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要旨：前報に引き続いて化審法の今回の改正を取り上げ、化審法の改正に係る問題点と

国会附帯決議への対応の重点について具体的に考察した。化審法の改正に係る問題点と

しては、化学物質の定義の見直しが行われなかったこと、環境中で分解しやすい化学物

質まで規制対象に加えたこと、優先評価化学物質の評価に SIDS を用いること、および

国際公約が求めている国内の現状の検証や分析を行わなかったことなどについて論考し

た。一方、国会の附帯決議への対応の重点については、とりわけ重要な二つの事項、つ

まり、総合的、統一的な法制度と行政組織のあり方の検討および国際合意を遵守する国

の責任と具体的なスケジュールの明確化を取り上げた。そして、カナダの先進的な取組

事例を参考にしつつ、化学物質総合管理の観点からそれらへの対応のあり方を具体的に

提言する。 
キーワード：化審法、化学物質総合管理、国会附帯決議、SAICM 国内実施計画、ナシ

ョナル・プロファイル 
 

Abstract: We here deal with issues related to the new version of the Kashin-hou in 
Japanese and consider concrete and right ways of implementing the two most 
important items in the Diet’s supplementary resolutions, which were explained on 
our prior report of the series.  Concerning the issues related to the amended 
Kashin-hou, we picked up four points which are 1) not to be reconsidered the 
definition of chemical substance, 2) to be controlled biodegradable substances under 
the Kashin-hou strictly, and so on, and then we picked up two most important points 
of the Diet’s supplementary resolutions which are 1) the consideration of how to 
realize integrated or unified regulatory systems and 2) the clarification of national 
responsibility about the fulfillment of international agreements and its concrete 
schedule, and propose concrete or right ways from the point of the integrated 
management of chemicals, referring to the advanced achievement in Canada. 
Keywords: Kashin-hou, Chemicals integrated management, the Diet’s supplementary 
resolutions, , SAICM national action plan, National profile 
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１．はじめに 

 2009 年 5 月に公布された化学物質審査規制法（化審法）の改正に関連して、前報においては、

衆参両議院の附帯決議も示唆しているように、2002 年 6 月の WSSD (持続可能な発展に関する

世界首脳会議) で採択された 2020 年目標への対応は、化審法の改正だけで対処できる課題では

ないこと、および 2006 年 2 月に国際的に合意された SAICM (国際化学物質管理の戦略的取組

み) に掲げられた課題について日本の化学物質管理の全体を対象として改善のあり方を検討す

る必要があることを指摘した (星川他, 2009)。 
引き続いてこの報文においては、今回の化審法改正の問題点を化学物質総合管理の観点から

具体的に指摘した後、国会の附帯決議への対応として今後政府が取り組むべき重点課題である

化学物質総合管理への変革および WSSD の 2020 年目標達成の具体的なあり方を提示する。 
なおこの報文は、日本リスク研究学会第 22 回年次研究発表会および化学生物総合管理学会第

6 回学術総会で口頭発表した内容を修正加筆して作成したものである (日本リスク研究学会, 
2009; 化学生物総合管理学会, 2009)。 

２．化審法改正の問題点 

今回の改正の要点は、政府の公表資料によると表１のとおりである (経済産業省, 2009)。つ

まり、国会に上程された政府原案は全体的には答申の内容に沿って作成された。しかし「環境

中で分解しやすい化学物質」にまで規制を拡大することは、答申においては化審法で措置する

ことの妥当性について引き続き検討する必要があるとされていたにも拘らず、閣議決定直前の

非公式な与党審査の過程で追加された。 
 

表１ 政府資料における化審法改正の概要 
1．既存化学物質も含めた包括的管理制度の導入 
 ① 一定数量以上の製造・輸入事業者に対し毎年度数量等の届出を義務化 
 ② 上記届出の内容や有害性の既知見等により安全性評価を優先的に行うべき化学物質

を「優先評価化学物質」に指定 
 ③ 必要に応じ、優先評価化学物質の製造・輸入事業者に対し有害性情報の提出を求め、

取扱事業者にも使用用途の報告を要求 
 ④ 「優先評価化学物質」の安全性評価を段階的に進めた結果、人または動植物への悪

影響が懸念される物質にも、現行法と同様に (第二種) 特定化学物質として製造・使

用制限等を適用 
 ⑤ 「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」にも

規制を適用 
2．流通過程における適切な化学物質管理の実施 
  特定化学物質等の取扱事業者に対して一定の取扱基準の遵守を求めることに加え、

取引に際して必要な表示を義務化 
3．国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化 

ストックホルム条約の規制対象物質について、第一種特定化学物質の規制の国際整

合化を実施 
 
「環境中で分解しやすい化学物質」まで化審法の規制対象に加えたことは今回の化審法改正

の大きな問題点の一つであるが、それ以外にもいくつかの問題点がある。それらの要点を以下

に述べる。 
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（1）化学物質の定義を見直さなかったこと 
 日本で「化学物質」の定義を規定している法律は、化審法以外に労働安全衛生法 (安衛法) と
化学物質管理促進法 (化管法) がある。それらの定義を示すと表２のとおりである。つまり、安

衛法と化管法は基本的にすべての元素および化合物を規制の対象としている。このような定義

の仕方は海外の代表的な化学物質総合管理の法律であるEUのREACH (化学物質の登録、評価、

認可等) 規則や米国の TSCA (有害物質規制法)などと整合性がある。 
 

表２ 安衛法、化管法および化審法の「化学物質」の定義 
安衛法 元素および化合物をいう。 
化管法 元素および化合物（放射性物質を除く）をいう。 
化審法 元素および化合物に化学反応を起こさせることにより得られる

