
 

 

   

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】2021/9/4～2021/9/17 

【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 9 月 16 日 

 ・令和 3 年 9 月 17 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会（オ

ンライン会議）資料 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15346.html 

 2021 年 9 月 13 日 

・輸入食品に対する検査命令の実施（オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20989.html 

2021 年 9 月 10 日 

・令和 3 年 9 月 17 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会（オ

ンライン会議）について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21021.html 

2021 年 9 月 6 日 

 ・消費者向け情報 

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

  ・－ 

 ○監視指導等に関する通知 

  ・2021 年９月８日 毒キノコによる食中毒の注意喚起について 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000829507.pdf 

 

(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 
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  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127884.html 

  ・2021 年 9 月 10 日 資料・開催案内 

〇食品衛生管理に関する技術検討会：HACCP 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610.html 

 ・2021 年 9 月 7 日 議事概要・資料・開催案内 

○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 

  ・－ 

 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 

  ・－ 

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遺伝子組換え食品等調査会)：ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_148834.html 

・－ 

 

(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】 
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   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 

  ・－ 

 

(残留農薬) 

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

○トピックス 

 2021 年 9 月 6 日 

・食品に残留する農薬等の試験法[令和 3 年 9 月 6 日生食発 0906 第 1 号]食品に残留する農薬、飼料添加物

又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/zanryu3/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 

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/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/zanryu3/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04_00003.html
https://hfnet.nibiohn.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yusyutu/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html


 〇トピックス 

 2021 年 9 月 13 日 

・輸入食品に対する検査命令の実施（オーストラリア産りんごジュース及び原料用りんご果汁） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20989.html 

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４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) 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ 

・－ 

 

(その他) 

・－ 

 

 

■消費者庁 

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

(新着情報) 食品 表示 安全 調査 

2021 年 9 月 16 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(9 月 16 日) 

  https://www.caa.go.jp/notice/entry/025661/ 

 2021 年 9 月 15 日 

 ・「食品表示基準について」の一部改正について 

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

 ・イマジン・グローバル・ケア株式会社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/025628/ 

 ・「令和 3 年 9 月物価モニター調査結果(速報)(令和 3 年 9 月 15 日)」を掲載しました。 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/index.html#price_monitor 

 2021 年 9 月 14 日 

 ・株式会社ハピリィに対する景品表示法に基づく措置命令について 
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  https://www.caa.go.jp/notice/entry/025598/ 

 ・特定保健用食品の表示許可について(9 月 14 日) 

  https://www.caa.go.jp/notice/entry/025614/ 

 2021 年 9 月 9 日 

 ・株式会社オークローンマーケティング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/025506/ 

 ・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(9 月 9 日) 

  https://www.caa.go.jp/notice/entry/025603/ 

 ・機能性表示食品制度届出データベース届出情報の更新(9 月 9 日) 

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

 2021 年 9 月 7 日 

 ・インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について(令和 3 年 4 月～6 月) 

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/#internet 

 

(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/ 

  ・－ 

○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) 
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・－ 

 

 

■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。 

9 月 16 日 

・ベルギーからの家きん肉等の一時輸入停止措置について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210916.html 

9 月 15 日 

・令和 3 砂糖年度・令和 3 でん粉年度における価格調整制度の各種指標の決定について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/chiiki/210915.html 

9 月 14 日 

・ベトナムへの日本産うんしゅうみかんの輸出が可能となります 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/210914.html 

9 月 13 日 

・ベトナムに JAS 登録外国認証機関第 1 号誕生！ 

 https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ninsyo/210913.html 

9 月 8 日 

・輸入小麦の政府売渡価格の改定について 

 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/boeki/210908.html 

・「令和 3 年度 病害虫発生予報第 7 号」の発表について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/210908.html 

 9 月 7 日 

 ・米に関するマンスリーレポート（令和 3 年 9 月号）の公表について 

  https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/210907.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 

・－ 

 〇各国の食品・添加物等の規格基準 

  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html 

 

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

  (GFP 公式 Facebook) 

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

 

 (JFOODO) 

  日本産の農林水産物・食品のブランディングのためにオールジャパンでの消費者向けプロモーションを担う 

新たな組織として、2017 年 4 月 1 日、日本貿易振興機構（JETRO）内に日本食品海外プロモーションセン

ター（JFOODO）が創設されました。 

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

 

(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) 

