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┃ FCP 通信                                       ……第 139 号 2018/8/13 
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┃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 139 号のラインアップは次のとおりです。 

 

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

        ｜ 

☆ご案内 １｜ 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 

        ｜ 

●ご報告 １│平成 30 年８月１日（水）・２日（木） 

        ｜こども霞が関見学デーに FCP が出展しました 

        ｜  

●ご報告 ２│平成 30 年７月６日（金）第１回若手フォーラムを開催しました 

        ｜ 

●ご報告 ３│第 2 回食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会の 

        ｜参加お申し込み受付終了について 

        ｜ 

◇お知らせ１｜（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 

        ｜ 

□その他 １｜農林水産省食料産業局食品製造課食品企業行動室長異動のお知らせ 

        ｜       

□その他 ２｜食品製造通信 第 54 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。 

└――――――――――――――――――――――――――――――――――  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆ご案内 １｜ 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。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●ご報告 １│平成 30 年８月１日（水）・２日（木） 

        ｜こども霞が関見学デーに FCP が出展しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 こども霞が関見学デーは、農林水産省や文部科学省など各府省庁等が、ご家族 

連れの方々を対象に業務説明や省内見学などを行うことにより、親子のふれあいを 

深め、お子様が夏休みに広く社会を知る機会を提供しています。 

 FCP は食の安全・信頼に関する活動の一環として、FCP 参加企業の食の安全・信頼 

向上の取組をお子様と保護者の方々に紹介し、消費者との信頼関係を築くことを 

目的として、平成 24 年度から参加しています。 

 本年は、事業者様 15 社の御協力をいただき、当イベントに出展しました。 

参加企業・団体様には、パネル展示やクイズラリーのほか、お子様が実際に見て聴いて 

触る体験型の分かりやすい実演をしていただきました。毎日食べている食品がどのよう 



に作られているのか、調理・食事の前にはなぜ手洗いをしっかりするのか等を楽しんで 

学ばれているお子様達の様子が伺えました。 

 農林水産省への来場者は 7,246 名で、昨年に続き参加府省庁の中で 1 位でした。 

FCP ブースにも１日目 546 名、２日目 380 名、２日間計 926 名（クイズラリー参加者数にて 

集計）と多くの方に来場いただきました。 

 来年も FCP の出展を予定しておりますので、本年または以前ご参加いただいた企業・ 

団体様から初めて参加される企業・団体様まで、幅広いご参加をお願い申し上げます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●ご報告 ２│平成 30 年７月６日（金）第１回若手フォーラムを開催しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 第１回若手フォーラム～食の安全・信頼の観点から企業行動を考える～を 

７月６日に開催しました。 

 今回のフォーラムでは、イントロダクションとして、FCP 活動、勉強会の趣旨・概要に 

ついて説明した後、FCP ツール「食への信頼を創る ベーシック 16 ～まず使ってみる 

ための協働の着眼点入門マニュアル～」をテキスト教材として、実際にベーシック 16 の 

シート項目を記入するワークショップを実施しました。 

 

 当日は 24 社・団体、42 名の方に参加いただきました。 

お忙しい中ご出席いただきました皆様、どうもありがとうございました。 

 当日の概要、配付資料については、後日 FCP ホームページに掲載いたします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●ご報告 ３│第２回食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会の 

        ｜参加お申し込み受付終了について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 第２回食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会（８月 31 日開催）の 

参加お申し込みは８月 10 日で終了いたしました。 

 60 社・団体、67 名の方にお申し込みいただきありがとうございました。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お知らせ１｜（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 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□その他 １｜農林水産省食料産業局食品製造課食品企業行動室長異動のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ７月 27 日付で前任の横田美香室長が同省大臣官房付参事官として食料産業局 

輸出促進課に異動となり、後任に都築伸幸室長が着任致しました。FCP の皆様に 

横田参事官より異動のご挨拶と都築室長より着任のご挨拶を申し上げます。 

 

