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国のPL案（既存物質の基ポリマーの評価方法）
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国のPL案（既存物質の添加剤の評価方法）
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既存物質のレビューに係る2018年1月31日厚労省通知
（データシート上部）
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既存物質のレビューに係る2018年1月31日厚労省通知
（データシート下部）
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既存物質のレビューに係る2018年7月19日厚労省4つの通知
（協議会の進め方）

情報の提供依頼の通知 進め方 結果

①自主基準収載物質（添加剤）の
収載時における確認資料等（提出
期限：9月末）

事務局は、PL委員会（現技術・PL委員会）の審議

資料を中心にまとめ、審議資料（申請企業名をマ
スク）とともに厚労省に提出する。提出に先立ち申
請企業に提出資料を示し了解を得る。

9月25日提出（およ
そ4,000ページ）

②自主基準収載物質（基ポリマー
の原料）（提出期限：9月14日）

会長会社主要PVC樹脂メーカー4社（Gr）に説明し、
4社より直接厚労省に提出する。

－

③自主基準収載物質のうち、収載
時と変わって、現に欧米のポジ
ティブリストに収載されていない物
質（提出期限：9月末）

PVCについては30物質が対象になると聞いている。

この物質を特定し、事務局の調査を経て、新たな
登録根拠が確認できないものに絞り、技術・PL委
員会WGに調査を依頼するとともに、その結果を

踏まえ必要と判断されたとき、会員にも情報提供
を依頼する。事務局が最終的にまとめて厚労省に
提出する。

9月28日提出（12
物質に絞り込み）

④自主基準未収載物質（提出期
限：8月末）

対象物質はPVC製食品用器具・容器包装の製造

に現に使用されている物質で自主基準にないも
の。団体会員を除く全企業会員に通知し、各企業
会員より直接厚労省に提出する。

－
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○ 器具・容器包装のポジティブリスト制度は、令和２年６月１日から施行される。

※ 法律の経過措置において、施行までに製造等された器具・容器包装は、施行後も新たな制度の適用は受けないこととされている。

○ 器具・容器包装ポジティブリスト制度の施行に向けたパブリックコメント等で、猶予期間の

設定の要望が寄せられている。

現時点で事業者間の確認や調整が完了せず制度施行後に物質の追加収載の手続を行うための

期間が必要であること、及び、現在使用している原材料の切替を余儀なくされている事業者が、

製品設計、原材料調達、製品試験、顧客への周知等を行う期間が必要であることを考慮し、ポ

ジティブリスト（告示）の規格が未整備の物質の使用を、施行日以降も一定期間認める猶予期

間を設定する必要があるというもの。

○ さらに、施行前の告示日から施行日の間にも新たな原材料（ポジティブリスト非収載物質）

を使用する器具・容器包装が流通することが避けられない実態も踏まえると、このような一定

期間の経過措置が必要ではないか。その場合の一定期間はどの程度が適当か。

○ なお、この場合でも、制度導入の趣旨に鑑みて、施行時に既に流通している製品と同じであ

ることを事業者が説明する必要があると考えられる。また、経過措置期間中に物質の追加収載、

原材料の切替が適切に行われる必要があると考えられる。

ポジティブリスト制度の適用について
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第９回 食品用器具及び容
器包装の規制の在り方に関
する技術検討会 資料２
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器具・容器包装ポジティブリストの策定・適用について