化合物（放射性物質および次に掲げるものを除く）をいう。 
1．特定毒物 2．覚せい剤および覚せい剤原料 3．麻薬 

 
 しかし化審法は、規制の対象とする「化学物質」をすべての元素や化合物とせず、それらに

「化学反応を起こさせることにより得られる化合物」に限定している。そのため、化審法が対

象とする化学物質の範囲は、国内の安衛法や化管法と整合性に欠けるだけでなく、REACH や

TSCA など OECD (経済協力開発機構) の加盟国が採用してきた化学物質総合管理法規とも整

合性がない。言い換えると、REACH や TSCA では法律の対象となる化学物質の中には、アス

ベスト、ナノ材料などのように化審法の対象にならないか、またはなるのかならないのかが明

確でない化学物質が存在する。 
今回の見直しでリスクに基づく評価・管理や化管法との連携が重要視されたことを考えれば、

社会で取り扱われる化学物質の中から産業的に化学反応を起こさせて得られる化合物だけに限

定して評価や管理を行う必然性や合理性は全くなく、むしろ天然物や国際的に関心を呼んでい

る金属類、アスベスト、ナノ材料なども定義に含めて、さらには人や環境生物の非意図的生成

物への曝露も加味して包括的なリスク評価を指向すべきであった。しかし今回の見直しでは、

化学物質の定義の適正化の問題はまったく論議されず、答申にも記述は見当たらない。 
 
（2）「環境中で分解しやすい化学物質」まで化審法の規制対象に加えたこと 
 化審法の目的 (第１条) は、今回「環境中で分解しやすい化学物質」を規制の対象に加えたこ

とにより表３のとおりとなった。 
 

表３ 改正化審法の第１条（目的） 
この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼ

すおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又

は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、そ

の有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うこ

とを目的とする。 
 
つまり、1973 年に難分解性かつ高蓄積性の化学物質による環境汚染を未然防止するために制

定された化審法は、1986 年と今回の改正を経て第 1 条（目的）の規定から「難分解性」と「高

蓄積性」の文言が順次消去され、文面的には人および環境生物に悪影響を及ぼしうる化学物質

の製造、輸入、使用等を規制する法律に改められた。 
しかし、化審法の規制体系そのものには基本的に変更はない。つまり、難分解性かつ高蓄積
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性の化学物質を第一種特定化学物質に指定する制度を温存し、新規化学物質の製造又は輸入に

際し事前に性状等を審査する制度を継続しており、実質的な変更としては第二種特定化学物質

の難分解性の要件を消去しただけにすぎない。政府の説明によれば、今回の改正によって既存

化学物質の評価制度を導入して優先評価化学物質を選定し、それらについて第二種特定化学物

質への該当性を計画的に評価することが WSSD の 2020 年目標を達成する重要な手段であると

説明しているが、この評価は化審法の枠内の限定的なものにすぎない。 
このような部分的な修正ではあるが、その限定的な修正の中で、第二種特定化学物質の定義

を変更した影響は大きい。例えば、改正化審法において第二種特定化学物質の定義に該当しう

る化学物質のほとんどは、すでに化管法の PRTR 制度の対象化学物質として環境排出が管理さ

れているほか、大気汚染防止法の有害大気汚染物質、水質汚濁防止法や地下水汚染防止法の環

境基準等設定物質、さらには労働安全衛生法の特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防

規則の規制物質などへの指定により厳重に規制されている (表４，表５参照)。つまり、二重規

制の状況を作り出してしまった。 
 

表４ 主な規制法における有害物質等の規定の状況 
化審法： 
第二種特

定化学物

質 

イおよびロに該当する化学物質で政令で指定するもの 
イ 次のいずれかに該当するもの 

1．継続的な摂取により人の健康を損なうおそれがあるまたは継続的摂取もしくは

曝露により生活環境動植物の生息または生育に支障を及ぼすおそれがある 
2．自然的変化物が上記に該当するもの 

ロ 環境残留状況により、人の健康に係る被害または生活環境動植物の生息もしく

は生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められるもの 
大防法： 
有害大気

汚染物質 

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因

となるもの。その中から、有害性の程度、大気環境の状況等を考慮し、健康リスクが

ある程度高いと考えられる 22 物質を優先取組物質として選定  
水防法： 
健康環境

基準項目 

カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定め

るもの。さらに、公共用水域および地下水における検出状況等からみて、直ちに環境

基準項目とせず、引き続き検出状況など知見の集積に努めるもの 27 項目を要監視項目

として設定  
安衛法： 
特定化学

物質 

第 1 類物質：主として尿路系器官にがん等の腫瘍を発生させるおそれの大きいとされ

る物質または難分解性物質で慢性障害を起こすおそれのある物質で、製造設備に労

働大臣の許可等を必要とする物質 
第 2 類物質：慢性障害またはがん等の遅発性障害の防止対策を講ずべき物質  

 
このような状況の中では、これらの化学物質を新たに改正化審法の第二種特定化学物質に指

定して製造予定数量の届出、技術上の指針の遵守、表示等の規制を課す必然性は見当たらない。

また、自動車排ガスのように化審法の対象になりえない環境汚染物質の発生源が関与する有害

化学物質のリスク評価を化審法の下で実施できるのかという新たな問題もある。言い換えれば、

「環境中で分解しやすい化学物質」を化審法の規制対象に加えた非公式な与党審査の段階での

決定を受けて、それが化審法の全体にもたらす帰結や他の法律への影響について十分論議され

必要な調整が行われた上で閣議決定がなされたものであったのかに大きな疑問が残る。 
答申では、「「環境中で分解しやすい化学物質」の扱いについては、「他法令による排出段階で

の対応が可能であり、化審法の制定や運用経緯にかんがみて慎重にすべきという意見もあっ

た。・・化審法で措置を行うことが適切かどうか引き続き検討を行い、」と記述されていた。 
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それゆえ政府には、このような変更の妥当性について再度審議会において十分な論議を尽くし、

パブリック・コメントの手続きを経て答申を修正する手続きを踏むべきであった。 
 

表５ 関連規制法に基づく規制および評価等の重複の例示 
化審法・

特化物 
大防法・有害

大気汚染物質

水濁法・環境基

準／監視項目

安衛法・特化

物／溶剤 
安衛法・有害性

調査等 
経産/環境

省 リスク

評価 

 
名 称 

    がん等 リスク 初期 詳細

ベンゼン＊  (優先) 基準 (健康) 環境 (特化) 第 2 類   〇 〇

トリクロロエチレン＊ 第二種 (優先) 基準 (健康) 環境 (溶剤) 第 1 種   〇 〇

テトラクロロエチレン＊ 第二種 (優先) 基準 (健康) 環境 (溶剤) 第 2 種 ◎  〇  
ジクロロメタン＊  (優先) 基準 (健康) 環境 (溶剤) 第 2 種 ◎○  〇△ 〇

