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第97回 化学物質ウオッチング （2023年3月号） 

2023年3月2日（木） 

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 第6回化学物質管理に係る専門家検討会 資料 

厚生労働省   2023年1月30日 開催 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30562.html 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。主な議題は、発がん性物質に対する濃度基準値の設定について

など 

② 工場・事業場等の排水規制（濃度規制） 

埼玉県 水環境課   2023年2月1日 掲載 

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

③ 産業構造審議会製造産業分科会 第10回化学物質政策小委員会 

 令和4年度 第1回化学物質審議会 合同会議 

経済産業省   2023年2月9日 開催 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/010.html 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。主な議題は、化学物質管理政策をめぐる最近の動向と今後の方

向性についてなど 

資料1 化学物質管理政策をめぐる最近の動向について（総論）（PDF形式：833KB）  

資料2 化学物質審査規制法の施行状況とリスク評価の動向について（PDF形式：1,910KB）  

資料3 化学物質排出把握管理促進法の施行状況と動向について（PDF形式：1,776KB）  

④ 「令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会」 の報告書を公表します 

厚生労働省   報道発表資料 2023年2月10日 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30995.html 

→ この報告書は、昨年5月に公布された、労働安全衛生法による新たな化学物質規制を円滑に施行

するため、技術的な事項を専門家が検討した結果をとりまとめたものです。 

⑤ 第11回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 産業環境対策小委員会 

経済産業省   2023年2月22日 開催 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/sangyo_kankyo/011.html 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。議題の一つに、「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制のための自

 第97回 化学物質ウオッチングは、2023年1月下旬～2023年2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 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30562.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/suisitukisei.html
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主的取組の状況」 があります。 

資料2-1 揮発性有機化合物（VOC）排出抑制のための自主的取組の状況（PDF形式：3,388KB）  

⑥ 炭素質小惑星（162173）リュウグウの試料中の可溶性有機分子 

海洋研究開発機構（JAMSTEC）   プレスリリース 2023年2月24日 

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20230224/ 

⑦ 第1回 有機フッ素化合物（PFAS）ワーキンググループ 

食品安全委員会   2023年2月27日 開催 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20230227so1 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。主な議題は「有機フッ素化合物（PFAS）について」などで、PFOS、

PFOAの資料が掲載されています。 

⑧ ラベル表示及びSDS等交付の義務対象物質に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係

る意見聴取について 

厚生労働省   意見陳述予定日時 2023年3月14日14：00～16：00 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00006.html 

 

 

２．食品安全に関する新着情報  

① 第889回食品安全委員会 

食品安全委員会   2023年2月14日 開催 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20230214fsc 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。 

② 食品に生える「かび」の基礎知識と「かび毒」のリスク評価〔令和4年度食品安全モニターセミナーより〕 

食品安全委員会公式YouTube   2023年2月13日 公開 

https://www.youtube.com/watch?v=rn526sLd5lA&t=401s 

→ 内閣府食品安全委員会公式YouTubeチャンネルについて 

https://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html 

③ 食品アクセス（買い物弱者等）問題への取り組み方について 

農林水産省   2022年2月16日 更新（随時更新） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/torikumi_kata.html 

④ 楽しく健康な食生活のために 

農林水産省   2022年2月24日 更新（随時更新） 

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

→ スイーツを手作りする際に気を付けたいポイント 

「冬のホタテを味わおう！」 

 

 

３．地球温暖化対策、エネルギーの新着情報 

① 「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」 の進展状況について 

環境省   報道発表資料 2023年2月9日 

https://www.env.go.jp/press/press_01117.html 

→ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動 ポータルサイト 

https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/ 

② 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」 が閣議決定されました 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/sangyo_kankyo/pdf/011_02_01.pdf
https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20230224/
https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20230227so1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00006.html
https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20230214fsc
https://www.youtube.com/watch?v=rn526sLd5lA&t=401s
https://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/torikumi_kata.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syoku_anzen/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syoku_anzen/anzen/r0502/sweets_cooking.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syoku_anzen/manabu/r0502/hotate.html
https://www.env.go.jp/press/press_01117.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/sangyo_kankyo/pdf/011_02_01.pdf


3 

 

経済産業省   ニュースリリース 2023年2月10日 

https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210004/20230210004.html 

③ 「GX実現に向けた基本方針」 が閣議決定されました 

経済産業省   ニュースリリース 2023年2月10日 

https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002.html 

→ 関連資料 ＧＸ実現に向けた基本方針（PDF形式：563KB） 

④ 県内の温室効果ガス排出量 

埼玉県温暖化対策課   2023年2月26日 掲載 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaico2.html 

 

 

４．環境一般、その他の新着情報 

① 経営革新グリーン分野進出支援事業補助金の公募の開始～ 国の「グリーン成長戦略」 14 の重点分

野への進出に係る費用を補助します～ 

埼玉県県政ニュース   報道発表資料 2023年2月1日 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/news/page/2023020102.html 