2020年６月１日

2020年２月頃（予定）

2019年８月

2019年６月21日

2019年11月

ポジティブリスト制度開始（改正法施行）

ポジティブリスト（告示）公示

告示（ポジティブリスト）案 パブリックコメント、WTO通報

告示（ポジティブリスト）案 器具・容器包装部会

事業者及び団体を通じて物質を把握
ポジティブリスト（告示）案 作成作業

食品安全委員会へ評価依頼（※）

ポジティブリスト（告示）案
器具・容器包装部会、食品衛生分科会審議

2019年12月頃（予定）

追加収載が必要な物質を把握
ポジティブリスト（告示） 最終化作業

引き続き、追加収載が必要な物質を把握

必要に応じ告示改正
（既存物質の追加収載や許容量の修正等）

一定期間

告示の経過措置の適用

（施行時に既に流通している製品と同じ場合には、規格が未整備の物質も使用可能）

※ポジティブリストを食品、添加物等の規格基準
（厚生省告示第370号）に規定することについて

事後的に評価を行う物質について、
順次、食品安全委員会へ評価依頼

現在

８／９～９／７ ＳＰＳ通報：８／12～10／11, ＴＢＴ通報：８／９～10/８

※9/30まで厚生労働省ホームページにおいて受付

第９回 食品用器具及び容
器包装の規制の在り方に関
する技術検討会 資料２



告示第196号（令和2年4月28日）
• 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第四
十六号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、及び食品衛
生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十八条第一項
の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四
年厚生省告示第三百七十号）の一部を次のように改正し、
改正法の施行の日（令和二年六月一日）から適用する。ただ
し、この告示の適用の日前に販売され、販売の用に供する
ために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されて
いる器具又は容器包装と同様のものが同日から起算して五
年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造さ
れ、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法
施行令（昭和二十八年政令第二百二十九号）第一条に規定
する材質の原材料であって、これに含まれる物質について
は、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の
別表第一に掲げられているものとみなすことができる。 9
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新規物質リスク評価ガイドライン
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新規物質リスク評価ガイドライン

• 食品安全委員会器具・容器包装専門調査会（ハザード評価）

• 食品健康影響評価技術研究（暴露評価）
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開催 議事

第45回 平成29年11月9日 業界団体からのヒアリング（非公開）

第46回 平成30年6月29日 食品健康影響評価指針（案）の作成について

第47回 平成30年8月3日 食品健康影響評価指針（案）について

第48回 平成30年9月12日 食品健康影響評価指針（案）について

第49回 平成30年11月8日 食品健康影響評価指針（案）について ほか

第50回 平成30年12月14日 食品健康影響評価指針（案）について

年度 開催日

平成29年度 11月29日、平成30年2月16日

平成30年度 6月27日、9月6日、10月19日、12月13日



新規物質リスク評価ガイドライン
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食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の
改正に係る要請資料作成の手引(令和2年5月29日)

＜新規収載要請＞

• ポジティブリスト制度の施行日（令和２年６月１日）より前に「販売さ
れ、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営
業上使用されている食品用器具又は容器包装に使用された物質
」（合成樹脂の原材料に限る。以下同じ。）でなく、施行日以後、初
めて販売の用に供するために製造され又は輸入される、食品用器
具又は容器包装に使用しようとする物質。

＜規格改正要請＞

• ポジティブリスト制度の施行日より前に「販売され、販売のために
製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている食品用
器具又は容器包装に使用」されていた物質を、施行日以後に、そ
の使用されていた範囲を超えて使用して製造又は輸入された食品
用器具若しくは容器包装に使用しようとする物質
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食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の
改正に係る要請資料作成の手引(令和2年5月29日)

• 使用経験のない合成樹脂区分の基ポリマーに対して添加剤を使
用しようとする場合

• 添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用しようとする
場合

• 使用経験のある最高温度を超えて使用しようとする場合

• 使用経験のない食品区分に対して使用しようとする場合等

事前相談

• 規格の改正を要請する者（以下「要請者」という。）は、厚生労働省
医薬・生活衛生局食品基準審査課（以下「事務局」という。）に対し
、要請に係る手続に必要な提出資料について、事前に相談を行う
こと。その際、次項「提出資料について」を参照し、提出資料の準
備をあらかじめ行った上で相談することが望ましい。
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国のリストと自主規格のリストの差異
国のリスト（案） 衛生協議会自主規格のリスト

FDAやEUで認められた食品接触物質は
再評価を経てリストに収載できる。

FDAやEU（いくつかの加盟国）で認められ

た食品接触物質は再評価することなくリ
ストに収載できる。

食添は溶出試験など再評価を経てリスト
に収載できる。

食添は再評価することなくリストに収載で
きる。

施行時、合成樹脂58種を対象する。 合成樹脂32種を対象とする。

材質を7つにGr化し、7つのリストで管理
する。

材質ごと32のリストで管理する。

意図的に使用される2w/w%未満のコモ
ノマーは当該コポリマーの中で扱わない

意図的に使用される全てのコモノマーを
当該コポリマーの中で扱う。

上記コモノマーリストを新設する。 －

全ての樹脂に食品分類を規定する（添加
剤に原則規定せず）。

樹脂、添加剤に適宜食品分類を規定す
る。

全ての樹脂に使用可能な温度範囲を規
定する（添加剤に原則規定せず）。

樹脂、添加剤に適宜使用可能な温度範
囲を規定する。
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国のリストと自主規格のリストの差異
国のリスト（案） 衛生協議会自主規格のリスト

