
資料２  

 

 

中央環境審議会の審議状況等について 
 

 

 

目   次  

 

 Ⅰ．中央環境審議会諮問・答申等一覧  ……………………  １  

        （中央環境審議会会長が同意した部会決議）  

 

  Ⅱ．各部会の審議状況  

 

        総合政策部会   …………………………………………   ４  

       (部会長 :武内  和彦) 

        循環型社会部会  ………………………………………  ６  

       (部会長 :酒井  伸一) 

        環境保健部会  …………………………………………  ９  

       (部会長 :大塚  直) 

        地球環境部会  …………………………………………  14 

       (部会長 :  三村  信男) 

        大気・騒音振動部会  …………………………………  18  
       (部会長 :畠山  史郎) 

       水環境部会  ……………………………………………  21 

       (部会長 :細見  正明) 

        土壌農薬部会  …………………………………………  24 

       (部会長 :細見  正明) 

     自然環境部会   …………………………………………  28 

       (部会長 :武内  和彦) 

        動物愛護部会  …………………………………………  31 

       (部会長 :  新美  育文) 



諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリック
コメント

有無（数）

H30.2.28

［諮問第479号］

H30.8.22 H31.3.12

［諮問第494号］ ［中環審第1069号］

H30.10.31

［諮問第498号］

H30.7.13 H31.3.26

［諮問第493号］ ［中環審第1070号］

H26.11.18 H31.4.11

［諮問第386号］ ［中環審第1072号］

H31.3.7 H31.4.25

［諮問第507号］ ［中環審第1073号］

H31.2.5 R1.6.4

［諮問第505号］ ［中環審第107４号］

H31.4.9 R1.6.28

［諮問第508号］ ［中環審第1077号］

R1.7.26 R1.8.7

［諮問第513号］ ［中環審第1082号］

R1.7.26 R1.8.7

［諮問第514号］ ［中環審第1083号］

H29.10.23

［諮問第473号］

H30.12.18 R1.8.8

［諮問第500号］ ［中環審第1084号］

H31.2.28

［諮問第506号］

R1.7.4 R1.8.19

［諮問第512号］ ［中環審第1085号］

R1.10.1 R1.10.9

［諮問第517号］ ［中環審第1089号］

環境研究・環境技術開発の推進戦略について（第二次
答申）

有（48）

有（４）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針
の策定等について

有（48）

有（５）

太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方につい
て

-

国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について -

今後の化学物質環境対策の在り方について 有（57）

国立公園の公園区域及び公園計画の変更について

Ⅰ．中央環境審議会諮問・答申等一覧
＜平成31年２月８日～令和２年７月３０日の事案＞

　　（中央環境審議会会長が同意した部会決議） 

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

有（２）

プラスチック資源循環戦略について 有(1166)

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附
属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律に基づく追加措置について（第一次答申）

有（51）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について -
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諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリック
コメント

有無（数）

H30.2.21

［諮問第479号］

H30.8.22

［諮問第494号］

H30.12.18 R1.8.19

［諮問第500号］ ［中環審第1091号］

H31.2.28

［諮問第506号］

R1.6.6

［諮問第509号］

R1.7.4 R1.10.18

［諮問第512号］ ［中環審第1092号］

H29.1.4

［諮問第456号］

H29.5.9 R1.8.19

［諮問第460号］ ［中環審第1094号］

R1.9.12

［諮問第516号］

H30.10.31

［諮問第498号］ R2.1.22

R1.11.11 ［中環審第1097号］

［諮問第519号］

H30.8.29 R2.1.24

［諮問第495号］ ［中環審第1098号］

H25.10.7 R2.1.27

［諮問第362号］ ［中環審第1099号］

R2.1.8 R2.1.23

［諮問第520号］ ［中環審第1100号］

R1.10.8 R2.1.24

［諮問第518号］ ［中環審第1101号］

R2.1.27 R2.1.27

［諮問第522号］ ［中環審第1104号］

R2.1.27 R2.1.27

［諮問第523号］ ［中環審第1105号］

R1.9.10 R2.1.29

［諮問第515号］ ［中環審第1106号］

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 有（８）

中央アルプス国定公園（仮称）の指定及び公園計画の
決定について（答申）

有（１）

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正す
る法律の施行等の在り方について（第１次答申）

有（1468）

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

自然環境保全基本方針の変更について 有（51）

有（４）

有（３）

有（３）

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基
づく特定有害物質の見直し等について（第４次答申）

-

えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第
2期）の策定について

-

今後の石綿飛散防止の在り方について 有（3611）

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附
属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律に基づく追加措置について（第二次答申）

