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2022年度事業計画 

 

 当協会は、いわゆる公益法人制度改革三法に基づく一般社団法人へ移行後 

１０年の節目を迎える。これまでの間、さまざまな制度改革を進めるとともに、

経費の節減等にも取り組んできている。今後とも一般社団法人として非営利の

事業展開を図っていくことを基本としつつ、会員サービスの一層の充実を図っ

ていくこととしたい。 

２０２１年のわが国の化学品貿易は、輸出１，１４２億ドル（前年比１９．

７％増）、輸入１，００８億ドル（前年比２０．５％増）と大幅に増加、化学

品価格の上昇も寄与し、輸出・輸入共に過去最高額となった。２０２２年 1月

1日には地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が日本を含む 10か国（日本、中

国、シンガポール、タイ、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオス、豪州、

NZ）の間で発効されることになり、さらなる化学品貿易の拡大が期待される。

（同年２月に韓国、３月にマレーシアが加入。）一方、貿易取引の拡大にブレ

ーキをかけているのが昨今の物流事情である。世界の海上輸送は、長引く新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、貨物の積載需給がタイトとなり、輸

送の遅延や港での貨物の滞留が各地域で起こっている。貨物の取引量は国内外

の景気回復を背景に総じて増加傾向にあるが、これに反して、コンテナ船は不

足しており、荷主は貨物の積載スペースの確保が難しい状態が続いており、同

時に海運市況が異例の高値で推移し、海上運賃の高騰にも見舞われている 

他方、企業の安全保障貿易管理や化学品管理を取り巻く国内外の情勢に目を

向けると、注視すべきリスクファクターや課題が散在している。米中両国は貿

易摩擦問題に端を発し、それぞれ独自の輸出規制強化策を打ち出し、世界を巻

き込んだ政治的な主導権争いを続けている。また、欧州では２０２０年１０月

に欧州委員会により「持続可能性のための化学品戦略」が発表され、２０２１

年にはこのビジョンを具現化するための REACH・CLP 等の改正に対する意見募

集が開始された。今後、この動きが加速していく。国内では、２０２１年７月

に厚生労働省傘下の検討会が「化学物質への理解を高め自律的な管理」を事業

者に促すために必要な措置を報告書に纏め、これを受けて労働安全衛生法関連

法令の改正に向けた準備が整えられている。 

 このような状況の下、当協会は会員企業がこれら国内外の諸制度・諸問題に

早期に対応できるよう、情報収集と発信を行っていきたい。同時に多くの質問・

相談が寄せられているところであり、引き続き、会員企業のコンプライアンス

支援を中心に据えた事業を展開することとしたい。 

 



2 

  一．業界活動の推進 

 

 化学品の輸出入事業者は、厳しい化学品管理を義務づけられており、慢性的

に法令対応にかかわるリスクを抱えている事業者も多いと聞く。輸出取引では

輸出貿易管理令別表第 1及び別表第２、また、輸入取引では化審法、毒劇法、

安衛法、消防法など国内の主要法令への対応は当然のことながら、他にも多く

の化学品関連法令が存在しており、これらすべての法令への対応力が求められ

ている。これら法令は、各々目的に応じて定められており、同一の化学物質で

あっても、法令毎に規制の対象や範囲が異なることから、事業者は気が抜けな

い状況にある。 

 

 斯かる状況を鑑みると当協会は、業界団体として企業のコンプライアンス対

応を丁寧に支援しつつ、同時に、過度な負担により事業活動そのものが停滞・

阻害されないよう、法令を所管する経済産業省など関係省庁に対しては、合理

的な法規制の実現に向けた働きかけを行っていく。これら活動の中核を担う３

つの業務委員会（貿易管理委員会、化学物質安全・環境委員会、通商・貿易委

員会）とその下部組織であるワーキンググループは、業界全体或いは各事業者

が抱える日常的な課題・問題にかかわるテーマを議題として掘り起こし、協議・

検討を通じて、解決に至るまでのサポートを主導する。 

 

 諸外国の化学物質規制への対応については、これまで築き上げたグローバル

なネットワークを生かして情報収集にあたっていくとともに、機をとらえて、

現地の規制当局等へ「化学品法令対応実務ミッション」を派遣し、正確な情報

把握及び現地当局への意見提示に努める。 

 

二．情報共有 

 

１．個別相談への対応 

 事務局は会員企業から寄せられた各種相談に応じる。相談内容によっては

当事者の代わりに関係省庁・関係機関等へ照会し、当局に内容確認を経てから

アドバイスを行う。 

おもな対応案件は次のとおり。 

 