ポリマーブレンドにおいていわゆる
Mixture Doctrineを採用。

ポリマーブレンドについてその主成分と
する材質の範囲に含める。

樹脂、添加剤に原則品質規格なし。 樹脂、添加剤に品質規格あり。

リサイクル材料、抗菌剤は原則対象とす
る。

リサイクル材料、抗菌剤は原則対象とし
ない。

合成樹脂からなるコーティング剤、接着
剤などを対象とする。

－

熱可塑性エラストマーを対象とする。 －

合成樹脂と紙、金属などからなる複合材
料において、合成樹脂が食品接触層を
なすとき対象とする。

－

食品非接触層は食品接触層と異なる扱
いとする。例えば適切なファンクショナル
バリヤーなどで加工されているとき、非
接触層にリストにない物質も使用できる。

食品非接触層は食品接触層と同じ扱い
とする
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官民連携推進の会から運営主体設立までの流れ

時期 関連する組織

2018年12月27日～2019年5月31日 官民連携推進の会（任意の発起人）

2019年5月31日～2020年6月1日 準備委員会、WG
（事務局（一財）化学研究評価機構企画開発部）

2020年6月1日～ 運営主体：（一財）化学研究評価機構
食品接触材料安全センター
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発起人 （食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会*）

• 旭化成株式会社 品質保証部 部長 理事 中尾 卓
• 昭和電工株式会社 石油化学事業部総務人事部マネージャー 松本喜彦
• 住友化学株式会社 レスポンシブルケア部化学品管理担当部長 中村洋介
• 三井化学株式会社 RC・品質保証部長 松江香織
• 三菱ケミカル株式会社 化学品管理部長 内田康一

• ポリオレフィン等衛生協議会専務理事 重倉光彦
• 塩ビ食品衛生協議会常務理事 石動正和
• 塩化ビニリデン衛生協議会専務理事 渡邊寿弥
• 一般財団法人 化学研究評価機構理事長兼専務理事 西出徹雄

（*）食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の

会は、関連の企業や団体メンバーからなる、準備委員
会が設立されるまでの作業を担当する任意の集まりで
あり、準備委員会活動への協力、参加を募るものであ
る。その作業は、準備委員会が設立されると同事務局
に引き継がれる。



食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会

• 2018年6月13日、食品用器具・容器包装に関するポジティブ
リスト（PL）制度化を含む改正食品衛生法が公布された。
2020年6月の施行に向けて同制度の詳細な検討が急ピッチ
で進められている。

• プラスチック製食品用器具・容器包装の衛生管理を目的とし
たPL制度は、これまでも3衛生協議会（ポリオレフィン等衛生

協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会）
ほかで自主的に取り組んできた。今般導入される法に基づく
PL制度は、より多様な樹脂、添加剤、形態・効能など、これま

での各衛生協議会ほかが取り扱ってきた対象範囲を大きく
超えており、より広い範囲の食品接触材料の関係業界、サプ
ライチェーン全体で対応すべき問題であると考える。
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食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会

• そのためには、官民が連携して新たな衛生管理の仕組みを
作り、新たな法制度に適切かつ効率的に対応できる横通し
の組織が必要であると考える。実際、今般の法制化の検討
過程においては、第三者機関の設置が検討されてきた経緯
もある。

• そこで、このような体制の構築を具体化するために、厚生労
働省、経済産業省のご理解も得て、「食品接触材料管理制
度推進に向けた準備委員会」の設置を提案する事となった。
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食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会

準備委員会は、食品接触材料管理制度の推進に向け以下の事項を検討す
る。

①運営主体が担うべき事業内容、実施方法：

対象範囲、登録申請の支援、製品の試験・検査・測定、証明・認証、

海外対応、情報発信、教育指導、関係機関との連携方法等

②運営主体のリソースの調達方法

③運営主体を担うべき人材の育成計画：

国際的に対応可能な、食品接触材料にかかわる安全性専門家の育成計
画

④運営主体設立までに必要な各種調査事業の実施
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準備委員会参加企業・団体
（2020年5月段階74団体・企業）

