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Introducing SAICM: what it isIntroducing SAICM: what it is

SAICM is a global policy framework to SAICM is a global policy framework to 
support efforts to achieve the Johannesburg support efforts to achieve the Johannesburg 
Plan of Implementation goal that, by 2020, Plan of Implementation goal that, by 2020, 
chemicals should be produced and used in chemicals should be produced and used in 
ways that lead to the minimization of ways that lead to the minimization of 
significant adverse effects on human health significant adverse effects on human health 
and the environment.and the environment.
SAICM aims to coordinate, catalyse and SAICM aims to coordinate, catalyse and 
facilitate.facilitate.

88

SAICMSAICMの紹介の紹介: : ＳＡＩＣＭとは何かＳＡＩＣＭとは何か

SAICMSAICMは、ヨハネスブルグ実施計画に定めは、ヨハネスブルグ実施計画に定め

られた、られた、 「「20202020年までに化学物質の製造と年までに化学物質の製造と
使用による人の健康と環境への悪影響を最使用による人の健康と環境への悪影響を最
小化する」との目標を達成するための世界小化する」との目標を達成するための世界
規模の政策フレームワークである。規模の政策フレームワークである。

SAICMSAICMは調整、媒介、促進の役割を果たすは調整、媒介、促進の役割を果たす

ことを目指す。ことを目指す。
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Introducing SAICM: what itIntroducing SAICM: what it’’s nots not

SAICM is not a legally binding SAICM is not a legally binding 
instrument.instrument.
SAICM is not a new organization.SAICM is not a new organization.
SAICM does not replace existing SAICM does not replace existing 
institutions and mechanisms.institutions and mechanisms.

1010

SAICMSAICMの紹介の紹介: : ＳＡＩＣＭとは何でないかＳＡＩＣＭとは何でないか

SAICM SAICM は法的拘束力をともなうものではなは法的拘束力をともなうものではな

い。い。

SAICM SAICM は新たな組織ではない。は新たな組織ではない。

SAICM SAICM は既存の制度やメカニズムに置きは既存の制度やメカニズムに置き

換わるものではなない。換わるものではなない。
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Introducing SAICM: whatIntroducing SAICM: what’’s news new

SAICM builds on previous initiatives. It is SAICM builds on previous initiatives. It is 
notable for its:notable for its:
–– broad scope;broad scope;
–– ambitious goal (the Johannesburg 2020 target);ambitious goal (the Johannesburg 2020 target);
–– endorsement at the highest political levels;endorsement at the highest political levels;
–– emphasis on the sound management of emphasis on the sound management of 

chemicals as a sustainable development issue;chemicals as a sustainable development issue;
–– resource mobilization;resource mobilization;
–– formal endorsement or recognition by IGO formal endorsement or recognition by IGO 

governing bodies.governing bodies.

1212

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 何が新しいのか何が新しいのか

SAICMSAICMはこれまでのイニシアティブに基づき、はこれまでのイニシアティブに基づき、
次の点が注目に値する次の点が注目に値する::
–– 広範なスコープ広範なスコープ;;
–– 野心的な目標野心的な目標 ((ヨハネスブルグサミット実施計画のヨハネスブルグサミット実施計画の

20202020年目標年目標););
–– 政治的にハイレベルな承認政治的にハイレベルな承認;;
–– 持続可能な発展に係る問題として安全な化学物質持続可能な発展に係る問題として安全な化学物質
管理を強調；管理を強調；

–– 資源動員；資源動員；

–– 関係する国際機関の意思決定機構による正式な承関係する国際機関の意思決定機構による正式な承
認あるいは認定認あるいは認定
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Introducing SAICM: mandates for Introducing SAICM: mandates for 
developmentdevelopment

UNEP Governing Council, February 2002UNEP Governing Council, February 2002
World Summit on Sustainable Development, World Summit on Sustainable Development, 
Johannesburg, September 2002Johannesburg, September 2002
World Summit, New York, 2005World Summit, New York, 2005
World Health Assembly, May 2003World Health Assembly, May 2003
International Labour Conference, June 2003International Labour Conference, June 2003
African Environment Ministers (AMCEN), June 2004African Environment Ministers (AMCEN), June 2004
Latin American and Caribbean Environment Latin American and Caribbean Environment 
Ministers, November 2005Ministers, November 2005
Arab Environment Ministers (CAMRE), December Arab Environment Ministers (CAMRE), December 
20052005
Council of the European Union, December 2005Council of the European Union, December 2005

1414

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 策定のためのマンデート策定のためのマンデート

UNEPUNEP管理理事会管理理事会, , 20022002年年22月月
持続可能な開発に関する世界首脳会議持続可能な開発に関する世界首脳会議,, ヨハネヨハネ
スブルグスブルグ, 2002, 2002年年99月月
世界サミット世界サミット, , ニューヨークニューヨーク, 2005, 2005年年
世界保健総会世界保健総会, 2003, 2003年年55月月
国際労働総会国際労働総会, 2003, 2003年年66月月
アフリカ環境大臣会議アフリカ環境大臣会議 (AMCEN), 2004(AMCEN), 2004年年66月月
ラテンアメリカ－カリブ海環境大臣会議ラテンアメリカ－カリブ海環境大臣会議, 2005, 2005年年
1111月月
アラブ環境大臣会議アラブ環境大臣会議 (CAMRE), 2005(CAMRE), 2005年年1212月月
欧州連合閣僚理事会欧州連合閣僚理事会, 2005, 2005年年1212月月
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Introducing SAICM: the Introducing SAICM: the 
development processdevelopment process

A multiA multi--stakeholder and multistakeholder and multi--sectoralsectoral
consultation, involving representatives of consultation, involving representatives of 
Governments, plus NGOs and Governments, plus NGOs and IGOsIGOs drawn drawn 
from sectors such as agriculture, from sectors such as agriculture, 
environment, health, industry and labour.environment, health, industry and labour.
Three sessions of a Preparatory Committee Three sessions of a Preparatory Committee 
(Bangkok, November 2003; Nairobi, October (Bangkok, November 2003; Nairobi, October 
2004; Vienna, September 2005).2004; Vienna, September 2005).
Regional consultations.Regional consultations.
International Conference on Chemicals International Conference on Chemicals 
Management, Dubai, February 2006. Management, Dubai, February 2006. 