 ・日本語版コーデックス規格 

  https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/standard_list/ 

 

 

■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 9 月 13 日  

・【食品輸出・ウェビナー】サンパウロ・メキシコ「アフターコロナを見据えたビジネスチャンス」 

・【食品輸出・ウェビナー】香港「コロナ禍で変化する香港食品市場の現状と輸出のヒント」 
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2021 年 9 月 7 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 7 月分)  

 

(イベント情報) 

https://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 

・台湾日本産食品サンプルショールーム及びオンライン商談会「健康食品展」 

・【ウェビナー】日本産酒類輸出入門セミナー（栃木県内企業限定） 

・【ウェビナー】酒類輸出セミナー ―東南アジア（シンガポール・マレーシア）の日本産酒類のトレンド・ニ

ーズ― 

・【ウェビナー】現地発！ポストコロナのタイ・ビジネスはどうなる ―自動車産業、消費市場、投資環境のこ

れからを読む 

・【会場参加/同時ライブ配信】令和 3 年度島根県委託事業：米国における現地系高級小売市場参入のための英

語版パッケージ作成支援 

・【会場参加/同時ライブ配信】令和 3 年度島根県委託事業：米国における現地系高級小売・レストラン市場参

入のための人材育成集中講座 

・【ウェビナー】中小企業海外展開支援セミナー「SDGs とは？」 

・モスクワ日本産農水産物・食品展示及びオンライン商談会 2021 

・【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 

・【ウェビナー】シンガポール政府選定スタートアップ特集 Vol.2 ―「Foodtech」3 社登壇！― 

 

(ビジネス短信) 

https://www.jetro.go.jp/biznewstop/foods/biznews/ 

2021 年 9 月 16 日  

・第 3 回茶の関税割当申請、10 月 11 日から受け付け開始(タイ) 

2021 年 9 月 15 日  

・英政府、EU からの輸入手続き緩和措置を 2022 年 7 月まで延長(EU、英国) 

・杭州で「日本産米の試食商談会・セミナー」を開催(中国) 

2021 年 9 月 13 日  

・遼寧省で輸入冷凍・冷蔵食品の管理を徹底(中国) 

・国際カカオ機関が 2020／2021 年度のカカオ豆需給バランス予測、供給余剰維持(コートジボワール) 

2021 年 9 月 9 日  

・英政府、北アイルランド向け食品移送の緩和期限をさらに延長(EU、英国) 

・「フレンチ・アグリテック」立ち上げ、5 年間で 2 億ユーロ投資(フランス) 

2021 年 9 月 8 日  

・過少申告防止を目的に日本向け含むエビの輸出申告額に下限設定(アルゼンチン) 

・タイ保健省、食品関連の告示案に対する意見を公募(タイ) 

・政府による牛肉輸出制限の継続で国内業界の損失拡大(アルゼンチン) 

2021 年 9 月 7 日 

・北部ガリラヤ地方にフードテックイノベーションセンター開業(イスラエル) 

・生産省がカタクチイワシの 2021 年第 1 漁期（冬漁）の水揚げ量発表(ペルー) 

 

(ジェトロニュース) 

・展示会・商談会[出展募集] ドバイ「Gulfood 2022」ジャパンパビリオン 

  https://www.jetro.go.jp/events/afb/9951470991b76c6d.html 

 ・【オンライン】2021 年度香港日本産食品サンプルショールーム事業 

https://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/
https://www.jetro.go.jp/biznewstop/foods/biznews/
https://www.jetro.go.jp/events/afb/9951470991b76c6d.html


  https://www.jetro.go.jp/events/afb/abd9c48bed669eda.html 

 ・【食品輸出・ウェビナー】コロナ禍で変化する香港食品市場の現状と輸出のヒント ―香港― 

  https://www.jetro.go.jp/events/aff/2b2c700aa9196bf3.html 

 ・【食品事業者注目！】食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業のご案内（第 6 回募集） 

  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/haccp-83.pdf 

 

 

■食品安全委員会 

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

(重要なお知らせ) 

・－ 

(主な更新情報) 

2021/09/17 

・キッズボックス（2021 年 9 月号）を掲載しました 

2021/09/10  

・食品安全関係情報を更新しました（令和 3 年 8 月 14 日～令和 3 年 8 月 27 日の海外情報はこちらから) 

2021/09/08  

・「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等 Q&A を更新しました 

(その他) 

