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１．地域における「農林水産業の輸出力強化戦略」
の確実な実行に向けて
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地域における「農林水産業の輸出力強化戦略」の確実な実行に向けて

Ⅰ 地方農政局等における基本的な取組方向
本年５月に取りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」（以下「戦略」という。）については、農林漁業者をは
じめとする、様々な関係者に対して、戦略に対する理解を深めるとともに、輸出に取り組む機運を醸成するため、全国・
地方ブロック、都道府県単位での説明会を順次開催してきたところ。今後は、各地域において、戦略に記載された各種
取組を速やかに実行に移し、軌道に乗せることが重要。
このため、早期に具体的な成果を出すことができるよう、地方農政局等は、地域の輸出の取組に積極的に関与、支
援するほか、補正予算の効果的な実施に向けて、相談対応、案件形成等を行っていただくことが緊要。

Ⅱ 具体的な進め方
１ 「未来への投資を実現する経済対策」（28年度第２次補正予算）の効果的実施
農林水産物・食品輸出額の平成31年１兆円達成に向け、戦略を確実に実行していくためには、補正予算の効果
的な活用が急務。
特に、①農畜水産物輸出拡大施設整備事業、②農林漁業者等が輸出・販売する拠点づくり、③生産から消費ま
でのコールドチェーン等の流通経路の確立、④商品の取りまとめや輸出手続き代行等の支援策については、予算執行
スケジュールに留意し、地方自治体、農林漁業者や関係事業者への情報提供や案件形成を行っていただくことが必
要。
また、輸出拡大のためのサポート体制を充実するため、JETROに配置する専門家が輸出に取り組む農林漁業者の
相談対応を実施することとなるので、各農政局等の相談対応との緊密な連携を十分に図る必要。

２ 輸出案件の発掘とブラッシュアップ等による成功事例の創出
各ブロックの農林水産物等輸出促進協議会を活用して、①地域における新しい輸出案件の発掘、②補助事業や
規制に関するアドバイスなどによる有望案件のブラッシュアップ、③先般公表した「国・地域別イベントカレンダー」について、
輸出に関心のある事業者に積極的なイベント等への参加を促すほか、連携を希望する自治体を把握し、イベントの実
施時期や実施場所の重複を防ぐなど、イベント間の調整等に取り組む必要。これらの取組や成果について、定期的に
本省に報告し、共有化を図る。
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（参考）農林水産業の輸出力の強化 ～平成28年度補正予算（270億円）～
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２．厚生労働省のHACCP制度化にかかる検討状況
の周知等について
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厚生労働省のHACCP制度化にかかる検討状況の周知等について

食品の衛生管理の国際標準化に関する検討会（厚生労働省）
（平成28年3月～、9月20日にとりまとめ案公表、パブコメを経て12月に最終とりまとめ予定）

１ 検討会開催の趣旨
欧米等先進国をはじめとした諸外国ではHACCPに基づく衛生管理制度化が進んでおり、我
が国においても従来の画一的な衛生基準を見直し、HACCPの制度化によりその導入を進め、
異物混入や食中毒の防止など食品の安全性の向上を図る必要がある。このことから、厚生労
働省において、HACCPの制度化のための検討が行われることとなったもの。

２ 主な検討事項
① 我が国の衛生管理において、HACCPを制度化するための具体的な枠組み等を検討する。
・HACCP衛生管理が求められている対象食品の範囲及び対象事業者の規模
・HACCP導入事業者に対する総合衛生管理製造過程承認制度（丸総）の整理
・対象外の食品に対するHACCP普及のあり方や任意の制度の導入
・自治体による監視指導のあり方

② 輸入食品の食品衛生管理において、HACCPを制度化するための具体的な枠組み等を検討する。
・輸入食品のHACCP適合への確認・監視の手法
・諸外国におけるHACCP制度との同等性確認の方法 等

③ HACCPに関する用語の整理を行う。
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HACCP 衛生管理計画 制度化の要求事項

