
 

   

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】2021/11/13～2021/11/26 

【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 

・参考資料５ 働き方改革推進支援助成金リーフレット 
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・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 11月 22日 

・令和 3年 11月 24日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会（ペーパーレス） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22172.html 

 

2021 年 11月 17日 

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会（オンライン会議）を開催します 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22116.html 

 

2021 年 11月 16日 

・食品に関するリスクコミュニケーション「一緒に未来を考える～食品中の放射性物質～」をオンライン 

で開催します 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/1111212865_00027.html 

 

 

(重要なお知らせ) 

・食品等の回収情報（食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品等）以下から検索が可能です 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328

D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_po

sx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-

540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action

=%2FIO_S010303 

 

 

(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 

令和３年 11月 18日 

・厚生労働省告示第 179 号 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000856499.pdf 
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〇通知 

 令和３年 11 月 18 日 

・食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について（生食発 1118 第１号） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000856820.pdf 

 

 

○監視指導等に関する通知 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204884_00005.html 

2021 年 11月 18日 

・「密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について（食品衛生法施行規則第

66条の 10 関係）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000856821.pdf 

・「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000856820.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 

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

  ・－ 

〇薬事・食品衛生審議会(薬事・食品衛生審議会)：添加物 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127842.html 

  ・－ 

〇薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会添加物部会)：添加物 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127889.html 

  ・－ 

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 

  ・－ 

○食品の営業規制の平準化に関する検討会：営業規制 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610_00003.html 

 ・－ 

○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 

  ・－ 

○薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会器具・容器包装部会) ：器具容器 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127892.html 

2021 年 11月 24日 

・（１）「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針（ガイドライン）に 

ついて」の個別の安全性の照会について 

（２）その他 

 

○食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 ：器具容器 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_479899.html 
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 ・－ 

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 

  ・ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03.html 

  ・テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00003.html 

  ・災害時の食中毒予防食中毒予防 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212536_00004.html 

 

(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 

・公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 

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

・食品添加物指定等相談センター（国立医薬品食品衛生研究所） 

http://www.nihs.go.jp/dfa/fadcc_home.html 

・法令・通知検索 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

・食品添加物関連情報 web ガイド（国立医薬品食品衛生研究所） 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/link-fdad.html 

 

 

(ＨＡＣＣＰ) 

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

○関連通知 

 ・－ 
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○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（営業許可、営業届出）に関する情報) 

  ・令和３年６月１日の時点で届出営業（「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業）をしてい 

た事 業者は、令和３年 11月 30日までに届け出てください。 

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

 ○関連法令等 

令和３年 11月 18日 

・厚生労働省令第 179 号 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582224.pdf 

 

○関連通知等 

令和３年 11月 18日 

・密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000856821.pdf 

 

・食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000856820.pdf 

 

 〇その他 

  ・営業許可業種の解説 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf 

  ・施設基準の解説 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000772318.pdf 

 

(残留農薬) 

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

○トピックス 

 ・－ 

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 

・－ 
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○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 

  ・指定成分等含有食品 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/kankeihourei_00

001.html 

  ・いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/kankeihourei.ht

ml 

  ・－ 

 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 

 〇お知らせ 

  ・－ 

〇トピックス 

・－ 

〇検査命令実施通知 令和３年度 

  ・更新 3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 3 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 1 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 
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(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 

2021 年 11月 19日 

・ノロウイルスに関するＱ＆Ａ【更新】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000856719.pdf 

 

(職場の安全サイト) 

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

11 月 15日 

・安衛法名称公表化学物質（平成 3 年 6月 25 日公示分）を掲載しました。 

11 月 18日 

・安全衛生優良企業公表制度の新着認定企業を更新しました。 

11 月 19日 

・労働災害発生速報を更新しました。 

11 月 25日 

・安衛法名称公表化学物質（平成 3 年 9月 27 日公示分）を掲載しました。 

 

(その他) 

・－ 

 

 