有（51）
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諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリック
コメント

有無（数）

R2.2.12 R2.2.27

［諮問第524号］ ［中環審第1109号］

R2.2.27 R2.2.28

［諮問第526号］ ［中環審第1112号］

R2.2.27 R2.2.28

［諮問第527号］ ［中環審第1113号］

R2.1.9 R2.2.28

［諮問第521号］ ［中環審第1114号］

H30.1.5

［諮問第475号］ R2.3.13

R2.1.9 ［中環審第1116号］

［諮問第521号］

R1.10.8 R2.3.26

［諮問第518号］ ［中環審第1117号］

R1.6.19 R2.3.31

［諮問第510号］ ［中環審第1118号］

H14.8.15 R2.5.27

［諮問第56号］ ［中環審第1120号］

H29.6.27

[諮問第463号]

H29.10.23

[諮問第473号]

H30.7.2 R2.6.23

[諮問第491号] ［中環審第1121号］

R2.1.9

[諮問第521号]

R2.3.3

[諮問第528号]

H30.7.10 R2.6.26

［諮問第492号］ ［中環審第1122号］

R2.2.21 -

［諮問第525号］ -

生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について
（第二次答申）

-

京都丹波高原国定公園における公園区域及び公園計
画の変更（一部変更）について

有（０）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について -

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

有（１）

公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障
害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎
月額の改定について

-

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正す
る法律の施行等の在り方について（第２次答申）

有（16516）

瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方に
ついて(答申）

有（38）

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等
の見直しについて（第5次答申）

有（21）

農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

有（４）

有（10）
農薬取締法第４条第３項の規定に基づき環境大臣が定
める基準の設定について

第９次水質総量削減の在り方について -

3 
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Ⅱ．各部会の審議状況 
＜平成 31 年２月８日～令和２年７月 31 日の事案＞ 

 

総合政策部会 
 
 

 
１．諮問   
  平成３１年３月７日 諮問第５０７号 

太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について 
 

２．審議状況 
 
（１）部会   

第９８回（平成３１年４月１１日）持ち回り審議 

・「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（案）について 
 
第９９回（令和元年７月８日） 

・第五次環境基本計画の進捗状況の点検について 

・第五次環境基本計画の進捗状況に関するヒアリングについて 

○意見交換（一般社団法人日本協同組合連携機構・長野県・一般社団法

人イクレイ日本） 
 
第１００回（令和元年１２月２０日） 

・第五次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について 

○金融を通じたグリーンな経済システムの構築 

１．進捗報告 

２．意見交換（東京都戦略政策情報推進本部） 

○企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化 

１．進捗報告 

２．意見交換（一般社団法人サーキュラーエコノミー・ジャパン） 
 
第１０１回（令和２年７月２８日） 

・第五次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について 

○国土のストックとしての価値の向上 

○地域資源を活用した持続可能な地域づくり 

１．進捗報告 

２．意見交換 

・コロナ後の持続可能でレジリエントな地域づくりについて 

 
 
（２）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会  なし 
  
 



5 
 

 
 
（３）環境影響評価制度小委員会 

第５回（平成３１年３月 27 日） 
  ・太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について等 

 
  第６回（平成３１年４月２５日） 
   ・太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について 
   ・最近の環境影響評価手続状況等について（報告事項） 
 
３．答申等 
  平成３１年４月２５日 中環審第１０７３号 
   太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について 
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循環型社会部会 
 
  

 
１．諮問 なし 
  
２．審議状況 
 
（１）部会  
  第２９回（令和元年５月２９日） 
   ・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく食品循環資源の再

生利用等の促進に関する基本方針等（答申）について 
   ・第四次循環型社会形成推進基本計画の評価・点検の進め方について 
 
  第３０回（令和元年９月１２日） 
   ・中央環境審議会による第五次環境基本計画の点検の進め方について 
   ・第四次循環型社会形成推進基本計画の点検における重点点検分野について 
    「万全な災害廃棄物処理体制の構築」 
 
  第３１回（令和元年９月１３日、持ち回り審議） 
   ・レジ袋有料化検討小委員会の設置について 
 
  第３２回（令和元年１１月２０日） 
   ・第四次循環型社会形成推進基本計画の点検における重点点検分野について 
    「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化」 
    「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」 
 
