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┃ FCP通信                                       ……第 140号 2018/８/29 

┃￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣＼ 

┃農林水産省 「フード・コミュニケーション・プロジェクト」￣￣￣￣ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 このメールマガジンは「フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）」 

に関する情報共有ネットワークに御参加いただいている皆様に向けて配信して 

おります。 

 

第 140号のラインアップは次のとおりです。 

 

┌ 今号の目次 ――――――――――――――――――――――――――――  

      ｜ 

●ご報告 １│FCP展示会・商談会シート作成のポイント説明動画を配信しました 

      ｜  

☆ご案内 １｜【前号より再掲】 平成 30年９月 28日（金） 

      ｜FCP食品安全専門人材育成研究会の開催案内 

      ｜ 

◇お知らせ１｜【前号より再掲】（農林水産省補助事業）HACCPの導入に向けた 

      ｜人材育成等の研修会・説明会の実施について 

      ｜       

◇お知らせ２｜平成 30年８月 30 日（木）14:00～14:30 （聴講無料） 

      ｜外食ビジネスウィークで食料産業局食品製造課食品企業行動室 

      ｜品質管理普及班が HACCPの制度化等のご説明を行います！ 

      ｜ 

□その他 １｜食品製造通信 第 55 号 

      ｜ FCP事務局が所属する食料産業局食品製造課が発行する、 

      ｜ 食品製造通信を FCP 会員の皆さまにも配信します 

└――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●ご報告 １│FCP展示会・商談会シート作成のポイント説明動画を配信しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

本日、FCPホームページから、FCP展示会・商談会シートを作成するにあたって、 

主なポイントを項目ごとにご説明する動画を配信しました。 

展示会・商談会の出展等を検討されている事業者の方が、FCP展示会・商談会 

シートを作成される際、また、出展等を検討されている事業者の方に、 

FCP 展示会・商談会シートと併せて紹介いただくなど、ぜひご活用ください！ 

※本動画は、2018年６月５日に長野県庁で実施された、長野県普及職員 普及指導力 

強化研修を撮影したものです。 

なお、音声に少々ノイズが入る箇所がございます。ご了承ください。 



 

本動画は以下 URLからご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/movie/index.html 

 

また本動画は FCPトップページからもご案内しています。（以下 URL） 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/index.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ご案内 １｜【前号より再掲】 平成 30年９月 28日（金） 

      ｜FCP食品安全専門人材育成研究会の開催案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 食のグローバル化が急速に進展する中、HACCPを含む食品安全管理の実施・向上と 

認証による確認が世界共通の課題となっており、我が国でも食品衛生法が改正され、 

HACCPが制度化されることとなりました。また、食品安全・信頼性の向上と国際競争力 

を強化していくために、食品産業界において、食品安全管理に関して即戦力となる 

人材や海外で活躍できる人材、監査ができる人材の必要性が高まっています。 

 これらの人材を育成するため、大学・研究機関で一定の役割を担っていただき、 

必要な知識・技能を教育していただく場合、どのような内容・体制が必要か、 

また、産学官が連携すべきこと等を議論する場として、産学官連携による食品安全 

専門人材育成研究会を立ち上げ、大学・研究機関の方々を中心とした第１回研究会を 

６月 22日に開催し、意見交換を行いました（※）。 

 食品安全管理に関する人材育成のためには、食品産業界が求める人材等の共有が 

必要なことから、今回、FCP において、産学官連携による標準的な教育コースの素案の 

作成に反映させていくことを目的とした、FCP食品安全専門人材育成研究会を開催 

します。 

 FCP食品安全専門人材育成研究会では、食品産業に関わる方々に「食品産業界に 

おける人材育成の課題とニーズ」と「食品産業界において必要な教育コース」に 

ついて議論いただき、提示された意見等を、今後の標準的な教育コースの素案作成に 

当たっての参考とさせていただきます。 

 

【日時】９月 28日（金）13：30～17：00 

【場所】農林水産省 本省共用第１会議室（本館７階 ドア№767） 

【参加申込方法】FCP ホームページの申し込みフォームより登録 

【申込締切】９月７日（金） 

 

研究会の詳細及びお申し込みは、FCP ホームページの以下 URLをご覧ください。 

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/whats_new/fcpjinzai_2018_1.html  

 

（※）産学官連携による食品安全専門人材育成研究会の詳細については、 

以下 URLをご参照ください。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/jinzai_ikusei_1.html 



 

お申し込みなど詳細については、FCP事務局の中村までお問い合わせください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お知らせ１｜【前号より再掲】（農林水産省補助事業）HACCPの導入に向けた 

      ｜人材育成等の研修会・説明会の実施について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 農林水産省は、食品製造事業者等の方に HACCPの導入に向けた人材育成や知識習得を 

していただくため、研修の開催への支援を実施しています。 

 平成 30年度のスケジュールの予定は、以下 URLをご参照ください。 

 なお研修の実施情報については、事業実施事業者のホームページにて随時更新して 

いきますので、各事業者のホームページをご確認ください。 

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/kensyu/kensyu.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お知らせ２｜平成 30年８月 30 日（木）14:00～14:30 （聴講無料） 

      ｜外食ビジネスウィークで食料産業局食品製造課食品企業行動室 

      ｜品質管理普及班が HACCPの制度化等のご説明を行います！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ８月 28日～30 日で開催中の外食ビジネスウィークにて、８月 30日 14:00から 

