
 

   

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】2022/1/8～2022/1/21 

【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） 

2022 年 1 月 13 日 

・令和 4 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進事業研究推進事業）の公募について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23340.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 

・－ 

〇通知 

・－ 

○監視指導等に関する通知 

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

  ・－ 

 

 

(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 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200523.pdf
http://www.phcd.jp/02/t_gaikoku/index.html#covid
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23340.html
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_posx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action=%2FIO_S010303
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_posx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action=%2FIO_S010303
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_posx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action=%2FIO_S010303
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_posx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action=%2FIO_S010303
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S010303.do?_errCheck=false&_searched=false&_sessionId=01E9D3328D851A053DE4E521252051B5&method=a_menu_r01Action&param=&_focus=actionlink_a_menu_r01&_posx=0&_posy=0&_rowidx=0&_language=&_timezoneOffset=-540&_status=&_labelMapArchive=&_wfinfo=&_wfinfo_RefParams=&_ActionHistoryList%5B0%5D.action=%2FIO_S010303
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204884_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127884.html
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 

2022 年 1 月 28 日（令和 4 年 1 月 28 日） 

・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（オンライン会議）の開催について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23345.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 

・－ 

○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 

 ・－ 

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 
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(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 

 ・－ 

○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) 

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

 ○関連法令等 

・－ 

○関連通知等 

  ・－ 

 〇その他 

  ・営業許可業種の解説 

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

・－ 

○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 

 〇トピックス 

・－ 
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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) 

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

1 月 20 日 

・「労働災害発生速報」を更新しました。 

 

 

 

■消費者庁 

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

(新着情報) 食品 表示 安全 調査 

2022 年 1 月 13 日 

・鳥インフルエンザに関する情報 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_012/#d220113 

2022 年 1 月 20 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(1 月 20 日) 

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

2022 年 1 月 20 日 

・大幸薬品株式会社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/027340/ 

2022 年 1 月 21 日 

・特別用途食品の表示許可について(令和 4 年 1 月 21 日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027301/ 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/qa/index.html
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/
https://www.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_012/#d220113
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/index.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027340/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027301/


(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/ 

 

 

(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。 

 

1 月 11 日 

・イタリアからの豚肉等の一時輸入停止措置について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220111.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/220111_4.html 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/notice/#m01-1
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/#guideline
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#laws
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
http://www.maff.go.jp/index.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220111.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220111_4.html


1 月 13 日 

・米国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/220113_7.html 

1 月 14 日 

・カナダ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/220114.html 

・扇屋食品株式会社におけるいか加工品の不適正表示に対する措置について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/220114.html 

1 月 17 日 

・フランス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/220117.html 

1 月 18 日 

・フランス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/220118.html 

・恵方巻きのロス削減に向け 46 社が取組を予定 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220118.html 

1 月 19 日 

・スペイン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/220119_5.html 

1 月 20 日 

・国産ジビエ認証施設の第 27 号認証について（南加賀獣肉処理加工施設(ジビエアトリエ加賀の國）） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/220120.html 

1 月 21 日 

・株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES の産業競争力強化法に基づく事業適応計画の認定について 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/gaisyoku/220121.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 

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 

・令和 3 年度「日本食普及の親善大使」の任命について 令和 4 年 1 月 19 日 

 

 

(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/ 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220113_7.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220114.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/220114.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220117.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220118.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220118.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220119_5.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/220120.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/gaisyoku/220121.html
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout01.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout02.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout03.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido/findout04.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html
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 

 

https://www.facebook.com/maff.gfp/
https://www.jetro.go.jp/jfoodo.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/soumu/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/standard_list/
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


・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 

2022 年 1 月 12 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 11 月分) 

 

 

(ビジネス短信) 

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

2022 年 1 月 11 日 上海で焼酎ペアリングイベントを開催(中国) 

2022 年 1 月 12 日 中国、米中合意の対米輸入目標達成は困難、米シンクタンク調査(中国、米国) 

2022 年 1 月 18 日 商工省、中国向けドラゴンフルーツの輸出停滞への対応を指示(中国、ベトナム) 

2022 年 1 月 18 日 沿海北・中央部でのカタクチイワシ第 2 漁期終了、沿海中央・南部では第 1 漁期開始(ペ 

ルー) 

2022 年 1 月 18 日 政府が主要食料品 6 品目の強制的な価格引き下げを決定(ハンガリー) 

