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---------------------------------------------------------------------- 
１．特集 
---------------------------------------------------------------------- 
■105 条、301 条、307 条の細則公開について（FDA-HP 紹介） 
 
食品安全強化法（FSMA）の第 105 条・301 条・307 条規則公表について  
 
米国食品医薬品局（FDA）2015 年 11 月 13 日、食品安全強化法（FSMA）の関連 
規則である「農産物の安全に係る取扱基準」「外国供給業者検証プログラム」 
「認証第三者監査制度」の 3 本を公表しました。  
 
◎105 条 農産物の安全に係る取扱基準（FSMA Final Rule for Produce  
 Safety、外部リンク） 
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm 



 
◎301 条 外国供給業者検証プログラム（FSMA Final Rule for Foreign  
 Supplier Verification Programs (FSVP)、外部リンク） 
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm 
 
◎307 条 認証第三者監査制度（FSMA Final Rule on Accredited  
 Third-Party Certification、外部リンク） 
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361903.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（農林水産省食料産業局食品製造課） 
 
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。 
開催日時・会場、申し込み方法等は下記のページをご覧下さい。 
 
http://mailmag.maff.go.jp/c?c=13716&m=90861&v=023b47e8 
 
 
■ FSMA 大規模セミナー（ジェトロ主催、農林水産省後援） 
 
2016 年 2 月上旬に、東京・大阪にて FSMA 大規模セミナーを開催の予定です。 
募集方法等の詳細については、本メルマガの臨時号にて近日ご案内予定です 
ので、今暫くお待ち下さい。 
 
 
■  FSMA 入門セミナー（ジェトロ） 
 
○現在募集中 
 
なし 
 
○今後の予定（2015 年度） 



 
佐賀（2016 年 2 月下旬～3 月開催予定、募集開始時期調整中、外部リンク） 
 
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
３．その他の情報 
---------------------------------------------------------------------- 
 
■ GAP に関して（農林水産省 生産局 農業環境対策課） 
 
農林水産省では食品安全、環境保全、労働安全などに資する、農業者の持続的 
な改善活動である GAP（農業生産工程管理）を推進しています。以下のページ 
で GAP に関する情報提供を行っておりますので、FSMA（105 条）対策の第一歩と 
して、GAP に取り組みたいとお考えの皆様は、ぜひご覧下さい。 
 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/ 
 
 
■ 農林水産物等輸出促進メールマガジンのご案内 
 
農林水産省では、輸出促進に関する行事のご案内、補助事業の募集や輸出先国 
・地域における規制に関する最新情報などをお届けするため、「農林水産物等 
輸出促進メールマガジン」の配信を行っています。 
このメールマガジンは、月２回程度配信しており、農林水産物・食品の輸出に 
関係されている事業者、団体、行政関係者など、多くの方々に登録をお勧め 
しています。以下の手順で奮ってご登録ください。 
 
 【登録手順】 
  「農林水産省（ホーム）」→「組織・政策」→「食料産業局」→ 
  「輸出促進対策」→「輸出促進メールマガジン」の『新規配信登録』 
   http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html 
   ※【本省発行】の中から、「農林水産物等輸出促進メールマガジン」を 
     選択ください。 
 



 【主な配信内容】 
  ・輸出関連セミナー、見本市等のイベント情報 
  ・輸出促進関連補助事業の公募情報 
  ・輸出先国・地域における規制に関わる情報 
  ・毎月の農林水産物・食品の輸出実績     など 
 
 
■ジェトロのホームページのご紹介 
 
○概要 
 
・FSMA の詳細な情報については、下記のジェトロのホームページにてご覧に 
 なることができます。 
 
 ジェトロ「食品安全強化法（FSMA）に関する情報」（外部リンク） 
 http://mailmag.maff.go.jp/c?c=13719&m=90861&v=e06028f7 
 
 
○更新情報 
 
ジェトロでは以下資料を作成しました。ぜひご利用ください。 
 
◎食品安全強化法の主要規則解説等（2015 年 11 月 18 日、外部リンク） 
 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/fsma_gaiyo_20151118.
pdf 
 
 
このほか、ジェトロでは 11 月に公表された３つの規則を翻訳中です 
（12 月下旬完成予定）。翻訳物は以下のジェトロウェブサイトに掲載予定 
ですので、併せてご利用ください。 
 
◎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 
 
 



---------------------------------------------------------------------- 
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、中国の食品安全法について、 
 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、10 月 16 日～11 月 15 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、11 月 13 日に記者発表を行い、今般の FSMA の細則発表に伴い、国内 
 農業事業者、輸入事業者等に対する食品安全基準を明確にしたことで、 
 食品が媒介する疾患の予防について大きな進歩があると述べた。 
 （2015 年 11 月 13 日 "US Fed News"） 
 
・FDA は FSMA に関連し、輸入水産物の検査に新しい方法を適用する。輸入水産 
 物については第三者認証制度により、「サプライチェーンの安全性に対し 
 より高いレベルの規制を維持する」ことを目的としている。 
 （2015 年 11 月 13 日 "FDA Week"） 
 
・FSMA に関して FDA は海外の工場等の視察要員を準備しているが、要員の数が 
 不十分である。2014 年には 4,800 件の海外視察を予定していたが、実施でき 
 たのは 1,323 件にとどまった。 
 （2015 年 11 月 13 日、"CQ News"） 
 
・ホワイトハウスの National Ocean Council は 10 月 30 日に絶滅が危惧される 
 海産物に関する委員会を開催した。当委員会において FSMA との関連で、 
 FDA が農務省と連携して、食品技術研究所（Institute of Food  
 Technologies）により、市場に出る水産品のトレーサビリティ強化の 
 パイロットプロジェクトを開始したと述べた。 
 （2015 年 10 月 30 日 "Federal Register"） 
 
・疾病管理予防センター（Centers for Disease Control and Prevention 



 ：CDC）が実施した会議で、FDA の Kathleen Gensheimer 氏は、現在 FDA は 
 FSMA の履行について「非常に重要な局面」にあると述べた。履行のための 
 あらゆるインフラを整備する必要があり、そのために科学・数字に基づい 
 た食品安全管理システムを構築してゆくともコメントしている。 
 （2015 年 11 月 3 日 "Centers for Disease Control Documents"） 
 
 
■米国事業者の反応 
 
・SafetyChain Software 社は FSMA の内容と事業者に与えるインパクトに関する 
 オンラインセミナーを 8 月以降継続的に開催しているが、10 月 30 日に開催 
 されるセミナーでは、FSMA 細則公開後に事業者直面するであろう影響、HACCP 
 との関係で実施しておくべきことが主なトピックとなる。また、9 月に行われ 
 た同社の FSMA セミナーには「非常に大きな反響」があった。 
 （2015 年 10 月 28 日 "Marketwired"） 
 
 
■参考＞他国での動き ～中国での事例 
 
・北京当局によると、ケータリング事業を行うレストランの一部とインター 
 ネット事業者が共同して、食品安全法違反の動きが活発化している。 
 市民がインターネットで簡単に食品を注文できるようになったことが背景 
 にある。当局は４つのインターネット事業者に対する調査を開始した。 
 （2015 年 11 月 9 日 "Caixin Online"） 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
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 メルマガ第 5 号 
 以降で、回答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。 
  
 
---------------------------------------------------------------------- 
 発 行 
---------------------------------------------------------------------- 
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 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。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 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 
 
 
 
 


