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１．トピックス 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
■米国食品安全強化法（FSMA）の危害分析および予防管理、2017 年 9 月 18 日 
から小規模企業にも義務付け 
・危害分析および予防管理を含む食品安全計画の策定等を定めた規則（第 103 条関連 
規則）が、2017 年 9 月 18 日以降、小規模企業（専従換算従業員 500 名未満）に 
該当する食品の製造／加工、梱包、保管施設にも適用されます。該当する企業は 
期限までに、食品安全計画の文書化や態勢の整備等対応が必要です。 

 ジェトロは食品安全計画の雛形と記入用フォームを用意しておりますので、皆様が 
食品安全計画を作成する際にご活用頂ければ幸いです。 

 
◇食品安全計画の雛形 
 本メルマガの後段にリンクがあります。 
 
◇「ヒト向け食品に関する現行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた 
予防管理」規則にかかる食品安全計画雛形（記入用フォーム）について 

（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/fsma103hinagata2_form.docx 

 
・なお、「適格施設」（零細企業：過去 3 年間のヒト向け食品の平均年間売上高 100 万 

ドル未満）は、2018 年 9 月 17 日から緩和要件（サブパート C および G の免除） 

にて適用となります。「適格施設」に必要な申請・書類などについては、以下を 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/fsma103hinagata2_form.docx


ご参照下さい。 

 

◇「米国食品安全強化法（FSMA）の危害分析および予防管理「適格施設」（零細企業） 

として必要な準備とは」（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170818.pdf 

 
■「ジェトロセンサー2017 年９月号」 
【特集】本格施行！米国食品安全強化法 対米輸出への取り組み 
「ジェトロセンサー2017 年９月号」では、米国食品安全強化法（FSMA）に 
関する情報をまとめ、日本企業・自治体等による対応等について紹介しています。 
 
◇ジェトロセンサー9 月号 

【特集】本格施行！米国食品安全強化法 ―対米輸出への取り組み―（外部リンク） 
https://www.jetro.go.jp/publications/jetro/2b49e78819866d9f.html 

 
■「ヒト向け食品に関する現行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに 
応じた予防管理」規則にかかる現行適正製造規範（GMP）例について 
・ジェトロは FSMA 第 103 条で求められる予防管理を行う上での基礎となる現行適正 

製造規範（GMP）の例を作成しました。 
 
◇「ヒト向け食品に関する現行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた 
予防管理」規則にかかる現行適正製造規範（GMP）例について（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170807.pdf 

 

■米国食品安全強化法 Q&A－ジェトロに寄せられた質問から－(第 2 版)について 
・ジェトロは 2017 年 1 月に公表した FSMA に関する Q&A を、2017 年 7 月までに 

得られた情報に基づいて改訂し、第 2 版として公開しました。主な改訂箇所は赤字 
で示されています。 

 

◇米国食品安全強化法 Q&A－ジェトロに寄せられた質問から－(第 2 版)について 
（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170810.pdf 

 

■米国食品医薬品局（FDA）、米国食品安全強化法（FSMA）の危害分析および 
予防管理にかかる「食品安全計画」作成支援ツールを公開 
・FDA が公開した「食品安全計画」作成支援ツール（Food Safety Plan Builder : FSPB) 

の概要をお知らせします。（ツール本体は英語入力のみの対応です） 
 
◇米国食品医薬品局（FDA）、米国食品安全強化法（FSMA）の危害分析および予防 

管理にかかる「食品安全計画」作成支援ツールを公開（外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170818.pdf
https://www.jetro.go.jp/publications/jetro/2b49e78819866d9f.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170807.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170810.pdf


https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170823.pdf 

 

◇FDA が公開している「食品安全計画」作成支援ツール（英語入力）へのリンク 
（外部リンク） 
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm539791.htm 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
２．研修会・セミナーの御案内 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
■HACCP 等の導入促進に関する研修会等の開催 
（農林水産省食料産業局食品製造課企業行動室） 
・FSMA への対応にあ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。本年度の研修に関する詳細が決まり次第、順次 
下記リンクにてご案内致します。開催日時・会場、申し込み方法等は下記リンクを 
ご覧下さい。 （外部リンク） 