1616

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 策定プロセス策定プロセス

政府代表および農業、環境、保健、産業及び政府代表および農業、環境、保健、産業及び
労働などの分野からの労働などの分野からのNGONGOや国際機関の代表や国際機関の代表

からなる多様な関係者と多様な部門による協からなる多様な関係者と多様な部門による協
議議

33回の準備会合の開催回の準備会合の開催 ((バンコクバンコク,, 20032003年年1111月月; ; 
ナイロビナイロビ, 2004, 2004年年1010月月; ; ウイーンウイーン, 2005, 2005年年99月月).).
地域レベルの協議地域レベルの協議

国際化学物質管理会議国際化学物質管理会議, , ドバイドバイ, 2006, 2006年年22月月. . 
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Introducing SAICM: Government Introducing SAICM: Government 
engagement in the development processengagement in the development process

Over 140 Governments participated.Over 140 Governments participated.
Emphasis on multiEmphasis on multi--sectoralsectoral
representation.representation.
Regional consultations enhanced the Regional consultations enhanced the 
ability of developing countries to ability of developing countries to 
shape the agenda.shape the agenda.

1818

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 策定プロセスにおける政策定プロセスにおける政

府の関与府の関与

140140カ国以上の政府代表が参画カ国以上の政府代表が参画

多様なセクターの参加を強調多様なセクターの参加を強調

地域レベルの協議により、発展途上国地域レベルの協議により、発展途上国
の政策形成能力が向上したの政策形成能力が向上した
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Introducing SAICM: IGO engagement in Introducing SAICM: IGO engagement in 
the development processthe development process

1111--member SAICM steering committee formed member SAICM steering committee formed 
in 2002 to guide the development process:in 2002 to guide the development process:
–– 7 participating organizations of the Inter7 participating organizations of the Inter--Organization Programme for Organization Programme for 

the Sound Management of Chemicals or IOMC (FAO, ILO, OECD, UNEP,the Sound Management of Chemicals or IOMC (FAO, ILO, OECD, UNEP,
UNIDO, UNITAR, WHO)UNIDO, UNITAR, WHO)

–– Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)
–– GEFGEF
–– UNDPUNDP
–– World BankWorld Bank

IGOsIGOs were also full were also full ““participantsparticipants”” in the SAICM in the SAICM 
Preparatory Committee and ICCM, alongside Preparatory Committee and ICCM, alongside 
Governments and NGOs.Governments and NGOs.

2020

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 策定プロセスにおける政策定プロセスにおける政
府間機関（府間機関（IGOIGO）の関与）の関与

策定プロセスの方向付けを行うため、以下の１１機関によっ策定プロセスの方向付けを行うため、以下の１１機関によっ
て構成されるて構成されるSAICMSAICM運営委員会が運営委員会が20022002年に設置された年に設置された::
–– 化学物質の適正な管理についての組織間プログラム（化学物質の適正な管理についての組織間プログラム（IOMCIOMC）への参加７機関）への参加７機関 (FAO, (FAO, 

ILO, OECD, UNEP, UNIDO, UNITAR, ILO, OECD, UNEP, UNIDO, UNITAR, 及び及びWHO)WHO)
–– IFCSIFCS（化学物質の安全に関する政府間フォーラム（化学物質の安全に関する政府間フォーラム))
–– GEFGEF
–– UNDPUNDP
–– World BankWorld Bank

IGOIGOは、政府およびは、政府およびNGONGOとともに、とともに、SAICMSAICM準備会合および準備会合および
ICCMICCMへ参画している。へ参画している。
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Introducing SAICM: NGO engagement in Introducing SAICM: NGO engagement in 
the development processthe development process

Around 60 NGOs took part, including Around 60 NGOs took part, including 
public interest groups focussed on the public interest groups focussed on the 
environment and health, trade unions, environment and health, trade unions, 
industry associations and the scientific industry associations and the scientific 
community.community.
NGOs were full NGOs were full ““participantsparticipants””
alongside Governments and alongside Governments and ＩＩGOsGOs..

2222

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 策定プロセスのおける策定プロセスのおける
NGONGOの関与の関与

環境および保健分野の公益グループ、労環境および保健分野の公益グループ、労
働組合、産業団体、科学コミュニティーな働組合、産業団体、科学コミュニティーな
ど約ど約6060ののNGONGOが参加した。が参加した。

NNGOGOは、政府およびＩは、政府およびＩGOGOとともに、とともに、
SAICMSAICM準備会合および準備会合およびICCMICCMへ参画へ参画

している。している。
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Introducing SAICM: what does it Introducing SAICM: what does it 
consist of?consist of?

Dubai Declaration on International Dubai Declaration on International 
Chemicals Management Chemicals Management (political commitment)(political commitment)

Overarching Policy Strategy Overarching Policy Strategy (scope, needs, (scope, needs, 
objectives, principles, financial and implementation objectives, principles, financial and implementation 
arrangements)arrangements)

Global Plan of Action Global Plan of Action (work areas, activities, actors, (work areas, activities, actors, 
timeframes and targets, indicators of progress)timeframes and targets, indicators of progress)

Note also: resolutions of the ICCMNote also: resolutions of the ICCM

2424

SAICMSAICMの紹介の紹介: : どのようなものから構成されどのようなものから構成され

ているか？ているか？

国際的な化学物質管理に関する国際的な化学物質管理に関するドド
バイ宣言バイ宣言 ((政治的コミットメント政治的コミットメント))

包括的方針戦略包括的方針戦略((対象範囲、必要性、目対象範囲、必要性、目
的、原則、財政および実施に関する事項的、原則、財政および実施に関する事項))

世界行動計画世界行動計画((作業領域、活動、行動主作業領域、活動、行動主
体、時間枠及び目標、進捗の指標体、時間枠及び目標、進捗の指標))

ICCMICCMの決議にも留意の決議にも留意
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Introducing SAICM: the Dubai Introducing SAICM: the Dubai 
Declaration on International Chemicals Declaration on International Chemicals 
ManagementManagement

Adopted by Adopted by ““Ministers, heads of delegation and Ministers, heads of delegation and 
representatives of civil society and the private representatives of civil society and the private 
sectorsector””..
“…“… our firm commitment to the Strategic Approach our firm commitment to the Strategic Approach 
and its implementation.and its implementation.””
““The sound management of chemicals is essential if The sound management of chemicals is essential if 
we are to achieve sustainable development, we are to achieve sustainable development, 
including the eradication of poverty and disease, including the eradication of poverty and disease, 
the improvement of human health and the the improvement of human health and the 
environment and the elevation and maintenance of environment and the elevation and maintenance of 
the standard of living in countries at all levels of the standard of living in countries at all levels of 
development.development.””