 ・食品安全委員会では食品の安全性に関する知識・理解を深めていただくため、YouTube チャンネルにて情

報の発信を行っています。 

このたび、食品安全委員会の調理科学担当の香西みどり委員が鶏肉やひき肉を安全に美味しく調理するコ

ツを解説する動画、「食中毒予防と加熱調理」を YouTube チャンネルにて公開しました。 

科学的に安全な調理を行うコツ、美味しさにつながる調理のヒントを紹介しています。 

食品安全委員会公式 YouTube トップページ 

http://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html 

「食中毒予防と加熱調理（鶏肉編）」 

https://www.youtube.com/watch?v=AJQ2yQpg71o 

「食中毒予防と加熱調理（ひき肉編）」 

https://www.youtube.com/watch?v=SAlgP5A7l18 

 

 

■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 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/abd9c48bed669eda.html
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(新着情報) 

2021 年 09 月 14 日 

・【まもなく開催】本年も FOOD 展が開催されます（10 月 27 日～29 日 ビッグサイト青海） 

2021 年 09 月 10 日 

・「追加公募」【JFSM JFS 規格取得モデル事業者」の募集のご案内 

2021 年 09 月 08 日 

・「令和２年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書」を公表しました 

(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) 

・－  

 

 

■情報処理推進機構（IPA） 

https://www.ipa.go.jp/index.html 

(社会基盤センター) 

https://www.ipa.go.jp/ikc/index.html 

 〇新着情報 

  2021 年 9 月 10 日 

・2021 年 9 月 30 日(木)に「人間中心社会のための UX とアーキテクチャ」を開催します 

 〇デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

  https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html 

  ・－ 

(IT パスポート試験) 

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html 

 ・ｉパスは、IT を利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべき、IT に関する基

礎的な知識が証明できる国家試験です。 

 

 

■外国人技能評価機構（OTIT） 

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

(重要なお知らせ) 

2021.09.13 

・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） 

https://haccp.shokusan.or.jp/
http://www.n-shokuei.jp/
https://www.ipa.go.jp/index.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/index.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html
https://www.otit.go.jp/


 (お知らせ) 

 2021.09.09  

・ウズベキスタン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４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。 

2021.09.07 

・働き方改革推進支援資金のご案内 

 

 

■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/ 

・コロナ禍のいまこそ、新しい顧客を見つける「販路開拓」のチャンス。 

https://mirasapo-

plus.go.jp/?p=16357&utm_source=202109081041&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

・業績向上の仕組みづくりシリーズ「理念共有型の人材採用編」 

https://mirasapo-

plus.go.jp/?p=16382&utm_source=202109091546&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

 

 

■セミナーのお知らせ 

(㈱Food・Safety) 

・食品事業者セミナー～リモートセミナー～ 

 ※別紙「食品事業者セミナー～リモートセミナー～案内」 

(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) 

・経営幹部のためのマネジメント必須講座 ：11/10-11 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100108 

・なぜなぜ分析実践セミナー ：11/25、1/25 

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

 ・「なぜなぜ分析」課題解決セミナー ：10/19、3/11 

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

 ・残業できない時代の 4 倍速しごと術実践セミナー 2021/9、2021/12 

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

 ・仕事の質とスピードを高める「4 つの力」向上セミナー 2021/9、2021/10、2021/12、2022/2 
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  http://mailmag01.jma.or.jp/c/hIfMacoMikvTejbH 

 ・「ミスゼロ」マニュアル作成入門セミナー 2021/9、2022/3 

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

 ・説明力強化トレーニングセミナー 2021/9、2021/10、2021/11、2022/3 

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

 ■DX 

 ・自部門で実践する DX 入門セミナー ：2021/9、2021/12 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151651 

 ・イノベーションのための DX 推進セミナー ：2021/10、2022/2 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151661 

 ■開発関連 

 ・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 ：2021/12  

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

 ・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 ：2021/10、2021/12、2022/3  

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

er&utm_campaign=HE201027 

 ・設計品質向上基礎セミナー ：2021/9、2021/10、2021/12、2022/3  

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 

・マーケティング基礎セミナー ：11/19 

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

・BtoB マーケティング基礎セミナー ：2021/9、2021/10、2022/1、2022/2  

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

mail&utm_source=Eloqua 

 ・BtoB 若手営業のための「考える力」向上セミナー ：2021/10、2022/2  

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

mail&utm_source=Eloqua 

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

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

 ・購買行動分析・消費者理解セミナー ：2021/10  

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

・展示会での営業力向上セミナー ：2021/10、2022/1  

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

mail&utm_source=Eloqua 

・営業担当者入門セミナー ：2021/10  

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

・提案営業スキル向上セミナー ：2021/11 

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

mail&utm_source=Eloqua 

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

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

・価格戦略強化セミナー ：2021/11  

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

mail&utm_source=Eloqua 
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■管理職関連 