企業 団体

58社

（オブザーバー）
厚生労働省食品基準審査課
経済産業省素材産業課

ポリオレフィン等衛生協議会
塩ビ食品衛生協議会
塩化ビニリデン衛生協議会
合成樹脂工業協会
軟包装衛生協議会
日本化学繊維協会
日本食品添加物協会
日本生活協同組合連合会
日本製缶協会
PETトレイ協議会
日本プラスチック食品容器工業会
日本塗料工業会
日本弗素樹脂工業会
化学研究評価機構
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準備委員会会則
（目的）

第１条 この会則は、国のポジティブリスト（以下、PL）の下での食品接触材料管理制度推進に

向けた準備委員会（以下、準備委員会）設置趣意書等に基づき、準備委員会の役割と構成を
明確にすることを目的とする

（期間）

第２条準備委員会の活動期間は、最初の委員会開催より運営主体が設立されるまでとする。

（準備委員会の役割）

第３条 準備委員会は、国のPL制度に基づき、食品接触材料管理制度推進を担う運営主体の
あり方を具体化するため、必要事項を検討調整する。

（準備委員会の構成）

第４条 準備委員会は、つぎの構成とする。

(1)総務WG

(2)技術WG

(3)標準化WG

(4)リーダー会
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準備委員会会則
（準備委員会WG等の役割）

第５条準備委員会のWG等は、次の事項を検討し決定する。

(1)総務WG：運営主体の定款及び会則、関連団体対応、広報・教育等

(2)技術WG：国のPLに係る技術的課題、行政対応等

(3)標準化WG：国のPLに基づく確認証明書、試験測定法、適正製造規範（GMP）、ITシステム化等

(4)リーダー会：上記WGの検討内容の調整

（入会）

第６条 準備委員会は、食品用器具・容器包装の製造、輸入、使用、評価に直接係る団体及び事業者により
参加の申し入れを受けたとき、作業分担を前提に、その段階で構成されたWGでの同意とリーダー会での共
有を経て参加を可とする。

（会員の役割）

第７条 会員は、WGに加入し積極的に議論に参加するものとする。このとき複数のWGへの加入を可とする。

（リーダー会）

第８条 WGは互選よりリーダーを定め、全てのリーダーによりリーダー会を構成する。

２ リーダーは必要に応じ、WGの同意をえてサブリーダーを定めることができる。

３ リーダーは、WGの検討状況を都度、リーダー会及び準備委員会に報告しなければならない。
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準備委員会会則
（会員の変更等）

第９条会員はリーダーに届け出ることにより、準備委員会へ会員を追加或いは変更し、また準備委員会から
退会することができる。

（会員の除名）

第１０条準備委員会は、会員が会則の目的にそぐわない行動をしたとき、準備委員会の合意によりその会員
を除名することができる。

（費用）

第１１条会員の準備委員会参加に係る費用は、会員自身の負担とする。

（事務局）

第１２条 準備委員会事務局は、一般財団法人化学研究評価機構企画開発部とする。

（細則）

第１３条 この会則に定めのない必要な事項は総務WGが定め、特に重要な事項については準備委員会の
同意を得て定める。

（改廃）

第１４条 この会則の改廃は、準備委員会の同意を得て行うものとする。

附則 １この会則は、2019年6月21日より施行する。
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準備委員会 組織図

総務WG 技術WG 標準化WG

事務局
（JCII）

リーダー会
各WG、SWGのリーダー等

厚生労働省
経済産業省

準備委員会

食品接触材料関係企業・協会
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「運営主体」の目的（案）

• 「運営主体」は、食品接触材料関連のサプライチェーンにおける
現在の事業活動が、改正食品衛生法施行に対応して円滑に
継続できるよう、関係する企業および団体の束ね役を担い、政
府機関との調整を行う。