【横田参事官より異動のご挨拶】 

 この度、異動することとなりました。室長在任の５年間、皆様には本当にお世話に 

なりました。食品の安全・信頼に係る取組を皆様と進めて行けたことは、私にとって 

財産です。また、皆様から多くのことを教わり、私自身の農林水産省での業務の基礎を 

作っていただいたことは間違いありません。今回の異動では、農林水産物・食品の 

輸出促進を担当することになりました。今後も、食料業界に貢献できるよう、頑張って 

まいります。そして、FCP でいただいたつながりは、今後も大切にさせていただきたいと 

思います。同じ食料産業局内におりますので、今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 

【都築室長より着任のご挨拶】 

 食品企業行動室長を拝命いたしました都築と申します。前職は農林水産省消費・ 

安全局で採用や人事、人材育成を担当していました。このたび新たな分野を担当する 

こととなり、緊張しています。微力ではありますが、関係者の皆様と連携を密にして、 

食品産業の発展に貢献してまいりたいと考えています。よろしくお願いします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□その他 ２｜食品製造通信 第 54 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 54 号 平成 30 年 7 月 31 日配信（平成 30 年 7 月 17 日～平成 30 年 7 月 29 日公表情報） 

 

■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 

 

【パブコメの実施】遺伝子組換えトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集(パブリッ

クコメント)について（7/17） 



http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/180717.html 

 

【資料公表】食品中の有害化学物質の含有実態調査の結果をまとめたデータ集（平成 27～28 年度）の公表について

（7/27） 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/180727.html 

 

【支援措置の紹介】平成 30年 7月豪雨により被災された食品事業者の方々が一日も早く事業再建できるように、各種支

援措置・制度、相談窓口などを御紹介します。（7/31） 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_taisaku.html 

 

■経済産業省（公表情報） 

農林水産物・食品の輸出促進に向けた農林水産省及び経済産業省の連携強化について（7/27） 

http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727004/20180727004.html 

 

■中小企業庁 

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 7/27 

http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727012/20180727012.html 

 

■厚生労働省（公表情報） 

【報道発表】平成 30 年 7 月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について（7/25） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html 

 

【報道発表】平成 30 年５月 20 日から７月 10 日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保

険の特例について（7/27） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html 

 

■消費者庁（公表情報） 

【報道発表】平成 30 年７月豪雨を受けた製造所の表示の運用について（7/19） 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_180719_0001.pdf 

 

【報道発表】平成 30 年 7 月豪雨を受けた製造所の表示の運用について（7/19） 

http://www.caa.go.jp/notice/archive/2018/ 

 

■その他（中小サービス等生産性戦略プラットフォーム事務局） 

（ＩＴ補助金関係情報） 

今、全国各地で、IT 導入に関する説明会を実施しています。 

IT 導入補助金事務局の「全国説明会」に加え、 

日本商工会議所様他共催の「中小企業経営活力プラス実践塾」を、全国各地で開催中です。 

 

説明会では、IT ツール導入にお悩みの中小企業・小規模事業者の皆様に向けて、 

補助金の申請手続きや、IT ツールの導入事例・活用方法をお伝えします。 

 



貴団体会員企業様や関係事業者様に、是非ともご活用いただきたいと思いますので、ご周知のほど、よろしくお願いしま

す。 

 

［説明会(1)］ 

●説明会名：IT 導入補助金 全国説明会 

日程/会場：全 47 都道府県にて開催（別添をご参照ください。） 

主催者：サービス生産性向上 IT 導入支援事業事務局 

受講対象者：中小企業・小規模事業者 

受講料：無料 

⇒説明会への参加申し込みは web で 

  https://www.it-hojo.jp/eventinformation/orientation_applicant.html 

 

(お問合せ先) 

一般社団法人サービスデザイン推進協議会 

〈受付時間〉平日 10：00～17：00 

電話：0570-000-429 

 

［説明会(2)］ 

●セミナー名：中小企業経営活力プラス実践塾 

日程/会場：全国 70 カ所以上にて開催(下記 URL に直近イベントを記載。) 

※開催地によってセミナー内容・テーマが異なりますので、お申し込みの際はご注意ください。 

 

主催者：各地商工会議所、日本商工会議所 

(共催)NTT 東日本・西日本および公益財団法人日本電信電話ユーザー協会等 

受講対象者：中小企業・小規模事業者等 

⇒イベントの詳細・参加方法等については、以下 URL よりご確認ください。 

 https://www.jcci.or.jp/news/local-front/2018/0727135700.html 

 

(お問合せ先) 

日本商工会議所 情報化推進部 

(受付時間)平日 10：00～17：00 

電話：03-6402-6144 

 

※参考：補助事業者公募スケジュール（予定） 

 ・第二次公募：H30 年 6 月 20 日(水)～H30 年 8 月 3 日(金)（8 月 15 日(水)交付決定予定） 

 ・第三次公募：H30 年 8 月中旬～H30 年 10 月上旬（10 月中旬交付決定予定） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎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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