2626

SAICMSAICMの紹介の紹介: : 国際的な化学物質管理に国際的な化学物質管理に

関するドバイ宣言関するドバイ宣言

““閣僚、政府代表団長、並びに市民社会及び民閣僚、政府代表団長、並びに市民社会及び民
間部門の代表間部門の代表””により採択された。により採択された。””
““我々のSAICM及びその実施への我々の確固と
した約束・・・・・・・・・・””
““我々が、あらゆる発展段階の国において、貧困
及び疾病の根絶、人の健康及び環境の改善、並
びに生活水準の向上及び維持を含む持続可能
な発展を成し遂げようとするならば、化学物質の
適正な管理は必要不可欠である。。””
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Introducing SAICM: the Introducing SAICM: the 
Overarching Policy StrategyOverarching Policy Strategy (1)(1)

Adopted by Adopted by ““Ministers, heads of delegation Ministers, heads of delegation 
and representatives of civil society and the and representatives of civil society and the 
private sectorprivate sector””..
Structure:Structure:
–– ScopeScope
–– NeedsNeeds
–– ObjectivesObjectives
–– Financial considerationsFinancial considerations
–– Principles and approachesPrinciples and approaches
–– Implementation arrangementsImplementation arrangements

2828

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略(1)(1)

閣僚、政府代表団長、並びに市民社会及び民閣僚、政府代表団長、並びに市民社会及び民
間部門の代表により採択された。間部門の代表により採択された。
構成構成::
––対象範囲対象範囲
––必要性必要性
––目的目的
––財政に関する考慮財政に関する考慮
––原則とアプローチ原則とアプローチ
––実施と進捗の評価実施と進捗の評価
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Introducing SAICM: OPS (2): ScopeIntroducing SAICM: OPS (2): Scope

““SAICM has a scope that includes SAICM has a scope that includes 
a) environmental, economic, social, health and labour aspects ofa) environmental, economic, social, health and labour aspects of chemical chemical 

safety; safety; 
b) agricultural and industrial chemicals, with a view to promotib) agricultural and industrial chemicals, with a view to promoting sustainable ng sustainable 

development and covering chemicals at all stages of their lifedevelopment and covering chemicals at all stages of their life--cycle, cycle, 
including in products.including in products.

““SAICM should take due account of instruments and processes that SAICM should take due account of instruments and processes that 
have been developed to date and be flexible enough to deal with have been developed to date and be flexible enough to deal with 
new ones without duplicating efforts, in particular the efforts new ones without duplicating efforts, in particular the efforts of of 
forums dealing with the military uses of chemicals.forums dealing with the military uses of chemicals.

** ““SAICM does not cover products to the extent that the health and SAICM does not cover products to the extent that the health and environmental aspects environmental aspects 
of the safety of chemicals and products are regulated by a domesof the safety of chemicals and products are regulated by a domestic food or tic food or 
pharmaceutical authority or arrangement.pharmaceutical authority or arrangement.””

3030

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略(2): (2): 
対象範囲対象範囲

SAICM SAICM は、は、持続可能な発展を促進し、また、製品中を持続可能な発展を促進し、また、製品中を
含むライフサイクル全般において化学物質を対象とす含むライフサイクル全般において化学物質を対象とす
るという観点をもって、下記を含む対象範囲をもつるという観点をもって、下記を含む対象範囲をもつ。。
a)a)化学物質安全の環境、経済、社会、健康及び労働面化学物質安全の環境、経済、社会、健康及び労働面
b)b)農業用化学物質と工業用化学物質農業用化学物質と工業用化学物質

SAICM は、 今日まで策定されてきた手段とプロセスを
尊重するとともに、特に化学物質の軍事的用途を議論
したフォーラムにおける取り組み等、これまで行われた
取り組みとの重複を避けつつ、新しい手段とプロセスを
取り扱えるような柔軟なものであるべきである。

**化学物質又は製品の安全性の健康・環境に関する側面が国内の
食品又は薬剤の当局又は取決めによって規制されている範囲で
は、SAICM はそれら化学物質・製品には適用されない。
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Introducing SAICM: OPS (3): NeedsIntroducing SAICM: OPS (3): Needs

Since the United Nations Conference on Since the United Nations Conference on 
Environment and Development (the Environment and Development (the ‘‘Earth Earth 
SummitSummit’’, Rio, 1992), , Rio, 1992), ““much has been done much has been done 
to improve chemicals managementto improve chemicals management””..
““It is, however, recognized that the existing It is, however, recognized that the existing 
international policy framework is not international policy framework is not 
completely adequate and needs to be completely adequate and needs to be 
further strengthened.further strengthened.””

