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1． FAMIC(ファミック )情報

============================================================================

FAMIC ホームページに、以下の情報を掲載しました。

■消費安全情報部■

◇食品表示に関する講習会のご案内について（再掲）

～食品の不適正表示や食品偽装を防ぐために必要なこと～

【対象者】食品の製造業者及び流通業者等において食品表示の管理を担当さ

れる方や、食品安全マネジメントシステムに関心のある方など

【開催日時及び場所】

○神戸市会場：令和 2 年 1 月予定 (詳細は 11 月頃にお知らせします )

○横浜市会場：令和 2 年 2 月予定 (詳細は 12 月頃にお知らせします )

○福岡市会場：令和 2 年 2 月予定 (詳細は 12 月頃にお知らせします )

○名古屋市会場：令和 2 年 3 月予定 (詳細は 1 月頃にお知らせします )

○札幌市会場：令和 2 年 3 月予定 (詳細は 1 月頃にお知らせします )

【プログラム内容】

１）講義 「食品の不適正表示や食品偽装を防ぐために」

・食品の不適正表示と行政の監視活動について
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・食品の不適正な表示や食品偽装を防ぐための手法

２）情報提供

・新たな JAS 制度の普及啓発

３）質疑応答

【講習手数料】１ ,０００円（前払い、銀行振込）

※定員に達した場合、期限前でも受付を締め切らせていただきます

さいたま市会場は定員に達したため、受付を締切らせていただきました

http://www.famic.go.jp/event/syokuhinhyouji/index.html

■表示監視部■

◇令和元年度 公開調査研究発表会のお知らせ（再掲） [PDF:889KB]

http://www.famic.go.jp/event/honbu/010909/011114.pdf

【日時】令和元年１１月１４日（木） 13:30 ～ 17:00

【場所】農林水産消費安全技術センター大会議室

（さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま新都心合同庁舎検査棟 7 階）

【参加費】無料

【定員】 80 名 (先着順 )

【内容】

＜講演＞食品の産地判別技術について － EU や日本における動向－

＜発表＞調査研究発表

その他調査発表

【参加申込締切】１１月８日（金）

============================================================================

2．食品の安全に関する情報等

============================================================================

各府省や関連団体等で新規に公開された情報の中から、食品の安全と消費

者の信頼の確保に関する情報等を随時掲載しています。

概要等については FAMIC でまとめたものです。

■内閣府食品安全委員会事務局■

(1)食品安全委員会、専門調査会等の開催案内

◆第 176 回農薬専門調査会幹事会

【日時】令和元年 10 月 25 日（金） 14:00 ～ 17:00（予定）

【場所】食品安全委員会 中会議室

(東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル２２階 )

【議事】

１）農薬（イプフルフェノキン、シフルフェナミド、メフェントリフルコ

ナゾール）の食品健康影響評価について
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２）農薬（ピジフルメトフェン）の食品健康影響評価に関する審議結果

（案）についての意見・情報の募集結果について

３）その他

http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/annai/nouyaku_annai_kanjikai_176.html

◆第 65 回農薬専門調査会評価第四部会［非公開］

【日時】令和元年 10 月 28 日（月） 14:00 ～ 17:00（予定）

【場所】食品安全委員会 中会議室

(東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル２２階 )

【議事】

１）農薬（イマザピル）の食品健康影響評価について

２）その他

http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/annai/nouyaku_annai_hyouka4_65.html

◆第 1 回菌末を原材料として使用する調製粉乳に関するワーキンググループ

【日時】令和元年 10 月 24 日（木） 10:00 ～ 12:00

【場所】食品安全委員会 中会議室

(東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル２２階 )

【議事】

「専門調査会の運営等について」

「乳等省令に係る調製粉乳の審査事項について」 など

http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/annai/wg_kinmatu_annai_01.html

◆第 23 回薬剤耐性菌に関するワーキンググループ

【日時】令和元年 10 月 28 日（月） 10:45 ～ 12:30

【場所】食品安全委員会 中会議室

(東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル２２階 )

【議事】

「専門調査会の運営等について」

「家畜に使用するビコザマイシンに係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響

評価について」

「家畜に使用する硫酸コリスチンに係る薬剤耐性菌に関する再評価の必要

性の検討について」 など

http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/annai/wg_amr_annai_23.html

(2)食品安全委員会、専門調査会等の開催結果

◆第 761 回食品安全委員会

【日時】令和元年 10 月 15 日（火）

【議事】

１）ＢＳＥ対策に関する調査結果等について
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２）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する