アクリロニトリル＊  (優先) 指針  (特化) 第 2 類 ○  〇  
塩化ビニル＊  (優先) 指針 (監視) 指針 (特化) 第 2 類   〇△ 〇△

クロロホルム＊  (優先) 指針 (監視) 指針 (溶剤) 第 1 種 ◎  〇△ 〇

1,2-ジクロロエタン＊  (優先) 指針 (健康) 環境 (溶剤) 第 1 種 ◎  〇△ △

1,3-ブタジエン＊  (優先) 指針   ○ ○ 〇  
アセトアルデヒド＊  (優先) －   ○ ○ 〇△ 〇

クロロメチルメチルエー

テル 
 (優先) －  (特化) 第 2 類     

酸化エチレン＊  (優先) －     〇△ △

ホルムアルデヒド＊  (優先) －    ○ 〇△ 〇△

トリフェニルスズ化合物 第二種        
トリブチルスズ化合物 第二種       〇

PCB 第一種  (健康) 環境 (特化) 第 1 類    〇

註：1．安衛法・有害性調査等の◎は動物発がん実験、〇は変異原性試験 
  2．経産/環境省のリスク評価の〇は経産省、△は環境省の評価プログラム 
 
新規化学物質の審査や一般化学物質のリスク評価は本来、環境中で分解し易い化学物質につ

いても管理の程度を見極めるために同様に行われるべきである。したがって、環境中で分解す

る化学物質を除外してきた従来の化審法の評価体系は基本的に見直されるべきではあるが、こ

れに関する化審法の規制体系の変更については、他の法規における有害化学物質との関連性を

十分考察して判断する必要があった。しかし、この変更に対する説明責任は未だに果たされて

いない。 
 
（3）優先評価化学物質の初期リスク評価に SIDS を用いること 
 経済産業省が化学物質審議会の専門委員会に提案した資料によると、製品評価技術基盤機構 
(NITE) および経済産業省は、優先評価化学物質から第二種特定化学物質を二段階のリスク評

価によって選定する初期段階に OECD が確立した SIDS (スクリーニング情報データセット)を
用いる方法を採用することを予定している (図１参照；製品評価技術基盤機構他, 2009)。 
 しかしこの SIDS は、OECD が 1980 年代に確立し化学物質総合管理の考え方を踏まえて理

事会の決議を経て加盟国に導入を推奨した MPD (上市前最小データセット) の概念に基づくデ

ータセットであり、その本来の目的は健康ハザードのすべてのエンドポイント（急性毒性、慢
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性毒性、生殖毒性、発がん性など）ならびに労働者、消費者、一般市民のすべての人の化学物

質曝露および環境生物への影響について包括的に初期リスク評価を行うことである (表６参照; 
OECD, 1982)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 改正化審法におけるリスク評価のイメージ 
 

表６ OECD/SIDS の必須項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方、化審法の枠内における優先化学物質の健康リスク評価は、人が曝露する様々な経路の

うち、環境経由の間接的な曝露による一般市民の健康リスクが第二種特定化学物質の定義に該

当するかどうかを明らかにするためだけの限定的なものである。つまり改正化審法では、化学

物質への人の曝露のうち、より直接的な意義を有する労働者や消費者が化学物質を取り扱う際

の直接曝露の影響を評価することができない。このように改正化審法による評価は限定的な評

価であるにも拘らず、総合管理の手法として確立された SIDS を借用するところに大きな難点

がある。 
人に対するハザードの評価それ自体は、化学物質の特性である有害性の評価であるため、化

Ⅰ．物質情報
1．物質の識別情報（Chemical Identity）

－ＣＡＳ番号
－名称
－構造式
－評価される化学物質の組成

2．流通量（生産・輸入推定量）
3．使用類型（カテゴリー及び使用タイプ）
4．曝露発生源（作業者曝露、消費者曝露

及び環境経由の間接曝露）

Ⅱ．物理化学的性状
1．融点
2．沸点
3．相対密度
4．蒸気圧
5．分配係数：ｎ－オクタノール／水
6．水溶解度
7．解離定数（解離物質の場合）
8．酸化還元電位

Ⅲ．環境中運命
1．光分解性
2．水中安定性（加水分解する官能基ないか、

加水分解されないと一般に認められる化学
物質群は定性的に記述）

3．媒体間の移動分配（分配経路を含み、実
験かQSARによるヘンリー定数、エアロゾ
ル化、揮発性、土壌吸着性）

4．好気性生分解性

Ⅳ．哺乳類毒性
1．急性毒性（人曝露状況で投与経路選定）
2．反復投与毒性（新規試験は人曝露状況

に最も関係する投与経路）
3．遺伝毒性（2種エンドポイント）
4．生殖発生毒性（受胎能と発生毒性を評価

できるデータ）
5．人の曝露経験（入手可能な場合）

Ⅴ．環境毒性
1．魚類急性毒性
2．ミジンコ急性毒性
3．藻類毒性
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審法における限定的な健康リスク評価の場合であっても、初期リスク評価の段階からハザード

のすべてのエンドポイントについて行う必要がある (図２参照)。言い換えると、化審法の枠内

で行われる健康ハザード評価は、労働作業曝露、製品使用曝露および室内環境曝露など他の法

規でも行われる健康リスク評価と重複するものとならざるを得ない。つまり、健康リスク評価

におけるハザード評価は曝露形態の如何にかかわらず共通であるがゆえに、化学物質のハザー

ド評価と初期リスク評価を一元的に行う化学物質総合管理が最も合理的かつ効率的であり、ハ

ザード評価や初期リスク評価を一元的に行う法制への変革が世界の常識であることに十分な論

拠がある。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 註：化審法は矢印の範囲を対象とする限定的な規制法にすぎない。 

図２ 化学物質総合管理の評価・管理要素の全体における化審法の限定された役割 
 
それにも拘わらず、今回の化審法改正では、ひたすら化審法の規制体系の維持に固執して部

分的な改正に留め、このような世界の常識を考慮して化学物質総合管理法制への変革について

検討することもなく、改正化審法の下で新たに収集するハザードや曝露の情報のうち他の法律

に基づく措置に関係するものについては、当該法律を所掌する大臣に通知するという縦割りの

現行法律体系に立った規定を新たに設けた (表３参照)。 
 

表３ 縦割りの法律体系を繕う情報通知義務規定 
第四十七条：（通知）厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律に基づいて化

学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に基

づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に

対し、当該知見等の内容を通知するものとする。 
 
このような規定を新たに設ける場合、縦割りの法律体系を前提にしてハザードや曝露の情報

を他省庁へ提供する方式とハザード評価や初期リスク評価を一元的に行ってその根拠データや

評価結果等を他省庁や国民と共有する包括的な化学物質総合管理の方式との優劣比較を行う必

要がある。 
このような優劣比較の一つの例を示すと表４のとおりであるが、関係省庁は第 47 条を新設す

る際にこのような観点の検討を全く行っていない。 
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表４ 包括的なハザード評価・初期リスク評価方式と 
    他省庁へのハザード曝露情報提供方式の比較例 

