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１．特集 

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

 

■ 米国食品安全強化法セミナー～ 入門編～（ジェトロ）    

 

ジェトロでは、「米国食品安全強化法 ～入門編～」を 

全国 23都市にて開催します。  

 

米国食品安全強化法（FSMA）は 2011年に成立した米国の法律で、2016年 9月 19 日 

から主要な規則の適用が、順次開始されます。 

米国で消費するすべての農林水産物・食品が対象となるため、米国向けに輸出 

している企業では、FSMAへの必要な対応を実施していく必要があります。 

 

本セミナーでは、入門編として、FSMAの概要について基本から説明し、今後、 

求められる対応について解説します。また、FSMA 対応策を検討する前に理解し 

ておくべき国内外の食品安全の情報についてもお話します。 

 

米国向けに農林水産物・食品の輸出を行っている方、これから食品安全に 



かかる社内体制の整備を検討している方、また海外営業・品質管理等の業務に 

従事している方等のご参加をお待ちしております。 

 

    ※本事業は農林水産省補助事業として実施します。 

   （ただし千葉、香川、盛岡を除く） 

 

 

 ＜札幌＞ 

 【日時】2016年 6月 20日（月曜）14時 00 分～16時 30 分（受付開始：13時 30 分） 

 【場所】北海道経済センタービル 8階 Bホール 

     （札幌市中央区北一条西二丁目） 

  

  詳細、お申込みはこちら↓ （外部リンク） 

  https://www.jetro.go.jp/events/sap/2a0e696ea5022087.html 

 

  ▼お問合せ先： 

    ジェトロ北海道 （担当：瀬川、山本） 

   Tel：011-261-7434  Fax：011-221-0973  

   E-mail： sap@jetro.go.jp 

 

  

 ＜茨城＞ 

 【日時】2016年 6月 23日（木曜）14時 00 分～16時 30 分（受付開始：13時 30 分） 

 【場所】茨城県水戸合同庁舎 2階 研修室兼会議室（水戸市棚町 1-3-1） 

  

  詳細、お申込みはこちら↓ （外部リンク） 

  https://www.jetro.go.jp/events/ibr/b8b5f8f9d980c781.html 

 

  ▼お問合せ先： 

    ジェトロ茨城 （担当：深谷） 

   Tel：029-300-2337 Fax：029-233-3778  

   E-mail：ibr@jetro.go.jp 

 

 

 ＜出雲＞ 

 【日時】2016年 7月 6日（水曜）14時 00分～16時 30 分（受付開始：13時 30分） 

 【場所】出雲市民会館 3 階 304 学習室（出雲市塩冶有原町 2-15） 

  

  詳細、お申込みはこちら↓ （外部リンク） 

  https://www.jetro.go.jp/events/mat/e844883cb104110c.html 
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  ▼お問合せ先： 

  ジェトロ松江 （担当：宮本、トオネン） 

   Tel：0852-27-3121 Fax：0852-22-4196  

   E-mail：mat@jetro.go.jp 

 

 

 ＜山形＞ 

 【日時】2016年 7月 14日（木曜） 13時 30分～16 時 00分（受付開始：13時 00 分） 

 【場所】食糧会館 おしどりＡ  2階（山形市旅篭町 3-1-4） 

  

  詳細、お申込みはこちら↓ （外部リンク） 

  https://www.jetro.go.jp/events/yat/c67e69b9cadc4b67.html 

 

  ▼お問合せ先： 

  ジェトロ山形 （担当：圓口（えんぐち）、高橋） 

   Tel：023-622-8225 Fax：023-623-1014  

   E-mail：yat@jetro.go.jp 

 

 

○ このほか、今後以下の都市でも順次開催予定です。ジェトロのイベント 

 情報で随時ご案内いたしますのでご確認ください。 

  

 ジェトロイベント情報 

 https://www.jetro.go.jp/events/  （外部リンク） 

 

 今後の開催予定 

 

 高知（6/27） 

 米子(7/5）  新潟（7/8） 青森（7/12） 栃木（7/13） 仙台（7/13） 

 宮崎（7/21） 神戸（7/26） 千葉（7/28） 

 名古屋（8/1）岐阜（8/2）  横浜（8/5）  福岡（8/8）  広島（8/9） 

 香川（8/25） 岡山（8/26） 長野（8/30）  

  徳島（9/2） 盛岡（9月） 
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２．研修会・セミナーの御案内 
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■ HACCP等の導入促進に関する研修会等 

 （農林水産省食料産業局食品製造課企業行動室） 

 

FSMAへの対応に当たって参考となる支援策の一つとして、HACCPの導入促進等 

に関する研修等を行っています。 

今年度につきましては、開催日時・会場が確定いたしましたら、 

本メールマガジンでも御案内させて頂きます。今暫しお待ち願います。 

 

 

 

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

３．その他の情報 

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

 

■ 米国食品安全強化法（FSMA）の第 106 条規則公表について 

米国食品安全強化法（FSMA）のうち、意図的な食品不良事故防止等に係る 

最終規則〔意図的な食品不良事故の予防・軽減（食品防御）のための緩和戦略 

に係る規則〕が、2016年 5月 26 日に公表されました。 

 

これを踏まえ、ジェトロでは以下の資料を作成しました。 

規則の理解促進のために、ご活用いただければ幸いです。 

 

意図的な食品不良事故防止等に係る規則の公表について（速報版） 

（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/fsma106_gaiyo1.pdf 

 

食品安全強化法（最終主要規則）～意図的な食品不良事故防止等に係る規則～ 

（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/fsma106_gaiyo2.pdf 

 

（参考）食品安全強化法（FSMA）に関する情報 

 （外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html 

 