② 令和3年度 公共用水域（河川及び湖沼）の水質測定結果について 

埼玉県 水環境課   2023年2月8日 掲載 

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

③ 大河川から中小河川まで地域の洪水の危険度が一目で分かります～洪水キキクルと水害リスクライ

ンを一体化～ 

気象庁   報道発表資料 2023年2月9日 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2302/09b/press_riskline.html 

④ 遺伝子組換えトウモロコシ、テンサイ、セイヨウナタネ及びオンシジウムの第一種使用等に関する承認

に先立っての意見募集について 

環境省   報道発表資料 2023年2月13日 

https://www.env.go.jp/press/press_01175.html 

→ 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）に

基づき、第一種使用等に関する規程の承認を受けるための申請がありました。この承認に先立ち、パ

ブリックコメントを実施します。 

⑤ 中央環境審議会総会（第30回） 議事次第・資料 

環境省   2023年2月14日 開催 

https://www.env.go.jp/council/01chuo/post_29_00002.html 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。 

資料３ 当面の諸課題について 

⑥ 第六次環境基本計画に向けた将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」に 関する検討

会（第3回）議事次第・配付資料 

環境省   2023年2月27日 開催 

https://www.env.go.jp/council/02policy/aratana_03.html 

→ 標記会合の資料を閲覧できます。 

⑦ 保育器内のアルコール濃度を軽減する有効な対策を提案 〜早産児への影響調査から〜 

国立環境研究所   2023年2月25日 掲載 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2023/20230225/20230225.html 

https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210004/20230210004.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002_1.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaico2.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/news/page/2023020102.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/r03koukyouyousuiikikekka.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2302/09b/press_riskline.html
https://www.env.go.jp/press/press_01175.html
https://www.env.go.jp/council/01chuo/post_29_00002.html
https://www.env.go.jp/council/content/i_02/000070201.pdf
https://www.env.go.jp/council/02policy/aratana_03.html
https://www.nies.go.jp/whatsnew/2023/20230225/20230225.html
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⑧ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の

公布について 

環境省   報道発表資料 2023年2月27日 

https://www.env.go.jp/press/press_01225.html 

 

 

５．無料セミナー情報 

① 令和4年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー 資料 

環境省   2023年2月14日 開催 

https://www.env.go.jp/chemi/post_141_00001.html 

→ 標記セミナーの資料を閲覧できます。 

② 3/27（月）IPCC・AR6 統合報告書オンラインイベント 「執筆者と深掘り！気候変動の最新知見と、これ

から」 

国立環境研究所 社会対話・協働推進オフィス 

https://taiwa.nies.go.jp/activity/event2023_0327.html 

→ オンライン（Zoom）併用で開催されます。 

日時 ： 2023年3月27日（月）13：30～15：00 

③ 公開シンポジウム 第 15回防災学術連携シンポジウム 「気候変動がもたらす災害対策・防災研究の

新展開」 

日本学術会議 

https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/339-s-0411.html 

→ オンライン（Zoom）開催 

日時 ： 2023年4月11日（火）13：00～17：00 

内容 ： チラシ  https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf3/339-s-0411.pdf 

④ 公開シンポジウム 「地球上の環境変動と生物リズム」 

日本学術会議 

https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/337-s-0416.html 

→ オンライン（Zoom）開催 

日時 ： 2023年4月16日（火）13：00～15：50 

内容 ： チラシ  https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf3/337-s-0416.pdf 

 

 

６．ガイドブック、パンフレット、情報誌など 

① 令和4年版 埼玉県環境白書 

埼玉県   2023年1月6日 掲載 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/hakusho04.html 

② 子ども化学チャンネル 

「夢・化学-21」委員会、日本化学工業協会（JCIA）   随時更新 

https://www.youtube.com/channel/UCIv8lOmHLbta8mqLeZew6kA 

→ YouTube動画を閲覧できます。 

③ 国立環境研究所ニュース 41巻6号 令和5年（2023年）2月発行 

国立環境研究所 

https://www.nies.go.jp/kanko/news/41/41-6/41-6.pdf 

https://www.env.go.jp/press/press_01225.html
https://www.env.go.jp/chemi/post_141_00001.html
https://taiwa.nies.go.jp/activity/event2023_0327.html
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/339-s-0411.html
https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf3/339-s-0411.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/337-s-0416.html
https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf3/337-s-0416.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/hakusho04.html
https://www.youtube.com/channel/UCIv8lOmHLbta8mqLeZew6kA
https://www.nies.go.jp/kanko/news/41/41-6/41-6.pdf
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→ 特集 温室効果ガスを「見る」ための科学 

④ Focus NEDO 第88号  2023年2月発行 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

https://www.nedo.go.jp/content/100956906.pdf 

⑤ 容リ協ニュース No.92  2023年（令和5年）2月末発行 

日本容器包装リサイクル協会 

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/report/pdf/risaikuru92web.pdf 

 

 

以上 

https://www.nedo.go.jp/content/100956906.pdf
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/report/pdf/risaikuru92web.pdf

