
************************************************************************** 
【NITEケミマガ】NITE化学物質管理関連情報 第219号 

2014/11/5配信 
************************************************************************** 

本メールマガジン【NITEケミマガ】（NITE化学物質管理関連情報）は、化学物質管 
理に関連するサイトの新着情報、報道発表情報等を配信するサービスです。 
原則として、毎週水曜日に配信いたします。 
連絡先：　chem-manage@nite.go.jp 
!

---------------------------- 10/27～11/2の更新情報 ----------------------- 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●製品評価技術基盤機構(NITE) 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/27】 
    ・非常勤職員の募集ページを更新しました。 
    → http://www.nite.go.jp/gen/saiyou_b1.html !
     非常勤職員募集のお知らせを掲載しています。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・GHS分類結果への情報追加 
　　　日本語版→ http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_ver201410.html 
　　　英語版→ http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_ver201410.html 
!
　　NITE化学物質管理センターでは、GHS分類結果について、従来の項目(分類結 
　　果、シンボル、注意喚起語、分類根拠・問題点)の他に、Hコード(Hazard 
　　statement code)、Pコード(Precautionary statement code)を付与した形式 
　　で公表した他、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」で公表されているモデ 
　　ルラベル・SDSへのリンクの追加等を行った。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿________ 
●官報情報 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/31】 
　　・労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学 
　　物質の一部を改正する件(同四百) 
　　→ http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060009f.html !
　　標記告示が掲載された。 
!

mailto:chem-manage@nite.go.jp
http://www.nite.go.jp/gen/saiyou_b1.html
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_ver201410.html
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_ver201410.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060009f.html


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●経済産業省・厚生労働省・環境省 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/29】 
　　・平成26年度第6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 化学物質審議会第141回審査部会 第148回中央環境審議会環境 
　　保健部会化学物質審査小委員会-議事要旨 
　　　・経済産業省→ http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004475/141_giji.html 
　     ・環境省→ https://www.env.go.jp/council/05hoken/y051-148.html 
!
　　10月24日に開催された標記会合(非公開)の議事要旨が掲載された。議題は、 
　　1.前回指摘事項等の確認等について 
　　2.新規化学物質の審議について 
　　3.その他　　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
　　・平成26年度第4回少量新規化学物質の申出手続について 
　　　・経済産業省→ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/
todoke/shinki_shoryo_index.html 
　　　・厚生労働省→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iyakuhin/topics/tp130509-1.html 
　　　・環境省→ http://www.env.go.jp/chemi/info/tetsuzuki.html 
!
　　標記お知らせが掲載された。 
　　平成26年度第4回(平成26年12月1日(月)～12月10日(水))に化審法に基づく少量 
　　新規化学物質の製造及び輸入の申出にの受け付けについて。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●経済産業省・環境省 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/30】 
　　・産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググ 
　　ループ、中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 
　　(第4回) 
     経済産業省→ https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee/
9266 
     環境省→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18840 
!
      11月14日に標記会合が開催される。議題は、 
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　　　1.前回合同会合以降に提出された委員及び関係業界からの御意見等について 
　　　2.水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会（INC6）の結果について 
　　　3.合同会合報告書（案）について　　など。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●経済産業省 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/30】 
　　・「HCFC」の輸入割当てについての意見募集について 
　　→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595114092&Mode=0 !
　　10月30日から11月28日までの間、標記の意見募集が行われる。 
　　「HCFC」：オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書付属書Cの 
　　グループIに属する物質 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●厚生労働省 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/27】 
　　・化学物質管理に関する相談窓口を開設いたしました(専門家派遣も行います) 
　　→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html !
      標記情報が掲載された。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・「作業環境測定特例許可について」等の一部改正について 
　　(平成26年10月23日基発1023第10号～第11号) 
　　→ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T141028K0020.pdf !
　　標記通知が掲載された。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・平成26年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正 
　　(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加) 
　　→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html !
　　標記改正政省令は、平成26年11月1日から施行・適用される。このページでは 
　　改正に係るパンフレットが掲載された。 
!
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-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・第5回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会の開催について 
　　→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062193.html !
　　11月7日に標記会合が開催される。議題は、平成25年度リスク評価対象物質 
　　の健康障害防止措置の検討について。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会 第91回検討会 開催案内(非公開) 
　　→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062392.html !
　　11月5日に標記会合が開催される。議題は、個別労災請求事案に係る医学的事 
　　項について　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一 
　　部を改正する件(案)に関する意見募集について 
　　→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140268&Mode=0 !
　　10月29日から11月27日まで、標記の意見募集が行われる。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23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)」(カンタキサンチンの添加物への指定及び規格基準の設定)に係る御 
　　意見の募集について 
　　→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140266&Mode=0 !
　　10月30日から11月28日まで、標記の意見募集が行われる。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●国立医薬品食品衛生研究所(NIHS) 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/29】 
　　・食品安全情報(化学物質) No.22 
　　→ http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2014/foodinfo201422c.html !
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　　標記資料が掲載された。食品の安全性に関する国際機関や各国公的機関等の最 
　　新情報が紹介されている。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●環境省 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/27】 
　　・「水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第6回会合」の開催について 
　　(お知らせ) 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18852 !
　　11月3日から7日まで、バンコクで標記会合が開催される。議題は、締約国会 
　　議第1回会合において採択される各種ガイダンス・手続き等についてなど。 
　　※会議の出席者は、各国の政府代表の他、事前に登録された国際機関、NGO等 
　　が出席する見込みで、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省から構成 
　　される政府代表団が出席する予定。 
    ※関連会合として、10月30日（木）～31日（金）に、UNEP水銀パートナーシッ 
    プアドバイザリー会合が開催される。 

