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第90回 化学物質ウオッチング （2022年8月号） 

2022年8月3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 光化学オキシダント植物影響評価検討会（第2回）の添付資料 

環境省   報道発表資料 2022年6月28日 

https://www.env.go.jp/press/press_00104.html 

→ 標記会合が 7月4日に開催され、添付資料を閲覧できます。 

② 農薬パラコート（除草剤）に係る食品健康影響評価を公表 

食品安全委員会   評価結果通知日 2022年6月28日 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20130612175 

→ ビピリジリウム系除草剤である「パラコート CAS No.1910-42-5」 の農薬評価書を閲覧できます。

評価目的 ： 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

パラコートの許容一日摂取量を 0.0045 mg/kg体重/日（パラコートイオン換算値）、急性参照用量を

0.0045 mg/kg体重（パラコートイオン換算値）と設定されました。 

③ 農薬の安全の確保について 

食品安全委員会 YouTube動画   2022年6月30日 公開 

https://www.youtube.com/watch?v=SWvtA3vt-IE 

→ 日本では農薬の安全確保のために様々な行政機関が連携しています。農この動画では農薬登録

の全体像や、再評価制度などについて解説します。 

④ 化審法におけるペルフルオロオクタン酸（PFOA）関連物質に係る措置（案）に関する意見募集の結果 

e-Gov パブリックコメント   結果の公示日  2022年7月4日 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595222010&Mode=1 

→ 意見数は 8件。 化審法における「エッセンシャルユース」の考え方が参考になります。 

⑤ 中央環境審議会 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化審法に基

づく追加措置について（第三次答申）」 及び 「同（第四次答申）」 について 

環境省   報道発表資料 2022年7月7日 

https://www.env.go.jp/press/press_00151.html 

→ ④のパブコメを経て、第三次答申及び第四次答申がなされました。PFOA関連物質の化審法第1

 第90回 化学物質ウオッチングは、2022年6月下旬～2022年7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．地球温暖化対策、エネルギーの新着情報 

       ４．環境一般、その他の新着情報 

       ５．無料セミナー情報 

       ６．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 
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種特定化学物質への指定等に向けた動きです。 

⑥ 中央環境審議会環境保健部会（第48回） 議事次第・配付資料 

環境省   開催日 2022年7月8日 

https://www.env.go.jp/council/05hoken/page_00004.html 

→ 主な議題は、1) POPs条約の附属書改正に係る化審法に基づく追加措置（諮問） 2) 第五次環境

基本計画の第2回点検報告書案（環境保健部会担当分） 

⑦ 令和4年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、 

令和4年度化学物質審議会第1回安全対策部会、 

第219回審査部会及び第226回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、 

合同会合の開催について 

環境省   報道発表資料 2022年7月8日 

https://www.env.go.jp/press/press_00128.html 

→化審法関係の審議会です。7月15日に開催されました。 配付資料を閲覧できます。 

議題1 優先評価化学物質のリスク評価（一次）について、 議題2 「化審法に基づくスクリーニング

評価の基本的な考え方」等の改訂について 

⑧ 化学物質管理の更なる高度化に向け、「政府によるGHS分類」 に民間データを活用 

製品評価技術基盤機構（NITE）   ニュースリリース 2022年7月15日 

https://www.nite.go.jp/chem/newsrelease/2022/20220715_00001.html 

→ 今般、「政府による GHS 分類」では、危険有害性が不明な化学物質を減らすべく、民間からも広く

情報を募集し、GHS 分類に役立てる官民連携事業を、試行として実施することになりました。 

⑨ 令和4年度 第1回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会 議事次第、資料 

環境省   開催日 2022年7月25日 

https://www.env.go.jp/page_00085.html 

→ 議題は、1)  EXTEND2016における検討の進捗状況について 2)  EXTEND2016の後継プロ

グラム案について   配布資料が公開されています。 

わが国の最新情報、化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応 「EXTEND 2022」（案） を

閲覧できます。 

 

 

２．食品安全に関する新着情報  

① 食べ物の基礎知識 ～食品の安全と消費者の信頼をつなぐもの～ 

食品安全委員会 YouTube動画   2022年7月15日 公開 

https://www.youtube.com/watch?v=jySfYJGXu6w 

→ 食品安全についての体系的な理解を深めることができる内容となっています。 

② 我が国の高病原性鳥インフルエンザの清浄化宣言について 

農林水産省   プレスリリース 2022年7月27日 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220727.html 

→ 国際獣疫事務局（OIE）に提出した高病原性鳥インフルエンザの清浄化宣言が、令和4年6月13日

を開始日として、OIEのウェブサイトに掲載されました。 

 

 

３．地球温暖化対策、エネルギーの新着情報 

① 大気汚染と気候の複合問題への挑戦 数値シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線 

https://www.env.go.jp/council/05hoken/page_00004.html
https://www.env.go.jp/press/press_00128.html
https://www.nite.go.jp/chem/newsrelease/2022/20220715_00001.html
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国立環境研究所 環境儀85号   2022年6月30日 掲載 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220630-1/20220630-1.html 

② 「カーボン・クレジット・レポート」 及び 本年 9 月から実施するカーボン・クレジット市場の実証事業に

係る制度骨子が公表されました 

経済産業省   ニュースリリース 2022年6月28日 

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220628003/20220628003.html 

③ グリーンボンドガイドライン及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン 2022年版、 

グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2022年版 の公表について 

環境省   報道発表資料 2022年7月5日 

https://www.env.go.jp/press/press_00186.html 

④ 令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等（一部追加・更新）の公表 

環境省   報道発表資料 2022年7月14日 

https://www.env.go.jp/press/press_00216.html 

→ これらは温対法（温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度）、令和 3 年度の温室効果ガス排出量を

