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第79回 化学物質ウオッチング （2021年9月号） 

2021年9月4日（土） 

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 令和3年度第1回 水質基準逐次改正検討会 資料 

厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183130_00008.html 

→ 2021年6月30日にオンライン開催された標記会合の資料、および、議事録が公表されています。 

資料1  農薬類の目標値の見直し等について（PDF：254KB） 

資料2  要検討項目の存在実態調査計画案（PDF：213KB） 

資料3  水道における塩素酸への対応について（PDF：262KB） 

② フロン排出抑制法に基づくフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結果 

経済産業省  ニュースリリース  2021年8月5日 

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210805001/20210805001.html 

③ 3年連続！～PM2.5の環境基準100％達成！～ 

埼玉県  県政ニュース  2021年8月11日 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/news/page/news2021081102.html 

→ 詳細は大気環境課 大気環境調査結果のページ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/taikikankyoutyousa/index.html 

④ 産業構造審議会 廃棄物・リサイクル小委員会 プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ 

 中央環境審議会 循環型社会部会 プラスチック資源循環小委員会 合同会議（第10回） 資料 

経済産業省 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_

wg/010.html 

→ 2021年8月23日にオンライン開催された標記会合の資料が公表されています。 

資料 1 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について（PDF 形式：

1,764KB）  

参考資料1 プラスチックを取り巻く国内外の状況＜参考資料集＞（PDF形式：6,828KB）  

→ プラスチック資源循環促進法に基づく規制で、新聞に大きく報道されています。 

   「プラ 12製品削減義務・来年4月にも・有料化や再利用」  読売新聞8月23日夕刊の見出し 

 第79回 化学物質ウオッチングは、2021年7月下旬～2021年8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 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183130_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000798941.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000798944.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000798945.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210805001/20210805001.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/news/page/news2021081102.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/taikikankyoutyousa/index.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/010.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/010.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_s01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_s01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_s01_00.pdf
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⑤ 研究成果 日本の 2000年から 2015年の窒素収支を解明 

農研機構  プレスリリース  2021年8月24日 

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/143545.html 

→ 日本の全ての人間活動と環境を対象に 2000 年から 2015 年の窒素収支を解明し、大気や水域へ

の窒素排出の実態を明らかにしました。 

⑥ 「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）」（器具及び

容器包装のポジティブリスト制度導入に伴う規格の設定）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 2021年8月26日 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190164&Mode=1 

→ 食品衛生法告示370号の「器具・容器包装のポジティブリスト制度導入」 について、パブリックコメ

ント結果が公表されました。多くの意見が出され、提出意見を踏まえて（案）が修正されています。 

御意見とそれに対する回答  別添（令和3年8月修正版） 

⑦ クロルピリホス  （Chlorpyrifos  CAS番号2921-88-2） 

米国環境保護庁（EPA：Environmental Protection Agency） 

https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chlorpyrifos#actions 

→ 食品安全情報（化学物質）No. 18/ 2021 に概略が紹介されています。 

http://www.nihs.go.jp/dsi/food-info/foodinfonews/2021/foodinfo202118c.pdf 

クロルピリホスは有機リン系殺虫剤であり、用途は農薬やシロアリ駆除など。EPA は最新の評価をも

とに、2021 年 8 月、食品に認められていたクロルピリホスの全ての「トレランス」（最大残留基準）を

取り消す最終規則を発表した。その決定に至った経緯を紹介。 

我が国での主な規制は・・・化審法旧2監・3監、安衛法表示対象・通知対象物質、化管法PRTR第1

種指定化学物質、毒劇法劇物、水質汚濁防止法指定物質、建築基準法シックハウス対策 など 

⑧ 旧築地市場跡地における土壌汚染状況調査結果及び土壌汚染対策法上の区域指定について 

東京都  報道発表資料  2021年8月31日 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/08/30/06.html 

→ 令和2年度に新たに 504地点において、土壌汚染状況調査（概況調査）を実施。 

169地点において、特定有害物質（六価クロム化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒

素及びその化合物、ふっ素及びその化合物）が基準値を超過しました。 

⑨ 米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向 （2021年8月分） 

経済産業省 テクノリサーチ  2021年9月2日  掲載 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi/endcrin2021_August.pdf 

 

 

２．食品安全に関する新着情報  

① 販売された 「真あじ」 にフグが混入した件について（情報提供） 

厚生労働省  報道発表資料  2021年8月25日 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20683.html 