2022 年 1 月 19 日 「YATA×北海道食品フェア 2022」を開催、乳製品のデザートが好評(香港、日本) 

2022 年 1 月 19 日 一部の牛肉部位の輸出禁止・制限措置、2023 年末まで継続(アルゼンチン) 

2022 年 1 月 21 日 若年層ターゲットに日本産酒類の取り扱い目指す、大連の輸入業者に聞く(中国、日本) 

2022 年 1 月 21 日 スーパーマーケットで動物福祉ラベルの活用広まる(ドイツ) 

 

 

(イベント情報) 

 随時更新 

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

 

 

 

■食品安全委員会 

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

(主な更新情報) 

2022/01/14 

・「農薬の安全を確保するために、食品安全委員会が果たす役割」を公開しました 

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

・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_mon 

th=12&from_day=11&to=struct&to_year=2021&to_month=12&to_day=27&max=100 

 

 

(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。 

https://www.jetro.go.jp/agriportal/supporter.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/notice
https://www.jetro.go.jp/biznewstop/foods/biznews/
https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/
http://www.fsc.go.jp/
http://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/nouyaku_anzen.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2021&from_mon　th=12&from_day=11&to=struct&to_year=2021&to_month=12&to_day=27&max=100
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2021&from_mon　th=12&from_day=11&to=struct&to_year=2021&to_month=12&to_day=27&max=100


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) 

2022 年 01 月 13 日 

・【全展共通】こだわり食品フェアほか、来場事前登録を開始いたしました！ 

https://www.shokusan.or.jp/news/4820/ 

 

 

(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 

2022 年 1 月 11 日 「IT 人材・スキル変革調査」アンケートご協力のお願い 

http://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/
http://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html
https://www.shokusan.or.jp/index.php
https://www.shokusan.or.jp/news/4820/
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


2022 年 1 月 13 日 「中小規模製造業者の製造分野における DX 推進のためのガイド」の「利用シーン」 

と「マンガでわかる FAQ」、「用語集」の拡充版の公開 

2022 年 1 月 17 日 IT システムの DX 対応状況評価結果から効率的に対策を進めるための「プラットフォ 

ームデジタル化指標 IT システム構築ノウハウ参照ガイド」の公開 

2022 年 1 月 19 日 「2021 年度組込み/IoT 産業の動向把握等に関する調査」アンケートへのご協力のお願い 

 

 

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) 

2022.01.20 

・令和４年１月 19 日のまん延防止等重点措置を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い 

 

 

(お知らせ) 

2022.01.06 

・「実習先変更支援サイト」システムメンテナンスのお知らせ」 

https://www.otit.go.jp/files/user/220120-11.pdf 

 

 

 

■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/ 

https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html
https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/files/user/220120-11.pdf
http://www.nihs.go.jp/kanren/shokuhin.html
https://mirasapo-plus.go.jp/


 

2022 年 01 月 14 日 

・経営ハンドブック「業務プロセスの見直しによる生産性向上」（J-Net21 より） 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17323/ 

2022 年 01 月 19 日 

・マンガでわかるミラサポ plus シリーズ「IT 戦略ナビ」編 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17339/ 

2022 年 01 月 21 日 

・【事業再構築補助金】第 5 回公募を開始しました 

https://mirasapo-

plus.go.jp/infomation/17354/?utm_source=202201211706&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) 

・特集 HR KEYWORD 2022│ハイブリッドワーク|あまねキャリア 沢渡 あまね氏│組織と個人が向き合

うべき３つのハイブリッド 

https://jhclub.jmam.co.jp/open/202201_01_limited.html&utm_source=mg220112&utm_medium=email&

utm_campaign=jh 

・LXP に見いだす新・日本型学習モデルの可能性／齊藤心吾氏 ライトワークス 執行役員／ビジネスソリ

ューション本部長 柴山雄太氏 ライトワークス CAREERSHIP エバンジェリスト学習の管理から“支援”

へ。最先端の学びのプラットフォーム 

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=18510&utm_source=mg220112&utm_medi

um=email&utm_campaign=jh 

・人的資本の情報開示が当たり前の時代に／岩本 隆氏 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 特任教授世