説明について

・微生物・ウイルス １案件

乳等省令に係る調製粉乳の審査事項について

・農薬 １品目

「イマザピル」（飼料中の残留農薬基準関連）

・添加物 ４品目

「 L-酒石酸カリウム」、「 DL-酒石酸カリウム」、「メタ酒石酸」及び「炭

酸カルシウム」

・化学物質・汚染物質 １案件

酒精飲料中のメタノールの規制値変更について

３）動物用医薬品専門調査会における審議結果について

・「豚コレラマーカーワクチンを接種した豚に由来する食品の安全性に

関する食品健康影響評価」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集

について

４）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について

・農薬「 1,3 －ジクロロプロペン」に係る食品健康影響評価について

・農薬「オキサチアピプロリン」に係る食品健康影響評価について

・農薬「シクラニリプロール」に係る食品健康影響評価について

５）菌末を原材料として使用する調製粉乳に関するワーキンググループの

設置について

６）食品安全委員会の運営について (令和元年７月～令和元年９月 )

７）その他

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20191015fsc

◆第 171 回添加物専門調査会

【日時】令和元年 10 月 16 日（水）

【議事】

１）専門委員紹介

２）専門調査会の運営等について

３）座長の選出

４）添加物に関する食品健康影響評価指針について

５）その他

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20191016te1

◆第 16 回評価技術企画ワーキンググループ

【日時】令和元年 10 月 17 日（木）

【議事】ワーキンググループの運営等について など

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20191017so1
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◆第 193 回遺伝子組換え食品等専門調査会

【日時】令和元年 10 月 18 日（金）

【議事】専門調査会の運営等について など

https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20191018id1

◆第 194 回遺伝子組換え食品等専門調査会［非公開］

【日時】令和元年 10 月 18 日（金）

【議事】

１）食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え食品等の安

全性評価について

・ ZGL 株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ

２）その他

https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20191018id2

■消費者庁■

(1)食品表示制度に係る説明会の開催について

【日時及び場所】

○宮城会場

令和元年 11 月 8 日 (金 ) 14:00 ～ 16:00

仙台国際センター 会議棟 橘

（仙台市青葉区青葉山無番地）

参加可能人数 :300 名程度

○東京会場

令和元年 11 月 14 日 (木 ) 13:00 ～ 15:00

メルパルクホール 大ホール

（東京都港区芝公園 2-5-20 ）

参加可能人数 :1,000 名程度

○大阪会場

令和元年 11 月 5 日 (火 ) 14:00 ～ 16:00

大阪市中央公会堂 大集会室

（大阪市北区中之島 1-1-27 ）

参加可能人数 :500 名程度

○福岡会場

令和元年 11 月 6 日 (水 ) 14:00 ～ 16:00

都久志会館 ホール

（福岡市中央区天神 4-8-10 ）

参加可能人数 :500 名程度

【プログラムの内容】

・食品表示制度について
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・質疑応答

【申込期限】

宮城会場、大阪会場及び福岡会場… 10 月 28 日 (月 )18:00

東京会場… 11 月 7 日 (木 )18:00

申込者数が会場の収容人数を超えた場合は、抽選

https://www.caa.go.jp/notice/entry/017141/

(2)株式会社プラスワンに対する景品表示法に基づく措置命令について

（令和元年 10 月 16 日） [PDF:1.0MB]

https://www.caa.go.jp/notice/entry/017237/

＊上記会社が供給する鶏の「もも」と称する部位を使用した唐揚げ及び当該

唐揚げを含む商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為 (同法第 5

条第 1 号 (優良誤認 )に該当 )が認められたため、同法第 7 条第 1 項の規定に基

づき行った措置命令。

(3)特別用途食品の許可について（令和元年 10 月 18 日） [PDF:225KB]

えん下困難者用食品 許可基準Ⅱ 1 件

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_191018_

01.pdf

(4)機能性表示食品制度届出データベース 届出情報の更新

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

(5)回収 ･無償修理等情報 (食料品等関係 )

◆猪俣製麺「ゆでチャンポン、ゆで中華そば」（回収）（対応開始日：令和

元年 10 月 14 日）

（回収等の理由：のり状異物（黒色）の製品内混入のおそれ）

※以下のものが対象

消費期限： 19.10.20

出荷先 :