◇http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/kensyu/kensyu.html 
 
■米国安全強化法セミナー（ジェトロ長野） 
【テーマ】米国食品安全強化法（FSMA）の概要と求められる対応 
【日時】2017 年 9 月 15 日（金）14 時 00 分～15 時 30 分 
【会場】長野県工業技術総合センター 食品技術部門 3 階 講堂（長野市栗田 205-1） 
【申込期限】2017 年 9 月 13 日（水） 23 時 59 分 
【詳細情報・申込先リンク↓】 （外部リンク） 

https://www.jetro.go.jp/events/ngn/4c7e1feaf91889e3.html 

 

▼お問い合わせ先 

ジェトロ長野 （担当：石川） 
Tel：026-227-6080 Fax：026-224-2771  
E-mail：ngn@jetro.go.jp 
 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
３．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。 
※記事抽出期間：2017 年 7 月 1 日～2017 年 8 月 29 日、記事掲載時からの時間経過に 

より、本記事に記載されている予定や状況が変更されている場合がありますことを 
ご留意ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/fsma/20170823.pdf
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm539791.htm
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/kensyu/kensyu.html
https://www.jetro.go.jp/events/ngn/4c7e1feaf91889e3.html
mailto:ngn@jetro.go.jp


 
■FDA の動向 
・FDA は、中小企業向けの意図的な食品不良事故防止規則のためのコンプライアンス 

ガイドを公開しました。 
（出典：2017 年 8 月 24 日 FDA（外部リンク） 
◇英文 https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm572408.htm 

 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
４．その他の情報 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
■JETRO 米国食品安全強化法（FSMA）対応支援コンサルティングサービスの 
ご案内 

・本サービスでは、FSMA 対応にかかるご相談に対して、無料で米国の弁護士等が 
回答します。ご利用条件等は、以下のご案内をご確認ください。 

◇【詳細情報・お申込み先リンク】 （外部リンク） 
 https://www.jetro.go.jp/services/advice/fsma.html 

 
【参考情報】 
 ◇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 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
５．リンク集 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
■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 
 
■ジェトロのホームページのご紹介 
・ジェトロでは、FSMA に関する一連の情報（規則の概要・セミナー情報等）を 
ホームページに掲載しております。 （外部リンク） 

◇https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/ 
 
■FSMA に関する食品安全計画雛形(ジェトロ公開資料) 
・ジェトロでは、FSMA で求められる食品安全計画について、「味噌」・「まんじゅう」・ 

「ドレッシング」・「冷凍チャーハン」の雛形を公開しています。 
食品安全計画を作成する際にご活用下さい。 

 

https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm572408.htm
https://www.jetro.go.jp/services/advice/fsma.html
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/


◇食品安全計画雛形（外部リンク） 
《味噌》 
・和文：

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/1e0676c66ea7e197/fsma103hinagata2-miso.

pdf 
 
《まんじゅう》 
・和文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a93944f0c730852f/fsma103hinagata4_jp.pdf 

・英文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a93944f0c730852f/fsma103hinagata4_en.pdf 

 
《ドレッシング》 
・和文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd155504d0f03c5c/fsma103hinagata3_jp.pdf 

・英文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd155504d0f03c5c/fsma103hinagata3_en.pdf 

 
《冷凍チャーハン》 
・和文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/f4e6ffb1efa27504/fsma103hinagata_jp.pdf 
・英文：

http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/f4e6ffb1efa27504/fsma103hinagata_enrv.pdf 
 
■当メールマガジン及びバックナンバーリンク 
・下記の輸出促進対策ホームページに掲載しております。 
◇http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/back_number.html 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
発 行・お問い合わせ先 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
［農林水産省 FSMA メールマガジン］ 
発行：農林水産省 食料産業局 輸出促進課 
住所：〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 
代表：03-3502-8111（内線 4310） 
直通：03-3501-4079 
FAX：03-6738-6475 
 
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。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/1e0676c66ea7e197/fsma103hinagata2-miso.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/1e0676c66ea7e197/fsma103hinagata2-miso.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a93944f0c730852f/fsma103hinagata4_jp.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a93944f0c730852f/fsma103hinagata4_en.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd155504d0f03c5c/fsma103hinagata3_jp.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd155504d0f03c5c/fsma103hinagata3_en.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/f4e6ffb1efa27504/fsma103hinagata_jp.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/f4e6ffb1efa27504/fsma103hinagata_enrv.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/back_number.html


 
FSMA に関するご質問がある場合は、 
農林水産省担当窓口： nousui-fsma@maff.go.jp 
ジェトロ担当窓口： fsma@jetro.go.jp 
まで お問い合わせください。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 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://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/index.html 

mailto:nousui-fsma@maff.go.jp
mailto:fsma@jetro.go.jp
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/index.html