  第３３回（令和元年１２月２０日） 
   ・第四次循環型社会形成推進基本計画の点検について（中間報告） 
 
  第３４回（令和２年３月４日～３月１７日、書面審議） 

・第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第１回点検報告書（案）
について 

 
（２）廃棄物処理基準等専門委員会 なし 
 
（３）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 なし 
 
（４）自動車リサイクル専門委員会 

（産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサ
イクルＷＧと合同開催） 

  第４７回（令和元年９月１０日） 
   ・自動車リサイクル制度をめぐる各種取組状況等について 
   ・自主取組の進捗状況について 
 
（５）家電リサイクル制度評価検討小委員会 なし 
 
（６）食品リサイクル専門委員会 

（食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会と合同開
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催） 
第２１回（平成３１年４月４日） 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等（案）における意見
の募集の結果について 

 
（７）小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に

関する小委員会 
（産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会小型家電
リサイクルＷＧと合同開催） 

第１７回（平成３１年３月２８日） 
・小型家電リサイクル制度の施行状況について 
 

第１８回（令和元年８月９日） 
・関係者ヒアリング 
 

第１９回（令和元年１１月８日） 
・小型家電リサイクル制度の課題及び対応方針について 

 
第２０回（令和元年１２月１０日） 
・今後の小型家電リサイクル制度の在り方について 

 
第２１回（令和２年５月２５日、書面審議） 
・小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書につい                
て 

 
（８）浄化槽専門委員会 なし 
 
（９）水銀廃棄物適正処理検討専門委員会 なし 
   
（１０）廃棄物処理制度専門委員会 なし 
   
（１１）特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会 なし 

 

（１２）プラスチック資源循環戦略小委員会 

   第５回（平成３１年２月２２日） 

    ・プラスチック資源循環戦略（案）について 

 

（１３）レジ袋有料化検討小委員会 

  ※産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会レジ袋有料

化検討ワーキンググループとの合同開催 

   第１回～第４回（令和元年９月２６日～１２月２５日） 

    ・プラスチック製買物袋の有料化のあり方について 

 

（１４）プラスチック資源循環小委員会 

  ※産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチッ
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ク資源循環戦略ワーキンググループとの合同開催 

   第１回～第４回（令和２年５月１２日～７月２１日） 

    ・プラスチックの資源循環について 
 
３．答申等   
  平成３１年３月２６日 中環審第１０７０号 
  プラスチック資源循環戦略の在り方について～プラスチック資源循環戦略

（案）～ 
 
  令和元年６月４日 中環審第１０７４号 
  食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について 
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環境保健部会 
 
 

 

１．諮問 
 

平成３１年４月９日 諮問第５０８号 
今後の化学物質環境対策の在り方について 

 
令和元年７月１日 諮問第５１１号 
特定化学物質の環境中への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法
律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しにつ
いて 

 
令和元年７月４日 諮問第５１２号 
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物
質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について 

 
令和２年２月１２日 諮問第５２４号 
公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月額
及び遺族補償標準給付基礎月額の改定について 

 
２．審議状況 
 
（１）部会 

第４２回（令和元年７月２２日） 
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）新規対
象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について 

・ＰＲＴＲ等対象物質の見直しについて及びＰＲＴＲ対象物質等専門委員会
の設置について 

・環境基本計画の点検について 
・報告事項 環境保健行政の現状について 

 
第４３回（令和２年２月２６日） 
・公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月
額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定について 

・環境基本計画の点検について 
・報告事項 環境保健行政の現状について 

 
（２）化学物質審査小委員会 

第１９２回（平成３１年３月２２日）※ 
【第一部】※※ 

・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等について 
・その他 
【第二部】※ 
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第１９３回（令和元年４月１９日）※ 
・新規化学物質の審議について 
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・その他 
 

第１９４回（令和元年５月２４日）※ 
・前回指摘事項等の確認等について  
・新規化学物質の審議について 
・定量的構造活性相関（QSAR）推計値を活用した新規化学物質の分解性及び蓄
積性の判定について 

・その他 
 

第１９５回（令和元年６月２１日）※ 
・前回指摘事項等の確認等について  
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第１９６回（令和元年７月２４日）※ 

【第一部】※※ 

・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等について 
・化審法におけるスクリーニング評価の基本的な考え方等の改訂について 
・その他 
【第二部】※ 
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）新規対象物
質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について（ジコホル
並びにペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質） 

 
第１９７回（令和元年９月２０日）※ 

【第一部】※※ 

・第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオ
ロオクタン酸(PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質の個別の適用除外の取
扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの
指定等について 

