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第71回 化学物質ウオッチング （2021年1月号） 

2021年1月6日（水） 

彩の国環境大学修了生の会 

化学物質部会 

宇塚秀明 会員番号308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

１．化学物質管理に関する新着情報 

① 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改

正する政令案」に対する意見募集 

環境省  報道発表資料  2020年12月4日 

http://www.env.go.jp/press/108492.html 

→ 化管法（PRTR法）改正に関するパブリックコメント募集です。 改正の内容は、次の 2点です。 

1)  第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の追加又は削除 

2)  第一種指定化学物質等取扱事業者の要件に係る変更 

② 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52号）の一部を改正する省令

（案）」及び「食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（案）」

（乳等の容器包装等に関する規格基準の統合）に係る意見募集の結果 

e-Gov パブリックコメント    結果の公示日   2020年12月4日 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190226&Mode=1 

→ 食品安全衛生法、乳等省令に関するパブコメ結果です。  提出された意見は 27件 

③ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 

厚生労働省 通知   2020年12月4日 生食発1204第5号   

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201207I0010.pdf 

→ 前記③のパブコメを経て、乳等省令、食品・添加物等の規格基準の一部が改正されました。改正の

主な内容が記載されています。 

④ 令和2年12月9日開催 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 資料 

厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15317.html 

→ 12月9日に、オンライン会議で開催されました。 配付資料が公開されています。審議事項は、 

1) 食品の規格基準の設定について 2) ミネラルウォーター類の成分規格の改正について 3) 清

涼飲料水の規格基準の改正について 4) 食品添加物の指定等について 5) 食品中の農薬等の残

留基準の設定について 

 第71回 化学物質ウオッチングは、2020年11月下旬～2020年12月下旬分の新着情報です。 

       １．化学物質管理に関する新着情報 

       ２．食品安全に関する新着情報 

       ３．環境一般、その他の新着情報 

       ４．無料セミナー情報 

       ５．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 

       ６．新型コロナウイルスCOVID-19情報 

http://www.env.go.jp/press/108492.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190226&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190226&Mode=1
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201207I0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15317.html
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⑤ NITE統合版GHS分類結果 

製品評価技術基盤機構（NITE）   2020年12月14日  掲載 

https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html 

→ NITE統合版 GHS分類結果は政府による分類事業で分類された結果をNITEが独自にとりまと

めたものです。 

⑥ 中央環境審議会環境保健部会 化学物質評価専門委員会（第26回） 議事次第・配付資料 

環境省 

http://www.env.go.jp/council/05hoken/post_593.html 

→ 12月17日に開催された会合の資料が公開されています。 議題は、1) 化学物質環境実態調査  

2) 化学物質の環境リスク初期評価（第19次取りまとめ等） 

→ 化学物質の環境リスク初期評価（第19次取りまとめ）の結果 

環境省  報道発表資料  2020年12月21日 

http://www.env.go.jp/press/108823.html 

⑦ 令和元年度化学物質環境実態調査結果（概要） 

環境省  報道発表資料  2020年12月24日 

http://www.env.go.jp/press/108839.html 

→ 一般環境中における化学物質の残留状況を継続的に把握しています。 

初期環境調査、詳細環境調査、および、モニタリング調査 として実施 

 

 

２．食品安全に関する新着情報  

① 親子で学べる特設ウェブコンテンツ 「知ろう！考えよう！食べものと放射性物質」 の公開について 

食品安全委員会   プレスリリース  2020年12月21日 

http://www.fsc.go.jp/koukan/annai/annai20201221.html 

→ 内閣府食品安全委員会は、消費者庁、厚生労働省及び農林水産省と連携して、主に小学生やその

保護者の方を対象に、親子で一緒に食品中の放射性物質について学べる特設ウェブコンテンツを作

成し、本日、公開しました。 

   消費者庁ウェブサイトURL  https://www.food-safety.caa.go.jp/oyako2020/ 

② 楽しく健康な食生活のために 

農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課   2020年12月24日  更新 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/wakate/index.html 

→ 消費者のみなさまに 「食」 に関する知っ得情報をお届けします。 

③ 鳥インフルエンザについて 

食品安全委員会   2021年1月2日 更新  随時更新 

https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html 

→ 食品安全委員会は、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフル

エンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。 

→ 鳥インフルエンザに関する情報 

農林水産省   随時更新 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 
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http://www.env.go.jp/press/108839.html
http://www.fsc.go.jp/koukan/annai/annai20201221.html
https://www.food-safety.caa.go.jp/oyako2020/
https://www.maff.go.jp/j/syouan/wakate/index.html
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html


   3 

 

３．環境一般、その他新着情報 

① 2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（速報値） 

環境省  報道発表資料  2020年12月8日 

http://www.env.go.jp/press/108734.html 

→ 2019年度（速報値）の総排出量は CO2換算 12億 1,300万トンで、前年度比－2.7％、2013年度

比－14.0％ 、2005年度比－12.2％ でした。 

② 第五次環境基本計画の進捗状況の第1回点検結果 

環境省  報道発表資料  2020年12月17日 

http://www.env.go.jp/press/108776.html 

→ PDF資料はこちら  http://www.env.go.jp/press/files/jp/115232.pdf 

③ 気候変動影響評価報告書の公表 

環境省  報道発表資料  2020年12月17日 

http://www.env.go.jp/press/108790.html 

→ 本報告書は、気候変動適応法に基づくものとしては初めての気候変動影響の総合的な評価に関す

る報告書です。 

気候変動影響評価報告書（総説） [PDF 11.4 MB] 

