登録講習会 受講希望に関する調査について 

 http://www.n-shokuei.jp/news/2021/eiseikanrisya_tyousa.html 

2021.06.30 

・令和 3年度 農林水産省補助事業 HACCP各種研修会（一般、導入、妥当性、指導者）のご案内 

  http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html 

 

 

■外国人技能評価機構（OTIT） 

https://www.otit.go.jp/  

(重要なお知らせ) 

2021.07.12 

・令和３年４月 23日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い （期間の延長及び

区域の変更） 

2021.07.05 

・技能実習生に対する新型コロナワクチン接種の支援について（依頼） 

2021.07.02 

・職場における積極的な検査等の実施手順について（周知）  

(お知らせ) 

 2021.07.07 

・自動車整備職種で技能実習を行う際の事業所について 

2021.07.06  

・「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新（更新箇所:QA1）しました。 

2021.07.05  

・「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」に新たな機

能が追加されました（文化庁ホームページ） 

2021.06.29  

・モンゴルの認定送出機関の更新を行いました。認定送出機関リストから 10 機関が削除されましたのでご留

意ください。 最新の情報は外国政府認定送出機関一覧（https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/）にて

ご確認ください。 

https://www.shokusan.or.jp/news/4483/
https://haccp.shokusan.or.jp/
http://www.n-shokuei.jp/
http://www.n-shokuei.jp/news/2021/eiseikanrisya_tyousa.html
http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html
https://www.otit.go.jp/


 

 

■国立医薬品食品衛生研究所 

http://www.nihs.go.jp/kanren/shokuhin.html 

(トピックス) 

・－ 

 

 

■ミラサポプラス 

https://mirasapo-plus.go.jp/ 

・生産性向上に関する支援策をご紹介します！（新聞広告「生産性の向上などに取り組む中小企業の皆様を応

援します！」をご覧いただいた方へ） 

https://mirasapo-

plus.go.jp/infomation/15914/?utm_source=202107100916&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

 

 

■セミナーのお知らせ 

(オーディス株式会社) 

・2021 年最新版セミナースケジュール 

  http://www.audis.jp/  

(日本能率協会) 

・11/25、1/25 なぜなぜ分析実践セミナー 

http://mailmag01.jma.or.jp/c/gH88abmnphixaKbL 

 ・10/19、3/11 「なぜなぜ分析」課題解決セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22419 

 ■開発関連 

 ・2021/7、2021/12 効率化とコストダウンを両立する 開発設計の考え方セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100392 

 ・2021/7・10・12、2022/3 若手技術者レベルアップのためのセルフマネジメント研修 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100288&utm_source=Qmail&utm_medium=bann

er&utm_campaign=HE201027 

 ・2021/7・9・10・12、2022/3 設計品質向上基礎セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100298&utm_source=Qmail&utm_medium=bann

er&utm_campaign=HE201027 

■営業関連 

・7/14、11/19 マーケティング基礎セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100630 

・2021/6-2022/2 BtoB マーケティング基礎セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100248&utm_campaign=22975&utm_medium=e

mail&utm_source=Eloqua 

 ・2021/6-2022/2 BtoB 若手営業のための「考える力」向上セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100621&utm_campaign=14340&utm_medium=e
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mail&utm_source=Eloqua 

 ・2021/7、2021/11、2022/1 BtoB 企業のための技術営業スキル基礎セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100278 

 ・2021/7、2021/10 購買行動分析・消費者理解セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100257 

・2021/7、2021/10、2022/1 展示会での営業力向上セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150781&utm_campaign=24295&utm_medium=e

mail&utm_source=Eloqua 

・2021/7、2021/10 営業担当者入門セミナー 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100275 

・2021/6、2021/11 提案営業スキル向上セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100282&utm_campaign=23770&utm_medium=e

mail&utm_source=Eloqua 

・2021/7、2021/9、2021/12、2022/2、2022/3 情報収集力・商品企画力強化セミナー[基礎編] 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100266 

・2021/7、2021/11 価格戦略強化セミナー 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150971&utm_campaign=24035&utm_medium=e

mail&utm_source=Eloqua 

■管理職関連 

・2021/6-2021/8 リーダーのためのマネジメント基礎コース 

 https://jma-supportweb.com/seminar-list/s100148/ 

・2021/6-2022/3 課長のための管理能力開発コース 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100132#article_99 

・2021/6-2022/2 部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100128 

・2021/6-2022/2 新事業開発実践力養成コース 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100268&utm_campaign=18802&utm_medium=e

mail&utm_source=Eloqua 

 ・10/11-12 プロジェクト推進のためのマネジメント力向上コース 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100144 

■食品安全関連 

・2021/6-2022/2 FSSC22000 規格解説・システム構築シリーズ 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100431 

 ・20201.6-2022.3 FSSC22000(食品安全システム認証規格)内部監査員養成コース 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100430 

・2021/6- 2021/11 食品工場における設備総点検・対応セミナー 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22585 

(グローバルテクノ) 

 ・2021/7-2021/12 ISO22000 審査員研修コース／オンラインセミナー 

  https://gtc.co.jp/semn/iso22000/fla5web.html 

(サイエンスフォーラム) 

 ・7/15 レトルト食品・チルド食品の賞味期限設定のノウハウと適正包材 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92135 

 ・7/30 食品添加物表示の最新動向～無添加表示はどうなる～ 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92132 
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 ・8/19 低温微生物の検査法とそのノウハウ～チルド食品の品質と安全確保のために～ 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92138 