山口県内の以下の店舗

〇アルク

防府店 三田尻店 牟礼店 中関店 山口店 平川店 葵店 大内店

小郡店

〇丸久

華城店 上木部店 宮市店

〇サンマート

華城店 右田店 大道店 秋穂店

〇イオン

防府店



- 7 -

〇マックスバリュ

新田店 防府西店 ザ・ビッグイオンタウン防府東店

ザ・ビッグ防府店

〇イズミ

ゆめタウン防府 ゆめタウン山口 ゆめマート三田尻

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025007&screenkbn=01

◆戸隠岩戸清水「（ミネラルウォーター）戸隠の湧水 (500ml)他 7 品目」（回収）

（対応開始日：令和元年 10 月 7 日）

（回収等の理由：商品の一部に緑藻類が認められたため）

※以下のものが対象

戸隠の湧水 (500ml、 2000ml)

祈りの水 (500ml、 2000ml)

天 (500ml、 2000ml)

戸隠山の湧水 (500ml)

長野の名水 (500ml)

容器包装：ペットボトル

賞味期限： 2020 年 5 月 20 日～ 2021 年 10 月 2 日

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025009&screenkbn=01

◆ソラチ「肉の割烹田村監修スパイス塩 3g × 5 袋入」（返金／回収）（対応

開始日：令和元年 10 月 15 日）

（回収等の理由：一部の商品のアレルゲン検査を行ったところ「卵」が検出

されたため）

※以下のものが対象

JAN： 4901745489982

賞味期限： 2019.12.3

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025008&screenkbn=01

◆ファミリーマート「バター香るもっちりとした食パン（ 3 枚・ 5 枚・ 6 枚）」

（返金／回収）（対応開始日：令和元年 10 月 18 日）

（回収等の理由：パッケージと中身が異なる商品があることが判明したため）

※以下のものが対象

パッケージに記載された消費期限が「 19.10.19」以前のもの

対象店舗：北海道内

販売期間： 10 月 14 日（月）～ 10 月 17 日（木）

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025022&screenkbn=01

◆西日本高速道路のサービスエリア、パーキングエリアで販売した「利休饅

頭」（注意喚起）（対応開始日：令和元年 10 月 16 日）
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（回収等の理由：異物が付着している事象があるため）

※以下のものが対象

商品名：「利休饅頭 24 個入り」、「利休饅頭 42 個入り」

賞味期限：令和元年 10 月 25 日（金）

販売箇所：

山陽自動車道 佐波川サービスエリア（上下線） セブンイレブン

山陽自動車道 下松サービスエリア（上下線）

山陽自動車道 玖珂パーキングエリア（上り線）

山陽自動車道 宮島サービスエリア（上り線）

中国自動車道 王司パーキングエリア（上下線）

中国自動車道 美東サービスエリア（上下線）

中国自動車道 鹿野パーキングエリア（上り線）

九州自動車道 古賀サービスエリア（下り線）

九州自動車道 吉志パーキングエリア（下り線）

関門自動車道 壇之浦パーキングエリア（下り線）

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025021&screenkbn=01

◆パステルイオンモール草津店「（洋菓子）チョコレートブラウニー」（交

換）

（対応開始日：令和元年 10 月 9 日）

（回収等の理由：賞味期限の記載漏れのため）

※以下のものが対象

包装形態：プラスチック容器

（実際の賞味期限： 2019 年 11 月 4 日）

製造者：株式会社オールハーツカンパニー

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025020&screenkbn=01

◆ジェリフ「プラスゼラチン」（回収）

（対応開始日：令和元年 10 月 18 日）

（回収等の理由：賞味期限の表示間違い）

※以下のものが対象

包装形態：合成樹脂製袋詰

賞味期限： 2022 年 6 月 25 日（正しくは 2021 年 6 月 25 日）

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000025019&screenkbn=01

(参考 )

◆新規登録情報一覧 (消費者庁リコール情報サイト )

https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php

■農林水産省■
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(1)「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 第 39 回牛豚等疾病小委員会」

（令和元年 10 月 21 日）の開催結果について

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/191021.html

(2)ブルガリアからの家きん肉等の一時輸入停止措置の解除について（令和元

年 10 月 18 日）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/191018_8.html

(3)フランスのヴァル・ドワーズ県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

（令和元年 10 月 18 日）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/191018.html

(4)長野県で発生した豚コレラ (国内 44 例目 )に係る移動制限区域解除について

（令和元年 10 月 18 日）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/191018_10.html

(5)埼玉県で発生した豚コレラ (国内 43 例目 )に係る移動制限区域解除について

（令和元年 10 月 18 日）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/191018_11.html

(6)豚コレラ関係情報（概要、関連通知等を含む）

◆豚コレラについて (更新 )

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html

◆アフリカ豚コレラについて (更新 )

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

(7)鳥インフルエンザに関する情報 (更新 )

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

(8)東京電力福島第一原子力発電所の事故関連

◆東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保に

関する情報 (出荷制限要請等の状況 )について (随時更新 )