界的な人的資本開示義務化の流れに日本企業が対応するためには？ 

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=18514&utm_source=mg220112&utm_medi

um=email&utm_campaign=jh 

・特集│CASE ２富士通全社一律の教育から“個”にフォーカス社員一人ひとりの自律的な学びなくしてジョ

ブ型は成り立たない 

https://jhclub.jmam.co.jp/read_free/202201_01.html&utm_source=mg220114&utm_medium=email&ut

m_campaign=jh 

・学び方が変わる！ニューノーマル時代のデジタル・ラーニング 2022 年 01 月 31 日(月) 

https://www.jmam.co.jp/hrm/seminar/details/1273310_8151.html?utm_source=mg20220117&utm_medi

um=email&utm_campaign=other 

・～人事の EX 向上施策が会社を変える～社員の働きがいを高めるマーケティング人事 動画公開中 

https://jhclub.jmam.co.jp/mypage/seminar/seminarreport_20211115.html&utm_source=mg220119&utm

_medium=email&utm_campaign=jh 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/17323/
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・オンラインを活用した新入社員フォローアップ研修で効果的に学習を進める  

2022 年 02 月 10 日(木) 10:00～16:30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/ffoz.html?utm_source=mg220120utm_medium=email

&utm_campaign=youth 

・＜オンライン版＞折れない心をつくるレジリエンスコース 2022 年 02 月 22 日(火) 10:00～16:30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/roz.html?utm_source=mg220120utm_medium=email

&utm_campaign=youth 

・オンラインを活用した OJT リーダー研修で効果的に学習を進める 2022 年 03 月 24 日(木) 10:00～16:30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/ooz.html?utm_source=mg220120utm_medium=email

&utm_campaign=youth 

・オンライン公開セミナーコース一覧 

https://www.jmam.co.jp/hrm/onlinebizcall/?utm_source=mg220120utm_medium=email&utm_campaign

=youth 

・「ストレス耐性」と「ストレス自覚」からパフォーマンス発揮度を予測する 

オンライン選考時代における採用候補者の見極め方 2022 年 02 月 03 日(木) 15:00～16:30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/seminar/details/1272857_8151.html?utm_source=mg220120utm_medium

=email&utm_campaign=adoption 

 

 

 ■DX 

  ・イノベーションのための DX 推進セミナー ： 2022/2/4 

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

・自部門で実践する DX 入門セミナー ：2022/03/04  

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

・DX 推進のための変革リーダーシップ実践セミナー ：2022/02/03～2022/02/04 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151668 

・DX 時代のマネジメント能力開発コース ：2022/2、2022/3 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151671 

・価値創出のための DX プロジェクト推進セミナー ：2022/03/02 (水)～2022/03/03 (木) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151669 

・DX 時代のリーダーシップ開発コース  

：2022/02/08 (火)～2022/02/09 (水)  2022/03/03 (木)～2022/03/04 (金) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151672 

・DX 時代のデザイン思考セミナー(実践編) ：2022/02/01 (火)～2022/02/02 (水) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151666 

 

 

 ■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 ：2022/4/1～2023/3/31  

   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 ： 2022/2/3、2022/3/8  

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 ： 2022/3/9  

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100298&utm_source=Qmail&utm_medium=ba
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nner&utm_campaign=HE201027 

・＜オンライン版＞折れない心をつくるレジリエンスコース ：2022/2/22 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/roz.html?utm_source=mg211201utm_medium=email

&utm_campaign=youth 

・PC スキル向上セミナー(Word 編) ：2022/2 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151656 

・PC スキル向上セミナー（PowerPoint 編） ：2022/2 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151657 

・PC スキル向上セミナー（Excel 基礎編） ：2022/2 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151658 

・現場のための楽楽 5S 実践研修 ：2022/02/02 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100407 

 

 

■営業関連 

・BtoB マーケティング基礎セミナー ： 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 

  ・提案営業スキル向上セミナー ：2022/4～2023/3 

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] ： 2022/2、2022/3 

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

・営業担当者入門セミナー ：企画中 

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

・はじめての新事業開発セミナー ：2022/06/09 (木) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150918 

・技術マーケティング入門セミナー（オンライン） ：2022/01/26 (水)～2022/01/27 (木) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151542 

・サービス産業での新事業開発セミナー ：2022/03/17 (木)～2022/03/18 (金) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151708 

 

 

■管理職関連 

・課長のための管理能力開発コース（MDC） ： 2022/2、2022/3、 

  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) ： 2022/2、2022/3 

   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 ：2022/1/28 

 https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151699 
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・新事業開発実践力養成コース ： 2022/2/8～2/10 

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

=email&utm_source=Eloqua 

・若手社員に求められる「6 つのキホン」習得コース ：2022/2 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150712 