（参考資料）気候変動影響評価報告書（詳細） [PDF 9.0 MB] 

 

 

４．無料セミナー情報 

① エコライフ・フェア 2020 Online 

環境省 

http://ecolifefair.env.go.jp/ 

→ 日時 ： 2020年12月19日～2021年1月17日 

  イベントやワークショップの各コンテンツをYouTubeにて配信しています。 

② IPCC シンポジウム 「気候変動と社会変容」  

環境省 

http://www.env.go.jp/press/108792.html 

→ 日時 ： 2021年1月6日～2021年3月末   講演動画配信 

1月13日（水） 15：00～16：00     パネルディスカッション 

事前登録不要でオンライン配信されます。 

https://www.gef.or.jp/news/event/210113ipccsympo/ 

③ 蓄電池システムの安全性評価に関するNITE講座 

製品評価技術基盤機構（NITE） 

https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/nite-kouza_2020_nlab.html 

→ 日時 ： 2021年1月20日（水） 9:45～15:20 

Zoomウエビナーによりオンライン開催   定員1,000名 申込〆切 1月19日 

内容は、蓄電池システムの安全性評価に関する包括的な情報を紹介 

④ 化学物質の安全管理に関するシンポジウム 

国立環境研究所 

http://www.nies.go.jp/whatsnew/20201218-2/20201218-2.html 

→ 日時 ： 2021年2月4日（木） 13：00～16：45 

Cisco Webex Eventsウエビナーによりオンライン開催   定員800名 先着順 

http://www.env.go.jp/press/108776.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115232.pdf
http://www.env.go.jp/press/108790.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115261.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115261.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115262.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115262.pdf
http://ecolifefair.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/press/108792.html
https://www.gef.or.jp/news/event/210113ipccsympo/
https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/nite-kouza_2020_nlab.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/20201218-2/20201218-2.html
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本シンポジウムでは各機関で取り組んでいる最新の研究成果を、地方自治体担当者、民間事業者、

一般市民へ広くお知らせします。 

プログラム   http://www.nies.go.jp/risk_health/chemsympo/2020/index.html 

⑤ 第7回 生きものフォーラム クビアカツヤカミキリ ～その後の蔓延と対策～ 

NPO法人いろいろ生きものネット埼玉 

https://iinenet101.jimdofree.com/ 

→ 日時 ： 2021年2月6日（土） 13：30～16：30 

    Zoomウエビナーによりオンライン開催  会場は、さいたま市産業文化センター 

⑥ 環境科学国際センター 講演会 

埼玉県 環境科学国際センター 

https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/torikumi/yoshi.html 

→ 日時 ： 2021年2月8日（月） 13：00～16：50 

Zoomウエビナーによりオンライン開催   定員300人 〆切 1月29日 先着順 

特別講演    新型コロナウイルスと社会の変革 

研究活動報告  PFOS、PFOAを知っていますか？ 有機フッ素化合物の研究  ほか 

パネルディスカッション  環境のコレカラ 〜CESS誕生20年、そして未来へ～ 

 

 

５．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 

① HOW TO テレワークリーフレット 

厚生労働省  報道発表資料  2020年12月11日 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15406.html 

→ ダウンロードはこちら  https://www.mhlw.go.jp/content/000704347.pdf 

② 国立環境研究所ニュース  最新号 39巻5号 令和2年（2020年）12月発行 

国立環境研究所   2020年12月28日  掲載 

http://www.nies.go.jp/kanko/news/index.html 

→ 特集 自然共生社会構築 生物多様性の危機に対処する 

ダウンロード（全文）  http://www.nies.go.jp/kanko/news/39/39-5/39-5.pdf 

③ 脱炭素社会はなぜ必要か、どう創るか  2021年新春特別号 Vol. 31 No. 11（通巻362号） 

地球環境研究センターニュース  国立環境研究所 

https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/2021_special/362001.html 

→ OPINION 地球環境戦略研究機関 参与 西岡秀三 

④ 令和2年版 埼玉県環境白書 

埼玉県 環境部環境政策課   2020年12月17日  掲載 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/hakusho02.html 

→ 埼玉県の環境の状況や環境保全等に関する施策の進捗状況について取りまとめ、公表しています。 

 

 

６．新型コロナウイルスCOVID-19情報 

① 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に関する食品安全関連情報 

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部   随時更新  2020年11月25日 最終更新 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html 

→ 国際機関、各国政府機関の発信情報が和訳で掲載されています。 

http://www.nies.go.jp/risk_health/chemsympo/2020/index.html
https://iinenet101.jimdofree.com/
https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/torikumi/yoshi.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15406.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000704347.pdf
http://www.nies.go.jp/kanko/news/index.html
http://www.nies.go.jp/kanko/news/39/39-5/39-5.pdf
https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/2021_special/362001.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/hakusho02.html
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html
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② 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報について 

国立感染症研究所  随時更新 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html 

→ 感染性の増加が懸念されるSARS-CoV-2新規変異株について （第4報） 

  2021年1月2日 15：00時点 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10090-covid19-30.html 

③ 内閣官房  新型コロナウイルス感染症対策 

https://corona.go.jp/ 

④ 厚生労働省  新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

⑤ 埼玉県  新型コロナウイルス感染症総合サイト 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/covid19_sougousite.html 

 

 

以上 
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