適合性  

比較の観点 包括 分散

（1）効率的なハザード評価や初期リスク評価には、社会および事業者にとって透明

性が高く使い勝手の良い、国際整合性の確保された法律体系を基本にすることが

重要である。 

（2）適正な化学物質管理の要件として、科学性、効率性、国際整合性などの確保が

重要である。（「他省庁にハザード･曝露情報を提供する」とは、各省庁が行うハ

ザード評価や初期リスク評価に重複があることを意味し、このような実態の是認

は、効率性や合理性の改善に反する。） 

（3）複数の法律に分散した重複機能を統合することは、法目的の違いに伴う差違の

発生を防止し、全体的に均整のとれた質の高い評価や管理を確実にする方策であ

る。 

（4）ハザード評価の機能や人材を糾合することにより専門能力が強化され、新たな

ハザードやリスクの問題への対処がより適切となる。 

◎ 

 

 

◎ 

 

 

 

◎ 

 

◎ 

× 

 

 

△ 

 

 

 

× 

 

× 

 
（4）国際公約が求めている国内の現状の検証や分析を行わなかったこと 

 今回の化審法の改正における重大な問題点の一つは、見直しの視点として 2002 年 6 月の

WSSD で採択された実施計画の 2020 年目標を掲げながら、その行動指針として合意された 
SAICM に記載された数々の課題への具体的な対応については全く論議しなかったことである。

むしろ答申においては、WSSD 目標や SAICM に係る国際的な協調的取組みを本来の趣旨から

切り離して我田引水的に解釈し、化審法の限られた枠内に WSSD 目標を局所的に当てはめ、こ

れを達成する手段として化審法の枠内に限定される既存化学物質のリスク評価制度を導入した。 
しかしこのような国際的な取組みの解釈や対応は正しい対応ではなく、化審法の改正だけで

WSSD 目標を達成するという取組みは正当性に欠ける。例えば、国際的な取組みの解釈の誤り

については、合同委員会が参照している米国、カナダおよび EU のそれぞれの既存化学物質の

体系的なリスク評価・管理制度の設定時期とそれらに関連する国際会議の開催時期とを対比さ

せた図３で明らかである。 
すなわち、これらの国の既存化学物質の評価管理制度は、WSSD 目標を達成するために設定

されたものではない。それらの評価管理制度は、EU の REACH 規則への抜本的改変を含めて、

いずれも 2000 年 10 月の IFCS (国際化学物質安全フォーラム) の第三回フォーラムが開催され

た時点よりも前にそれぞれの国の化学物質総合管理の体制の下に設定されたものであり、むし

ろ WSSD 目標の国際的な合意を可能とした先進的な取組み事例であった。このような状況から

も明らかなことは、それぞれの国はまず自らの化学物質管理の現状分析を包括的に行ってナシ

ョナル・プロファイルを策定し国としての化学物質総合管理政策を確立し、化学物質総合管理

の改善施策の一環として化学物質の包括的なハザード評価や初期リスク評価を行う制度を整備

するというのが国際的に推奨されている正しい道筋である。 

３．国会附帯決議への対応の重点 

 今回の化審法改正に対して衆参両議院が決議した附帯決議の内容には従来にない極めて顕著

な特徴がある。その特徴とは、前報でも指摘したように、附帯決議の対象が化学物質に係る個

別規制法にすぎない化審法の一部改正であるにも拘らず、個別規制法では対処できない日本の

化学物質管理の全体、つまり、化学物質総合管理に係る決議が極めて多く含まれていることで 
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図３ 米国、カナダおよび EU の既存化学物質に係る包括的な 
    リスク評価管理施策の設定時期と関連国際会議の開催時期 

 
ある。それらをさらに整理すると以下の５つの課題が特に注目される (星川他, 2009)。 
 

1) 総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討 
2) 国際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化 
3) 省庁の連携・協力と情報共有の強化 
4) 評価や審査などに多様な主体を参加させる等の体制の整備 
5) 化学物質管理を担える人材の育成及び研究機関の充実ならびに大学・大学院における 

専門家育成と学校教育の教育内容の見直し 
 
 なかでも 1)および 2)の「総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討」および「国

際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化」は、WSSD の 2020 年目標の達成

を検討する場合はもとより、その行動指針である SAICM に掲げられた課題への対応のあり方

を検討する場合にも密接に関連する課題であり、政府は表６に示す両議院の附帯決議の文言に

留意しつつ早急に対処方針を確立する必要がある。 
そこで以下においては、この二つの課題に絞って具体的な対応のあり方について考察する。 

 
（1）総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討 
 この附帯決議事項は、具体的には衆議院の９項および参議院の８項と 12 項で決議されている。

このことから両議院が世界の常識である化学物質総合管理の法制への変革の必要性を強く認識

し、政府に早急な取組みを要請したものであることは明白である。 
しかも両議院は、この附帯決議において化学物質総合管理への変革について優先的に検討し

て化学物質管理の現状における以下のような問題点を改善する必要があることを明確に指摘し

たことに特に留意する必要がある。 

・1998年11月化学物質および調

剤の分類・表示・包装調和指令、
既存化学物質リスクの評価・規
制規則等の運用に関する報告書
を公表

・2001年2月EU白書「今後の化
学物質管理政策の戦略」の提案

・2006年12月既存の指令･規則
を統合するREACH規則の採択

・1988年カナダ環境保護法(CEPA)
を制定し、優先物質評価プログラム
（PSAP)を設定

・1999年CEPAを改正し、既存化学
物質の総合的リスク評価の実施を規
定

・2006年9月23,000種の既存化学物
質のスクリーニング評価を完了して
約200種の優先評価物質を選定し、

併せて新規重大用途規制を導入

・1998年末にNGOの指摘に
応えて2,800種のHPV化学

物質の基本ハザード情報を
整備し公開するHPVチャレン

ジプログラムを設定

・2005年3月産業界が全ての
HPV化学物質のSIDSレベル

の情報整備計画を発表

･2009年4月6,750種のHPV、
MPV化学物質のSIDSレベ

ルのスクリーニング評価プロ
グラム(ChAMP)を設定
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併せて新規重大用途規制を導入