算定する際に用いるものです。 

⑤ 日射量の増加による植物プランクトンの光合成速度への影響 

国立環境研究所   報道発表 2022年7月19日 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220719-2/20220719-2.html 

⑥ 「第3回パリ協定とSDGs のシナジー強化に関する国際会議」 の結果 

環境省   報道発表資料 2022年7月25日 

https://www.env.go.jp/press/press_00288.html 

 

 

４．環境一般、その他の新着情報 

① ポスト 2020生物多様性枠組 第4回公開作業部会の結果 

環境省   報道発表資料 2022年6月30日 

https://www.env.go.jp/press/press_00083.html 

② 令和3年度における家電リサイクル実績について 

環境省   報道発表資料 2022年7月1日 

https://www.env.go.jp/press/press_00089.html 

③ 全国12河川が 「水質が最も良好な河川」 に 

～ 令和3年は全国一級河川の 96％で環境基準を満足 ～ 

国土交通省   報道発表資料 2022年7月7日 

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000186.html 

→ 国土交通省では毎年7月の河川愛護月間に、全国一級河川の水質調査結果を公表しています。 

④ 令和4年度 夏の星空観察について 

環境省   報道発表資料 2022年7月12日 

https://www.env.go.jp/press/press_00033.html 

⑤ 水生昆虫への放射性セシウム粒子の移行を解明 

 ～体組織への吸収は確認されず～ 

国立環境研究所   2022年7月14日 掲載 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220714/20220714.html 

⑥ 埼玉県内の河川から水質に影響を与える新種の細菌を発見 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220630-1/20220630-1.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220628003/20220628003.html
https://www.env.go.jp/press/press_00186.html
https://www.env.go.jp/press/press_00216.html
https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220719-2/20220719-2.html
https://www.env.go.jp/press/press_00288.html
https://www.env.go.jp/press/press_00083.html
https://www.env.go.jp/press/press_00089.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000186.html
https://www.env.go.jp/press/press_00033.html
https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220714/20220714.html
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埼玉県   県政ニュース 2022年7月19日 

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0508/news/page/news2022071901.html 

→ 環境科学国際センターでは、水環境の保全を図るため、河川に生息している細菌を分離し、それら

の特徴を明らかにすることで、それらが自然環境中の有機物、窒素やリンの循環にどのような役割を

担っているのかを調査しています。 

⑦ 埼玉県 令和3年度公共用水域（河川及び湖沼）の水質測定結果 

埼玉県   2022年7月26日 掲載 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/r03koukyouyousuiikikekka.html 

⑧埼玉県 令和3年度ダイオキシン類常時監視結果 

埼玉県   2022年7月26日 掲載 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/h29-dxnresult.html 

 

 

５．無料セミナー情報 

① 公開シンポジウム 「地球環境の未来を考える ～カーボンニュートラルの実現に向けて～」 

日本学術会議 

https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/326-s-0816.html 

→ オンラインで開催 

日時 ： 2022年9月16日（火）13：30～17：40 

開催 ： Webexを予定 

申込 ： 〆切 8月14日 

② 令和4年度 県立久喜図書館講演会 「荒川の生きものを学ぶ ～カエル・サンショウウオ編～」 

埼玉県 県政ニュース 

https://www.pref.saitama.lg.jp/g2208/news/page/news2022072801.html 

→ 県立久喜図書館と県立川の博物館の共催 

日時 ： 2022年9月3日（土）13：30～16：00 

会場 ： 県立久喜図書館 1階視聴覚ホール（久喜市下早見85-5） 

定員 ： 35名（無料、事前申込・先着順） 

③ 精講 「食品添加物のリスク評価をアップデート」 

食品安全委員会 

http://www.fsc.go.jp/koukan/osirase/annai040916.html 

→ オンラインで開催 

日時 ： 2022年9月16日（金）15：00～16：50 

開催 ： Webex会議システムを使用 

定員 ： 300名 先着順  無料 

④ 令和4年度 安全衛生技術講演会 

労働安全衛生総合研究所 

https://www.jniosh.johas.go.jp/announce/2022/kouen.html 

→ オンラインで開催  労働安全衛生に関する研究成果をわかりやすく紹介 

日時 ： 2022年9月28日（水）13：00～16：35 

開催 ： Zoomウェビナーを使用 

定員 ： 500名 先着順  無料 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0508/news/page/news2022071901.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/r03koukyouyousuiikikekka.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/h29-dxnresult.html
https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/326-s-0816.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/g2208/news/page/news2022072801.html
http://www.fsc.go.jp/koukan/osirase/annai040916.html
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６．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 

① 国立環境研究所年報 令和3年度 

国立環境研究所   2022年6月30日 掲載 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220630-2/20210630-2.html 

→ ダウンロード  https://www.nies.go.jp/kanko/nenpo/r03/r03all.pdf 

② 広報誌 Focus NEDO 第85号 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）   2022年7月 発行 

https://www.nedo.go.jp/content/100949850.pdf 

③ 広報誌・食品安全 第59号 （2022年7月発行） 

食品安全委員会   2022年7月1日 発行 

http://www.fsc.go.jp/visual/kikanshi/k_index.html 

④ 広報誌・大きな目小さな目 2022年夏号 No.69 

農林水産消費安全技術センター（FAMIC）   2022年7月20日 発行 

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/ 

⑤ 日化協 アニュアルレポート 2022 （日本語版） 

日本化学工業協会   2022年7月29日 発行 

https://www.nikkakyo.org/news/page/9664 

→ ダウンロードはこちら   日化協アニュアルレポート 2022（日本語版） 

⑥ ニュースレター 第56号（Vol.56） 

埼玉県 環境科学国際センター   2022年7月16日 掲載 

https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/center/cess-newsletter.html 

 

 

以上 
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