「HACCP の制度化とこれを巡る現状」について食料産業局食品製造課食品企業行動室 

品質管理普及班の担当官がご説明をいたします。 

 本イベントは飲食店開業予定者のための商談展示会となります。 

 お知らせのもののほか「外食産業の経営改善・生産性向上の取組やその成功要因」など、 

お役立ちセミナーが無料で聴講できます。 

※外食ビジネスウィークの入場料は 5,000 円ですが、来場事前登録で無料になります。 

入場料（5,000円）が無料になる来場事前登録は、こちらから（↓） 

https://sys.trso.co.jp/food_tokyo/reserve/reg_member.php?event_id=1#container 

 

 イベント概要については、下記アドレスをご参照ください。 

https://www.gaishokubusiness.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□その他 １｜食品製造通信 第 55 号 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 FCP事務局が所属する食料産業局食品製造課が発行する、食品製造通信を 

FCP 会員の皆さまにも配信します。 

食品製造通信第 55号 平成 30年 8月 20日配信（平成 30年 7月 30日～平成 30年 8月 19日公表情報） 

 

 

■平成 30年 7月豪雨関連情報（公表情報） 



 

【資料公表】被災事業者向け支援策ガイドブック（第４版）及び支援策リーフレット（２版） 

http://www.chusho.meti.go.jp/201807gouu/index.html 

 

【適用地域の追加】平成 30年 7月豪雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(7/31) 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180731saigai.htm 

 

【報道発表】平成 30年７月豪雨に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました（7/31） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00779.html 

 

【公表】「平成 30年 7月豪雨による災害」対応に関する経済産業省関連の予備費を決定しました（8/3） 

http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180803002/20180803002.html 

 

 

■農林水産省（公表情報） 

 

【募集中】食品産業生産性向上フォーラム、各地で開催中です！次回は 8/28～30 に北海道で行います。（外部

サイトへリンクします） 

http://www.robo-navi.com/foodforum/index.html 

 

【募集中】(生産性向上事業)食品産業イノベーション推進事業の二次公募について 

・生産性向上に向けた実証事業を行う費用を補助します。 

・公募期間：平成 30年 7月 25日～平成 30年 8月 31日（二次公募） 

・事業実施期間：交付決定～平成 31 年 2月 15日 

https://www.jmac.co.jp/news/news/info20180608.html 

 

【募集中】「第 3回 食育活動表彰～ 平成 31年度 ～」募集開始について(8/17) 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/180817.html 

 

【認定の公表】農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定について（株式会社ユカシカド）(8/10) 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/seizo/180810.html 

 

【募集中】「アグリビジネス創出フェア 2018」の出展者等の募集について（8/10） 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/180810.html 

 

【調査結果の公表】食品中のピロリジジンアルカロイド類の含有実態調査結果について（8/10） 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/180810.html 

 

【資料公表】「平成 30年 1-6月（上半期）の農林水産物・食品の輸出実績」について（8/10） 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/180810.html 

 

【資料公表】平成 29 年度食料自給率・食料自給力指標について（8/8） 



http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/180808.html 

 

【登録の公表】地理的表示（GI）の登録について（8/6） 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/180806.html 

 

【調査結果の公表】野菜の生育状況及び価格見通し(平成 30年 8月)について（8/3） 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/180803.html 

 

【公表】オランダ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（8/1） 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/180801.html 

 

 

■経済産業省（公表情報） 

 

【募集中】平成 30年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の第 2次公募の開始（8/1） 

http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180801004/20180801004.html 

 

【報道発表】「サプライチェーンイノベーション大賞 2018」を表彰しました（8/3） 

http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180803001/20180803001.html 

 

 

■中小企業庁（公表情報） 

 

【募集中】平成 29 年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の 2 次公募を開始しま

す（8/3） 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180803mono.htm 

 

 

■厚生労働省（公表情報） 

 

【資料公表】平成 30年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します（8/3） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00770.html 

 

【資料公表】長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します（8/7） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html 

 

【資料公表】監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成 29年度）（8/10） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00831.html 

 

【報道発表】すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました（8/10） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html 

 



 

■消費者庁（公表情報） 

 

【基準の設定】特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準設定について（8/8） 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/#m03 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎ネットワーク参加者登録情報の修正について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 異動等で担当者様の変更や部署変更等がございましたら、FCP事務局まで御連絡下さい。 

 

  宛先：fcp_jimukyoku@maff.go.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎皆さまの取組を情報共有ネットワークメンバーと共有してみませんか 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 FCPの趣旨にのっとった、情報共有ネットワークメンバーの皆さまの活動事例 

を FCP事務局に御紹介下さい。FCP通信や、皆さまの御都合がよろしければ FCP 

ホームページに掲載させていただくことを考えています。御紹介いただける活 

動事例がありましたら、FCP 事務局まで御連絡下さい。 

 

  宛先：fcp_jimukyoku@maff.go.jp 

 

---------------------------------------------------------------------- 

◎《 FCP通信 》に関するお問い合わせ 

  フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）に関して 

  御質問等がございましたら下記までお問い合わせ下さい。 

   フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局 

      メール：fcp_jimukyoku@maff.go.jp 

◎フード・コミュニケーション・プロジェクト ホームページ 

  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/index.html 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

┃消費者の「食」への信頼向上のため、FCPの活動をお取引先の皆様などに ┃ 

┃も御紹介下さいますようお願いいたします。             ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
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 ■発行：フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局 