・1998年末にNGOの指摘に
応えて2,800種のHPV化学

物質の基本ハザード情報を
整備し公開するHPVチャレン

ジプログラムを設定

・2005年3月産業界が全ての
HPV化学物質のSIDSレベル

の情報整備計画を発表

･2009年4月6,750種のHPV、
MPV化学物質のSIDSレベ

ルのスクリーニング評価プロ
グラム(ChAMP)を設定

EU：REACH規則カナダ：カナダ環境保護法米国：HPV評価プログラム

2002年6月WSSDにて実施計画の採択

2006年2月ICCMにてSAICMの採択

2000年10月IFCSⅢにて優先実施計画の採択
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表６ 衆参両議院の重視すべき二つの附帯決議事項 

（1）総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討 
衆議院 

9 項 
化学物質の適正な利用および化学物質によるリスクの低減に関する長期的、計画的な

施策を推進するに当たっては、関係省庁間の連携を図りつつ、事業者の負担の軽減お

よび消費者の化学物質に関する理解の促進に資するよう、化学物質に関する総合的、

統一的な法制度等のあり方について検討を行う。  
参議院 

8 項 
化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが、国民の目から分かりにく

いとの指摘を踏まえ、化学物質に関する総合的・統一的な法制度の在り方について検

討を行うこと。 
参議院

12 項 
化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進す

るため、基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の基本

事項を定めるなど化学物質に関する総合的、統一的な法制度及び行政組織の在り方等

について検討を早急に進める。 
（2）国際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化 

衆議院 

１項 
2020年を期限とする国際合意の確実な履行に向けて、本改正案による規制強化措置が、

事業主のみならず国民全般からの理解を得て円滑かつ着実に実施されるよう、国の責

任と具体的な作業スケジュールを明らかにする・・・  
参議院 

１項 
化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する方法で使用・生産されるこ

とを 2020 年までに達成するという国際合意を遵守するためには、サプライチェーンの

川上のみならず、流通、使用、処分、廃棄等を含めたライフサイクル全体に及ぶ適正

な管理が必要であることから、化学物質の規制等を所管する省庁の連携・協力と情報

共有を一層強化するとともに、関係する事業者のみならず、国民全体の理解を得て、

化学物質のリスク評価を確実に進め、管理について万全を期すること。このため、今

後の具体的なスケジュールを明らかにする・・・ 
 

1） 事業者の負担の軽減および消費者の化学物質に関する理解の促進に資するため 
2） 化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが国民の目から分かりにくいため 
3） 化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するため 
4） 基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らかにし、かつ、施策の基本事項を定めるため 

 
 しかも、このような問題点の改善の緊急性は、化審法見直し合同委員会の報告書案に対して

寄せられたパブリック・コメントにも認めることができる。すなわち、パブリック･コメントで

寄せられた意見の中には化学物質の総合管理の導入やハザード分類・表示に関する世界調和シ

ステム (GHS) の統一的な運用を求める意見が数多くあった (経済産業省, 2008)。具体的には、

化学物質総合管理や GHS に関して寄せられた意見は全部で 13 件あり、1 件は報告書に化学物

質総合管理の検討を記載することに反対する意見であったが、他の 12 件は化審法の部分的改正

でなく、化学物質総合管理への変革などを求める意見であった (付表参照)。 
上記のような化学物質管理の現状の問題点は、前報において既に説明したことではあるが、

化学物質に係る法規が数多く乱立し、それらを所管する省庁が分散していて、国としての統一

的な化学物質管理政策がないことに根本的な原因がある。つまり日本の場合、化学物質に係る

法律は取締法的な規制法がその時々の事故事件などに応じて既存の法律と重複しないように追

加されてきただけで、全体的な整理見直しはいまだかって一度も行われていない。その結果、

火薬類、毒物劇物、高圧ガスなどの様々な危険有害物を取り締まる規制法に重ねて、労働安全
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衛生、消費者安全、輸送安全、環境保全などに係る特定のリスク分野を対象とする様々な規制

法が混在しており、しかもその後、国際調和活動の成果として新たな管理制度が利用できるよ

うになると、それら管理制度の本来の開発趣旨や普遍性などに殆ど配慮することなく、複数の

省庁が法律や制度として分散して導入したことから事柄をさらに悪化させてしまった。 
言い換えると、1992 年 6 月の UNCED (国連環境開発会議) において人類の行動計画である

アジェンダ 21 が合意され、その第 19 章に基づく化学物質総合管理の実現に向けた世界的な協

調活動が活発に展開されてきたにもかかわらず、日本の化学物質管理に係る法律群に関しては、

そのような国際協調活動に呼応して化学物質の管理という観点から体系的に見直されることも

なく、また、化学物質管理の当事者である事業者や消費者、一般市民の立場から効率的で使い

勝手の良い管理体系に組み直すという観点に立った検討も行われなかった。 
 そこでこの研究シリーズにおいては、このような国際協調性に欠ける対応を早急に改め、世

界の趨勢である化学物質総合管理の概念に照らして化学物質管理の現状を全体的に分析し、総

合管理の法制に変革する必要があるとの観点から、総合管理の中核となる化学物質総合管理法

（仮称）の骨子案を提案し、前報においても国会附帯決議への対応としてこの国際合意に呼応

する課題に政府が一体となって取り組むべきことを提言した (星川他, 2007b; 2009)。 
 両議院が附帯決議で指摘した化学物質管理の現状に係る問題点をこのような取組みによって