3232

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略(3): (3): 
必要性必要性

1992 年リオデジャネイロにおける「国連環境と
開発会議」以来、化学物質管理の推進のため
に、多くの取り組みが行われてきた。

しかしながら、化学物質管理のための既存の
国際的な政策枠組みが不十分であり、さらなる
整備の必要がある。
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Introducing SAICM: OPS (4): Introducing SAICM: OPS (4): 
ObjectivesObjectives

Risk reductionRisk reduction
Knowledge and informationKnowledge and information
GovernanceGovernance
CapacityCapacity--building and technical building and technical 
cooperationcooperation
Illegal international trafficIllegal international traffic

3434

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略(4) (4) 
目的目的

リスクの削減リスクの削減

知識と情報知識と情報

ガバナンスガバナンス

能力向上と技術協力能力向上と技術協力

不法な国際取引不法な国際取引
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Introducing SAICM: Introducing SAICM: OPS (5OPS (5): ): 
financial considerationsfinancial considerations

““The extent to which developing countriesThe extent to which developing countries…… can make can make 
progress towards reaching the 2020 goal depends, in part, on progress towards reaching the 2020 goal depends, in part, on 
the availability of financial resources provided by the private the availability of financial resources provided by the private 
sector and bilateral, multilateral and global agencies or sector and bilateral, multilateral and global agencies or 
domorsdomors..””
““SAICM should call upon existing and new sources of financial SAICM should call upon existing and new sources of financial 
support to provide additional resourcessupport to provide additional resources…”…”
SAICM financial arrangements include:SAICM financial arrangements include:
–– Actions at the national or subActions at the national or sub--national levels;national levels;
–– Enhancing industry partnerships;Enhancing industry partnerships;
–– Integration of SAICM objectives into development cooperation;Integration of SAICM objectives into development cooperation;
–– Making more effective use of and building upon existing sources Making more effective use of and building upon existing sources 

of relevant global funding (e.g. GEF and Montreal Protocol MLF)of relevant global funding (e.g. GEF and Montreal Protocol MLF)
–– Quick Start ProgrammeQuick Start Programme

3636

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略 (5): (5): 
財政に関する考慮財政に関する考慮

開発途上国などが、2020 年の目標達成に向けてどの程度進捗で
きるかは、部分的には、民間部門、二国間・多国間・地球規模の
機関又は援助国によって提供される財政的支援にかかっている。
このアプローチは、追加的な資金を提供するために、既存及び新
たな財政的支援を呼びかけるものであり・・・
SAICM の財政面での取決めは、以下の項目を含む。
– 国家又は準国家レベルの行動
– 産業界のパートナーシップを高めること
– SAICM の目的を開発援助計画に統合すること
– 関連する地球規模の資金（例、地球環境ファシリティー（GEF）やモン
トリオール議定書）など既存財源をより効果的に使用すること

– クイックスタートプログラム
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Introducing SAICM: OPS (6): Introducing SAICM: OPS (6): 
principles & approachesprinciples & approaches

The OPS cites existing declarations, The OPS cites existing declarations, 
policy documents and agreements policy documents and agreements 
rather than individual principles.rather than individual principles.
These include the Rio Declaration, These include the Rio Declaration, 
Agenda 21, the Johannesburg Plan of Agenda 21, the Johannesburg Plan of 
Implementation, and the Basel, Implementation, and the Basel, 
Rotterdam and Stockholm Rotterdam and Stockholm 
Conventions.Conventions.

3838

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略(6): (6): 
原則原則 およびアプローチおよびアプローチ

包括的方針戦略包括的方針戦略は、個別原則よりはむは、個別原則よりはむ
しろ、既存の宣言、政策文書及び合意しろ、既存の宣言、政策文書及び合意
文書を引用している。文書を引用している。

リオ宣言、アジェンダリオ宣言、アジェンダ2121、、ヨハネスブヨハネスブ
ルグ実施計画、ルグ実施計画、バーゼル条約、ロッテバーゼル条約、ロッテ
ルダム条約、ストックホルム条約などルダム条約、ストックホルム条約など
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Introducing SAICM: OPS (7): Introducing SAICM: OPS (7): 
implementation arrangementsimplementation arrangements

National and other SAICM implementation National and other SAICM implementation 
plans (e.g. regional and IGO)plans (e.g. regional and IGO)
National SAICM focal pointsNational SAICM focal points
ICCM to be reconvened to undertake ICCM to be reconvened to undertake 
periodic reviews (2009, 2012, 2015, 2020)periodic reviews (2009, 2012, 2015, 2020)
IntersessionalIntersessional regional meetingsregional meetings
Bureau (Bureau (arrangements not yet agreedarrangements not yet agreed))
Secretariat (UNEP to establish and assume Secretariat (UNEP to establish and assume 
overall administrative responsibility.  UNEP overall administrative responsibility.  UNEP 
and WHO to take lead roles.)and WHO to take lead roles.)

4040

SAICMSAICMの紹介の紹介::包括的方針戦略包括的方針戦略 (7): (7): 
実施措置実施措置

国レベル及びその他国レベル及びその他 SAICM SAICM 実施計画実施計画 ((例：地例：地
域及び域及びIGO)IGO)
ナショナルフォーカルポイントナショナルフォーカルポイント
定期的なレビューを行うため、定期的なレビューを行うため、ICCMICCMが開催されが開催され
るる (2009(2009年年, 2012, 2012年年, 2015, 2015年年, 2020, 2020年年))
会合間に開催される地域会合会合間に開催される地域会合
ビューロービューロー((調整はまだついていない調整はまだついていない))
事務局事務局 (UNEP(UNEPが設置、包括的に運営に関するが設置、包括的に運営に関する
責任を負う。責任を負う。 UNEP UNEP 、、WHOWHOが主導的役割を担が主導的役割を担
う。う。))
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Introducing SAICM: Global Plan of Introducing SAICM: Global Plan of 
ActionAction

Recommended for use and further Recommended for use and further 
development as a working tool and development as a working tool and 
guidance document for stakeholders guidance document for stakeholders 
implementing SAICM.  Not fully negotiated.implementing SAICM.  Not fully negotiated.
36 work areas, 273 activities, actors, 36 work areas, 273 activities, actors, 
targets/timeframes, indicators of progress, targets/timeframes, indicators of progress, 
implementation aspects.implementation aspects.
Structured in accordance with the 5 Structured in accordance with the 5 
categories of SAICM objectives set out in categories of SAICM objectives set out in 
the OPS.the OPS.