(テクノファ) 

 ・「動画でわかる！ISO マネジメントシステム入門」 オンラインセミナーお申込受付について 

  https://www.technofer.co.jp/post-2788-2/ 

・労働安全衛生マネジメントシステム規格入門コース ：2021.6-2022.3 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/ts61b/ 

 ・総合的品質マネジメント基礎編 小集団改善活動／品質管理教育コース ：2021.6-2021.12 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq92/ 

 ・総合的品質マネジメント基礎編 新製品・新サービス開発管理／プロセス保証コース：2021.7、2022.3 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq93/ 

・ISO 22000：2018 年版対応 食品安全マネジメントシステム審査員研修コース ：2021.8-2022.3 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq16/ 

・ISO 22000:2018 年版対応 ISO 22000 規格解説コース ：2021.8-2022.2 

 https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq68/ 

・ISO 22000：2018 年版対応 ISO 22000 内部監査員 2 日間コース ：2021.7-2022.3 

 https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq38/ 

・FSSC 22000 対応 PRP（食品製造・容器包装）解説コース ：2021.8-2022.2 

 https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf52/ 

・JFS-A/B 規格（セクター：E/L）監査員研修コース【JFSM承認 】 ：2021.6-2022.3 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf15/ 

 ・JFS-A/B(セクター：E/L)規格解説コース［講師派遣型セミナー］ 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf51/ 

 ・「FSSC22000Ver.5.1 追加要求事項の解説」 ： 7/21、9/22 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/fs10w/ 

(日本食品衛生協会) 

 ・10/28 2/18 総合的品質マネジメント基礎編 日常管理／方針管理コース 

  https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq91/#pl06 

(日本食糧新聞社・新製品研究会) 

 ・オンラインセミナー【食物アレルギー対策 食品業界の課題と取り組みの今】 

  https://nissyoku.gigacast.tv/Live/Site/VqGFRJ 

 

 

■学会、展示会などのお知らせ 

 ・オンライン展示会(FOODEX、HCJ、インバウンドマーケット EXPO など)：2021/3/2-10/8 

https://www.jma-

buyers.com/lp/jp/index.html?utm_campaign=22902&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

 ・猛暑対策展 ：大阪 7/14-16 

  https://www.jma-stt.com/ 

・ミートフード EXPO～焼肉ビジネスフェア（大阪) ：2021 年 7 月 6日 ～ 7 日 

 https://yakinikufair.com/ 

・ライフスタイル EXPO/テーブルキッチンウェア EXPO ：2021 年 7 月 7 日 ～ 9 日 

 https://www.lifestyle-expo.jp/ 

・ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西：2021 年 7 月 14日～16日 
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https://www.technofer.co.jp/post-2788-2/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/ts61b/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq92/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq93/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq16/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq68/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq38/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf52/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf15/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tf51/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/fs10w/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq91/#pl06
https://nissyoku.gigacast.tv/Live/Site/VqGFRJ
https://www.jma-buyers.com/lp/jp/index.html?utm_campaign=22902&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.jma-buyers.com/lp/jp/index.html?utm_campaign=22902&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.jma-stt.com/
https://yakinikufair.com/
https://www.lifestyle-expo.jp/


  https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/?utm_campaign=22884&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

 ・FABEX中部/東海スーパーマーケットビジネスフェア ：2021 年 7月 14日 ～ 15 日 

  http://chubu.fabex.jp/ 

・フードテックジャパン東京：2021 年 10 月 13 日～15 日 

  https://www.foodtechjapan.jp/?_ga=2.66251180.366560336.1616731250-2047798140.1610953353 

 ・フード・セーフティー・ジャパン 2021 ：2021 年 10 月 27日～10月 29 日 

  フードシステムソリューション(F-SYS)【給食・大量調理】 

  フードファクトリー(FF)【食品工場の設備・エンジニアリング】 

  フードディストリビューション(FD)【食品物流・EC】 

  惣菜・デリカ JAPAN(SDJ)        

https://www.food-exhibition.info/ 

 

 

■その他 

 ・企業の枠を越えて～MOVE（社外人材交換プログラム）推進フォーラム［技術者版］第 3 期 参加企業募集 

オンライン説明会 2021/7/19：一般社団法人日本能率協会 

  https://jma-move.com/seminar2021.html 

・日本食品衛生協会で作成した e ラーニングのコンテンツ 

  完全義務化に向けて、是非ご活用ください。 

 http://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1127709&c=35856&d=6f42 

 ・～食品管理の参考動画を作成しました～農林水産省より 

  農林水産省様では、食品表示の充実や適切な表示等を通じ、食品に対する消費者の信頼を確保するため、食

品関連事業者を対象に動画を公開されています。 

  http://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1127780&c=35856&d=6f42 

 

 

 

 

今回のお知らせがお客様の参考になれば幸いです。 

不必要なお知らせでしたら、申し訳ありません。お手数ですが、不要の旨をご返信下さい。 

 【連絡先】 

株式会社千葉衛生科学検査センター 企画グループ 小玉 

  s-kodama@san-g.com 

 

【株式会社千葉衛生科学検査センター】 

食品検査、栄養成分分析、異物検査、検便検査、ノロウイルス検査など 

検査の事、HACCPの事でご相談がありましたら、いつでもご連絡ください。 

http://hse-chiba.com/index.html 
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