基準Ａ

Codexのガイドラ
インで示された
HACCP（７原則）

HACCPプランの
作成

以下の内容（７原則）を
全て実施
・危害要因分析
・重要管理点の決定
・管理基準の設定
・モニタリング方法の設定
・改善措置の設定
・検証方法の設定
・記録と保存方法の設定

基準Ｂ
HACCPの考え方に
基づく衛生管理を
実施

HACCPの考え方
に基づく衛生管理
計画を作成

危害要因分析、モニタ
リング頻度、記録作
成・保管の弾力化を検
討

HACCPの制度化の考え方案
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製造･加工業 調理業 販売業 保管業 添加物
製造業

• 菓子製造業
• あん類製造業
• アイスクリーム類製
造業

• 乳処理業
• 特別牛乳搾取処理業
• 乳製品製造業
• 食肉処理業
• 食肉製品製造業
• 魚肉ねり製品製造業
• 食品の放射線照射業
• 清涼飲料水製造業
• 乳酸菌飲料製造業

• 氷雪製造業
• 食用油脂製造業
• マーガリン･ショート
ニング製造業

• みそ製造業
• しょうゆ製造業
• ソース類製造業
• 酒類製造業
• 豆腐製造業
• 納豆製造業
• めん類製造業
• そうざい製造業
• 缶詰･瓶詰食品製造業

• 飲食店営業
• 喫茶店営業

• 食肉販売業
• 魚介類販売業

• 食品の冷凍又
は冷蔵業（製
造･加工業を
除く）

• 集乳業

• 添加物製造業

• 学校･病院等の
集団給食施設

• 魚介類せり売
営業

• 乳類販売業
• 氷雪販売業

基準A･基準Bの対象となる業種、事業者の規模の検討
いずれの食品事業者においても基準Ａによる衛生管理を原則とするが、従業員数

が一定数以下の事業者、若しくは、提供する食品の種類が多くかつ変更頻度が高い
業種や一般衛生管理による対応が可能な業種など一定の業種については、基準Ｂに
よる衛生管理でも差し支えないこととしてはどうか。
主な食品業種※

※営業許可業種及び主な届出業種を記載したものであり、全ての食品業種を網羅的にリスト化したものではない。

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）

各種衛生規範
大量調理施設

衛生管理マニュアル
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● 食のグローバル化が進展し、食品の安全性や管理の規格が農林水産物・食品の貿易や企業間取引上の条件に。
● 欧米を中心に、ＨＡＣＣＰの義務化やＨＡＣＣＰに基づく民間認証の導入が進んでいる。昨年、中国の認証の仕組

みが国際的に承認された。
● 一方、我が国の食品事業者では、中小事業者のＨＡＣＣＰ導入率が約３割にとどまり、規格等による標準化への対

応が遅れている。グローバル化の流れに取り残され、農林水産物・食品の輸出の阻害要因になるおそれ。このため、
日本発の食品安全管理規格と認証の仕組みを作る体制を整え、今後普及・推進していく。

※ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは、危害の防止につながる重要な工程を監視する管理システム。

・ 平成２８年１月
「一般財団法人 食品安全マネジメント協会」設立

・ 平成２８年７月
日本発の最初の食品安全管理規格で、国際的な基準と整合
する製造分野のC規格と認証の仕組みを公表、運用開始

・平成２８年１０月（予定）
一般的衛生管理が中心のA規格、HACCPの実施を含むB規
格等を公表予定

・ 平成２９年度内に国際的な承認申請を行うことを目指す。（予定）
（１０件以上の認証実績と、１年以上の運用実績が必要）

経緯・今後のスケジュール

規格を作り認証の仕組みを運営する民間機関
「一般財団法人食品安全マネジメント協会」

（英文名 Japan Food Safety Management Association 略称 JFSM）

【ミッション】 フードチェーンを通じた食品安全及び信頼確保の
取組向上と標準化によるコストの最適化を目的として、
① 規格、ガイドライン等の作成と認証の運営
② 食品業界内の人材育成
③ 情報収集と発信