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html

(9)JAS 制度について（令和元年 10 月版）［ PDF:3,842KB］

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/index-35.pdf

（分割版）

その１［ PDF2,099KB］

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html
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http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/index-33.pdf

その２［ PDF1,729KB］

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/index-32.pdf

その３［ PDF1,566KB］

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/index-34.pdf

■厚生労働省■

(1)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会（令和元年９月 13 日）

開催結果

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07351.html

(2)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会（令和元年９月 18 日）開

催結果

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07402.html

(3)第 17 回 食品衛生管理に関する技術検討会（令和元年 10 月 18 日）資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07373.html

(4)平成 31 年度モニタリング検査実施通知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202512_00001.html

◆薬生食輸発 1016 第 1 号「平成 31 年度輸入食品等モニタリング計画」の実

施について（英国産セロリのフルジオキソニル、タイ産未成熟えんどう（さ

や用種及びスナップエンドウと称されるものに限る。）のプロピコナゾール

及びペルー産キノアのフィプロニル） [PDF:10KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf

(5)平成 31 年度その他の監視指導に関する通知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202575_00001.html

◆薬生食輸発 1018 第１号「ナチュラルチーズに係る輸入時検査の強化につ

いて（一部改正）」 [PDF:65KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000559276.pdf

◆薬生食輸発 1018 第２号「中国産生食用ゆでがにの取扱いについて」

[PDF:32KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000558785.pdf

◆薬生食基発 1021 第 2 号・薬生食監発 1021 第 2 号「類又は誘導体として指

定されている 18 項目の香料に関するリストについて」 [PDF:700KB]

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202512_00001.html
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https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000559346.pdf

■国立研究開発法人医薬基盤 ･健康 ･栄養研究所国立健康 ･栄養研究所■

（「健康食品」の安全性 ･有効性情報）

https://hfnet.nibiohn.go.jp/

◇素材情報データベース (更新 )

「ブドウ」「クルクミン」「アキウコン」「コンドロイチン硫酸」

などを更新

(参考 )

◆「健康食品」のホームページ (厚生労働省 )

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

■国立医薬品食品衛生研究所■

◇食品安全情報 (食品の安全性に関する国際機関や各国公的機関等の最新情報 )

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

◆微生物 No.21 / 2019 [PDF:458KB]

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2019/foodinfo201921m.pdf

◆化学物質 No.21 / 2019 [PDF:688KB]

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2019/foodinfo201921c.pdf

============================================================================

3．官報から (令和元年 10 月 17 日～令和元年 10 月 23 日 )

============================================================================

下記の件について官報に掲載されました。

直近 30 日分の官報 (本紙、号外、政府調達等 )は独立行政法人国立印刷局が

提供しているインターネット版『官報』でご覧になれます。

https://kanpou.npb.go.jp/

◇令和元年 10 月 18 日付 (本紙第 114 号 )

○風味調味料の日本農林規格の一部を改正する件（農林水産一一九五）［告

示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

○削りぶしの日本農林規格の一部を改正する件（農林水産一一九六）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

https://hfnet.nibiohn.go.jp/
https://kanpou.npb.go.jp/


- 12 -

○チルドハンバーグステーキの日本農林規格の一部を改正する件（農林水産

一一九七）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

○異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格の一部を改正する件

（農林水産一一九八）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

○チルドミートボールの日本農林規格の一部を改正する件（農林水産一一九

九）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

○ジャム類の日本農林規格の一部を改正する件（農林水産一二〇〇）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

○パン粉の日本農林規格の一部を改正する件（農林水産一二〇一）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191018/20191018h00114/20191018h001140005f.html

◇令和元年 10 月 23 日付 (号外第 143 号 )

○肥料の登録の有効期間を更新した件（農林水産一二一六）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191023/20191023g00143/20191023g001430001f.html

○輸入業者及び登録外国生産業者の住所並びに肥料の名称の変更に係る届出

があった件（農林水産一二一七）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191023/20191023g00143/20191023g001430004f.html

○肥料の登録が失効した件（農林水産一二一八）［告示］

https://kanpou.npb.go.jp/20191023/20191023g00143/20191023g001430005f.html

============================================================================

4．パブリックコメントに関する情報

===========================================================================

各府省では、政策の立案等を行おうとする際に、その案を公表し、様々な立

場の方からご意見を提出していただく機会を設け、提出された意見等を考慮し

て最終的な意思決定を行っています。詳細は各ページをご覧ください。

■募集中のもの【前号掲載分以降】

◇持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格案についての意見・情報の

募集について（農林水産省）
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募集期間：令和元年 10 月 16 日～ 11 月 14 日