■消費者庁 

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

(新着情報) 食品 表示 安全 調査 

11 月 26日 

・第 9 回日中韓消費者政策協議会の開催について(視聴方法のお知らせ) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/international_affairs/#cjk 

11 月 26日 

・「第 5回消費者志向経営に関する連絡会」の資料を掲載しました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_002/0

26700.html 

11 月 26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(11月 26 日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026759/ 

・特別用途食品に関するリーフレット「腎臓病用組合せ食品ってなに?」を掲載しました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/#m01 

・第 5 回アフィリエイト広告等に関する検討会の資料を公表しました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/026634.ht

ml 

11 月 25日 

・通信販売業者【株式会社 BIZENTO】に対する行政処分について 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026733/ 
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11 月 24日 

・株式会社シーズ・ラボ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/026673/ 

・機能性表示食品制度届出データベース届出情報の更新(11月 24 日) 

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

n 

11 月 19日 

・健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正案に関する意見募集について 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026681/ 

11 月 18日 

・株式会社エムアンドエム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/026650/ 

11 月 17日 

・「令和 3 年 11月物価モニター調査結果(速報)(令和 3 年 11月 17日)」を掲載しました。 

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

11 月 16日 

・食品に関するリスクコミュニケーション「一緒に未来を考える～食品中の放射性物質～」の開催について 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026611/ 

・第 6 回食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会の開催について 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026582/ 

 

(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 

  ・－ 

 

(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/ 
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(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。 

 

11 月 26日 

・群馬県における豚熱の確認（国内 74 例目）及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の持 

ち回り開催について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/211126_4.html 

・令和 3年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移、事前契約数量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 10 月末現在） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/211126.html 

・英国からの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/211126.html 

11 月 24日 

・ドイツ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/211124_4.html 

・ハンガリーからの生きた家きん、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/211124_5.html 

・英国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/211124_3.html 

・「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の開催について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/211124.html 

11 月 18日 

・オランダの一部区域からの生きた家きん等の一時輸入停止措置について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/211118.html 

・ハンガリーからの生きた家きん、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/211118_2.html 

11 月 17日 

・英国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/211117_19.html 

11 月 16日 

・食品に関するリスクコミュニケーション 「一緒に未来を考える～食品中の放射性物質～」を開催します 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/211116.html 
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(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 

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 

［新着情報］ 

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

  ・先進的な輸出産地の取組を紹介した動画を公開しました（令和 3年 11月 26日掲載） 

  ・金子農林水産大臣とホアン・ベトナム農業農村開発大臣との会談（令和 3 年 11 月 24 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/ 

 

(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/ 
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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 11月 22日「Seafood Expo Global 2022」(スペイン・バルセロナ)ジャパンパビリオン出展募集のご案内 

2021 年 11月 22日 ウェビナーのご案内ページが出来ました 

 

(ビジネス短信) 

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

2021 年 11月 26日 クボタ、地場農機メーカー・エスコーツの子会社化に向け追加出資へ(インド) 

2021 年 11月 26日 英政府、EU からの輸入手続き緩和措置を最長 2022 年 10 月末まで延長(EU、英国) 

2021 年 11月 25日 ブラジルがアルゼンチン産遺伝子組み換え小麦の輸入承認、反発の声も(アルゼンチン、 

ブラジル) 

2021 年 11月 25日 ジェトロ、武漢市で初の日本酒商談会を開催(中国) 

2021 年 11月 24日 モディ首相、農産物流通促進法など新農業関連法の撤廃表明(インド) 

2021 年 11月 19日 米カーギルがカカオ加工工場の拡張工事を完了(コートジボワール) 

2021 年 11月 18日 中古資本財と補完材の輸入規制が変更に(インドネシア) 

2021 年 11月 18日 ペルー生産省、カタクチイワシの 2021 年第 2漁期（夏漁）漁獲量枠を発表(ペルー) 

2021 年 11月 18日 南西・中央アジアの農業高度化に期待、ジェトロがウェビナー開催(インド、スリランカ 

、バングラデシュ、パキスタン、ウズベキスタン) 