・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等について 
・その他 
【第二部】※ 
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第１９８回（令和元年１０月１８日）※ 

・新規化学物質の審議について 
・定量的構造活性相関（QSAR）推計値を活用した新規化学物質の分解性及び
蓄積性の判定について 

・少量新規化学物質の確認の報告について 
・その他 

 
第１９９回（令和元年１１月２２日） 

【第一部】※※ 

・一般化学物質のスクリーニング評価等について 
・その他 
【第二部】※ 
・新規化学物質の審議について 
・その他 
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第２００回（令和元年１２月２０日）※ 

・前回指摘事項等の確認等について 
・新規化学物質の審議について 
・定量的構造活性相関（QSAR）推計値を活用した新規化学物質の分解性及び
蓄積性の判定について 

・その他 
 

第２０１回（令和２年１月１６日） 
【第一部】※※ 

・第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン
酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質に係る所要の措置等について 

・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等について 
・その他 
【第二部】※ 
・前回指摘事項等の確認等について 
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第２０２回（令和２年４月７日） 
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第２０３回（令和２年５月７日） 
・前回指摘事項等の確認等について  
・新規化学物質の審議について 
・定量的構造活性相関（QSAR）推計値を活用した新規化学物質の分解性及び蓄
積性の判定について 

・その他 
 

第２０４回（令和２年６月４日） 
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
第２０５回（令和２年６月２６日） 
・前回指摘事項等の確認等について  
・新規化学物質の審議について 
・その他 

 
※  薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会との

合同開催 
※※ 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会

との合同開催 

  
（化学物質審査小委員会の結果 平成３１年３月２２日～令和２年６月２６日） 

 第１９２回～第２０５回の新規化学物質の延べ審議対象物質数は３３９、その判定結
果は第一種特定化学物質：０、第二種特定化学物質：０、監視化学物質：０、いずれに
も該当せず：２２５、低生産量新規化学物質：１１４であった。 
 また、優先評価化学物質については、人健康影響の観点から２件、生態影響の観点か
ら１件が優先評価化学物質相当と判定された。 
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（３）化学物質評価専門委員会 
  第２４回（平成３０年１２月１９日） 

・化学物質環境実態調査（平成２９年度調査結果等）について 
・化学物質の環境リスク初期評価（第１７次とりまとめ等）について 
・その他 

第２５回（令和元年１２月１３日） 
・化学物質環境実態調査（平成３０年度調査結果等）について 
・化学物質の環境リスク初期評価（第１８次とりまとめ等）について 
・その他 

 
（４）化学物質対策小委員会 

（産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキング
グループと合同開催） 

第４回（平成３１年４月２４日） 
・化学物質排出把握管理促進法の見直しについて. 
・その他 

 
第５回（令和元年５月２２日） 
・化学物質排出把握管理促進法の見直しについて. 
・その他 

 
（５）石綿健康被害判定小委員会 

第１７４回～第１８８回（平成３１年２月１９日～令和２年７月２２日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚） 
 

※上記のほか、小委員会に先立つ整理を行うために設置された審査分科会を、
計３４回（平成３１年２月８日から令和２年７月２９日まで）開催 

 
（６）PRTR 対象物質等専門委員会 

（薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会 PRTR 対象物質調査
会、化学物質審議会安全対策部会化管法物質選定小委員会と合同開催） 

 
第１回（令和元年１２月３日） 
・合同会合の設置について 
・対象物質の選定の考え方について 
・その他 

 
第２回（令和２年２月１９日） 
・化学物質排出把握管理促進法の対象物質の選定について 
・その他 

 
第３回（令和２年４月１０日～令和２年４月１６日）※書面開催 
・化学物質排出把握管理促進法（化管法）対象物質の選定について 
・その他 

 
３．答申等 

    
令和元年６月２８日 中環審第１０７７号 
今後の化学物質環境対策の在り方について 
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令和元年８月１９日 中環審第１０８５号 
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学
物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について（第
一次答申） 
 

令和元年１０月１８日 中環審第１０９２号 
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学
物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について（第
二次答申） 

 
令和２年２月２７日 中環審第１１０９号 
公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月
額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定について 
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地球環境部会 
   
 

 
 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 

（１） 部会 
第１４１回（平成３１年３月１日） 

・2017 年度における地球温暖化対策計画の進捗状況について（経済産業

省、環境省関連施策） 

・その他 

 

 

第１４２回（平成３１年４月２３日） 

・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）について 

 

第１４３回（令和元年７月１７日） 

・ＩＰＣＣ第４９回総会について（報告） 

・Ｇ２０持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣

僚会合等について（報告） 

・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略について（報告）. 

