
 

   

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】2022.04.30-2022.05.20 

【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 5 月 20 日 

・施行通知 

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

  ・－ 
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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農薬・動物用医薬品部会（オンライン会議）の開催について 

  ：令和 4年 4 月 28日（木）14：00～17：00 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25149.html 

 ・資料 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25265.html 

 ・議事概要 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25524.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 

・議事録 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25623.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！ 
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   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 

 ・－ 

○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 
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 ○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 

  ・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 

2022 年 5 月 20 日 

・施行通知 

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

  ・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/ 
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(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 0件 

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

○モニタリング実施通知 令和 4年度 

  ・更新 0 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 4年度 

  ・更新 0 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/ 

・－ 

 

 

 

■消費者庁 

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

(新着情報) 食品 表示 安全 調査 

2022 年 5 月 2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(5月 2 日) 

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

2022 年 5 月 11 日  

・第 3 回 景品表示法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_004/028557.

html 
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2022 年 5 月 12 日  

・鳥インフルエンザに関する情報(2022 年 5月 12日更新) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_012/#d220512 

2022 年 5 月 12 日  

・栄養成分表示の普及啓発に関する動画を掲載しました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/consumers/movie/ 

2022 年 5 月 12 日  

・消費者安全法の重大事故等に係る公表について(5 月 12 日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028692/ 

2022 年 5 月 12 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(5月 12日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028691/ 

2022 年 5 月 13 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 4年 1月～3月) 

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

2022 年 5 月 13 日 

・特別用途食品の表示許可について(令和 4 年 5月 13 日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028657/ 

2022 年 5 月 13 日  

・「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「イン 

ターネット消費者取引に係る広告表示に関する... 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028668/ 

2022 年 5 月 19 日  

・消費者安全法の重大事故等に係る公表について(5 月 19 日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028752/ 

2022 年 5 月 19 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(5月 19日) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028751/ 

 

 

(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 

  ・－ 
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 ○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、食品産業、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。 

 

5 月 2日 

・「令和 4 年度 農薬危害防止運動」の実施について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/220502.html 

・ブルガリア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/220502.html 

・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/220502_4.html 

5 月 6日 

・シンガポール向け家きん由来製品の輸出再開について（宮城県） 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220506.html 

5 月 10 日 

・ブルガリア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/220510_4.html 

・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/220510_3.html 
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5 月 11 日 

・米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/220511_1.html 

・「令和 4 年度病害虫発生予報第 2号」の発表について 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/220511.html 

5 月 12 日 

・香港向け家きん由来製品の輸出再開について（宮城県） 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220512_6.html 

5 月 13 日 

・米に関するマンスリーレポート（令和 4年 5 月号）の公表について 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/220513.html 

・米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/220513.html 

5 月 16 日 

・米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/220516_2.html 

5 月 17 日 

・令和 3年産米の相対取引価格・数量について（令和 4 年 4月） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/220517.html 

・米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/220517.html 

5 月 19 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/220519_3.html 

・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/220519_4.html 

5 月 20 日 

・米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/220520.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 4年 3 月の農林水産物・食品の輸出額を公表しました（令和 4 年 5月 6日掲載） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html 
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・ウクライナへ食料品等の支援物資の引渡しを行いました（令和 4年 5 月 13日掲載） 

https://www.maff.go.jp/j/press/y_kokusai/kokkyo/220513.html 

・中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について（令和 4 年 5 月 13 日更新） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/kigyoutouroku.html 

・中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について（令和 4年 5月 1 

3 日更新） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html 

・中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法につい 

て（令和 4 年 5月 13 日更新） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html 

・食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急事業等の追加要望調査を開始しました。（令和 4年 5 

月 18 日掲載） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.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 

   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 

 

2022 年 5 月 6日  

・China Fisheries & Seafood Expo 2022（中国・青島）出品募集開始のお知らせ 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/eb968bd002d6803c.html 

2022 年 5 月 9日  

・我が国初の「輸出支援プラットフォーム」米国で本日設立！ 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220427.html 

2022 年 5 月 9日  

・令和 4年 3 月の農林水産物・食品の輸出額を公表しました 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html 

2022 年 5 月 11 日  

・日本の農林水産物・食品輸出データを更新しました（2022 年 3月） 

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

2022 年 5 月 16 日  

・Food and Hospitality China(FHC 2022)（中国）ジャパンパビリオン出品者募集を開始しました 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/9ec1ab8661d78121.html 