4242

SAICMSAICMの紹介の紹介::世界行動計画世界行動計画

利害関係者が利害関係者がSAICMSAICMを実施するためのワーを実施するためのワー
キングツールやガイダンス文書として利用キングツールやガイダンス文書として利用
し、さらに発展させるために推奨される。し、さらに発展させるために推奨される。
交渉が尽くされたものではない。交渉が尽くされたものではない。

3636の作業領域、の作業領域、273273の行動項目、行動主体、の行動項目、行動主体、
時間枠及び目標、進捗の指標、実施に関す時間枠及び目標、進捗の指標、実施に関す
る側面。る側面。

包括的方針戦略包括的方針戦略において打ち出されているにおいて打ち出されている
SAICMSAICMの５分野の目的に沿って構成されての５分野の目的に沿って構成されて
いる。いる。
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Introducing SAICM: ICCM Introducing SAICM: ICCM 
resolutionsresolutions

ICCM adopted 4 resolutions at its first ICCM adopted 4 resolutions at its first 
session:session:
–– I/1 Implementation arrangementsI/1 Implementation arrangements
–– I/2 IFCSI/2 IFCS
–– I/3 Tribute to the host GovernmentI/3 Tribute to the host Government
–– I/4 Quick Start ProgrammeI/4 Quick Start Programme

4444

SAICMSAICMの紹介の紹介: ICCM: ICCMの決議の決議

ICCM ICCM はその第はその第11回会合において、回会合において、44つのつの
決議を採択した。決議を採択した。

–– I/1 I/1 実施体制実施体制

–– II/2 IFCS (/2 IFCS (化学物質の安全性に関する政府化学物質の安全性に関する政府
間フォーラム間フォーラム))

–– I/3 I/3 ホスト政府への賛辞ホスト政府への賛辞

–– I/4 I/4 クイックスタートプログラムクイックスタートプログラム
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Implementing SAICM: overviewImplementing SAICM: overview

Importance of and responsibility for Importance of and responsibility for 
implementationimplementation
Implementation at the national levelImplementation at the national level
Implementation at the regional levelImplementation at the regional level
Focal pointsFocal points
Quick Start ProgrammeQuick Start Programme
Regional meetingsRegional meetings
IGO governing bodies IGO governing bodies 
Secretariat setSecretariat set--upup

4646

SAICMSAICMの実施の実施: : 概略概略

実施の重要性と責任実施の重要性と責任

国レベルでの実施国レベルでの実施

地域レベルでの実施地域レベルでの実施

フォーカルポイントフォーカルポイント

クイックスタートプログラムクイックスタートプログラム

地域会合地域会合

国際機関の意思決定会合国際機関の意思決定会合

事務局の立ち上げ事務局の立ち上げ
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Implementing SAICM: the importance of Implementing SAICM: the importance of 
and responsibility for implementing and responsibility for implementing 
SAICMSAICM

Adoption of SAICM in Dubai was the beginning not Adoption of SAICM in Dubai was the beginning not 
the end  the end  -- success depends on implementation.success depends on implementation.
All stakeholders have roles and responsibilities.All stakeholders have roles and responsibilities.
SAICM provides the policy framework and can SAICM provides the policy framework and can 
facilitate assistance but progress depends on the facilitate assistance but progress depends on the 
initiatives of individual actors, including initiatives of individual actors, including 
Governments, Governments, IGOsIGOs and NGOs.and NGOs.
Dubai Declaration:Dubai Declaration:
–– ““We collectively share the view that implementation and taking stWe collectively share the view that implementation and taking stock of ock of 

progress are critical to ensuring successprogress are critical to ensuring success…”…”
–– ““We will promote the sound management of chemicals and hazardous We will promote the sound management of chemicals and hazardous 

wastes as a priority in national, regional and international polwastes as a priority in national, regional and international policy icy 
frameworks, including strategies for sustainable development, frameworks, including strategies for sustainable development, 
development assistance and poverty reduction.development assistance and poverty reduction.””

4848

SAICMSAICMの実施の実施: : SAICMSAICM実施の重要性と実施の重要性と

責任責任

ドバイにおけるドバイにおけるSAICMSAICMの採択は、始まりであって、の採択は、始まりであって、
終わりではない終わりではない--その成功はその実施如何にその成功はその実施如何に
係っている。係っている。
すべての利害関係者が役割及び責務を負ってすべての利害関係者が役割及び責務を負って
いる。いる。
SAICMSAICMは政策フレームを提供し、その支援を促は政策フレームを提供し、その支援を促
進するが、その進捗は政府、進するが、その進捗は政府、IGOIGOおよびおよびNGONGOをを
含む各行動主体のイニシアティブに係っている。含む各行動主体のイニシアティブに係っている。
ドバイ宣言ドバイ宣言::
–– ““我々は、実施及び進捗の管理は、成功を確実にする上で決定我々は、実施及び進捗の管理は、成功を確実にする上で決定
的な事項で・・・あるとの認識を共にする。的な事項で・・・あるとの認識を共にする。””

–– ““我々は、化学物質及び有害廃棄物の適正管理を、持続可能な我々は、化学物質及び有害廃棄物の適正管理を、持続可能な
開発、開発援助及び貧困の削減のための戦略などの、国、地域開発、開発援助及び貧困の削減のための戦略などの、国、地域
及び国際的な政策枠組みにおいて、優先事項として推進する及び国際的な政策枠組みにおいて、優先事項として推進する。。””



25

4949

Implementing SAICM: the national Implementing SAICM: the national 
levellevel

Governments are expected to: Governments are expected to: 
integrate SAICM into relevant programmes and integrate SAICM into relevant programmes and 
plans, including those for development cooperation plans, including those for development cooperation 
[OPS paragraph 19 (a)];[OPS paragraph 19 (a)];
consider developing, with relevant stakeholder consider developing, with relevant stakeholder 
participation, a national implementation plan, taking participation, a national implementation plan, taking 
into consideration existing elements [OPS into consideration existing elements [OPS 
paragraph 22];paragraph 22];
establish arrangements for implementing SAICM on establish arrangements for implementing SAICM on 
an interan inter--ministerial or interministerial or inter--institutional basis so institutional basis so 
that all concerned stakeholder interests are that all concerned stakeholder interests are 
represented and all relevant substantive areas are represented and all relevant substantive areas are 
addressedaddressed [OPS paragraph 23].[OPS paragraph 23].