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する

法律について（報告） 

・小委員会の審議の状況について（報告） 

・その他 

 

第１４４回（令和２年２月１８日） 

・気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）の結果について（報告） 

・2018 年度（平成 30 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について（報

告） 

・気候変動適応策に関する最近の動きについて（報告） 

・改正フロン排出抑制法の施行準備状況について（報告） 

・その他 

 

 

（２）低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会  

第１回（令和２年３月 書面開催） 
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・環境省所管業種等の低炭素社会実行計画フォローアップ（新聞業、産業廃

棄物処理業及びペット小売業における地球温暖化対策の取組） 

・その他 

 

第２回（令和２年３月 書面開催） 

・2018 年度における政府実行計画の実施状況について. 

・その他 

 

  第７回 産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会・中央環境審議会

地球環境部会低炭素社会実行フォローアップ専門委員会 合同会議（令和２年

３月 書面開催） 

   ・2019 年度経済産業省・環境省所管業種における低炭素社会実行計画の評 

・検証結果及び今後の課題等について 

 

（３）フロン類等対策小委員会   

 
（産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ＷＧと 
合同開催） 

 

第９回（令和元年６月２６日） 

・改正フロン排出抑制法に基づく関係法令の改正について 

・１台当たり回収率に関する検討状況について. 

・その他 

 

（４）２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会  なし 

 

（５）低炭素建築物に関する専門委員会   なし 

※総合資源エネルギー調査会省エネルギー･新エネルギー分科会省エネルギー

小委員会住宅・建築物判断基準ＷＧ、社会資本整備審議会建築分科会建築環

境部会省エネルギー判断基準等小委員会及び低炭素建築物に関する専門委員

会との合同会議 

 

（６）国内排出量取引制度小委員会  なし 

 

（７）２０２０年以降の地球温暖化対策検討小委員会  なし 

 

（８）気候変動影響評価等小委員会 

第１９回（平成３１年３月２８日） 
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・気候変動影響評価等小委員会中間取りまとめ（平成 29 年３月）を踏まえた

取組の状況について 

・気候変動適応法に基づく次期影響評価について 

・その他 

 

第２０回（令和２年３月２５日） 

・第２次気候変動影響評価の進め方について（これまでの経緯） 

・第２次気候変動影響評価報告書（テクニカルレポート）案について 

・今後の進め方について 

・その他 

 気候変動予測及び影響評価の連携推進に向けた検討チーム（中間報告） 

 気候変動の影響観測・監視の推進に向けた検討チーム（中間報告） 

 

 

（９）長期低炭素ビジョン小委員会  なし 

   

（１０）カーボンプライシングの活用に関する小委員会 

第６回（平成３１年２月１８日） 

・これまでの議論 

・カーボンプライシングについて（炭素税） 

 

第７回（平成３１年３月２７日） 

・カーボンプライシングについて（排出量取引制度） 
 

第８回（平成３１年４月２４日） 

・カーボンプライシングについて 

 

第９回（令和元年５月２４日） 

・第５回から第８回までの議論の概要 

・カーボンプライシングの意義・効果及び課題等 

・ＣＯ２排出削減と関連のある既存の制度について 

 

第１０回（令和元年６月２１日） 

・第５回から第９回までの議論の概要 

・議論の中間的な整理に向けて 
 

第１１回（令和元年７月２５日） 

・議論の中間的な整理 
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３．答申等 
  なし 
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大気・騒音振動部会 
 
   

 
１．諮問 なし 
 
 
２．審議状況 
（１）部会 なし 

 
（２）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会 なし 
 
（３）石綿飛散防止小委員会 

第４回（平成３１年４月２６日） 

・今後の石綿飛散防止の在り方に係る論点について① 

・その他 

 
第５回（令和元年６月２４日） 

・今後の石綿飛散防止の在り方に係る論点について② 

・その他 

 
第６回（令和元年９月２日） 

・特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定について 

・その他 

 
第７回（令和元年１０月２１日） 
・今後の石綿飛散防止の在り方（案）について 
・その他 

 
第８回（令和２年１月９日） 
・今後の石綿飛散防止の在り方について 
・今後の技術的事項の検討について 
・その他 

 
（４）自動車排出ガス総合対策小委員会 なし 
 
（５）自動車排出ガス専門委員会    
  第６１回（令和元年５月３０日） 
   ・一般財団法人日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合ヒアリング 
 