2021 年 11月 17日 日本の特産品を紹介するアンテナショップ「Japantenna」、米サンフランシスコ市の日本 

町にオープン(米国) 

2021 年 11月 16日 保健省、食品輸入に使用可能な証明書に関する情報公表(タイ、日本) 

2021 年 11月 16日 「香港日本酒業連合会」が設立、日本産酒類の普及や発展を推進(香港) 

2021 年 11月 15日 大連で新型コロナ感染拡大、港湾や冷凍・冷蔵物流への影響が深刻化(中国) 

2021 年 11月 15日 日本の第 3 四半期の農林水産物・食品輸出額は 26.4％増(日本) 

2021 年 11月 15日 ドバイ万博でインドネシア・ナショナルデー・イベントを開催(インドネシア、アラブ首 

長国連邦) 
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(イベント情報) 

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

 

(ジェトロニュース) 

・－ 

 

 

■食品安全委員会 

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

(主な更新情報) 

2021/11/26 

・「CSF（豚熱）について」を更新しました 

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

2021/11/24 

・キッズボックス（2021 年 11 月号）を掲載しました 

http://www.fsc.go.jp/kids-box/ 

2021/11/19 

・食品安全関係情報を更新しました 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2021&from_mont

h=10&from_day=23&to=struct&to_year=2021&to_month=11&to_day=5&max=100 

2021/11/16 

・「豚肉の低温調理」の動画を公開しました 

https://www.youtube.com/watch?v=kRQ0SZNQ_20 

 

 

(食品安全情報マップ) 

 食品安全情報マップのページでは、新たに「食品ハザード情報ハブ」として、食品安全委員会と関係省庁が

取りまとめたリスクプロファイル、ファクトシート、食品健康影響評価書等の科学的な食品ハザード情報を

集約したサイトを作成しました。 

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

 

(その他) 

・食品安全委員会公式 YouTubeチャンネルにて「食中毒予防と加熱調理」を公開（内閣府食品安全委 

員会）食品安全委員会公式 YouTubeトップページ 

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

 

 

■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 11月 22日 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/
http://www.fsc.go.jp/
http://www.fsc.go.jp/sonota/csf/
http://www.fsc.go.jp/kids-box/
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2021&from_month=10&from_day=23&to=struct&to_year=2021&to_month=11&to_day=5&max=100
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2021&from_month=10&from_day=23&to=struct&to_year=2021&to_month=11&to_day=5&max=100
https://www.youtube.com/watch?v=kRQ0SZNQ_20
http://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/
http://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html
https://www.shokusan.or.jp/index.php


・食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布及び密封包装食品製造業の対象外食品の追加手続に 

ついて 

2021 年 11月 18日 

・12 月 13 日開催・令和 3 年度自主事業 第 1回「アイスクリーム・ソフトクリーム・ジェラートを製 

造されている事業者の皆さまのための HACCPweb セミナー」開催のご案内（締切り：11月 30日） 

2021 年 11月 16日 

・「食品関連企業・団体連絡協議会」開催のお知らせ（12月 16日 14時～ AP 虎ノ門） 

 

(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) 

・－ 

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) 

2021.11.22 

・タイ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１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。 

 

 

■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) 

・新型コロナウイルス（COVID-19）に関する食品関連情報 

 

 

■ミラサポプラス 

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

 

・マンガでわかるミラサポ plusシリーズ「はじめての経営計画」編 

https://mirasapo-

plus.go.jp/infomation/17003/?utm_source=202111171416&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

・地域で行われる人材マッチング・セミナー情報 

https://mirasapo-

plus.go.jp/infomation/6849/?utm_source=20211118&utm_medium=mm&utm_campaign=daily 

・インスタグラムを使って、店舗への集客はできるのでしょうか？ 

https://mirasapo-

plus.go.jp/infomation/17025/?utm_source=20211126&utm_medium=mm&utm_campaign=daily 

・中小企業庁担当者に聞く「事業再構築補助金のポイント」 

https://mirasapo-

plus.go.jp/?p=17070&utm_source=202111261331&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

