通信講座
<<技術・研究開発部門向け>>

日欧米の食品包装規制における
業務で押えるべき対応のポイントと内容の整理

L210701

～ポジティブリスト適合へ向けた課題と対応～
開講日 ：2021年7月13日 (火)

受講回数：1～3講(7月13日～12月中旬)

1口 62,700円 ( E-Mail案内登録価格 59,565円

受講料

1口の受講者数 ：1口3名まで受講可能

(定価：本体57,000円＋税5,700円／E-Mail案内登録価格：本体54,150円＋税5,415円)

[1名参加も可能です] 35,200円 (E-Mail案内登録価格 33,440円) (定価：本体32,000円＋税3,200円／E-Mail案内登録価格：本体30,400円＋税3,040円)
※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。

≪スケジュール(予定)≫

≪教材≫

7/13 (火)
8/20 (金)
9/21 (火)
10/21 (月)
11月中旬

テキスト ： 各受講者1冊 (第１講テキストに請求書、受講票を同封)
ebook版 ： 各受講者の閲覧可能PC数 2台／1アカウント（同一アカウントに限る）
※テキストは、製本版の他に、ebookでも閲覧可能です。１人２台まで閲覧可能で
会社のPCだけでなく通勤途中でもアプリから私物のタブレットでも学習できます。
ebook版のダウンロードは、S&T会員「マイページ」内で行います。

第1講 開講(テキスト到着)
第1講 演習問題解答提出締切、第2講 開講(テキスト到着)
第2講 演習問題解答提出締切、第3講 開講(テキスト到着)
第3講 演習問題解答提出締切
修了証発行

≪受講条件≫
(１) PC の環境は必須です。

(２) 受講者全員のS&T 会員登録は必須です。

・通信講座の進行上の連絡はE-Mail で行います。
本人の個別E-Mail アドレスをご用意ください。
・教材データ、演習問題解答用紙は、Word,Excel, PowerPoint,PDF
などのデータを使用いたします。

・通信講座の受講にあたってのテキストebook および教材データのダウンロード、
講師への質問、修了証発行などに弊社S&T 会員マイページ機能を利用します。
※弊社案内(E-Mail,DM)を希望されない方でも会員ページは使用できますが、
案内希望チェックがない場合、E-Mail案内登録価格は適用できません。
※プログラム詳細は裏面をごらんください。

西包装専士事務所 代表 (日本包装専士会 元会長) 西 秀樹 氏

講師

日本では2020年6月,食品衛生法改正により樹脂のPL(ポジティブリスト)制度が開始したが、PLは未完成であり、5年の経過措置期間が
設けられた。また、業界への浸透は遅く企業が対応に苦慮する例が見られる。「樹脂メーカーのPL適合伝達の努力義務」「PL対象物質」
「マスターバッチのPL適合証明」など。さらに懸案の溶出試験条件改正等は未審議のままである一方、EUのプラスチック規則は略完成し、
世界標準となり、米国は製品別登録制度が定着し、国際整合化の大きな難問となっている。
本講では、日欧米法規制の最新動向とPL制度化における企業の対応・留意点を解説する。
・日欧米を主体として法規制の国際的最新動向及び日本の課題(厚労省があげた8つの課題)を解説
・PL制度の進捗状況として、PL制度の仕組み、PLの改正状況、何がどう変わるのか
・食品衛生法改正によるPL制度の概要、材料・加工・食品メーカーの責務、関連団体や海外企業の動きについて
・日本のPL制度化に関し、現在業界で問題事項への対応例、企業としての留意点(変わるべきこと)、法規制情報の調査方法、企業のリスク管理および
社内整備の進め方とは

ポイント

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

通信講座申込用紙

L210701(食品包装規制)

お申し込みには会員の事前登録が必須となります

【受講者１／代表者】
※太枠の中をご記入下さい。※□にチェックをご記入ください。
※E-ｍａｉｌアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