→ 岐阜及び愛知県から別添のとおり報道発表 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/000823551.pdf 

② 金属製の水筒の使い方に注意！ 

食品安全委員会 キッズボックス  2021年8月号 

http://www.fsc.go.jp/kids-box/ 

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/143545.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190164&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495190164&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223739
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chlorpyrifos#actions
http://www.nihs.go.jp/dsi/food-info/foodinfonews/2021/foodinfo202118c.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/08/30/06.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi/endcrin2021_August.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20683.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/000823551.pdf
http://www.fsc.go.jp/kids-box/
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→ 金属製の水筒は、冷たい飲み物がいつでも飲めて便利です。しかし、使い方が悪いと内側にサビが

発生しやすくなります。 その他、食品の安全に関して読んでいただきたいページです。 

③ FAOの戦略的枠組み  FAO’s Strategic Framework 

国連食糧農業機関 （FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations） 

http://www.fao.org/strategic-framework/en 

→ すべての人のために持続可能で食料が十分な世界を 

戦略的枠組み 2022-2031   http://www.fao.org/3/ne577en/ne577en.pdf 

④ サステナブルで健康な食生活に関する意見交換会 資料および動画 

環境省  報道発表資料  2021年8月26日 

https://www.env.go.jp/press/109920.html 

→ PDF資料 サステナブルで健康な食生活の提案[PDF 4,750KB] 

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=vSA5ycbnToA 

⑤ 食品ロス削減関係参考資料 

消費者庁   2021年8月26日  掲載 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts

_210826_0001.pdf 

⑥ 10月食品ロス削減月間 ポスター 

消費者庁   2021年9月3日  公表 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/Oct-

Nofoodloss-Month.pdf 

→ 10月は、食品ロス削減月間です。 

 

 

３．環境一般、その他新着情報 

① 気候変動適応情報プラットフォーム 

国立環境研究所   随時更新 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/index.html 

→ 最新情報で随時更新されます。 国の取り組み、地域の適応、事業者の適応、個人の適応 

② 開催資料 

第 9 回 中央環境審議会地球環境部会 中長期の気候変動対策検討小委員会、 産業構造審議会産業

技術環境分科会 地球環境小委員会地球温暖化対策検討ワーキンググループ  合同会合配付資料 

経済産業省、環境省  2021年8月4日 開催 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b.html 

→ 地球温暖化対策計画（案） 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b/mat03.pdf 

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の構成（案） 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b/mat05.pdf 

③ 気候変動適応計画（骨子案） に対する意見募集 （パブリックコメント） 

環境省  報道発表資料  2021年8月30日 

https://www.env.go.jp/press/109932.html 

→ 募集期間2021年8月30日～9月28日 

気候変動適応計画（骨子案） https://www.env.go.jp/press/109932/tekioukeikaku_kossian.pdf 

④ 地球温暖化対策計画（案）、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（案）、日本の NDC（国が決

http://www.fao.org/strategic-framework/en
http://www.fao.org/3/ne577en/ne577en.pdf
https://www.env.go.jp/press/109920.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sustainable-syoku/mat01-1.pdf
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sustainable-syoku/mat01-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vSA5ycbnToA
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts_210826_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts_210826_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/Oct-Nofoodloss-Month.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/Oct-Nofoodloss-Month.pdf
https://adaptation-platform.nies.go.jp/index.html
https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b.html
https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b/mat03.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/y0620-9b/mat05.pdf
https://www.env.go.jp/press/109932.html
https://www.env.go.jp/press/109932/tekioukeikaku_kossian.pdf
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定する貢献）（案）、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措

置について定める計画（案） に対する意見の募集 （パブリックコメント） 

環境省  報道発表資料  2021年9月3日 

http://www.env.go.jp/press/109931.html 

→ 募集期間2021年9月3日～10月4日 

各々の（案）が掲載されています。 

⑤ 外来生物対策の今後のあり方に関する提言 

環境省  報道発表資料  2021年8月6日 

https://www.env.go.jp/press/109867.html 

⑥ 令和2年度末の汚水処理人口普及状況について 

国土交通省  報道発表資料  2021年8月31日 

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000477.html 

 

 