 

 

■農林水産省のホームページのご紹介 

 

・米国への農林水産物・食品の輸出に取組む皆様に向けて、FSMAに関する 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/fsma106_gaiyo1.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/fsma106_gaiyo2.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html


 資料を掲載しております。下記の農林水産省ホームページをご参照下さい。 

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html#fsma_top 

 

 

 

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

４．最近の米国情報 

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

  

 このコーナーでは、各種のニュースや記事で掲載された米国 FSMAに関連する 

 情報を抜粋・要約してご紹介します。 

 今号では、FDAの動き、米国の事業者の反応について、記事を抜粋する形で 

 ご紹介します。 

 

  注：今号の記事の抽出の期間は、５月 10 日～６月 10 日としています。 

    このため、記事掲載時からの時間経過により、予定や状況が 

    変更になっている場合がありますので、ご留意ください。 

 

 

■FDA の動き  

 

・ FDAは 5月 13日、零細企業やその他適格施設を、予防管理規則の修正要件の 

対象とすることを定めた指針案を公表した。修正要件が適応されるためには、 

FDAの定めた適格施設の条件に該当していること、また、食品危害に対する 

予防管理の実施、若しくは非連邦食品安全法令の遵守を証明する書式用紙を 

FDAに提出することが求められる。 

 

指針案は以下の URLからアクセスできます（外部リンク） 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm496264.

htm 

 

（出典：2016年 5月 16日 ”Federal Register”（外部リンク） 

 

https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/16/2016-11439/qualified-facility-attestatio

n-using-form-fda-3942a-for-human-food-or-form-fda-3942b-for-animal-food） 

 

 

・ FDAは 5月 26日、FSMAの 7つの主要規則のうち最終規則である、「意図的な 

食品不良事故防止等に係る規則」を発表した。FDA に登録が必要な米国内外の 
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食品関連施設を対象とし、食品防御計画（Food Defense Plan）において、 

甚大な公衆衛生被害を与えるための意図的な異物混入等の食品不良事故発生の 

可能性が高い工程を特定させ、その工程において事故予防・軽減のための 

措置を取らせることをねらいとする。 

 

規則についてのガイダンスは以下の URLからアクセスできます（外部リンク） 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm378628.htm 

 

（出典：2016年 6月 7 日 ”Food Processing”（外部リンク） 

 http://www.foodprocessing.com/industrynews/2016/final-fsma-rule-adulteration/ ） 

 

 

 

■関連事業者の動き 

 

・ The Food Marketing Instituteや The Grocery Manufacturers Association 

等の米国における食品貿易に関与する団体の代表は、企業が提出した機密情報 

の保護に関して FDAと討議を行った。FDAは守秘義務を果たすために、施設査察 

担当者に対するトレーニングの実施、定期的な情報セキュリティシステムの 

更新等の対策を講じていることを強調した。 

 

（出典：2016年 6月 8 日 “International Dairy Foods Association” 

 （外部リンク） 

 

http://www.idfa.org/news-views/headline-news/article/2016/06/08/fda-explains-tactics-for-pro

tecting-trade-secrets ） 

 

 

・ 食品安全・品質管理サービスを提供する The Safety Chain Software 社と、 

食品・飲料に関するアドバイザリーサービスを提供する The Acheson Group 社は 

合同で、2016年 FSMA 準備状況・コンプライアンス戦略（2016 FSMA Readiness and Compliance Strategy）

調査報告書の公開を発表した。 

調査対象となった米国の食品・飲料企業 400社のうち 75～85%が、FSMA規則を 

遵守するための検査や記録文書等の管理を円滑にするための科学技術の使用 

および使用の検討をしていることが調査結果として分かった。 

 

FSMA準備状況・コンプライアンス戦略調査報告書は以下の URL から 

アクセスできます（外部リンク） 

http://marketing.safetychain.com/acton/form/2194/00e7:d-0004/1/-/-/-/-/index.htm 
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（出典：2016年 5月 18日 “Market Wired”（外部リンク） 

 

http://www.marketwired.com/press-release/safetychain-software-the-acheson-group-release-2016

-fsma-readiness-compliance-strategy-2126389.htm ） 

 

 

 

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

５．Ｑ＆Ａコーナー 

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

 

 引き続き事業者の皆様の FSMAにかかるお悩みや疑問を募集し、多くの方 

 からいただいた質問に関しては、FAQ として整理の上、FSMA メルマガで、 

 回答をしたいと考えております。 

 つきましては、FSMA の内容や運用に関してお悩みや疑問のある方は、 

 下記フォーマットを用い、下記メール宛先までお寄せください。 

 

 質問用紙（「お悩み投書箱」） 

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

  

 メール宛先    

  nousui-fsma@maff.go.jp  

 

 紙面等の関係上、ご質問すべてに個別にはお答えできないこと、予めご了承 

 下さい。なお、メルマガにおいて質問及び回答を記載する際には、地域、 

 業態、製品群等のみの概要に留め、詳細な個別企業に関する情報は 

 公開いたしません。 
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 このメールマガジンに関するご意見・ご要望又は転載を希望する場合は、 

 当課までお問合せ下さい。 

 

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

 

 お知り合いに「農林水産省 FSMAメールマガジン」をぜひご紹介下さい。 

 

 当メールマガジン及びバックナンバーは、以下の輸出促進対策ホームページ 

 に掲載しております。 

  http://mailmag.maff.go.jp/c?c=14314&m=90861&v=f715f9a3 

   

 当メールマガジンの配信登録、配信変更及び配信解除等は、以下のホーム 

 ページから手続することができます。 

  http://mailmag.maff.go.jp/c?c=14315&m=90861&v=529e69ad 
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