    ※会合期間中には、熊本県によるサイドイベントや、環境省及び熊本県による 
    ブース展示が行われる。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する講習会の開催につ 
　　いて ～改正水質汚濁防止法への効果的な対応のために～ (お知らせ) 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18841 !
　　下記の要領で講習会が開催される。 
　　　・開催日程： 
　　　　つくば市 平成26年12月9日(火) 
　　　　秋田市 平成26年12月16日(火) 
　　　　岡山市 平成26年12月18日(木) 
　　　　大阪市 平成26年12月19日(金) 
　　　　名古屋市 平成26年12月25日(木) 
　　　　大分市 平成27年1月14日(水) 
　　　　佐賀市 平成27年1月15日(木) 
　　　　札幌市 平成27年1月21日(水) 
　　　・内容： 
　　　(1)改正水質汚濁防止法の概要 
　　　(2)構造基準適合のための施設変更事例及び定期点検の実施事例 
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　　　(3)現場における事例と主な留意点 
　　　(4)その他　　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
　　・第8回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの開催について 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18837 !
　　　11月11日から13日に韓国において標記会合が開催される。議題は、 
　　　日中韓の政策・規制の最新情報、生態毒性試験に関する日中韓共同研究等 
　　　について政府関係者、専門家等による情報交換、など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
　　・「中国・韓国の化学物質管理の最新動向に関するセミナー」の開催について 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18838 !
　　　下記の要領で標記セミナーが開催される。 
      日時:12月3日（水） 13:30～17:00 
      場所:伊藤国際学術研究センター　伊藤謝恩ホール 
      定員:350名 
      内容: 
　　　（1）第8回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの報告 
　　　（2）中国の化学物質管理の最新動向と企業の実務対応 
　　　（3）韓国の化学物質管理の最新動向と企業の実務対応  など。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●内閣府食品安全委員会 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/27】 
　　・第39回 農薬専門調査会評価第四部会 (非公開)　配付資料 
　　→ http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20141027no1 !
　　10月27日に標記会合が開催された。議題は、農薬(プロヘキサジオンカルシウ 
　　ム塩)の食品健康影響評価について　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・第535回 食品安全委員会　配付資料 
　　→ http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20141028sfc !
　　10月28日に標記会合が開催された。議題は、 
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　　(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリス 
　　ク管理機関からの説明について 
　　・農薬2品目 
　　　［1］イソキサフルトール　［2］トリアファモン 
　　・農薬及び動物用医薬品1品目　 スピノサド 
　　・動物用医薬品1品目 スピノサドを有効成分とする鶏舎噴霧剤(エコノサド) 
　　(2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について 
　　・特定保健用食品「コタラエキス」に係る食品健康影響評価について　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・食品安全委員会 農薬専門調査会幹事会(第115回)の開催について 
　　→ http://www.fsc.go.jp/osirase/nouyaku_annai_kanjikai_115.html !
　　11月5日に標記会合が開催される。議題は、 
　　(1)農薬(シクロプロトリン、フルピラジフロン)の食品健康影響評価について 
    (2)農薬(チアベンダゾール、メトコナゾール)の食品健康影響評価に関する審 
    議結果(案)についての意見・情報の募集結果について 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・食品安全委員会 農薬専門調査会幹事会(第116回)の開催について(非公開) 
　　→ http://www.fsc.go.jp/osirase/nouyaku_annai_kanjikai_116.html !
　　11月5日に標記会合が開催される。議題は、農薬(１－ナフタレン酢酸、 
　　ジフェノコナゾール、フルキサピロキサド)の食品健康影響評価について　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・食品安全委員会(第536回)の開催について 
　　→ http://www.fsc.go.jp/osirase/annai536.html !
　　11月4日に標記会合が開催される。議題は、 
　　(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク 
　　管理機関からの説明について 
　　　・遺伝子組換え食品等　1品目 
　    GLU-No.6株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム 
　　(2)添加物専門調査会における審議結果について 
　　　・「グルコン酸亜鉛」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 
　　(3)その他 
!
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http://www.fsc.go.jp/osirase/annai536.html