5050

SAICMSAICMの実施の実施: : 国家レベル国家レベル

政府は以下のことが期待されている。
さまざまなレベルにおいて、関連するプログ
ラム、計画又は戦略にSAICM の目的を統合す
ること [包括的方針戦略 パラ 19 (a)]
関連した関係者の参加により、既存の要素を
考慮して、国内実施計画の策定を検討するこ
と [包括的方針戦略 パラ 22]
すべての関係する国の部門や利害関係者の関
心事項が代表され、すべての関連する実質的
な領域が対処されるよう、省庁横断的・組織
横断的なSAICM の実施のための仕組みを確立
すること [包括的方針戦略 パラ 23]
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SAICMSAICMの実施の実施: the regional level: the regional level

The SAICM Overarching Policy Strategy and The SAICM Overarching Policy Strategy and 
ICCM resolution I/1 call for regional ICCM resolution I/1 call for regional 
meetings as a key element in work on meetings as a key element in work on 
SAICM between ICCM sessions.SAICM between ICCM sessions.
An AsiaAn Asia--Pacific regional meeting is expected Pacific regional meeting is expected 
to be held in Bangkok from 21 to23 May to be held in Bangkok from 21 to23 May 
2007, with support from Japan through the 2007, with support from Japan through the 
Institute for Global Environmental Institute for Global Environmental 
Strategies.Strategies.

5252

SAICMSAICMの実施の実施: : 地域レベル地域レベル

SAICMSAICMの包括的方針戦略および国際化の包括的方針戦略および国際化
学物質管理会議（学物質管理会議（ICCMICCM）の決議）の決議 I/1I/1は、は、
ICCMICCMの会合間の期間の重要なの会合間の期間の重要なSAICMSAICMのの
活動として、地域会合の開催を要請して活動として、地域会合の開催を要請して
いる。いる。

アジア太平洋地域会合は、日本政府・地アジア太平洋地域会合は、日本政府・地
球環境戦略研究機関からの支援をうけ、球環境戦略研究機関からの支援をうけ、
20072007年年55月月2121日から日から2323日にかけて、バン日にかけて、バン
コクで開催される予定。コクで開催される予定。
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Implementing SAICM: focal pointsImplementing SAICM: focal points

National focal points (118 officially nominated so far)National focal points (118 officially nominated so far)
–– To be nominated via Foreign Ministries after full consultationTo be nominated via Foreign Ministries after full consultation
–– Japanese national focal point: Dr. Tatsuya Aoki, Ministry of theJapanese national focal point: Dr. Tatsuya Aoki, Ministry of the

EnvironmentEnvironment
Regional focal points (Africa, AsiaRegional focal points (Africa, Asia--Pacific, Central & Eastern Pacific, Central & Eastern 
Europe, Latin America & Caribbean, Western Europe and Europe, Latin America & Caribbean, Western Europe and 
Others)Others)
–– AsiaAsia--Pacific regional focal point: Mr Eisaku Toda, Japanese Pacific regional focal point: Mr Eisaku Toda, Japanese 

Ministry of the EnvironmentMinistry of the Environment
–– Note: additional regional representatives for QSP Executive Note: additional regional representatives for QSP Executive 

Board: Iran and ThailandBoard: Iran and Thailand
NGO focal pointsNGO focal points
–– e.g. Pesticide Action Network (Asiae.g. Pesticide Action Network (Asia--Pacific), Sustainable Pacific), Sustainable 

Development Policy Institute (Pakistan), Toxics Link (India)Development Policy Institute (Pakistan), Toxics Link (India)

5454

SAICMSAICMの実施の実施: : フォーカルポイントフォーカルポイント

ナショナルフォーカルポイントナショナルフォーカルポイント ((これまでこれまで118118カ国がカ国が
公式に選出公式に選出))
–– 十分な協議をへて、外務省を通じて指名される十分な協議をへて、外務省を通じて指名される
–– 日本のナショナルフォーカルポイント日本のナショナルフォーカルポイント: : 環境省環境省 青木龍哉氏青木龍哉氏

地域フォーカルポイント地域フォーカルポイント ((アフリカ地域、アジア太平アフリカ地域、アジア太平
洋地域、中東欧、ラテンアメリカーカリブ海地域、洋地域、中東欧、ラテンアメリカーカリブ海地域、
西欧その他西欧その他))
–– アジア太平洋地域フォーカルポイントアジア太平洋地域フォーカルポイント: : 環境省環境省 戸田英作氏戸田英作氏
–– 注注: : QSPQSP実施のための追加的な地域代表実施のための追加的な地域代表: : イランとタイイランとタイ

NGONGOフォーカルポイントフォーカルポイント
–– 例：例： Pesticide Action Network (Pesticide Action Network (アジア太平洋地域アジア太平洋地域), ), 

Sustainable Development Policy Institute Sustainable Development Policy Institute ((パキスタンパキスタン),),
Toxics Link (Toxics Link (インドインド))
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Implementing SAICM: Quick Start Implementing SAICM: Quick Start 
Programme (1): establishmentProgramme (1): establishment

ICCM Resolution I/4ICCM Resolution I/4
The objective of the QSP is to support initial The objective of the QSP is to support initial 
SAICM enabling capacitySAICM enabling capacity--building and building and 
implementation activities in developing implementation activities in developing 
countries, least developed countries, small countries, least developed countries, small 
island developing States and countries with island developing States and countries with 
economies in transition.economies in transition.
The QSP includes a UNEP trust fund (for 5 The QSP includes a UNEP trust fund (for 5 
years) and multilateral, bilateral and other years) and multilateral, bilateral and other 
forms of cooperation.forms of cooperation.