会社名
団体名

今後のご案内
□E-mail希望・登録済み E-Mail案内登録価格
□郵送希望・登録済み を適用いたします。
(E-mailアドレス必須)
□希望しない

部 署
〒

役 職

振込予定日

ふりがな

日

通信欄

氏 名
TEL

FAX

E-mail

※通信講座進行に使用しますので必ずご記入ください。

【受講者２】

【受講者３】

部署

部署
〒

役職
ふりがな

〒

役職
ふりがな

住所

氏名
E-mail

月

住 所

住所

氏名
※通信講座進行に使用しますので必ずご記入ください。

今後のご案内

E-mail

□E-mail希望・登録済み □郵送希望・登録済み □希望しない

※通信講座進行に使用しますので必ずご記入ください。

今後のご案内

□E-mail希望・登録済み □郵送希望・登録済み □希望しない

●お申込みについて
●個人情報の取り扱いについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
詳しくはホームページをご覧ください。
開講日に請求書(代表者のみ)・受講券・テキストをお送りいたします。
●クーリングオフについて
●お支払いについて
第1講の製本テキスト到着後、8日以内（土日・祝日含む）に弊社へご連絡のうえ、
受講料は、銀行振込にてお支払いください。
製本テキストをご返送ください（請求書も同封をお願いいたします）。
原則としてご入金は、請求書到着後 (開講日)、1ヵ月間以内に
※弊社HPの通信講座申込要領にてクリーリングオフ適用規定をご確認ください。
お願いいたします。
原則として領収書の発行はいたしません。
●ご注意
振込手数料はお客様がご負担ください。
参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になることがございます。

FAX 03-5733-4187

HPからも
お申込みができます

検索
サイトで

サイエンス＆テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町Ｆ-1ビル7Ｆ
https://www.science-t.com

L210701

食品包装規制

で検索！

講師やプログラムの内容が変更になる場合がございます。
また、お申込みはHPでもできます。最新の情報はHPにてご確認ください。

検索
サイトで

L210701

食品包装規制

で検索！

西包装専士事務所 代表 (日本包装専士会 元会長) 西 秀樹 氏

講師

[業界での関連活動] 日本包装技術協会,包装管理士講座講師,旧厚生省マスターファイル委員会委員
通信講座
趣旨

日本では2020年6月、食品衛生法改正により樹脂のPL(ポジティブリスト)制度が漸く開始したが、PLは未完成であり、5年の経過措置期
間が設けられた。業界への浸透は未だ遅く、樹脂メーカーのPL適合伝達の努力義務、PL対象物質、マスターバッチのPL適合証明等、企
業が対応に苦慮する例が見られる。一方、懸案の溶出試験条件改正等は未審議のままである。
一方、EUのプラスチック規則は略完成し、世界標準となり、米国は製品別登録制度が定着し、国際整合化の大きな難問となっている。
中国、ASEANはEU類似路線の法整備を進展中である。
本講では、日欧米法規制の最新動向とPL制度化における企業の対応・留意点を解説する。

習得できる 第1講
知識
日欧米における食品包装規制の概要
・日欧米の食品包装法規制
・アジア諸国の動向

第１講
趣 旨

3.1食品衛生法
3.1.1 食品衛生法の体系
3.1.2 何をどのように規制するのか
3.1.3 合成樹脂の溶出試験改正原案
(告示第370号)
3.2 業界自主基準(規制)
3.2.1 業界自主基準の概要
3.2.2 NLの例(印刷インキ工業連合会)
3.2.3 紙・板紙の自主基準
3.3 日本の課題(厚労省)

4.欧州連合(EU)の法規制

4.1 EU統合の仕組み
4.2 EU規則と指令
4.3 規制対象物質:食品接触物質
4.4 GMPと適合宣言
(枠組規制:2004/1935/EC)
4.5 プラスチックの規制
(PIM:Reg.No.10/2011)
4.5.1 全体の構成
4.5.2 総移行量制限値
(OML:overall migration limit)
4.5.3 移行試験条件
4.5.4 プラスチックのPL
4.5.5 アクティブ&インテリジェント材料及び
製品(AIP)(Reg.No.450/2009)
4.5.6 NIAS(非意図的な添加物質)の審議

4.6 印刷インキの規制
4.6.1 スイス・独・EC委員会
4.6.2 スイスの印刷インキの改正PL
4.7 まとめ

5.米国の法規制
5.1 FDAと連邦規則集
5.2 間接食品添加物
5.2.1 全体の構成
5.2.3 ラミネートの規格
5.2.4 2つのPL

6.国内外の法規制動向まとめ
6.1 適用法規
6.2 主要国の概況
□演習問題・添削□

2020年6月1日、食品衛生法改正が施行され日本の樹脂の規制の根幹を成すPL(positive list)は永年の業界自主基準方式から漸く国の制度へ
移行となった。欧米中をはじめ、ベトナム、インドネシア、湾岸諸国等が既に樹脂のPLを制定済であリ、日本は遅まきながら国際レベルに近付いたこと
になる。しかし、5年の経過措置期間が設けられたので法的義務の発効は6年目からとなる。
本講では、PL制度の進捗状況として、PL制度の仕組み、PLの改正状況、何がどう変わるのか、食品接触材料安全センター等に関し紹介する。
また、食品衛生法改正によるPL制度の概要、材料・加工・食品メーカーの責務、関連 団体や海外企業の動きを解説する。