• また、政府機関と、企業および団体間の双方向の窓口機能を
担い、官民連携して食品接触材料管理の円滑で効率的な運
用を推進する。

準備委員会の活動趣旨

• 上記目的を達成するために準備委員会を組織し、法施行まで
に「運営主体」を立ち上げる。



官民連携による「運営主体」の位置付け（案）

厚生労働省
（食安委）

運営主体

ポリ衛協 塩ビ協 塩食協 協会A 協会B

A社 B社 C社 D社 E社 F社 I社H社G社

会費

会員

会費

運営主体
参加団体

受委託等

J社

K社
L社

M社

協会C

運営主体に参加
しない団体、個社

厚労省
からの
相談等

意見具申

費用？

基本的な体制（施行時点）



ＷＧの構成（2020年5月）

• 総務ＷＧ：13企業・団体、19名

三菱ケミカル㈱プロダクト・スチュワードシップ推進部長 内田康一

• 技術ＷＧ：48企業・団体、59名

住友化学㈱レスポンシブルケア部

化学品管理担当部長 中村洋介

• 標準化ＷＧ：39企業・団体、43名

三井化学㈱RC・品質保証部化学品安全センター

安全性評価GL 長友昭憲
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組織名 テーマ 検討項目

総務WG

・定款
・その他運営事項
・関係業協会対応
・国内外政府対応
・広報
・教育

・運営主体が担う事業内容、実施方法、守秘義
務、秘密保持契約
・３衛協、その他関係団体との関係、調整、等
・個社対応窓口業務
・厚労省、経産省との連携
・運営主体を担う人材の育成計画、等

技術WG
・国ＰＬ関連技術課題
・厚労省対応
・食品安全委員会対応

・国ＰＬ施行に向けた技術課題への対応
・厚労省、食品安全委員会との技術課題対応
・新規物質登録支援、相談、同等性評価
・輸入品対応、海外メーカー登録対応
・輸出品対応、等

標準化WG

・確認証明書
・試験・測定法
・適正製造規範（GMP）
・ＩＴシステム化

・適合性確認、発給の仕組みづくり
・試験法等の規格化、標準化
・ＧＭＰの普及
・各種ガイドライン等の作成

検討WGの検討事項（案）



WGL会

今後の各WG運用イメージ（案）

総務WG
業界団体
等ａ

技術WG
器具・容器/食品

製造販売
事業者ｂ

原材料
製造販売
事業者ｂ

輸入品
販売

事業者ｂ

混合品
製造販売
事業者ｂ

標準化WG
器具・容器/食品

製造販売
事業者ｃ

原材料/混合品
製造販売
事業者ｃ

FAQ

情報伝達

混合
SG

原材料
SG

加工
SG

食品
SG

流通・
輸入
SG

 「WG（活動機能）」と「サブグループ（部会/参加企業の位置づけ）」を
クロスして運用

 SGリーダーを任命し、各SGの取り纏めを行うとともに、各SGの意見を
WGに提案

 「WG（活動機能）」と「サブグループ（部会/参加企業の位置づけ）」を
クロスして運用

 SGリーダーを任命し、各SGの取り纏めを行うとともに、各SGの意見を
WGに提案

器具・
容器包
装SG樹脂 添加剤



原材料メーカー

樹脂
・接着剤

モノマー
・添加剤

フィルム
・シート

容器等
製造・販売

食品
メーカー

熱硬化

容
器
・
包
装

用
途

樹脂種

SC

SCの各段階における伝達必須情報（案）

2020年6月～

流通コンパウンド
マスターバッチ
塗料

熱可塑

【共通の必須情報】
・国PL適合（全成分収載）
・その他制限（特記事項欄情報）
【個別必須情報】
（樹脂） ・樹脂区分/樹脂組成

（ブレンドの場合）
・温度制限
・使用可能食品

（添加剤） ・使用可能区分・
区分別使用制限

（意図的添加がある混合物）
・添加剤組成情報

改正食品衛生法のPL制度に
適合している旨を説明した書類
（法律で定められているものであり、
使用可能な食品分類、温度帯等
を明確にする）

・基本、熱可塑と考え方は変わらない

但し、知財等を考慮しBtoBで開示できない場合あり
個別対応必要

第三者認証の
仕組みならば
出せる

・新たに第三者認証制度のようなものが出来れば、方法の一つとして利用したい（合樹協等）

※熱硬化分野の幅広い意見収集必要

WGでの議論結果

食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会

この考えが器具に適用できるか
現時点で未確認、継続検討が必要



運営主体設立に係る関連スケジュール

35

年 スケジュール

2018 [12月14日]食品安全委員会器具・容器包装専門調査会（食品用器具及び容
器包装に関する食品健康影響評価指針（案））

[12月20日]薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会（器
具・容器包装のポジティブリスト（PL）制度）