-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・食品安全委員会 肥料・飼料等専門調査会(第95回)の開催について 
　　(非公開) 
　　→ http://www.fsc.go.jp/osirase/hisiryou_annai95.html !
　　11月7日に標記会合が開催される。議題は、動物用医薬品(ロメフロキサシン) 
　　の食品健康影響評価について など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・第135回添加物専門調査会 
　　→ http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20141029te1 !
　　10月29日に標記会合が開催された。議題は、クエン酸三エチルに係る食品健康 
　　影響評価について　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・「食品安全委員会季刊誌第40号」を掲載 
    → http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html !
　　標記資料が掲載された。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
    ・食品安全関係情報を更新しました（平成26年10月4日～平成26年10月17日） 
    → http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?
keyword=LD50&query=&logic=and&calendar=japanese&year=&from=struct&from_year=2
014&from_month=10&from_day=04&to=struct&to_year=2014&to_month=10&to_day=17&
areaId=00&countryId=000&informationSourceId=0000&max=100&sort_order=date.desc !
　　標記情報が更新された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●海上保安庁 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/30】 
　　・港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部改正案に関するパブリッ 
　　クコメントの募集について 
　　→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=670000081&Mode=0 !
　　意見募集期間は10月30日から11月30日まで。 

http://www.fsc.go.jp/osirase/hisiryou_annai95.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20141029te1
http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi/kikansi.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?keyword=LD50&query=&logic=and&calendar=japanese&year=&from=struct&from_year=2014&from_month=10&from_day=04&to=struct&to_year=2014&to_month=10&to_day=17&areaId=00&countryId=000&informationSourceId=0000&max=100&sort_order=date.desc
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=670000081&Mode=0


!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●中小企業基盤整備機構 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/31】 
　　・[J-Net21]REACH Q&A:Q.441 台湾の最新のSDS事情について教えてください。 
　　SDSの改訂期間を指定した法律などがあるのでしょうか？ 
　　→ http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/441.html !
　　標記Q&Aが掲載された。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
　　・[J-Net21]RoHSコラム:ELV指令の3つの適用除外に関する意見募集 
　　→ http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/141031.html !
　　標記コラムが掲載された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●国立環境研究所(NIES) 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/28】 
　　・「NIES Annual Report 2014」の刊行について(お知らせ) 
　　→ http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20141028/20141028.html !
　　標記お知らせが掲載された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/30】 
　　・［メールマガジン］バックナンバーに第556号を掲載しました。 
　　→ http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/No556.pdf !
　　標記お知らせが掲載された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●農業環境技術研究所（NIAES） 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/11/01】 
    ・農業と環境 No.175を掲載しました。 
    → http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/mgzn175.html 

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/441.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/column/141031.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20141028/20141028.html
http://www.famic.go.jp/mail_magazine/backnumbers/No556.pdf
http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/mgzn175.html


!
      標記情報が掲載された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●経済協力開発機構(OECD） 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/31】 
    ・OECD work on pesticides and sustainable pest management: 
　　　Vision for the future 
    → http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/OECD-Pest-Vision-Final.pdf !
　　OECDの農薬や害虫管理に関する将来展望に関する資料が掲載された。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●欧州化学品庁(ECHA) 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【2014/10/27】 
　　・Clarity on interface between REACH and the Cosmetics Regulation 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-
between-reach-and-the-cosmetics-regulation !
　　ECHAと欧州委員会は、化粧品指令とREACHにおける情報提供について整理し、 
　　公表した。EUの化粧品指令では、化粧品に含まれる成分について動物試験を 
　　禁じているが、同じ化学物質でもREACHに登録する場合には、動物試験が実施 
　　される場合がある。そのような場合について解説されている。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・New Summary Product Characteristic (SPC) editor for biocides 
　　authorisation 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-summary-product-
characteristic-editor-for-biocides-authorisation !
　　ECHAは新しいオンラインツールSPC editorを公表した。このツールは、事業者 
　　及び規制当局がBPR規則における製品の認可登録をサポートするものである。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/28】 
　　・New CLH consultations launched on salicylic acid and dichlofluanid 
    → http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation !
　　ECHAは、以下の2物質のCLH案についてパブリックコンサルテーションを開始し 
　　た。コメント提出期限は12月12日まで。 

http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/OECD-Pest-Vision-Final.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-summary-product-characteristic-editor-for-biocides-authorisation
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation


　　・dichlofluanid (ISO); N-[(Dichlorofluoromethyl)thio]-N',N'-dimethyl-N 
    -phenylsulfamide(CAS No.1085-98-9) 
　　・Salicylic acid(CAS No.69-72-7) 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・ECHA e-News: 29 October 2014 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/e-news-29-october-2014 !
　　ECHAは10月29日付けでe-Newsを掲載した。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/29】 
　　・General Court has annulled ECHA's decision regarding administrative 
　　charge 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/general-court-has-annulled-
echas-decision-regarding-administrative-charge !
　　欧州の司法裁判所(General Court)は、ECHAが事業者に課す管理料を無効とする 
　　判断を下した。この管理料は、ECHAが事業者の規模を審査する際に必要とされ 
　　るもの。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・New Biocides Review Programme Regulation enters into force 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-biocides-review-
programme-regulation-enters-into-force !
　　EU殺生物性製品(BPR)規則に基づく、レビュープログラムが発効した。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/30】 
　　・Draft CoRAP update with new substances for evaluation in 2015-2017 published 
　　→ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-update-with-
new-substances-for-evaluation-in-2015-2017-published !
　　ECHAは、CoRAP（REACH規則に基づく物質評価計画）for 2015-2017の草案を公表
した。 
　　前回公表分より、新しく選定された65物質の評価計画が含まれている。 
!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●セミナー情報 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
【環境省】 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/e-news-29-october-2014
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　　・地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する 講習会の開催につ 
　　いて ～改正水質汚濁防止法への効果的な対応のために～ (お知らせ) 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18841 !
　　下記の要領で講習会が開催される。 
　　　・開催日程： 
　　　　つくば市 平成26年12月9日(火) 
　　　　秋田市 平成26年12月16日(火) 
　　　　岡山市 平成26年12月18日(木) 
　　　　大阪市 平成26年12月19日(金) 
　　　　名古屋市 平成26年12月25日(木) 
　　　　大分市 平成27年1月14日(水) 
　　　　佐賀市 平成27年1月15日(木) 
　　　　札幌市 平成27年1月21日(水) 
　　　・内容： 
　　　(1)改正水質汚濁防止法の概要 
　　　(2)構造基準適合のための施設変更事例及び定期点検の実施事例 
　　　(3)現場における事例と主な留意点 
　　　(4)その他　　など。 
!
-------------------------------------------------------------------------- 
【2014/10/31】 
　　・「中国・韓国の化学物質管理の最新動向に関するセミナー」の開催について 
　　→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18838 !
　　　下記の要領で標記セミナーが開催される。 
      日時:12月3日（水） 13時30分～17時00分 
      場所:伊藤国際学術研究センター　伊藤謝恩ホール 
      定員:350名 
      内容: 
　　　（1）第8回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの報告 
　　　（2）中国の化学物質管理の最新動向と企業の実務対応 
　　　（3）韓国の化学物質管理の最新動向と企業の実務対応  など。 
!
※ 本セミナー情報は、参加費無料のものに限定しております。 
!
************************************************************************** 
【NITEケミマガ】をご利用いただきまして、ありがとうございます。 
●【NITEケミマガ】のバックナンバーは、下記HPをご覧ください。 
   → http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/chemimaga.html 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18841
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18838
http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/chemimaga.html


●配信停止をご希望の方は、以下のURLをクリックして下さい。 
   → http://www.safe.nite.go.jp/mailmagazine/chemmail_del.html 
●配信先e -mailアドレスの変更をご希望の方は、以下のURLをクリックして 
  配信停止手続をしていただき、新たに配信登録をお願いします。 
   配信停止→ http://www.safe.nite.go.jp/mailmagazine/chemmail_del.html 
   配信登録→ http://www.safe.nite.go.jp/mailmagazine/chemmail_01.html 
●ご意見・ご感想・ご要望等は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 
   chem-manage@nite.go.jp 
************************************************************************** 
・【NITEケミマガ】の転送、複写は、読者の組織内に対し全文の転送、複写をする 
  場合に限り、自由に行って頂いて構いません。 
・組織外への公表・転送、商用利用等につきましては、以下のメールアドレスまで 
  お問い合せください。 
  → chem-manage@nite.go.jp 
・発行元：独立行政法人製品評価技術基盤機構　化学物質管理センター
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