（１）安全保障貿易管理等 

  輸出貿易管理令 別表第１・別表第２及び外国為替令別表等 
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（２）化学品管理（国内の法令・制度） 

 化審法、安衛法、毒劇法、危険物船舶輸送及び貯蔵規則等（薬機法、食品

衛生法、農薬取締法等は除く） 

 

（３）化学品管理（海外の法令・制度） 

  欧州ＲＥＡＣＨ・ＣＬＰ、米国ＴＳＣＡ及び中国新化学物質環境管理弁 

 法等 

 

（４）その他 

  関税改正、アンチダンピング及び経済連携協定など化学品の通商・貿易関

連事項等 

 

２．各種配信サービス 

 事務局は会員企業向けに化学品輸出入事業者の安全保障貿易管理及び化学品

管理の支援に資する情報等の配信・共有に努める。 

 

（１）「ＪＣＥＩＡ情報」 

   おもに行政当局等から発せられた法令関係情報（法令制定・改正、周知案

内、意見募集等）を日々電子メールで速報する。 

 

（２）「輸出管理化学物質検索用リスト」  

  輸出貿易管理令別表第１及び別表第２の該非判定に資する品目リストを協

会のウェブサイト上で有償提供する。（一般企業も購読が可能。） 

 

（３）「化学物質等国内規制法一覧」 

  化学物質の製造、輸出入、輸送、国内販売、廃棄等に関連する国内法規を

纏めたリストを電子メールにて提供する。（一般企業も有償での購読が可能。） 

 

（４）「化学品通関統計データベース」 

   財務省発表の通関統計データに独自に加工を施したデータベースを協会の

ウェブサイト上で提供する。 

 

３．セミナー・講習会（以下「セミナー」という）の開催 

 事務局は会員企業および一般企業向けに、おもに化学品管理の支援に資する

テーマを選定し、セミナーを企画・開催する。「人形町セミナー」については、

参加資格をこれまで会員企業限定としてきたが、一般企業にも開放し、セミナ
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ー事業の活性化を図る。おもな開催内容は以下のとおり。(詳細は本文最後の別

紙「２０２２年度セミナー・講習会の開催予定」を参照。） 

 

 （１）安全保障貿易管理等 

   ・化学品の輸出実務 

  ・化学品の輸出管理 

  ・輸出貿易管理令別表第二等の化学品の輸出管理 

   

７（２）化学品管理（国内の法令・制度） 

   ・毒劇法 

・化審法 

  ・安衛法 

   ・消防法（危険物） 

    ・危険物の海上輸送 

   ・危険物の航空輸送 

   ・ＧＨＳ（ＳＤＳ） 

   ・化学品の輸入実務 

   ・化合物命名法 

 

 （３）化学品管理（海外の法令・制度） 

   ・欧州 ＲＥＡＣＨ・ＣＬＰ 

   ・米国 ＴＳＣＡ 

     ・中国 新規化学物質環境管理弁法 

     ・台湾 毒性及び懸念化学物質管理法 

   ・韓国 化評法 

   ・ＡＳＥＡＮ諸国の化学品法令・制度 

   ・ＧＨＳ（海外各国の対応状況） 

     

 （４）その他 

   ・ケミカルビジネスエキスパート養成講座 

  

（注）「人形町セミナー」とは 

  会員企業の社員が化学物質に関する諸規制および輸出貿易管理等へ自律

的に対応できるようになるための能力を育成・支援する目的で２０２０年

度から本格的に開始したセミナーの総称。（開催場所が日本橋人形町の協会

オフィスであることから「人形町セミナー」と命名。）講義の形式は従来型
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の「常設セミナー」とは異なり、少人数の対話型。講師と参加者の双方が情

報を共有・伝達し合うことにより、実務に即した知識、技量あるいは特定の

分野に限定した深い知識を学ぶ機会とする。 

 

三．協会の運営  

 

１．総会等の開催 

 理事会は、定款に則り、協会の運営に関する事項を執行し、決算書類など重

要案件についての議案を定時総会（社員総会）へ諮る。企画・運営委員会は、

理事会を補佐し、協会の運営全般のサポートを行う。 

また、２０２３年１月、会員企業の相互交流の場を設け、これに関係官庁、

関係団体など協会事業への協力者を招待し、新年賀詞交歓会を催す。 

 

２．新規会員企業の獲得 

 ２０２２年１月末時点での会員企業数は２２６社。引き続き、コンプライア

ンス支援に軸足を置いた会員へのサービスの質の向上を図ることにより会員数

の増加に努める。 

 