[12月27日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会初会合（食品
接触材料管理制度推進に向けた準備委員会設置趣意書（案）の議論）



運営主体設立に係る関連スケジュール

年 スケジュール

2019 [1月] 運営主体の定款（案）及び会則（案）作成

[2月26日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会第2回会合

（運営主体の定款（案）及び会則（案）の議論、食品接触材料管理制度推進
に向けた準備委員会設置趣意書の完成）

[3月] 食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会設置趣意書の送付

[3～4月] WG構成メンバー案の取りまとめと調整

[3～4月] 既存組織との調整

[4月26日]趣意書賛同企業向け説明会開催（於 印刷けんぽ7F会議室）

[4月] WG構成メンバーの確定

[5月]食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針公表
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運営主体設立に係る関連スケジュール

年 スケジュール

2019 [5月31日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会第3回会合、
準備委員会初会合（運営主体の定款（案）及び会則（案）の議論）、WG初会

合（主力事業、人材育成、調査事業の内容説明）（ここで食品接触材料管理
制度に関する官民連携推進の会は解散し、準備委員会事務局に引き継が
れる）

[5月] 運営主体事業内容（案）の官庁・業界関連組織への説明

[6月] WG第2回会合（主力事業の議論）

[7月1～2日] 運営主体事業内容（案）の一般向け説明会（東京）

[8月] PL制度WTO/TBT、WTO/SPS通報、パブリックコメント募集
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運営主体設立に係る関連スケジュール

年 スケジュール

2019 ［7月25日]第2回準備委員会、運営主体を（一財）化学研究評価機構に設け
る提案を全会一致で承認

[7月～] 各WG数回会合開催

[10月] 運営主体事業内容（案）の官庁・業界関連組織への説明

[11月26日]第3回準備委員会

[11月26～27日、12月5日] 運営主体事業内容（案）の一般向け説明会（東京、
関西）
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運営主体設立に係る関連スケジュール

39

年 スケジュール（一部予想を含む）

2020 （新型コロナウイルス問題により準備委員会、WG活動影響を受ける）

[4月28日]PL公示

[5月15日] JCII理事会食品接触材料安全センター設立承認

[6月1日]PL制度施行

[6月1日] 食品接触材料安全センター設立



運営主体の中長期計画における主な開始事業（案）

年度 中長期計画（案）における主な開始事業

2019 （準備委員会における検討作業）

2020 （運営主体の設立、主要事業の開始、PL関連）

2021 （事業の拡大、適合証明書関連）

2022 （事業の拡大、その他）、この段階で主な事業が一通り整備される

2023 （事業の中間評価と調整）

2024 （運営主体の自立）

2025～ 2024年の内容を基本に適宜調整
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食品接触材料安全センターの課題

• センターの組織化、WG・SG活動の継承

• 中立性、公平性、客観性の見える化

• 必要な規則等の整備

• 当面の業務内容とリソースの確保

• 既存団体との協同、調整

• 広報ツールの整備
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食品接触材料安全センター

• これまで食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会と
して活動してきたが、2020年6月1日に新たに食品接触材料
安全センターとして設置された。

• 食品接触材料関連のサプライチェーンにおける現在の事業
活動が、改正食品衛生法に対応して円滑に継続できるよう、
関係する企業および団体の束ね役を担い、政府機関との調
整を行っていきたいと考えている。

• また、政府機関と、企業および団体間の双方向の窓口機能
を担い、官民連携して食品接触材料管理の円滑で効率的な
運用を推進していく。

• 食品接触材料安全センターでは、会員制度を持ち会員に各
種情報提供を行っていく。
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食品接触材料安全センター会員

• 正会員：食品接触材料製品関連事業を業務の
一部とする民間企業。

• 準会員：食品接触材料製品関連事業に係る試
験機関、認証機関、研修機関、コンサルティング
会社、及び食品接触材料製品の安全衛生関連
事業を業務の一部とする業界団体。

• 個人会員：個人。

• 特別団体会員：塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニ
リデン衛生協議会及びポリオレフィン等衛生協
議会。
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食品接触材料安全センター会員
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ホームページ、問い合わせ先

https://www.jcii.or.jp/publics/index/65/

食品接触材料安全センター 石動正和

→   info@jhpa.jp

https://www.jcii.or.jp/publics/index/65/
mailto:isurugi@jhpa.jp