日本発の民間の食品安全管理規格（JFS規格）の推進

① 国内での安全管理の向上と効率化
国内でもHACCPの制度化が議論。安全・品質に関する市場の期待も高い。食品安全管理の標準化を進め、

業界内での人材育成を取組の向上させ、規格の統一と認証による透明性の向上で効率化をしていかないと、評価
が得られず、競争力も低下。

② 国際的な標準・ルールに関わる手段の獲得
標準・ルールが、食品の取引、流通においてますます重要に。競争力の維持、向上のためには対応していくことが

必要。

 日本の食産業の10年、20年後の競争力の維持・向上のために取り組む必要。
 現在、世界中で和食が評価され拡大し、４年後にオリパラ東京大会が予定されており、本取組
を進めていくまたとない機会。取組を持続・発展させていく必要。

食品業界にとっての意義

○ 日本語で日本の企業にとって使いやすい

○ 中小の事業者にも取り組みやすいよう、段階的
な仕組み

○ 国内の規制及び国際的なスキームとの整合

○ 現場からの改善提案を食品安全マネジメントに
活かすことを要求

○ 和食やそれに使われる産品にも適用しやすいガ
イドライン等を策定する仕組みを備える

ＪＦＳ規格の特徴
（Japan Food Safety）
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３．６次産業化・農商工連携について
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６次産業化支援対策に関するブロック担当者会議について

１．趣旨
６次産業化の支援対策の推進のため、地方農政局等主催によるブロック担当者会議を開催し、平成２９年
度６次産業化支援対策の予算概算要求の概要等を都道府県等の関係機関へ周知を行う。

２．開催概要
（１）開催時期

（２）主催者
地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局

（３）参集範囲
都道府県、ＪＡ中央会、農業法人協会、商工関係団体、６次産業化サポートセンター、農林漁業成長
産業化ファンドのサブファンド等

（４）議題
平成２９年度６次産業化支援対策の予算概算要求の概要
（農林水産省食料産業局産業連携課の担当官より説明）

ブロック 開催日 開催地
北海道 ９月12日(月) 北海道札幌市
東 北 ９月21日(水) 宮城県仙台市
関 東 ９月２日(金) 埼玉県さいたま市
北 陸 ９月７日(水) 石川県金沢市
東 海 ９月９日(金) 愛知県名古屋市
近 畿 ９月13日(火) 京都府京都市
中 国 ９月８日(木) 岡山県岡山市
四 国 ９月９日(金) 香川県高松市
九 州 ９月14日(水) 熊本県熊本市
沖 縄 ９月15日(木) 沖縄県那覇市
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６次産業化・農商工連携フォーラムについて

１．目的

本年３月４日の官民対話において、農業界と産業界との協力体制を推進し、今後、具体的な取組を行って
いくこととしており、６次産業化や農商工連携をはじめとする関連施策の発展的な活用が求められているところ。
ついては、日本各地において、行政・支援機関が一堂に会し、農林漁業者や中小事業者等に対して情報提供
を行うとともに、農林漁業者・中小企業者等の具体的な連携を促進する場を設けることとする。

２．概要
（１）開催時期：

平成28年度内
（２）開催地候補：

各ブロック拠点、計１０カ所程度
（３）参加者・規模：
（ターゲット）100名
地域の農林水産業者やその団体、食品製造事業者、販売者、その他、農商工連携に関心ある中小企
業者やその団体等
（行政・団体側）50名
地方公共団体（都道府県の農政部及び商工労働部、市町村）、その地域を管轄する地方農政局等、
経済産業局及び、関係する支援機関、金融機関等

（４）プログラム（案）：
※半日間を想定
・支援機関等からの説明（各機関の支援策、支援事例の紹介など）
・農林漁業者や中小企業者によるパネルディスカッション 等
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