5656

SAICMSAICMの実施の実施::クイックスタートプログラムクイックスタートプログラム
(1): (1): 設置設置

国際化学物質管理会議（国際化学物質管理会議（ICCMICCM）） 決議決議 I/4I/4
クイックスタートプログラム（クイックスタートプログラム（QSPQSP）の目的）の目的

は、後発開発途上国、は、後発開発途上国、小島嶼開発途上国小島嶼開発途上国
および移行経済国および移行経済国における、初期の育成における、初期の育成
的な的なSAICMSAICMの能力向上及び実施活動をの能力向上及び実施活動を

支援することである。支援することである。

QSPQSPは、は、UNEPUNEP信託基金信託基金 (5(5カ年間カ年間)) と、多と、多
国間、国間、22国間あるいはその他の形の協力国間あるいはその他の形の協力

関係を含む。関係を含む。
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Implementing SAICM: Quick Start Implementing SAICM: Quick Start 
Programme (2): institutional setProgramme (2): institutional set--upup

QSP Trust Fund Implementation Committee (FAO, QSP Trust Fund Implementation Committee (FAO, 
ILO, OECD, UNEP, UNIDO, UNITAR, WHO + UNDP)ILO, OECD, UNEP, UNIDO, UNITAR, WHO + UNDP)
QSP Executive Board (2 Government QSP Executive Board (2 Government 
representatives for each UN region, plus bilateral representatives for each UN region, plus bilateral 
and multilateral donors and other contributors)and multilateral donors and other contributors)
–– Government regional representatives: Burundi, Egypt, Government regional representatives: Burundi, Egypt, 

Iran, Thailand, Belarus, Georgia, Jamaica, Peru, Belgium, Iran, Thailand, Belarus, Georgia, Jamaica, Peru, Belgium, 
USAUSA

UNEP trust fund administrationUNEP trust fund administration
SAICM secretariatSAICM secretariat

5858

SAICMSAICMの実施の実施::クイックスタートプログラムクイックスタートプログラム
(2): (2): 組織の設置組織の設置

QSPQSP信託信託基金実施委員会基金実施委員会 (FAO, ILO, OECD, (FAO, ILO, OECD, 
UNEP, UNIDO, UNITAR, WHO + UNDP)UNEP, UNIDO, UNITAR, WHO + UNDP)
QSPQSP管理理事会管理理事会 ((国連５地域からそれぞれ国連５地域からそれぞれ22
カ国の政府代表に加え、カ国の政府代表に加え、22国間、多国間のド国間、多国間のド
ナー及びその他の協力者）ナー及びその他の協力者）
–– 地域からの政府代表地域からの政府代表: : ブルンジ、エジプト、ブルンジ、エジプト、 イイ
ラン、ラン、 タイ、ベラルース、タイ、ベラルース、 グルジア、ジャマイグルジア、ジャマイ
カ、ペルー、ベルギー、アメリカ合衆国カ、ペルー、ベルギー、アメリカ合衆国

UNEPUNEP信託基金の運営信託基金の運営

SAICMSAICM事務局事務局
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Implementing SAICM : Quick Start Implementing SAICM : Quick Start 
Programme (3): trust fundProgramme (3): trust fund

Approximately $6 million was pledged in 2006 (Austria, Approximately $6 million was pledged in 2006 (Austria, 
Belgium, Finland, France, India, Netherlands, Nigeria, Norway, Belgium, Finland, France, India, Netherlands, Nigeria, Norway, 
Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, UK, US).Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, UK, US).
Operational guidance from the TFIC and EB is now in place, Operational guidance from the TFIC and EB is now in place, 
allowing the trust fund to proceed on a trial basis.allowing the trust fund to proceed on a trial basis.
Governments of developing countries, particularly Governments of developing countries, particularly LDCsLDCs and and 
SIDS, and countries with economies in transition are eligible SIDS, and countries with economies in transition are eligible 
to apply, plus civil society networks on an to apply, plus civil society networks on an ““exceptional basisexceptional basis””. . 
Applications via SAICM national focal points.Applications via SAICM national focal points.
Application forms and guidelines are available on the SAICM Application forms and guidelines are available on the SAICM 
web site.web site.
Deadline for applicants in the second round: 16 April 2007.  Deadline for applicants in the second round: 16 April 2007.  
(Next round: 14 September 2007.)(Next round: 14 September 2007.)

6060

SAICMSAICMの実施の実施: : クイックスタートプログラムクイックスタートプログラム
(3): (3): 信託基金信託基金

20062006年には約年には約600600万ドルが約束された万ドルが約束された（（オーストリア、ベルオーストリア、ベル
ギー、フィンランド、フランス、インド、オランダ、ナイジェギー、フィンランド、フランス、インド、オランダ、ナイジェ
リア、ノルウェー、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、リア、ノルウェー、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、
スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国）。スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国）。
試験的な信託基金の利用が認められており、実行委員会及び管試験的な信託基金の利用が認められており、実行委員会及び管
理理事会により運用ガイダンスが提供されている。理理事会により運用ガイダンスが提供されている。
発展途上国、特に後発発展途上国、小島嶼後発途上国及び移行発展途上国、特に後発発展途上国、小島嶼後発途上国及び移行
経済国、さらに例外として市民団体のネットーワークが申請の経済国、さらに例外として市民団体のネットーワークが申請の
対象となっている。対象となっている。
申請書は、ナショナルフォーカルポイントを通じて提出するこ申請書は、ナショナルフォーカルポイントを通じて提出するこ
ととなっている。ととなっている。
申請書及びガイドラインは、申請書及びガイドラインは、SAICMSAICMのウェブサイトから入手がのウェブサイトから入手が
可能となっている。可能となっている。
第第22回受付締切：回受付締切：20072007年年44月月1616日日（（次回次回: : 20072007年年99月月1414日日））
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Implementing SAICM: IGO Implementing SAICM: IGO 
governing bodiesgoverning bodies