根本的に改善するためには、化学物質総合管理法（仮称）を制定して一元的な執行機関とハザ

ード評価や初期リスク評価を包括的に実施する評価機関を設置することが不可欠である。そこ

でこのような考えに基づく現行体制の整理統合による総合管理体制への変革の一つの具体案を

図４に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 化学物質総合管理法制への変革の一案 
 
 つまり、化学物質総合管理体制への変革に当たっては、日本の行政機関や政府機関の能力が

欧米に比べて劣り、人材が質量両面において決定的に不足している現状を踏まえ、社会の化学

物質管理能力を全体として強化するため、以下のことを果敢に実行する必要がある。 
 

火薬類取締法

毒物及び劇物取締法

高圧ガス保安法

消防法・危険物規制令

化学物質審査規制法

労働安全衛生法
有機溶剤中毒予防規則、
特定化学物質障害予防規則、他

家庭用品規制法

海洋汚染防止法

オゾン層保護法、大気汚染防止法、
水質汚濁防止法、悪臭防止法、他

危険物船舶運送・貯蔵規則、

航空法施行規則、他

化学物質管理促進法

一元的ハザード評価・
GHS分類

新規化学物質
既存化学物質

安全データシート交付

取扱実態把握

包括的初期リスク評価

ラベル表示

経産省製造産業局

厚労省医薬食品局

環境省総合環境政策局

厚労省労働基準局

総務省消防庁

国交省海事局 ･航空局

経産省資源エネルギー庁

化学物質総合管理法

高懸念化学物質
の生産使用確認

化学物質総合管理庁

（化学物質総合評価機関）

情
報
共
有
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（消防研究所）

（国立医薬品食品衛生研究所）

（産業技術総合研究所）
（製品評価技術基盤）

（中央労働災害防止協会）

（国立環境研究所）

（産業技術総合研究所）

：機能人材の糾合

：成果制度の共有

（所管省庁・専門機関） （現行関連法規）

（労働安全衛生総合研究所）
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① 不透明で国民の使い勝手の悪い、しかも非効率で国際競争力を害する、乱立する関連規

制法を化学物質総合管理法との関連性に従って抜本的に整理統合する。図４に示した整

理統合の例を説明すると、1)化学物質総合管理法の重要事項である a)化学物質の流通量

や事業者と行政の取扱・管理に関する情報の管理、b)人と環境に対するハザードの GHS
分類と一元的評価、c)安全データシートとラベル表示の包括的実施および d)人と環境の

曝露に関する初期リスク評価に関連する事務は、化審法、安衛法、毒劇法の該当する事

務だけでなく、その他規制法に分散する危険有害物の指定に係るハザードの分類･評価や

ラベル表示などを含めて化学物質総合管理法に統合し、2)化学物質総合管理法が所管す

る上記事務の実施結果は関連する法規が必要に応じて採用する。このような整理統合に

よる透明性が高く効率的な方策をさらに展開すれば、現行の化審法と毒劇法などを統合

して新たに化学物質総合管理法と懸念の高い化学物質を規制する新法に組み直すという

考え方の検討が必要になってくるであろう。 
② 化学物質総合管理法を一元的に運用する化学物質総合管理庁の機能および要員は、厚生

労働省医薬食品局、厚生労働省労働基準局、経済産業省製造産業局、環境省環境保健部、

消防庁その他の化学物質管理に係る行政部門等から糾合して人材を確保するとともに、

人材の有効活用を促進する。 
③ 行政部門を支える化学物質総合評価機関の機能および要員は、現在の行政部門に付随す

る消防研究所、国立医薬品食品衛生研究所、産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機

構、国立環境研究所、労働安全衛生総合研究所その他の化学物質のハザード評価やリス

ク評価に係る政府出資の専門研究機関等から糾合して人材を確保し有効活用を図る。 
④ 情報共有データベースは、日本の化学物質管理に係る行政の評価・管理の実態だけでな

く、事業者の管理実態をも反映させた方式に発展させることが不可欠である。そのため、

情報データの収集を加速化して整理を円滑にし、かつ、それらの情報を国民と共有する

ために事業者の機密情報等に対する保護措置や補償措置を講じて情報公開システムを構

築する。 
 
（2）国際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化 
 国会の附帯決議が国の責任と具体的なスケジュールの明確化に言及した国際合意は、文言と

しては 2002 年 6 月の WSSD で採択された実施計画における 2020 年目標に限られている。し

かし WSSD で政府が合意した 2020 年目標は、政府として「化学物質が人の健康と環境にもた

らす悪影響を最小化する方法で使用・生産されること」を確実にする施策を講ずることであり、

限定的な規制法にすぎない化審法の今回の改正だけで対処できる目標でないことは自明のこと

である。 
それゆえ、この附帯決議事項への対応として国際合意の履行に関する国の責任と具体的なス

ケジュールを明確化する場合には、労働者曝露、作業者曝露を含めた人曝露の全体と環境生物

曝露に伴う悪影響の全体を視野に入れて全体としてのリスクを最小化しうる最適な方策を選定

し、それを計画的に実行する必要がある。 
 ところが、今回の化審法改正に関する新聞の連載記事の中に「2020 年目標の達成に向けた改

正化審法による化学物質の評価・管理」と題して図５が掲載されていた (化学工業日報, 2009)。 
新聞記事は図５の出典を明示していないが、改正化審法の規定から判断して正確でない記述

が含まれている。つまり、この図によると社会で取り扱われる化学物質の中から 2012 年度まで

に約 1,000 物質の優先評価化学物質を選定し、その後それら化学物質の詳細リスク評価を毎年

100 物質ずつ行い、「評価が終了した化学物質は評価内容に応じた管理を実施」することにより

2020 年目標が達成されると記述されている。 
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図５ WSSD の 2020 年目標達成に関する説明図 
 

しかし、改正化審法には「評価が終了した化学物質を評価内容に応じて管理する」ことに対

応する規定はない。改正化審法が規定する優先評価化学物質の評価の目的は「第二種特定化学

物質の定義への該当性」を判定することだけである。 
したがって、詳細リスク評価の結果として第二種特定化学物質に指定された化学物質につい

ては、第二種特定化学物質に対して規定される規制措置が評価内容に応じて選択的に課せられ

るであろう。しかし、改正化審法の枠内では約 1,000 物質の全ての優先評価化学物質について

評価内容に応じた管理の実施が要求されるものではない。例えば、第二種特定化学物質の要件

には当たらないが、労働者や消費者にリスクをもたらす可能性のある化学物質に対しては化審

法は本来的に対処し得ない。それゆえこのような不正確な記述は、国が国際合意した 2020 年目

標を今回の化審法改正により達成しうるという誤解の下に、あるいは改正化審法の規定を逸脱

して解釈していることを内々承知の上で、正確でない認識を社会に広めていることの典型的な

証左の一つであると推測せざるを得ない。 

４．カナダ政府の取組みの事例 

 化学物質管理の高度化や総合化による管理能力の強化は、1992 年 6 月の UNCED で合意さ

れたアジェンダ 21 第 19 章に掲げられた世界的な重点課題であり、それ以降国際的な協調活動

が活発に行われてきた。それゆえ、日本が WSSD の 2020 年目標を達成する方策を検討したり、

既存化学物質を体系的にリスク評価したりする際に参考しうる先進事例は既に存在する。この

ような先進事例として、カナダ政府が取り組んでいる化学物質管理プランとその中の一つの活

動プログラムである既存化学物質のリスク評価プログラムの概要について以下に紹介する。 
 
（1）カナダの化学物質管理計画の概要 
 カナダ政府は、2006 年 12 月に広範な行動計画の一環として新たな化学物質管理計画を設定

した。この化学物質管理計画は、人の健康および環境に有害な化学物質に対して当面実施しう
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る規制措置を計画的に遂行するものであり、担当省庁は環境省と保健省の２省で、表７に示す