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002983&Mode=0

◇豚コレラマーカーワクチンを接種した豚に由来する食品の安全性に関する食

品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意見・情報の募集について

（内閣府食品安全委員会事務局）

募集期間：令和元年 10 月 16 日～ 11 月 14 日

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095191200&Mode=0

◇植物防疫法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集について（農

林水産省）

募集期間：令和元年 10 月 17 日～ 11 月 15 日

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002972&Mode=0

◇輸入植物検疫規程の一部改正案についての意見・情報の募集について（農林

水産省）

募集期間：令和元年 10 月 17 日～ 11 月 15 日

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002981&Mode=0

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

5. ◇◇ 最近の話題・キーワード ◇◇

◆ 令和元年度公開調査研究発表会について ◆

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

FAMIC では、肥料、農薬、飼料等の安全性や食品表示の真正性の確認をはじ

めとした各種検査・分析業務を効率的かつ効果的に行っていくため、新しい検

査・分析技術の導入、検査・分析法の開発・改良、その実用化に関する調査研

究等に取り組んでおり、これらの研究成果について広く公表する場として公開

調査研究発表会を毎年開催しています。

今年度は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門

の鈴木彌生子氏をお招きして、「食品の産地判別技術について－ EU や日本に

おける動向－」についてのご講演も予定しております。

参加ご希望の方は、 11 月 8 日（金）までに当センターホームページの登録

フォームからお申し込みください。

日時：令和元年 11 月 14 日（木） 13： 30 ～ 17： 00

会場：農林水産消費安全技術センター大会議室

（さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま新都心合同庁舎検査棟７階）

参加費：無料 定員： 80 名

開催案内ホームページ [PDF:889KB]
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http://www.famic.go.jp/event/honbu/010909/011114.pdf

FAMIC 広報誌（ 2019 年秋号 No.58）にも開催案内を掲載しております。

============================================================================

★☆編集後記☆★

最後までお読みいただきありがとうございます。

今朝、雪をかぶった富士山が見えました。例年よりかなり遅い冠雪ですが、

ようやく秋が深まってきたと感じました。後は秋晴れに期待したいところです

が、関東地方周辺はまたぐずついた天気がしばらく続く予報が…。

===========================================================================

食の安全を支えるＦＡＭＩＣの広報誌「大きな目小さな目」２０１９年秋号

を発行いたしました。

《２０１９年秋号の主な掲載記事》

○ 私たちの食べ物についての物語

○ あく抜きで、フキ中の天然毒素が減る

○ 信頼できる「測定値」の話

○ 飼料の安全を守る！

○ 用途に合ったお酢選び

２０１９年夏号及びバックナンバーは、ＦＡＭＩＣホームページでご覧いた

だけます。

電子版は下記アドレスからご覧いただけます。

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/index.html

また、スマートフォン、タブレット端末などでも読める EPUB 版も発行して

います (※専用アプリのダウンロードが必要です。 )。詳細は下記アドレスを参

照してください。 [PDF： 68KB]

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/epub-eturann.pdf

なお、お近くの図書館でも紙版が閲覧できるよう取り組んでいます。（閲覧

できない場合はご一報ください。）

============================================================================

～ご利用に当たって～

http://www.famic.go.jp/event/honbu/010909/011114.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/index.html
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/epub-eturann.pdf


- 15 -

当メールマガジンで紹介しているリンク先には一部 PDF ファイルを利用し

ているものがあります。

PDFファイルをご覧頂くためには、下記アドレスから「 Adobe Reader」をダ

ウンロードしてください。

https://get.adobe.com/jp/reader/

============================================================================

[FAMIC メールマガジン］

発行：独立行政法人農林水産消費安全技術センター

消費安全情報部 情報管理課

(〒 330 － 9731 さいたま市中央区新都心 2 － 1

さいたま新都心合同庁舎検査棟 )

URL http://www.famic.go.jp/

＜メールマガジンのバックナンバーはこちら＞

http://www.famic.go.jp/mail_magazine/back.html

＜配信中止 ･配信先変更はこちら＞

http://www.famic.go.jp/mail_magazine/stand.html

＜ご意見 ･ご要望 ･ご感想はこちらへお寄せください＞

https://www.famic.go.jp/docs/reference/hirobaform/index.html

https://get.adobe.com/jp/reader/
http://www.famic.go.jp/
http://www.famic.go.jp/mail_magazine/back.html
http://www.famic.go.jp/mail_magazine/stand.html
https://www.famic.go.jp/docs/reference/hirobaform/index.html