・【参加者募集】ネットショップ（EC）を成功に導くための“参加費無料”の大規模リアルイベント 

https://mirasapo-

plus.go.jp/?p=17051&utm_source=202111261646&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime 

・【参加者募集】ネットショップ（EC）を成功に導くための“参加費無料”の大規模リアルイベント 

https://mirasapo-

plus.go.jp/?p=17051&utm_source=20211127&utm_medium=mm&utm_campaign=daily 

 

 

■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/  

 

http://www.nihs.go.jp/kanren/shokuhin.html
https://mirasapo-plus.go.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17003/?utm_source=202111171416&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17003/?utm_source=202111171416&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6849/?utm_source=20211118&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6849/?utm_source=20211118&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17025/?utm_source=20211126&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17025/?utm_source=20211126&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17070&utm_source=202111261331&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17070&utm_source=202111261331&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17051&utm_source=202111261646&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17051&utm_source=202111261646&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17051&utm_source=20211127&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
https://mirasapo-plus.go.jp/?p=17051&utm_source=20211127&utm_medium=mm&utm_campaign=daily
http://www.audis.jp/


(日本能率協会) 

・なぜなぜ分析実践セミナー ：11/25、1/25 

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

  ・富士通のジョブ型＆キャリア自律 無料Web セミナー ：12/8 

https://crm.jmam.co.jp/e/165251/hrm-dir-seminar-jhc20211208-

/jvhp92/865671615?h=2IlAi4oXPRpt_FhBFMB7buAwdLkwFKxJrphCGbUrnYI 

  ・健康経営銘柄 SCSK 株式会社 に学ぶ！  健康経営実現に向けた取り組み ：12/9 

https://crm.jmam.co.jp/e/165251/inar-details-1270517-8151-

html/jwwsk2/868529745?h=O_ofRxL2sFc4lSKu2_5hY9sgwNRtJzXX7AzQ8y5rr8k 

・「なぜなぜ分析」課題解決セミナー ： 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 2021/12 

   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 2021/12、2022/2 

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

  ・「ミスゼロ」マニュアル作成入門セミナー 2022/3 

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

  ・説明力強化トレーニングセミナー 2021/11、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 ： 2021/12 

   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 ： 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 ： 2021/12、2022/3  

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

nner&utm_campaign=HE201027 

  ・設計品質向上基礎セミナー ： 2021/12、2022/3  

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

nner&utm_campaign=HE201027 

■営業関連 

・BtoB マーケティング基礎セミナー ： 2022/1、2022/2  

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

=email&utm_source=Eloqua 

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

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

=email&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 

  ・展示会での営業力向上セミナー ：2022/1  

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

=email&utm_source=Eloqua 

http://mailmag01.jma.or.jp/c/gH88abmnphixaKbL
https://crm.jmam.co.jp/e/165251/hrm-dir-seminar-jhc20211208-/jvhp92/865671615?h=2IlAi4oXPRpt_FhBFMB7buAwdLkwFKxJrphCGbUrnYI
https://crm.jmam.co.jp/e/165251/hrm-dir-seminar-jhc20211208-/jvhp92/865671615?h=2IlAi4oXPRpt_FhBFMB7buAwdLkwFKxJrphCGbUrnYI
https://crm.jmam.co.jp/e/165251/inar-details-1270517-8151-html/jwwsk2/868529745?h=O_ofRxL2sFc4lSKu2_5hY9sgwNRtJzXX7AzQ8y5rr8k
https://crm.jmam.co.jp/e/165251/inar-details-1270517-8151-html/jwwsk2/868529745?h=O_ofRxL2sFc4lSKu2_5hY9sgwNRtJzXX7AzQ8y5rr8k
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22419
http://mailmag01.jma.or.jp/c/hIfMacoMikvTejbF
http://mailmag01.jma.or.jp/c/hIfMacoMikvTejbH
http://mailmag01.jma.or.jp/c/hIfMacoMikvTejbJ
http://mailmag01.jma.or.jp/c/hIfMacoMikvTejbN
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151651
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151661
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100392
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100288&utm_source=Qmail&utm_medium=banner&utm_campaign=HE201027
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100288&utm_source=Qmail&utm_medium=banner&utm_campaign=HE201027
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100298&utm_source=Qmail&utm_medium=banner&utm_campaign=HE201027
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100298&utm_source=Qmail&utm_medium=banner&utm_campaign=HE201027
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100248&utm_campaign=22975&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100248&utm_campaign=22975&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100621&utm_campaign=14340&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100621&utm_campaign=14340&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100278
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150781&utm_campaign=24295&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150781&utm_campaign=24295&utm_medium=email&utm_source=Eloqua