Dubai Declaration: Dubai Declaration: ““We will strive to integrate SAICM into the work We will strive to integrate SAICM into the work 
programmes of all relevant UN organizations, programmes of all relevant UN organizations, specilaizedspecilaized agencies, agencies, 
funds and programmes consistent with their mandates as accorded funds and programmes consistent with their mandates as accorded 
by their respective governing bodies.by their respective governing bodies.””
ICCM Resolution I/1: ICCM Resolution I/1: ““CommendsCommends the Strategic Approach to the the Strategic Approach to the 
attention of the governing bodies of relevant intergovernmental attention of the governing bodies of relevant intergovernmental 
organizations and encourages them to endorse or otherwise organizations and encourages them to endorse or otherwise 
appropriately acknowledge the Strategic Approach.appropriately acknowledge the Strategic Approach.””
UNEP Governing Council endorsed SAICM on 9 February 2006 in its UNEP Governing Council endorsed SAICM on 9 February 2006 in its 
decision SS.IX/1 (note also earlier decision 23/9).decision SS.IX/1 (note also earlier decision 23/9).
The UNITAR Board of Trustees endorsed SAICM on 27 April 2006.The UNITAR Board of Trustees endorsed SAICM on 27 April 2006.
The World Health Assembly formally noted SAICM on 27 May 2006 inThe World Health Assembly formally noted SAICM on 27 May 2006 in
its resolution A59.15.its resolution A59.15.
The FAO Council endorsed SAICM on 25 November 2006.The FAO Council endorsed SAICM on 25 November 2006.
The ILO Governing Body also endorsed SAICM in November 2006.The ILO Governing Body also endorsed SAICM in November 2006.

6262

SAICMSAICMの実施の実施: : 国際機関の意思決定会合国際機関の意思決定会合

ドバイ宣言ドバイ宣言: : ““我々は、すべての関連した国連機関及び国連専門機我々は、すべての関連した国連機関及び国連専門機
関、基金および計画の作業プログラムの中に、関、基金および計画の作業プログラムの中に、SAICMSAICMを統合すを統合す
るよう努める。るよう努める。””
国際化学物質管理会議（国際化学物質管理会議（ICCMICCM）） 決議決議 I/1: I/1: ““関連する政府間機関の意関連する政府間機関の意
思決定機関に対し、思決定機関に対し、SAICMSAICMへの注意を喚起し、これらの機関がへの注意を喚起し、これらの機関が
SAICMSAICMを承認するか、適切な形で認識するよう呼びかける。を承認するか、適切な形で認識するよう呼びかける。””
国連環境計画（国連環境計画（UNEPUNEP）） 管理理事会は、管理理事会は、20062006年年22月月99日の決議日の決議
SS.IX/1 (SS.IX/1 (前掲前掲 決議決議 23/923/9参照参照))においてにおいてSAICMSAICMを承認した。を承認した。
国連訓練調査研究所（国連訓練調査研究所（UNITARUNITAR）理事会は、）理事会は、20062006年年44月月2727日に日に
SAICMSAICMを承認した。を承認した。
世界保健総会は、世界保健総会は、20062006年年55月月2727日の決議日の決議A59.15A59.15において、正式において、正式
ににSAICMSAICMに留意し、加盟国に対してその実施を呼びかけた。に留意し、加盟国に対してその実施を呼びかけた。
国連食糧農業機関（国連食糧農業機関（FAOFAO）理事会）理事会 は、は、20062006年年1111月に月にSAICMSAICMを承を承
認した。認した。
世界労働機関（世界労働機関（ILOILO）） 理事会も理事会も20062006年年1111月に月にSAICM SAICM を承認した。を承認した。
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Implementing SAICM: secretariat Implementing SAICM: secretariat 
setset--upup

Secretariat functions set out in the OPS and Secretariat functions set out in the OPS and 
ICCM Resolution I/4 include:ICCM Resolution I/4 include:
–– Facilitating ICCM and regional meetingsFacilitating ICCM and regional meetings
–– Progress reportsProgress reports
–– Maintaining a network of stakeholdersMaintaining a network of stakeholders
–– Guidance materialsGuidance materials
–– Information clearing houseInformation clearing house
–– Supporting the Quick Start ProgrammeSupporting the Quick Start Programme

ICCM Resolution I/1 sets out an indicative ICCM Resolution I/1 sets out an indicative 
secretariat structure and budget for 2006secretariat structure and budget for 2006--
2009 2009 

6464

SAICMSAICMの実施の実施: : 事務局の設置事務局の設置

SAICMSAICMの事務局機能は、の事務局機能は、包括的方針戦略包括的方針戦略にに
規定され、規定され、ICCMICCM決議決議I/4I/4で以下の内容が盛りで以下の内容が盛り
込まれている。込まれている。
–– ICCMICCM及び地域会合の促進及び地域会合の促進

–– 進捗報告進捗報告

–– 利害関係者のネットワークの維持利害関係者のネットワークの維持

–– ガイダンス文書ガイダンス文書

–– 情報センター情報センター

–– クイックスタートプログラムの支援クイックスタートプログラムの支援

ICCM ICCM 決議決議 I/1 I/1 では、では、20062006--2009 2009 における事における事
務局及び予算のあり方が提示されている。務局及び予算のあり方が提示されている。
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ConclusionConclusion

SAICM:SAICM:
–– an ambitious new policy initiative;an ambitious new policy initiative;
–– success will depend on stakeholderssuccess will depend on stakeholders’’

commitment to implementation.commitment to implementation.

““The sound management of chemicals The sound management of chemicals 
is essential if we are to achieve is essential if we are to achieve 
sustainable development.sustainable development.””

6666

おわりにおわりに

SAICM:SAICM:
––野心的な新しい政策イニシアティブ野心的な新しい政策イニシアティブ。。

––うまく実施されるかどうかは、利害関係うまく実施されるかどうかは、利害関係
者のコミットメント如何である。者のコミットメント如何である。

““われわれが持続可能な発展の実現をわれわれが持続可能な発展の実現を
望むなら、化学物質の安全な管理は不望むなら、化学物質の安全な管理は不
可欠である可欠である””。。
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FOR MORE INFORMATIONFOR MORE INFORMATION

Please visit the SAICM Website at:Please visit the SAICM Website at:

www.chem.unep.ch/saicmwww.chem.unep.ch/saicm

6868

詳細については詳細については

以下の以下の SAICM SAICM ウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトをご覧ください。

www.chem.unep.ch/saicmwww.chem.unep.ch/saicm