  第６２回（令和元年１０月２５日） 

・今後の微小粒子状物質等の対策について 
・その他 

 
  第６３回（令和２年４月１５日） 

・微小粒子状物質等に関する対策について 
・特殊自動車の排出ガス低減対策について 
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・その他の自動車排出ガス低減対策等について 
 
  第６４回（令和２年６月１日） 
   ・中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車排出ガス専門委員会「今後の自

動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次報告)」(案)の審議につ
いて 

・その他 
 
（６）自動車単体騒音専門委員会 なし 
  
（７）微小粒子状物質等専門委員会 
  第９回（平成３１年３月２５日） 
   ・PM2.5 に関する大気汚染状況・対策の取組状況について 
   ・PM2.5 対策に関する検討・実施予定（案）について 
   ・その他 
 
  第１０回（令和元年９月３０日） 
   ・光化学オキシダントに係る大気汚染状況及び前駆物質の排出状況について 
   ・今後の光化学オキシダント対策に向けた検討スケジュール（案）について 
   ・その他 
 
  第１１回（令和元年１０月２５日） 
   ・今後の微小粒子状物質等の対策について 
   ・その他 
 
  第１２回（令和２年６月２６日） 
   ・PM2.5・光化学オキシダントに関する大気汚染状況について 
   ・PM2.5・光化学オキシダントに関する対策の取組状況について 
 
 
（８）大気排出基準等専門委員会 
  第９回（令和２年６月２９日） 
   ・水銀排出施設における水銀濃度の測定結果について 

・要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップについて 
・水銀大気排出インベントリーについて 
・その他 

 

（９）有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会 

第４回（平成３０年５月２４日） 

・第３回専門委員会における指摘事項とその対応について 

・トリクロロエチレンの大気環境基準の再評価について 

・その他 

 

第５回（平成３０年６月２８日） 

・トリクロロエチレンの大気環境基準の再評価について. 

・その他. 
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３．答申等  
  令和２年１月２４日  中環審第１０９８号 
   今後の石綿飛散防止の在り方について 
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水環境部会 
 
   

 
１．諮問 

令和元年６月１９日 諮問第５１０号 
瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について 

 令和２年２月２１日 諮問第５２５号 
  第９次水質総量削減の在り方について 
 
２．審議状況 
 
（１）部会 

第４６回（令和元年５月８日） 
・ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて 
・報告事項 

 
第４７回（令和元年９月１７日） 
・カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて 
・第五次環境基本計画の点検について（ヒアリング） 
・報告事項 

 
第４８回（令和２年２月２７日） 
・住宅宿泊事業に関する水質汚濁防止法施行令（特定施設）の見直しの検討

について 
・総量削減専門委員会の設置等について 
・第五次環境基本計画の点検について（ヒアリング） 
・報告事項 

 
第４９回（令和２年５月２６日） 
・PFOS 及び PFOA の目標値等の設定について 
・第五次環境基本計画の点検について 
・その他 

 
（２）陸域環境基準専門委員会 なし 
 
（３）水生生物保全環境基準専門委員会 なし 
 
（４）環境基準健康項目専門委員会 

第１８回（令和２年３月３１日） 
・PFOS 及び PFOA における水環境に係る目標値等の検討について 
・その他 

 
（５）排水規制等専門委員会  

第２８回（平成３１年２月２８日） 
・ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて 
・その他 

 
第２９回（令和元年７月１７日） 
・カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて 
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・その他 
 
（６）生活環境項目環境基準専門委員会 なし 
 
（７）底層溶存酸素量類型指定専門委員会 なし 
 
（８）総量削減専門委員会 

第１回（令和２年６月２６日） 
・第９次水質総量削減の在り方に関する諮問について（令和２年２月２１日

付け諮問第５２５号） 
・水質総量削減制度の概要と検討の進め方について 
・水質総量削減の実施状況等について 
・その他 

 
（９）瀬戸内海環境保全小委員会  

第１３回（平成３１年３月１４日） 
・瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく取組状況について 
・きれいで豊かな海の確保に向けた検討について 
・その他 

 
第１４回（令和元年６月２５日） 
・「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について（諮問）」に