カナダ環境保護法、農薬法および食品医薬品法について改善事項を特定して取り組まれている 
(Gov. Canada, 2006)。 
 

表７ カナダの化学物質管理計画の実施事項 
法律 実施事項 

カナダ環境保護

法 (CEPA1999) 
1) 特定有害化学物質の使用禁止措置 
2) 産業界がリスク評価に必要なデータを提出するチャレンジプロ

グラム 
3) 上市撤退有害化学物質の再上市の制限措置 
4) 健康有害化学物質に対する新規使用の制限措置 
5) カテゴリー分類が未了の化学物質の有害性迅速評価 
6) 有害化学物質の個別対策 (ヘキサクロロブタジエン、2-ブトキ

シエタノ－ル) 
農薬法 1) 1995 年以前に登録された農薬の再評価 

2) 新規農薬の評価 (約 1,500 件／年) 
3) 事故報告および販売報告の規制 

食品医薬品法 1) 医薬品および個人保健用品の規制強化 
2) 化粧品の表示規制 

 
 しかしカナダ政府は、この化学物質管理計画を WSSD の 2020 年目標を達成する政府の活動

とは位置付けていない。むしろ、WSSD の開催に先立つ 1999 年にカナダ環境保護法 
(CEPA1999) を改正して取り組んできた約 23,000 種の既存化学物質のカテゴリー分類が 2006
年 9 月に終了したことを受けて、農薬法と食品医薬品法に係る改善事項を加えて独自に設定し

た新たな計画である。 
 また、このプランを担当する省庁が環境省と保健省の２省にすぎないことに注目すべきであ

るが、その理由は表７に記載される 3 つの法律を所管する省庁がこの２省に限られており、か

つ、保健省が労働者、消費者および一般市民の健康安全に係るハザード評価やリスク評価を一

元的に管理していることによる。要するに、カナダにおいては 1992 年 6 月の UNCED におけ

るアジェンダ 21 の採択などへの対応として、化学物質管理に係る法律や所管官庁が化学物質総

合管理の観点から合理的かつ効率的に組み直されてきたということである (星川他, 2007a)。 
 
（2）既存化学物質の体系的なリスク評価プログラムの概要 
 カナダ保健省はCEPA1999に基づく既存化学物質のカテゴリー分類とそれを引き継いだ上記

の化学物質管理プランにおける事業者が必要データを提出するチャレンジプログラムなど一連

の評価・管理の流れを図６のように説明している (Health Canada, 2008)。つまり、カナダの

既存化学物質のリスク評価は、①スクリーニング評価が必要な化学物質を選別する既存化学物

質全体のカテゴリー分類、②詳細リスク評価が必要な化学物質を選別するスクリーニング評価、

および③追加の規制措置の必要性を判定する詳細リスク評価の３段階に区分されている。 
 そして 2006 年 12 月に設定された化学物質管理計画においては、詳細リスク評価の必要性が

高い約 200 種の化学物質を十数物質ずつのバッチに分けてリスク評価を逐次行い、その結果に

基づいて追加の規制措置を設定することになっている。そして 2007 年 2 月に最初のバッチの

15 物質について事業者の情報提出やリスク評価の期限を付して告示した後、2009 年 6 月には

10 バッチ目の 13 物質に関する告示を発表している。 
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図６ カナダの既存化学物質の総合リスク評価の概要 
 
 改正化審法による日本の既存化学物質のリスク評価プログラムは、現時点ではその詳細がま

だ明らかにされていない。しかし、図５の 2020 年目標の達成に向けた既存化学物質の評価・管

理スキームが当局の考えを表したものであるとすれば、外見的にはカナダのチャレンジプログ

ラムと極めて類似している。 
しかし両者の実質的な内容は全く異なる。極論すれば、改正化審法による既存化学物質の評

価・管理は化審法の枠内での評価／管理、つまり、リスク評価は第二種特定化学物質の定義へ

の該当性を判断するためのもので、リスク管理も第二種特定化学物質としての規制に限定され

ている。一方、カナダのチャレンジプログラムは、CEPA1999 の下で消費者曝露と一般市民の

環境経由の曝露の健康影響を評価することに加えて、労働者曝露を含めた全ての人の健康保護

を保健省が所掌していることにより、化学物質総合管理の観点からのハザード評価とリスク評

価を行っている。これは極めて大きな違いである。 
しかも、カナダのチャレンジプログラムでは 10 バッチ目の 13 物質のリスク評価が 2010 年

12 月末を期限にして行われることとなっている。その期限は日本では改正化審法の第 2 段階が

施行される時期よりも前である。つまり、日本が改正化審法の施行により既存化学物質のリス

ク評価を開始するよりも前に、カナダの化学物質管理計画においては約 23,000 物質のカテゴリ

ー分類の結果、約 4,300 物質のスクリーニング評価の結果、約 200 物質の詳細リスク評価の結

果と、さらには、それらの成果に基づく化学物質総合管理の観点からの追加の規制措置が大方

整備され、カナダの国民だけでなく、世界に向けて開示されている状況にある。単純に比較し

ても、日本の状況は 10 年以上も遅れていると言わざるを得ない。 

５．おわりに 

 前報およびこの報文では、今回の化審法改正に関連して化学物質総合管理の観点から主に３

つの論点を取り上げた。一つ目の論点は改正化審法の内容に係る問題点で、これについてはこ

の報文において化学物質の定義の見直しが行われなかったこと、環境中で分解しやすい化学物

質まで化審法の規制対象に加えたこと、優先評価化学物質の評価に SIDS を用いること、など

【約23,000物質】

【約4,300物質】

【約200物質】

・1999年の法

改正で導入さ
れ2006年9月

に評価を完了

・現在、200物

質の詳細評価
と規制の強化
を実施中
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４つの問題点について考察した。二つ目の論点は WSSD の 2020 年目標を達成するための行動