1.改正の趣旨
2.PL制度化の運用と適用
2.1 全体の概要
2.2 経過措置期間
2.3 PLの規制対象
2.3.1 合成樹脂
2.3.2 PL規制対象か否か

趣 旨

・PL制度の問題点と対応事例
・PL適合を織り込んだ社内品質管理体制の構築
・法規制調査方法

『日本のPL制度化進捗状況』

プログラム はじめに

第３講

第3講 PL制度化に伴う企業の課題と対応

国際的な食品交易量の増大に伴い食品包装規制の国際的整合化が各国で進展中である。
日本では、2020年6月、食品衛生法改正が施行され、HACCPによる衛生管理の制度化、及びGMPとPL(positive list) の導入が実施された。
日本ではこの先、かってない大きな変革期になると推測されるが、欧米と比較して法整備は遅れており、幾多の課題を抱えているのが日本の現状で
ある。
本講では、日欧米を主体として法規制の国際的最新動向、及び日本の課題(厚労省があげた8つの課題)を紹介、解説する。

2.食品包装材料の種類と使用割合(日本)
3.日本の法規制

趣 旨

・食品衛生改正の趣旨
・PL制度の仕組み
・PL規制対象
・PL適合伝達方法
・PL適合調査方法

『日欧米における食品包装規制の概要』

プログラム 1.はじめに:包装を取り巻く環境

第２講

第2講 日本のPL制度化進捗状況

2.4 告示されたPL(告示第196号)
2.4.1 4つのPL
2.4.2 PLの見方
2.4.3 旧)継続確認既存物質リスト
2.5 PL適合の伝達
2.5.1 説明義務と努力義務
2.5.2 適合伝達方法
2.5.3 適合証明書の例

2.6 営業届出の義務
2.7 新規物質のPL収載方法

3.何がどう変わるのか
4.企業の対応
5.関連団体等の動き
6.厚労省への照会・調査
□演習問題・添削□

『PL制度化に伴う企業の課題と対応』
日本は、PL制度化を契機として目先のことではなく、法規制の仕組み全体を国際レベルに引き上げる視点が必要と考えられる。
「もの作りは旨いが、基準作りは苦手」と言われる日本にとって、優れた食品包装における基準作りは国際貢献できる絶好の機会である。
日本は、今後食品包装規制を早急に国際レベルに引き上げる改革が必要であり、法規制を整備した上に日本の食品の安全性を更に世界にPRして
食品輸出量拡大に寄与することが期待される。
第3講では、第1講と第2講で触れた日本のPL制度化に関し、現在業界で問題になっていることおよびそれへの対応例、 企業としての留意点(変
わるべきこと)、法規制情報の調査方法、そして企業のリスク管理および社内整備の進め方について解説する。

プログラム はじめに

1.PL制度化における問題点と対応の事例
1.1 現時点における問題点
1.2 加工・食品・海外への浸透が遅い
1.3 原材料メーカーの努力義務
1.4 着色剤(色材)の扱い
1.5 印刷インキ工業連合会の見解
1.5.1 理論的シミュレーション結果
1.5.2 移行モデリング方法
1.6 MBの証明困難

2.企業のリスク管理の進め方
2.1 容器包装メーカーの製造管理

2.2 リスク分析の3要素
2.2.1 3要素の意味
2.2.2 リスク評価
2.2.3 リスク管理
2.2.4 リスクコミュニケーション

3.法規制情報の調査方法
3.1 概要
3.2 JETRO
3.3 試験機関
3.4 Keller and Heckman 社のHP
(http://www.packaginglaw.com)
3.5 各国当局への質問・照会
3.6 日本包装技術協会

3.7 食品接触材料安全センター
3.8 日本規格協会

4.企業としての対応と今後の課題
4.1 企業の社会的責任
4.2 SDGｓ(Sustainable Development Goals)
4.2.1 国連決議
4.2.2 世界のSDGs達成度ランキング
4.3 CLOMA
4.4 まとめ
4.4.1 キーワードの列記

おわりに
□演習問題・添削□