・課長のための管理能力開発コース ：2021/9、2021/10、2021/11、2021/12、2022/1、2021/2 

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

・部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) ：2021/9、2021/10、2021/11、2021/12、2022/1、2021/2 

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

・部長のための「課長育成・戦力アップ」研究ワークショップ ：2021/10、2022/1 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151699 

・新事業開発実践力養成コース ：2021/9、2021/10、2021/2 

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

mail&utm_source=Eloqua 

 ・プロジェクト推進のためのマネジメント力向上コース ：10/11-12 

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

■食品安全関連 

・FSSC22000 規格解説・システム構築シリーズ ：2021/9、2021/11、2022/1、2021/2  

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

 ・食品安全のための現場観察･指摘実践力習得セミナー ：2021/9、2021/12、2022/3 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100427 

・FSSC22000(食品安全システム認証規格)内部監査員養成コース ：2021/10、2021/11、2021/3  

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

・食品工場における設備総点検・対応セミナー ：2021/11、2021/2  

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

 ・食品安全チームリーダー実務セミナー ：2021/10 

  https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100429&mail=C20210915 

 ■第一線監督者マネジメント資格 

  日本の製造業現場、ラインを率いる第一線監督者の資格 

  https://jma-cpf.jp/?utm_campaign=24999&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

(グローバルテクノ) 

 ・食品安全マネジメントシステム内部監査員養成コース（オンラインセミナー） ：2021.9、2021.12 

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

・ISO22000 審査員研修コース／オンラインセミナー ：2021.9、2021.11、2021.12  

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

 ・FSMS 審査員 CPD 5 時間コース（オンラインセミナー） ：2021.9、2021.11、2021.12  

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

 ・JFS-A/B 規格解説コース（オンラインセミナー） ：2021.9、2021.11  

  https://gtc.co.jp/semn/jfs/jfsiweb.html 

(サイエンスフォーラム) 

 ・新しい食品表示基準の実務 2021 ：9/28 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92137 

 ・最適殺菌条件のための殺菌管理指標菌の選定・管理の実際 ：10/1 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92139 

 ・2021 年度 レトルト食品技術講座～ 基礎から最新動向まで ～ ：10/8 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92140 

 ・実践！洗浄殺菌の問題解決 事例研究会 2021 ：10/21 

  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92120 

 ・代替肉の最新動向と市場展望 2021 ：10/29 
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  https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92141 

(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 ：2021/9、2021/10、2021/11、2021/12、2022/1、

2021/2 

  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 ：2021/9、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 ：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 ：2021.9-2022.3 

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

・ISO 22000:2018 年版対応 ISO 22000 規格解説コース ：2021/10、2021/11、2021/12、2022/2、2021/3 

 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 ：2021/9、2022/1、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 ：2021/10、2021/12、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 】 ：2021/9、2021/10、2021/12、

2022/2 

  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」 ： 2021/9 

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

(日本食品衛生協会) 

 ・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 ：2021/10、2022/2 

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

 

 

■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 

・オーガニックライフスタイル EXPO2021 ：2021/9/16～18 

 https://ole.ofj.or.jp/ 

・ライフスタイル Week【関西】/国際テーブル＆キッチンウェア EXPO【関西】 ：2021/9/29～10/1 

 https://www.lifestyle-expo-k.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/ja-jp.html 

・ドリンクジャパン：2021 年 10 月 13 日～15 日 

  https://www.drinkjapan.jp/ 

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

 ・ifiaJAPAN 国際食品素材/添加物展・会議 ：2022 年 5 月 18 日～20 日 

  HFEJAPAN ヘルスフードエキスポ 

  https://www.ifiajapan.com/ 

 

 

■その他 

・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 

https://www.food-exhibition.info/
https://www.ifiajapan.com/
http://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1127709&c=35856&d=6f42
http://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1127780&c=35856&d=6f42
mailto:s-kodama@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