指針として国際的に合意された SAICM の国内実施に関して関係省庁連絡会議が検討している

対応のあり方の問題である。これについては前報で取り上げ、国会が附帯決議で要請した関連

事項への対応の立場から関係省庁連絡会議が対応することを抜本的に見直し、広く関係者を参

加させる公式な論議の場を設定し国際的に合意された手続きを尊重して誠実に取り組む必要が

あることを提言した。 
そして三つ目の論点は、衆参両議院が化審法の規制の枠を超える数多くの附帯決議を決議し

たことの重要性についてである。このことは日本の化学物質管理の今後のあり方にとって極め

て重要な意義を有している。それゆえ、前報およびこの報文で繰り返し取り上げ、特にこの報

文においては、最も重要な二つの附帯決議事項、つまり、総合的、統一的な法制度と行政組織

のあり方の検討および国際合意を遵守する国の責任と具体的なスケジュールの明確化について

それぞれの具体的なあり方を提示した。具体的には、前者の総合的、統一的な法制度と行政組

織のあり方については、多数の法規に分散して非効率で国民に分かりにくい現行の法制度と行

政組織を一つの総合管理法とそれを所掌する一組の行政機関 (執行部門と総合評価機関) に実

効的かつ効率的に再編成する具体案を提示した。また、後者の国際合意を遵守する国の責任と

具体的なスケジュールの明確化に関しては、カナダ政府の先進的な取組事例を参考にしつつ、

化審法改正だけによるWSSDの2020年目標への対応は視野の狭い不完全な選択であり、また、

化学物質管理分野における国際協調の重要性への配慮に欠ける行為であることを明確にした。 
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付表 化学物質総合管理法制および GHS に関するパブコメ意見の要点 
提出者 パブコメ意見の要点 
No.8 意見があったことを記載するとの主旨であるが、報告書の今後の課題としてふさわしく

ないので削除するか、又は、文案を「さらに、化審法以外の化学物質関連法制全体をカ

バーして相互連携を目指した総合化学物質法制についての意見があった。」にとどめる

べき。 
No.9 意見 4：また GHS もこれらの情報を基礎に的確な表示基準を整合的に判断していくべ

きで、法令、制度が各々に自己主張することのないような管理体制を確立するべき。

意見 5：リスクに関する具体的な判断基準は極めて重要なこれからの課題となる。そし

てこの判断基準は他の諸法令とも連携しなければ有効といえない。 
意見 12：現行３省による化学物質管理の体系になっているが、国民生活や産業活動に

とってどんな課題や要請があるのか施策主体の論議も真剣に考えるべき。 
意見 13：法と法の役割分担を先ずは明確にし、官の論理よりも関係者や国民にとって

信頼されるあり方を示すべき。 
No.14 意見 1：良分解性物質や人が直接曝露する化学物質等も含め、全ての化学物質を対象と

した、総合的な化学物質の規制の枠組に転換することを要望。 
意見 2：REACH 規制と同じ制度を日米でも導入し、分担して安全性データを取れば、

効率的に安全性確認が可能。 
No.16 意見 8：GHS 分類と表示について、国が表示すべき有害物質を定め、情報伝達および

製品への表示を法的に義務付けるべき。 
意見 15：化学物質関連の様々な法が省庁縦割り行政の下で、ばらばらに実施されてい

る現行管理体制と法体系を全面的に見直して、総合的な化学物質管理を目指す省庁を

超えた一元管理体制と総合的法体系を構築するための検討を直ちに開始すべき。 
No.22 意見 4：2020 年までに・・目標の実現に当たり、多数の化学物質規制法令の監督・運

用を、独法への委託や化学品庁などを新設することにより一元化し、効率化を図るこ

となどを検討すべき。 
No.23 意見 1：化審法については、現行の化管法と統合し、化学物質政策基本法の下で、新規・

既存を問わず、すべての化学物質について一元管理を可能とする法律として抜本的に

見直すべき。 
No.24 意見 1：総合的化学物質管理政策について、今後の検討課題として認識するにとどめず、

今回の部分的な化管法（化審法？）見直しにとどめず、化学物質政策基本法の制定をめ

ざして、早急に検討に入るべき。 
No.25 意見 6：総合的化学物質管理政策について、今後の検討課題として認識するにとどめず、

今回の部分的な化管法（化審法？）見直しにとどめず、化学物質政策基本法の制定を

めざして、早急に検討に入るべき。 
No.27 意見 10：適正な化学物質管理を推進するためには、国際的な動向を踏まえつつ、かつ

既存の行政機能の見直しが必要となる。化学物質のハザード情報や曝露情報など、リ

スク管理・評価に関する情報を総合的に収集・評価を行う研究機関を創設するととも

に、化学品庁の設置を今後の課題とすべき。 
No.30 意見 4：我が国の化学物質管理の体系が、化学物質の主要な今日的課題に対し漏れなく

相互に補完できているかどうかの検討が一切なされずに、述べられたような化審法の

改訂によって「2020 年目標を確実に達成し」得ると思わせる表現は適切ではない。

また化審法の改訂だけを持って、「国際的にも遜色のない化学物質管理を実現」でき

るとするのも同様にあまりにも誇張し過ぎ。 
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意見 9：全体像が分かりにくいのは、既存の法体系が縦割りに細分化され、合理性を大

きく欠く必要以上に複雑であることもその要因。 
No.31 意見 1：今回の報告書（案）に基づいた改正案では、基本的な理念などの点で、世界的

水準の化学物質管理の法律とは言い難く、アジア諸国の模範となる化学物質管理法の制

定を要望。 
No.40 意見 4：GHS に関しては、世界に先駆け、日本だけが先走りすることに危惧を感じて

いる。国が世界の状況を正確に把握し、整合性が取れた上で化審法に取り込むことを

要望。 
意見 14：今後、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互連携を目指した

総合化学物質管理法制の意見も審議会で出されたが、是非検討を進めるべき。 
No.46 意見 1：化学物質・化学製品の製造から廃棄にいたるライフサイクルを通じて、適切な

管理がなされているということが重要である。関係する各法令がどのように連携してい

るかを国民に分かるやすく伝えるべき。 
意見 6：適正な化学物質管理を推進するためには、規制の国際的なハーモナイゼーショ

ンの推進と行政機能の見直しが不可欠である。行政機能については、経済産業省、厚生

労働省、環境省の化学物質管理に関する機能に一元化を進めて、化学品庁の設置を今後

の課題とすべき。 

 
 