2022 年 5 月 16 日  

・8月食品輸出オンライン商談会（水産品・同加工品、青果物、和牛、茶）参加事業者を募集中 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/c2f9a13d741a8b69.html 
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(ビジネス短信) 

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

 

2022 年 5 月 2日 

・食糧や重要農産品の供給確保へ取り組み強化(中国) 

2022 年 5 月 2日 

・保健省、食品輸入許可証の更新手続き公表(タイ) 

2022 年 5 月 2日 

・英政府、EUからの輸入手続き追加導入を停止、税関手続きの新たな枠組み構築目指す(EU、英国) 

2022 年 5 月 6日 

・日本品種のサツマイモをバングラデシュで生産販売、ナルトジャパンの取り組み(バングラデシュ、 

日本) 

2022 年 5 月 6日 

・ウクライナ危機により食品表示の暫定的例外措置を導入(フランス) 

2022 年 5 月 6日 

・世界大で物価上昇加速、農産品など非エネルギー価格は過去最高値を更新(世界) 

2022 年 5 月 9日 

・ディディフードがバルパライソで営業開始(チリ) 

2022 年 5 月 9日 

・「輸入食品安全管理特別法施行規則」改正案を立法予告、食品の輸入・販売業が自宅で可能に(韓国) 

2022 年 5 月 9日 

・特産品のアルガンオイルの輸出にライセンス制を導入(モロッコ) 

2022 年 5 月 9日 

・穀物貿易見通しを前月から上方修正、4月の食料価格は依然高水準、FAO 発表(世界) 

2022 年 5 月 10 日 

・世界最大規模のブラジル農業技術見本市「アグリショー2022」、食糧安全保障への貢献に期待(ブラジル 

、ウクライナ、ロシア) 

2022 年 5 月 10 日 

・韓国政府、インドネシアのパーム油輸出規制による食品業界への影響調査(インドネシア、韓国) 

2022 年 5 月 10 日 

・2023 年 7月からポリ塩化ビニル（PVC）製の食品包装・容器の製造および輸入販売を禁止(台湾) 

2022 年 5 月 10 日 

・2022 年第 2 回茶の関税割当、6月 10日から申請受付開始(タイ) 

2022 年 5 月 11 日 

・大型水産見本市「シーフード・エキスポ・グローバル（SEG）2022」が 3 年ぶりの開催(スペイン) 

2022 年 5 月 11 日 

・日本人移民設立の大手農機メーカー、最新の無人大型農薬散布機を公開(ブラジル) 

2022 年 5 月 11 日 

・米 USTR、カナダ国際貿易相との会談で乳製品貿易やデジタル課税めぐる懸念表明(カナダ、米国) 

2022 年 5 月 16 日 

・世界最大規模の農業技術見本市に日伯スタートアップ企業が参加(ブラジル) 

 

2022 年 5 月 16 日 

・サンパウロ市、持続可能な経済発展目指してイノベーションハブを紹介(ブラジル) 

2022 年 5 月 16 日 

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


・アグリショーで開催のスタートアップ企業コンテスト、害虫対策のブラジル企業が優勝(ブラジル) 

2022 年 5 月 17 日 

・フランス農業スタートアップにイスラエル VCが出資、協働へ(フランス、イスラエル) 

2022 年 5 月 17 日 

・カナダ最大級の食品見本市が 2年ぶりに対面開催、ジャパンブースに 4社が出展(日本、カナダ) 

2022 年 5 月 17 日 

・ニュージーランド政府、カナダの乳製品関税割り当てで CPTPP 紛争解決手続き開始(ニュージーラ 

ンド、カナダ、米国) 

2022 年 5 月 17 日 

・インドの小麦輸出禁止措置の韓国への影響は短期的には限定的(インド、韓国) 

2022 年 5 月 18 日 

・食品加工・生産・処理技術の総合見本市がリアル開催、日本企業の出展も(日本、ドイツ) 

2022 年 5 月 18 日 

・カナダ政府、CUSMAに基づく乳製品関税割り当て実施に関する新しい運用方針を公表(ニュージー 

ランド、カナダ、米国) 

2022 年 5 月 19 日 

・マツモトキヨシ、香港 1 号店をオープン(香港) 

2022 年 5 月 19 日 

・サンパウロ州でアグリショー2022、過去最高の農機などの販売額を記録(米国、ブラジル) 

2022 年 5 月 19 日 

・インフレ率上昇の抑制へ、食品を中心とした主要品目の輸入関税を一時撤廃(メキシコ) 