ついて 
・瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方に係る検討の進め方 
・その他 

 
第１５回（令和元年９月１０日） 
・関係者からのヒアリング 
・その他 

 
第１６回（令和元年９月２５日） 
・関係者からのヒアリング 
・その他 

 
第１７回（令和元年１０月８日） 
・関係者からのヒアリング 
・その他 

 
第１８回（令和元年１０月１８日） 
・関係者からのヒアリング 
・その他 

 
第１９回（令和元年１１月２５日） 
・関係機関等からのヒアリング結果等について 
・「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方」に係る論点整理（案）

について 
・その他 

. 
第２０回（令和元年１２月２３日） 
・「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方」に係る答申骨子（案）



23 
 

について 
・その他 

 
第２１回（令和２年１月２２日） 
・「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方」に係る答申案につい

て 
・その他 

 
第２２回（令和２年３月２５日） 
・瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について 
・第９次水質総量削減について（報告） 
・その他 

 
３．答申等  

令和２年３月３１日 中環審第１１１８号 
瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について（答申） 

 
令和２年５月２７日 中環審第１１２０号 
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第５次
答申） 
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土壌農薬部会 
 
   

 
 
１．諮問 
  平成３１年２月２８日  諮問第５０６号 

 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和元年６月６日  諮問第５０９号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和元年９月１２日  諮問第５１６号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和元年１１月１１日  諮問第５１９号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和２年１月９日  諮問第５２１号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和２年３月３日  諮問第５２８号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
令和２年５月１８日  諮問第５２９号 
農薬取締法第４条第３項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい
て 

 
  令和２年７月８日  諮問第５３０号 
   農薬取締法第４条第３項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につい

て 
 
２．審議状況 
  
（１）部会 

第３７回（令和２年１月１７日） 
 ・中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について 
 ・土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見

直しその他法の運用に関し必要な事項について[カドミウム及びその化合
物,トリクロロエチレン] 

 ・第五次環境基本計画の点検について（ヒアリング） 
・報告事項 
①農薬小委員会における生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状
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況について 
②微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認につい
て 

・その他 
 

第３８回（令和２年６月１５日） 
・生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について（第二次答申案）. 
・第五次環境基本計画の点検について. 
・その他 
 
 

（２）農薬小委員会 
  第６９回（平成３１年３月１４日） 

・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
  第７０回（令和元年６月１７日） 

・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
  第７１回（令和元年９月１８日） 

・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
  第７２回（令和元年１１月１２日） 

・生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状況について 
    １）野生ハナバチ類の取扱い 

 ２）農薬の鳥類に対する影響評価について 
・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 
 

  第７３回（令和２年１月１０日） 
・生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について 
・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 
 

  第７４回（令和２年３月４日） 
・生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について 
・水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の
設定について 
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・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
  第７５回（令和２年５月１８日） 

・生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について（第２次答申案） 
・水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定
める基準の設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
  第７６回（令和２年７月１０日） 

・水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定
める基準の設定について 

・水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について 
・その他 

 
（３）土壌環境基準小委員会 

第４回（令和元年９月１２日） 
   ・カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて 
   ・その他 

 
（４）土壌制度専門委員会 
  第５回（令和元年１１月２８日） 

・カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有
害物質の見直し等について 

   ・その他 
  
（５）バイオレメディエーション小委員会 なし 
     
（６）土壌制度小委員会 

 
 

３．答申等 
  平成３１年３月１２日  中環審第１０６９号 
   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ

いて 
 

令和元年８月８日  中環審第１０８４号 
   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ

いて 
 

令和元年１０月１１日  中環審第１０９１号 
   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ

いて 
 

令和元年１２月３日  中環審第１０９４号 
   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ

いて 
 

令和２年１月２２日  中環審第１０９７号 
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   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ
いて 

 
令和２年１月２７日  中環審第１０９９号 

土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見
直し等について（第４次答申） 

 
令和２年３月２日 中環審第１１１４号 
 農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ
いて 

 
令和２年３月１３日  中環審第１１１６号 

   農薬取締法第４条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ
いて 

 
令和２年６月２３日  中環審第１１２１号 

   農薬取締法第４条第３項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定につ
いて 

 
  令和２年６月２６日  中環審第１１２２号 
   生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について（第二次答申） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

自然環境部会 
 
 

 
１．諮問 
   

令和元年７月２６日   諮問第５１３号 
   国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  令和元年７月２６日   諮問第５１４号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  令和元年９月１０日   諮問第５１５号 
   自然環境保全基本方針の変更について 
 

令和元年１０月１日   諮問第５１７号 
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について 

 
令和２年１月８日    諮問第５２０号 
えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第 2期）の策定について 

 
令和２年１月２７日   諮問第５２２号 

   中央アルプス国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について 
 

令和２年１月２７日   諮問第５２３号 
   国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 

令和２年２月２７日   諮問第５２６号 
   京都丹波高原国定公園における公園区域及び公園計画の変更（一部変更）に

ついて 
 
  令和２年２月２７日   諮問第５２７号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
 
２．審議状況 
（１）部会 
   
 
  第３８回（令和元年９月１１日） 
   ・自然環境保全基本方針の変更について（諮問） 

 その他 （報告）. 
・国立公園満喫プロジェクトについて.  