・リーダーのためのマネジメント基礎コース(LDC) ：2022/2、2022/3 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100148 

・管理能力開発コース(MDC) ：2022/02/16 (水)～2022/02/18 (金) 

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

 

 

■食品安全関連 

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

   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 ： 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 ： 2021/3  

   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 ： 2022/2  

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

・第 17 回 食品安全シンポジウム ：2022/3/10～3/11 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100488 

・「食品安全法規制」セミナー ：2022/2、2022/3 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100428 

・生産管理基礎コース ：2022/02/10 (木) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100363 

 

 

 ■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） ： 2022.1/27～28 

   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 ： 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） ： 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 

・リモート監査を学ぶ（オンラインセミナー） ：2022.1～2022.3 

https://gtc.co.jp/semn/iso9001/qraweb.html 

・ISO 9000 審査員研修コース（5 日間オンライン＋会場試験） ：2022.1、2022.2，2022.3 
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https://gtc.co.jp/semn/iso9001/las5web.html 

・ISO 9001 徹底解説コース（オンラインセミナー） ：2022 年 4 月 4 日（月）～4 月 5 日（火） 

https://gtc.co.jp/semn/iso9001/qkweb.html 

・ISO 9001 入門コース（オンラインセミナー） ：2022 年 3 月 11 日（金） 

https://gtc.co.jp/semn/iso9001/qiweb.html 

 

 

(サイエンスフォーラム) 

・自主管理時代の二者監査のあり方～食品衛生法が求める企業の自主管理と説明責任～ ：2022/1/21 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92201 

・[第 5 回中西塾]非加熱食品における芽胞菌の効果的制御法 ：2022/1/26 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92202 

・法令違反を防ぐ人材育成と組織づくり～元 行政官が語る食品表示法の肝～ ：2022/1/28 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92203 

・レトルト殺菌条件の設定とそのノウハウ─ 安全で高品質なレトルト食品製造のために ─ 

：2022 年 2 月 4 日（金） 13:00～16:00 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92204 

・芽胞形成ウェルシュ菌とセレウス菌の徹底研究 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92205 

・惣菜製造における微生物制御の高度化── 静水圧と各種組合せ技術による賞味期限延伸 ── 

：2022 年 2 月 18 日（金） 13:00～15:00 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92206 

 

 

(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 ：2022/3、2022/6、2022/9 

 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 ： 2022/2、2022/3 

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

  ・「ＱＭＳ活性化コース～内部監査の有効性評価技術の向上に～」（QE88）：2022/2/16 

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

  ・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）2022/5/18 

   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 ： 2022/2、2022/5 

  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 ：2022/2、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 ： 2022/2 
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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/ 

・ISO/IEC 27001 審査員研修コース（コース ID：JA21） ：2022/3、2022/7 

https://www.technofer.co.jp/isotrg/tt11/ 

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

・第 28 回テクノファ年次フォーラム『選ばれ続ける企業であるために』 ：2022/1/31 13:00～17:00 

https://www.technofer.co.jp/convini/fr22.php 

・リモート監査の基礎理解と模擬体験 （コース ID：MD28） ：2022/2/4 2022/3/18 

https://www.technofer.co.jp/isotrg/md28/#pl01 

・ISMS 審査員研修コース（コース ID：JA21） ：2022 年 3 月 2 日(水)～3 月 10 日(木) 

https://www.technofer.co.jp/isotrg/tt11/ 

 

 

 

■学会、展示会などのお知らせ 

   

・農と食のオンライン展示・商談会 inSAITAMA2022：2021 年 11 月 24 日 ～ 2022 年 2 月 25 日 

https://noutoshoku-online-saitama.com/ 

・SC BUSINESS FAIR 2022：2022 年 1 月 26 日 ～ 28 日 

https://www.scbf.jp/ 

・FOOD STYLE kansai2022：2022 年 1 月 26 日 ～ 27 日 

https://www.k-gaishokubusiness.jp/ 

・あきたの食と観光 PR 商談会 2022：2022 年 1 月 28 日 (金曜日) 

https://www.akitashokutokanko2022.com/ 

・中小企業マーケット TOKYO2022 ：2022 年 1 月 26 日 ～ 27 日 

https://chusho-mkt.tokyo/ 

 

 

■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 
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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 

mailto:s-koshimizu@san-g.com
http://hse-chiba.com/index.html