2022 年 5 月 20 日 

・4月のインフレ率は前月比 1.06％、押し上げ主因は飲食料品と交通・運輸(ブラジル) 

2022 年 5 月 20 日 

・農林畜産食品部、専用便でイチゴの海外輸出を強化(韓国) 

 

 

(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) 

2022/05/10  

・令和 3年度食品健康影響評価事業等功労者大臣表彰受賞者のインタビューを掲載しました 

http://www.fsc.go.jp/sonota/hyosho2021.html 

2022/05/11  

・「CSF（豚熱）について」を更新しました 

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

 

2022/05/16  

https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/
http://www.fsc.go.jp/
http://www.fsc.go.jp/sonota/hyosho2021.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/csf/


・高病原性鳥インフルエンザに関するお知らせ 

http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html 

2022/05/20  

・食品安全関係情報を更新しました（最新 3 週間（令和 4年 4 月 16日～令和 4年 5 月 6 日）の海外情 

報はこちらから） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2022&from_m

onth=4&from_day=16&to=struct&to_year=2022&to_month=5&to_day=6&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。 

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 05月 11日 

・「食品産業とみどりの食料システム戦略研究会」第 2回開催（5月 30 日）のご案内  

https://www.shokusan.or.jp/event/5162/ 

2022 年 05月 13日 

・（無料）JFSM 主催 食品安全イベント「世界食品安全の日 2022」開催のお知らせ（6月 7日） 

https://www.shokusan.or.jp/event/5165/ 

2022 年 05月 16日 

・（無料）JFSM 主催 中小食品企業対象「JFS規格取得に関するセミナー」東京/オンライン同時開催  

のお知らせ（5 月 31 日） 

https://www.shokusan.or.jp/event/5169/ 

 

 

(HACCP関連情報データベース) 

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

・－ 

 

 

http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2022&from_month=4&from_day=16&to=struct&to_year=2022&to_month=5&to_day=6&max=100
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2022&from_month=4&from_day=16&to=struct&to_year=2022&to_month=5&to_day=6&max=100
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/event/5162/
https://www.shokusan.or.jp/event/5165/
https://www.shokusan.or.jp/event/5169/
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) 

2022.05.06 

・日食協ニュース 2022 年 5月号を掲載しました 

http://www.n-shokuei.jp/outline/jfha_news.html 

 

 

(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 4 月 26 日  

・更新：「Emotet（エモテット）」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて 

2022 年 4 月 27 日  

・「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP） 運用状況 [2022 年 1 月～3 月]」を公開しました。 

2022 年 5 月 2日  

・DX 認定制度 認定事業者の公表（2022 年 5月 1日認定適用）（外部リンク） 

2022 年 5 月 9日  

・令和 4年度上期情報セキュリティマネジメント試験の申込受付を開始しました（外部リンク） 

2022 年 5 月 10 日  

・「2021 年度組込み/IoT 産業の動向把握等に関する調査」の調査結果を公開 

2022 年 5 月 11 日  

・「DX まるわかり！30 分ランチタイム勉強会」1stシーズンアーカイブ動画（第 5回～第 8 回）の公開 

2022 年 5 月 12 日  

・アナリストによる調査・分析レポート「『データの民主化』 従業員による データ利活用の拡大 

」(HTML 版)の公開 

2022 年 5 月 12 日  

・2021 年度未踏 IT人材発掘・育成事業のプロジェクト成果等の情報を公開しました。 

2022 年 5 月 12 日  

・【DADC】デジタル社会のアーキテクチャ設計 | 2022 年 5月 19日(木)17 時開催 

2022 年 5 月 20 日  

・IPA広報誌「IPA NEWS」Vol.57（6 月号）PDFを公開しました 

 

 

 

http://www.n-shokuei.jp/
http://www.n-shokuei.jp/outline/jfha_news.html
https://www.ipa.go.jp/index.html
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) 

・－ 

 

 

(お知らせ) 

・－ 

 

 

■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/ 

 

2022 年 05月 09日 

・ビジネス Q＆A「社員のやる気を引き出す経営のポイントを教えてください。」（J-Net21 より） 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18259/ 

2022 年 05月 09日 

・地域に密着した地元の信用金庫が地域企業の商品開発、ブランディング、販路開拓をサポートした事 

例を紹介！ 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18268/ 

2022 年 05月 13日 

・経営ハンドブック「生産性向上を社内に根付かせる第一歩」（J-Net21 より） 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18286/ 

https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html
https://www.otit.go.jp/
http://www.nihs.go.jp/kanren/shokuhin.html
https://mirasapo-plus.go.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18259/
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18268/
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18286/