 
 
  第３９回（令和２年１月２７日） 
   ・自然環境保全基本方針の変更について（審議） 
   ・第五次環境基本計画の第１回点検（海洋環境の保全）について（審議） 
   ・中央アルプス国定公園（仮称）の新規指定について（諮問） 
   ・奄美群島国立公園、やんばる国立公園及び西表石垣国立公園の公園区域及
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び公園計画の変更について（諮問） 
 その他 （報告）. 
・国立公園満喫プロジェクトについて.  

 
 
 
（２）自然公園等小委員会   
  

第３８回（令和元年８月２日） 
   ・知床国立公園の公園区域及び公園計画の変更について（諮問） 
   ・富士箱根伊豆国立公園（富士山地域）の公園計画の変更について（諮問） 
   ・阿蘇くじゅう国立公園（阿蘇地域）の公園計画の変更について（諮問） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（諮問） 
   ・その他 
 
  第３９回（令和２年２月２８日） 
   ・京都丹波高原国定公園の公園区域及び公園計画の変更について（諮問） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（諮問） 
   ・その他 
 
（３）温泉小委員会   なし 
 
（４）野生生物小委員会 

第２１回（令和元年１０月９日） 
・ 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について（諮問） 
・ 報告事項 

 
第２２回（令和２年１月２２日） 
・ えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第２期）の策定に

ついて（諮問） 
・ 報告事項 

 
（５）鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 なし 
 
（６）遺伝子組換え生物等専門委員会      なし 
 
 
３．答申等 
 

令和元年８月７日   中環審第１０８２号 
   国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  令和元年８月７日   中環審第１０８３号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 

令和元年１０月９日   中環審第１０８９号 
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について 

 
令和２年１月２３日   中環審第１１００号 
えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第 2期）の策定について 
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令和２年１月２７日   中環審第１１０４号 
中央アルプス国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について 

 
令和２年１月２７日   中環審第１１０５号 
国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 

 
  令和２年１月２９日   中環審第１１０６号 
   自然環境保全基本方針の変更について 
 

令和２年２月２８日   中環審第１１１２号 
京都丹波高原国定公園における公園区域及び公園計画の変更（一部変更）に
ついて 

 
令和２年２月２８日   中環審第１１１３号 
国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
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動物愛護部会 

 
１．諮問   

令和元年１０月８日   諮問第５１８号 
   動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方 

について 
 
２．審議状況 
（１）部会   

第５１回（令和元年９月５日） 
・動物愛護管理法の改正及び愛玩動物看護師法の制定について（報告） 
・動物愛護管理法改正に伴う関係政省令等について 
・今後の検討スケジュールについて 
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律 
の整備に関する法律の施行に伴う動物愛護管理法施行規則等改正省令につ 
いて 

   ・その他 
 
第５２回（令和元年１０月１７日） 
・動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り 
方について（諮問） 

・改正動物愛護管理法の施行に伴う施行規則改正省令等（１年以内施行）の 
骨子案について. 

・動物愛護管理基本指針の改正に向けて 
・その他 
 
第５３回（令和元年１１月２５日） 
・動物愛護管理基本指針の点検について 
・基本指針の見直しに係る関係者ヒアリング 
・その他. 
 
第５４回（令和元年１２月６日） 
・改正動物愛護管理法の施行に伴う施行規則改正省令等（１年以内施行）の 
素案について 

・改正動物愛護管理基本指針の骨子案について 
・その他. 
 
第５５回（令和２年１月２３日） 
・動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り 
方について（第１次答申案） 

・改正動物愛護管理基本指針の素案について 
・その他. 
 
第５６回（令和２年３月２５日） 
・動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り 
方について（第２次答申案。「動物愛護管理基本指針」の改正に係るもの） 

・今後の検討スケジュール（予定）について 
・その他. 