・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

=email&utm_source=Eloqua 

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

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

■管理職関連 

・課長のための管理能力開発コース ： 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) ： 2021/11、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 ：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 ： 2021/2 

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

=email&utm_source=Eloqua 

■食品安全関連 

・FSSC22000 規格解説・システム構築シリーズ ： 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 ：、2021/12、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 ： 2021/11、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 

 ■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） ： 2022.1、2022.3 

   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 ： 2021.12、2022.3  

   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） ： 2021.12、2022.1、2022.3  

   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） ： 2022.1、2022.2  

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

 

(サイエンスフォーラム) 

  ・2021 年度 食品工場の微生物制御 実践集中講座  ：12/2 

   https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92145 

  ・2021 年度 ロングライフチルドの基盤技術と高品質化 ：12/10 

   https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92146 

  ・フードディフェンスの効果的実践～FSSC22000、FSMAへの対応とハード・ソフトの具体像～ 

   https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92148 
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https://jma-cpf.jp/?utm_campaign=24999&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://gtc.co.jp/semn/iso22000/fiaweb.html
https://gtc.co.jp/semn/iso22000/fla5web.html
https://gtc.co.jp/semn/iso22000/fcpweb.html
https://gtc.co.jp/semn/jfs/jfsiweb.html
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https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92146
https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92148


 

(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/ 

・ヒューマンエラー基礎コース ：2022/1、2022/3 

 https://www.technofer.co.jp/isotrg/ms84/ 

・労働安全衛生マネジメントシステム規格入門コース ： 2021/12、2022/1、2021/2、2022/3 

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

  ・統合審査/監査のアプローチ ～力量向上研修～（コース ID：MD25）：2021/12/11 

   https://www.technofer.co.jp/isotrg/tm25/ 

  ・「ＱＭＳ活性化コース～内部監査の有効性評価技術の向上に～」（QE88）：2021/12、2022.2 

   https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq88/ 

  ・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 ： 2021/12 

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

  ・事業経営に役立つ内部監査へ 

－内部監査事務局にできること、なすべきこと－（コース ID：MD27）2022/1 

   https://www.technofer.co.jp/isotrg/md27/ 

  ・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 ：2022/2、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 ： 2022/1、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 ：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 ： 2021/12、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 】 ： 2021/12、2022/2、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/ 

  ・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 ： 2022/2 

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

 

(日本食品衛生協会) 

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

  ・－ 

 

 

■学会、展示会などのお知らせ 

  ・感染症対策総合展 in TOKYO：2021 年 12月 1日 ～ 3 日 

   https://k-taisakuten.com/tokyo/ 

・フードストアソリューションズフェア 2021：2021 年 12月 2日～3日 

   https://www.foodstore-s.jp/ 

https://www.technofer.co.jp/post-2788-2/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/ms84/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/ts61b/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tm25/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq88/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tq92/
https://www.technofer.co.jp/isotrg/md27/
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/tq91/#pl06
http://www.n-shokuei.jp/index.html
https://k-taisakuten.com/tokyo/
https://www.foodstore-s.jp/


  ・【WEB】フィリピン食品ビジネスオンライン商談会：2021 年 12 月 15 日 ～ 16日 

   https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/philippines2021 

 

 

■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 検査課 輿水 

  s-koshimizu@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.bpc.ibpcosaka.or.jp/philippines2021
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-koshimizu@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