３．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応 

  引き続き、政府など関係当局・関係機関等から情報を収集し、各種ガイドラ

インを参考にしつつ、適切な感染防止策を講じながら協会活動の継続に努める。 

 

 ４．協会史の編纂 

  昭和２８年９月、協会の最初の前身である日本化学品輸出組合が発足、来期

令和５年を以て創立７０周年の節目を迎える。これまでの協会の活動の歴史と

足跡をたどった協会史の編纂の準備にとりかかる。 

 

 ５．協会内業務のデジタル化 

  ２０２２年１月より改正電子帳簿保存法が施行された（２年間の宥恕措置あ

り）ことを契機に、対応ソフトの導入により経理業務を中心にデジタル化を図

り、同時に効率とテレワークへの対応を向上させる。 

 

 

       

（別紙に続く）



6 

別紙 

２０２２年度セミナー・講習会の開催予定 

 

一．「常設セミナー」（原則オンライン開催） 

 

（１）安全保障貿易管理等 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

9月 化学品の輸出実務 外部 200名 

11月 化学品の輸出管理（初級編） 協会 140名 

12月 化学品の輸出管理（中級編） 協会 140名 

2023年 3月 
輸出貿易管理令別表第二等の 

化学品の輸出管理 
経済産業省 100名 

                              （１）の計 4回、580名 

（２）化学品管理（国内の法令・制度） 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

４月 消防法（危険物） 消防庁他 120名 

５月 化学品管理（入門編)※ 協会 140名 

７月 危険物の海上輸送 日本海事検定協会 140名 

７月 化学品の輸入実務（前編） 外部 140名 

７月 化学品の輸入実務（後編） 外部 140名 

10月 毒劇法 厚生労働省他 200名 

11月 化審法 経済産業省他 120名 

12月 安衛法 厚生労働省 120名 

12月 危険物の航空輸送 航空危険物安全輸送協

会 

120名 

2023年２月 消防法（危険物） 消防庁他 120名 

 ※印安全保障貿易管理等の分野のテーマも含む。 

     （２）の計 10回、1360名 

（３）化学品管理（海外の法令・制度） 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

５月 ＳＤＳの基礎 協会アドバイザー 100名 

６月 中国の化学品規制（新化学物質） 外部 100名 

８月 中国の化学品規制（危険化学品） 外部 100名 

９月 韓国の化学品規制 外部 100名 

10月 米国の化学品規制（ＴＳＣＡ） 外部 100名 
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11月 アセアンの化学品規制 外部 100名 

2023年 1月 諸外国のＧＨＳ導入の現状 外部 120名 

２月 欧州の化学品規制（ＲＥＡＣＨ・

ＣＬＰ） 

協会 120名 

３月 台湾の化学品規制 外部 100名 

（３）の計 9回、920名 

（４）その他 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

６月 ｹﾐｶﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ養成講座 協会アドバイザー 140 名 

（４）の計 1回、140名 

一．項の合計 24回、3,000名 

 

二．「人形町セミナー」（対面開催） 

 

（１）安全保障貿易管理等 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

毎月 
 

化学品の該非判定演習 協会 各回 

8 名 

（１）の計 12回、96名 

（２）化学品管理（国内の法令・制度） 

 開催月 テーマ名 講師 募集人数 

７月 ＳＤＳ作成支援（前編） 協会アドバイザー 16名 

７月 ＳＤＳ作成支援（後編） 協会アドバイザー 16名 

１１月 ＳＤＳ作成支援（前編） 協会アドバイザー 16名 

１１月 ＳＤＳ作成支援（後編） 協会アドバイザー 16名 

（２）の計 4回、64名 

（３）化学品管理（海外の法令・制度） 

開催月 テーマ名 講師 募集人数 

５月 タイ・ベトナムの化学品規制

対応実務 

外部 16名 

６月 諸外国の化学物質管理対応実

務 

外部 

 

16名 

１０月 インド・ロシア・ブラジル・オ

ーストラリア・ニュージーラン

ド等の化学品規制対応実務 

外部 16名 
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１２月 中国の化学品規制対応実務

（新化学物質） 

外部 16名 

2023 年２月 中国の化学品規制対応実務

（危険化学品） 

外部 16 名 

３月 韓国の化学品規制対応実務 外部 16 名 

（３）の計 6回、96名 

二．項の計 22回、256名 

一．項と二．項の合計 46回、3,256名 

 