2022 年 05月 19日 

・2022 年度「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」に係る 

追加公募について 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18298/ 

2022 年 05月 20日 

・ビジネス Q＆A「輸出ビジネスを始めようと思いますが、契約はどうしたらいいですか？」（J-Net21 

より） 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18302/ 

 

 

 

■セミナーのお知らせ 

(オーディス株式会社) 

・2022 年度 研修・セミナー開催スケジュール 

http://www.audis.jp/semm501.html 

 

 

(日本能率協会) 

 

・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 

 

 

 ■DX 

  ・DX 推進のための変革リーダーシップ実践セミナー ：2022/9/12（月）～2022/9/13（火） 

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

・イノベーションのための DX 推進セミナー ：2022/6/10、2022/10/6、2023/3/14 

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

・DX 時代を生き抜く PC 仕事力向上セミナー ：2022/7/14 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151655 

・DX 時代のビジネス基礎力向上コース ：2022/9/7 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=152099 

・DX 時代のリーダーシップ開発コース ：2022/7/5 

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

・DX 時代のマネジメント能力開発コース ：2022/6/9～2022/6/10、2022/9/13～2022/9/14 

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 ：2022/7/25～2022/7/26、2022/11/8～2022/11/9 

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

  ・データサイエンス入門セミナー ：2022/06/03 (金) 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151679 

 

 

 ■開発関連 

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18298/
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/18302/
http://www.audis.jp/semm501.html
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https://www.jmam.co.jp/hrm/onlinebizcall/?utm_source=mg220120utm_medium=email&utm_campaign=youth
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https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=152099
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151672
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=151671
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  ・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 ：企画中  

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

  ・製品開発・技術開発 テーマ推進マネジメント研修 ：2022/5/31、2022/11/11、2023/1/24 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100326 

・開発・技術・研究部門における「中堅リーダー養成コース」 ：2022/6/28～2022/6/29 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100289 

・タグチメソッドの基礎理解 ：2022/7/5 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150735 

・「設計手順の標準化」推進セミナー ：2022/10/17 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150901 

・技術開発力強化のための企画担当者実務セミナー ：2022/6/21、2022/11/1 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100292 

・技術ロードマップ構築・活用セミナー ：2022/10/31、2022/12/14 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100324 

 

 

 

■営業関連 

  ・提案営業スキル向上セミナー ：2022/7/5～2022/7/6、2022/11/15～2022/11/16 

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] ： 2022/7/26～2022/7/27 

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

・営業担当者入門セミナー ：2022/5/26～2022/5/27、2022/10/26～2022/10/27 

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） ：2022/7/7～2022/7/8、2023/2/2～2023/2/3 

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 ：2022/8/3～2022/8/4、2023/3/7～2023/3/8 

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

・新市場・顧客価値創造のためのマーケティング基礎セミナー  

：2022/9/1～2022/9/2、2023/3/16～2023/3/17 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100249 

 

 

■管理職関連 

・部長のための「課長育成・戦力アップ」研究ワークショップ ：2022/6/16、2022/10/12 

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

・部長のためのマネジメント能力開発コース(GMC) ：20226/15～2022/6/17 

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

・管理能力開発コース(MDC) ：2022/6/22～2022/6/24 

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

・中堅社員のための対人関係能力向上コース(BHC) ：2022/7/12～7/13 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100151 
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・リーダーのためのマネジメント基礎コース(LDC) ：2022/6/8～6/10 

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

・新任管理者合同研修会(NMC) ：2022/6/22、2022/7/8、222/8/23 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100133 

・新任管理者基本コース ： 2022/06/06 10:00～16:30、2022/7/11 10：00～16：30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/moz.html?utm_source=mg220427&utm_medium=em

ail&utm_campaign=other 

・職場リーダー基本コース ：2022/06/10 10:00～16:30、2022/7/13 10：00～16：30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/loz.html?utm_source=mg220427&utm_medium=emai

l&utm_campaign=other 

・中堅社員基本コース ： 2022/06/15 10:00～16:30 2022/7/19 10：00～16：30 

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/onlinebizcall/boz.html?utm_source=mg220427&utm_medium=ema

il&utm_campaign=other 

 

 

 