４．無料セミナー情報 

① 公開シンポジウム 「水」 と 「水循環」 の研究最前線 

日本学術会議 

http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/311-s-0918.html 

→ 人間活動の増大による地球規模での気候や環境の変動が我々の社会に大きな影響を与えている。 

日時 ： 9月18日（土） 13：00～17：00 

会場 ： オンライン開催 （Zoom） 

申込 ： 〆切 9月10日 

② 令和3年度 土壌汚染対策セミナー 

環境省  報道発表資料  2021年8月16日 

http://www.env.go.jp/press/109899.html 

→ 対象者は、指定調査機関、技術管理者、土壌汚染対策施工事業者等 

日時 ： 9月16日、9月28日、10月12日、10月26日 

会場 ： オンライン開催 （Zoom） 

申込 ： http://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/seminar/2021a.html 

     チラシ http://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/seminar/files/2021a/leaflet.pdf 

③ 未来へのバイオ技術"勉強会 「酵素が拓くSDGsへの道」 

一般財団法人 バイオインダストリー協会 

https://www.jba.or.jp/jba/seminar/se_02/sdgs_2.php 

→ 多様な酵素が飢餓をなくし、健康で美味しく、気候変動にも対応した持続可能な生活に寄与 

日時 ： 2021年10月7日（木） 14：00～16：40 

会場 ： オンライン開催 （Zoom） 

申込 ： 〆切 10月5日 

 

 

５．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 

① 日化協 アニュアルレポート 2021（日本語版） 

日本化学工業協会   2021年7月29日 発行 

https://www.nikkakyo.org/system/files/2021_annual_report_1p_0.pdf 

http://www.env.go.jp/press/109931.html
https://www.env.go.jp/press/109867.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000477.html
http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/311-s-0918.html
http://www.env.go.jp/press/109899.html
http://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/seminar/2021a.html
http://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/seminar/files/2021a/leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/jba/seminar/se_02/sdgs_2.php
https://www.nikkakyo.org/system/files/2021_annual_report_1p_0.pdf
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→ アニュアルレポートとは年次報告書のことで、本報告書は、日本の化学産業の社会貢献、および、

日化協の年間の活動を紹介しています。 

資料編はこちら  https://www.nikkakyo.org/system/files/JCIA_ARR_2020_J_0.pdf 

② 産総研 ニュースレター第40号（2021年8月発行） 

産総研 安全科学研究部門   2021年8月20日 発行 

https://www.aist-riss.jp/wp-content/uploads/2021/08/RISS-40web.pdf 

→ 2050年脱炭素社会への研究 

③ 国立環境研究所ニュース 最新号 40巻3号 令和3年（2021年）8月発行 

国立環境研究所   2021年8月31日 発行 

http://www.nies.go.jp/kanko/news/40/40-3.pdf 

④ リサイクルデータブック 2021 

産業環境管理協会 資源リサイクル促進センター  2021年7月 発行 

http://www.cjc.or.jp/data/databook.html 

→ 本データブックは、日本のマテリアルバランス、資源投入、産業別の廃棄物、使用済物品、市町村の

ごみの処理・リサイクル等に関する最新の物量データをグラフィカルに分かり易く整理したものです。 

⑤ 会報 「容リ協ニュース」 年次レポート 

日本容器包装リサイクル協会   2021年9月1日 発行 

https://www.jcpra.or.jp/report/tabid/577/index.php 

→ 市町村や消費者に向けた情報発信、再商品化事業者の管理の徹底など協会の取り組み報告 

 

 

６．新型コロナウイルスCOVID-19情報 

① ワクチン開発・生産体制強化関係閣僚会議 

内閣官房   2021年7月30日  開催 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/vaccine_kyouka/index.html 

→ 資料  議事次第  議事概要（PDF／312KB） 

② 内閣官房  新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症対策推進室 

https://corona.go.jp/ 

③ 新型コロナウイルス感染症情報 特設ページ 

厚生労働省 

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

④ 新型コロナワクチンの有効性・安全性について 

厚生労働省 

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

⑤ 国立感染症研究所  コロナウイルス感染症 

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

⑥ 埼玉県  感染確認状況や関連情報 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/shingatacoronavirus.html 

 

 

以上 

https://www.nikkakyo.org/system/files/JCIA_ARR_2020_J_0.pdf
https://www.aist-riss.jp/wp-content/uploads/2021/08/RISS-40web.pdf
http://www.nies.go.jp/kanko/news/40/40-3.pdf
http://www.cjc.or.jp/data/databook.html
https://www.jcpra.or.jp/report/tabid/577/index.php
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