■食品安全関連 

  ・食品安全のための現場観察･指摘実践力習得セミナー ： 2022/6/28 

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

・食品工場における設備総点検・対応セミナー ： 2022/11/8、2023/2/9  

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

・「食品安全法規制」セミナー ：2022/7/25～7/26 

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

・品質・納期・生産性向上のための変化点管理習得セミナー ：2022/7/1、2022/12/1、2023/2/28 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=150715 

・品質保証実践セミナー ：2022/8/2、2023/3/3 

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=100605 

 

 

 ■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) 

  ・FSMS審査員 CPD 5 時間コース（オンラインセミナー） ：2022/6/17、2022/8/18、2022/9/7  

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

  ・リモート監査を学ぶ（オンラインセミナー） ： 2022/6/22、2022/7/29、 

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） ：2022.6/4、11、18、25 

https://gtc.co.jp/semn/iso9001/las5web.html 

・ISO 9001 入門コース（オンラインセミナー） ： 2022/6/27、2022/7/29 

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

・ISO 14001 審査員研修コース（オンライン併用型研修コース） ：2022/7、2022/10、2023/2 

https://gtc.co.jp/semn/iso14001/eqa5web.html 
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・実際の仕事をとおして学ぶ ISO 9001（オンラインセミナー）～若手社員・ISO 経験の浅い社員向け～  

：2022/9/16、2023/1/26 

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

・食品安全マネジメントシステム審査員研修コース 

：2022/7/17、18、23、24、30 

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

 

 

(サイエンスフォーラム) 

・［第 2回］表示間違いを未然に防止する仕組み作りの実際とチェックポイント ：2022/6/1 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92220 

・2022 年 食品危機管理者育成講座 ：2022/6/8、2022/6/9 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92221 

  ・耐熱性カビ対策研究会 2022 ：2022/6/3日 10:00～17:00 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92207 

・2022 年度 芽胞菌入門講座 ：2021/6/14 13:00～16:30、2022/6/15日  13:00～16:30 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92222 

・低温微生物の検査法とそのノウハウ ：2022/7/7 13：00～15：30 

https://peraichi.com/landing_pages/view/scienceforum92224 

 

 

 

(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 ：2022/6、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 ： 2022/6/9、2022/6/27 

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

・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）2022/9/9 

   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  

：2022/7/26 

   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 ：2022/8～ 

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

・ISO 22000:2018 年版対応 ISO 22000 規格解説コース ： 2022/6/13、2022/8/8 

  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 ：2022/6 

  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 ： 2022/6、2022/8 

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

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

https://www.technofer.co.jp/isotrg/tt11/ 
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  ・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 ： 2022/6、2022/10 

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

・品質/環境活動の充実に～マネジメントシステムの実効性を上げるためのヒント～  

：2022/7/25、2022/9/2 

https://www.technofer.co.jp/isotrg/tm42/ 

・リモート監査の基礎理解と模擬体験 ：2022/5/27、2022/7/11 

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

 

・SDGs・ESG経営時代の ISO14001 の活用 ：2022/7/27、2022/9/28 

https://www.technofer.co.jp/isotrg/ed30w/ 

 

 

 

■学会、展示会などのお知らせ 

   

・FOOMA JAPAN 2022 ：2022/6/7～2022/6/10 

https://www.foomajapan.jp/ 

・ダイレクト・マーケティング・フェア ：2022/6/7～2022/6/8 

https://www.bci.co.jp/dmf 

・第 3 回 関西物流展 ：2022/6/22～2022/6/24 

https://kansai-logix.com/ 

・第 2 回 国際 食品商談Week（JFEX） ：2022/6/22～2022/6/24 

https://www.jfex.jp/ja-jp.html 

・第 6 回 “日本の食品”輸出 EXPO ：2022/6/22～2022/6/24 

https://www.jpfood.jp/ja-jp.html 

  ・～ミートフード EXPO～焼肉ビジネスフェア(大阪) 2022 2022/7/5～2022/7/6 

https://yakinikufair.com/ 

・第 17回 ライフスタイル Week 【夏】 ：2022/7/6～2022/7/8 

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

・フランチャイズ・ショー 大阪 2022 ：2022/7/21～2022/7/22 

https://messe.nikkei.co.jp/fs/ 

・第 14回 ホテル・レストランショー＆FOODEXJAPAN in 関西 2022 ：2022/7/27～2022/7/29 

https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/ 

・Café＆Wellness Week ：2022/7/27～2022/7/29 

https://cafewellness.jp/ 

・第 2 回 CareTEX札幌'22 ：2022/7/27～2022/7/28 

http://sapporo.caretex.jp/ 
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■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 

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