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Ⅰ．中央環境審議会諮問・答申等一覧

　　（中央環境審議会会長が同意した部会決議）

諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリックコメ
ントの有無
（数）

H17.7.21 H18.3.23

［諮問第１６０号］ ［中環審第３２５号］

H17.7.21 H18.10.13

［諮問第１６０号］ ［中環審第３５６号］

H17.2.14 H18.3.30

［諮問第１４３号］ ［中環審第３２６号］

H17.10.18 H18.3.30

［諮問第１６５号］ ［中環審第３２７号］

H18.4.21 H18.8.11

［諮問第１８１号］ ［中環審第３５３号］

H16.8.27 H18.4.28

［諮問第１２３号］ ［中環審第３２９号］

H16.8.27 H18.4.28

［諮問第１２４号］ ［中環審第３３０号］

H17.5.16 H18.7.6

［諮問第１４５号］ ［中環審第３５１号］

H18.5.26 H18.5.31

［諮問第１８２号］ ［中環審第３３４号］

H18.5.26 H18.5.31

［諮問第１８３号］ ［中環審第３３５号］

H18.5.26

［諮問第１８４号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１８５号］ ［中環審第３４４号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１８６号］ ［中環審第３４５号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１８７号］ ［中環審第３４６号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１８８号］ ［中環審第３４７号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１８９号］ ［中環審第３４８号］

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１９０号］ ［中環審第３４９号］
有（０通）

有（０通）

有（０通）

有（０通）

有（１通、延べ
意見数１３件）

有（０通）

無

未定

有（０通）

有（２９７通、延
べ意見数２，９
７６件）

有（１１８通、延
べ意見数６８３
件）

有（０通）

有（０通）

有（２６４通、延
べ意見数１，３
１４件）

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平
成１７年法律第６８号）の施行等の在り方について

環境研究・環境技術開発の推進戦略について

農薬取締法第３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

水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
（第１次答申）

環境基本計画について

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平
成１７年法律第６８号）の施行等の在り方について

生息地保護区等の指定について

水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について（答申）

アカガシラカラスバト及びアホウドリ保護増殖事業計画の策定
について

水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の
総量規制基準の設定方法について

有（２通、延べ
意見数３件）

有（１１通、延
べ意見数３３
件）

有（８通、延べ
意見数１２件）

西中国山地国定公園の公園計画の変更について

伊勢志摩国立公園の公園計画の変更について

ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変
更について

八ヶ岳中信高原国定公園の公園計画の変更について

氷ノ山後山那岐山国定公園の公園計画の変更について

小笠原国立公園の公園計画の変更について

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指
針について



諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリックコメ
ントの有無
（数）

H18.6.12 H18.6.27

［諮問第１９１号］ ［中環審第３５０号］

H18.6.26 H18.7.6

［諮問第１９２号］ ［中環審第３５２号］

H18.9.4

［諮問第１９３号］

H18.10.11 H18.10.16

［諮問第１９４号］ ［中環審第３５７号］
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について

有（１通、延べ
意見数５件）

無

実施予定

未定
地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留の利用
とその海洋環境への影響防止の在り方について

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第
一種特定化学物質が使用されている製品の輸入の禁止につ
いて

国立公園事業の決定、変更及び廃止について
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Ⅱ．各部会の審議状況

総合政策部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会
第３９回（平成１８年３月３０日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
第三次環境基本計画（答申案）について

・環境研究・環境技術開発の推進戦略について

（２）公害防止計画小委員会 なし

（３）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会 なし

３．答申等
平成１８年３月３０日 中環審第３２６号
環境基本計画について

平成１８年３月３０日 中環審第３２７号
環境研究・環境技術開発の推進戦略について

総合政策・地球環境合同部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）施策総合企画小委員会
第２４回（平成１８年４月１９日）
・ヒアリング
鳥取県知事 片山善博氏
経済同友会 環境税を考えるプロジェクトチーム委員長
柿本寿明氏（日本総合研究所 シニアフェロー）

第２５回（平成１８年７月６日）
・ヒアリング
ＯＥＣＤ環境局長 ロレンツェン氏他
最近の地球温暖化対策の動向について

（３）環境税の経済分析等に関する専門委員会 なし

なし３．答申等
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廃棄物・リサイクル部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）廃棄物・リサイクル部会

懇談会（平成１８年６月５日）
・専門委員会等の設置について
・アスベスト廃棄物に係る各種基準の設定について（報告）

第４２回（平成１８年６月２７日）
・容器包装リサイクル法の改正について（報告）
・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会における小委員会の設置について

（２）容器包装の３R推進に関する小委員会
第１回（平成１８年８月１日）
・改正容器包装リサイクル法の施行に向けた今後の検討課題について

第２回（平成１８年９月１２日）
・改正容器包装リサイクル法の施行に向けた施行令の骨子案等について

第３回（平成１８年９月２８日）
・改正容器包装リサイクル法の施行に向けた改正省令・告示の骨子案につい
て

（３）家電リサイクル制度評価検討小委員会
（産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子
機器リサイクルワーキンググループと合同開催）

第１回合同会合（平成１８年６月２７日）
・家電リサイクル法の概要と施行状況について
・家電リサイクル法の評価・検討の進め方について

第２回合同会合（平成１８年７月２７日）
・小売業者からのヒアリング
・製造業者等からのヒアリング

第３回合同会合（平成１８年８月３日）
・自治体からのヒアリング
・消費者団体からのヒアリング

第４回合同会合（平成１８年８月２８日）
・家電リサイクル制度の見直しに係る論点整理

（４）家電等リサイクル専門委員会 平成１８年５月１９日をもって廃止

（５）自動車リサイクル専門委員会合同会議
（産業構造審議会廃棄物環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車
リサイクルＷＧと合同開催）

第１０回合同会合（平成１８年７月１４日）
・自動車リサイクル法の施行状況について
・道路運送車両法改正後の処理状況について
・使用済自動車の流通フローについて
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・自動車リサイクル法の安定施行に向けた取り組みについて
・フロン回収破壊法の自動車リサイクル法移行後の状況について
・ 二輪車リサイクルに関する自主取組み」の進捗状況について「
・ 商用車架装物リサイクルに関する自主取組み」の進捗状況について「
・ 環境負荷物質削減に関する自主取組み」の進捗状況について「

（６）食品リサイクル専門委員会
（食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員
会と合同開催）

第１回（平成１８年８月２８日）
・食品リサイクル制度の見直しについて

第２回（第１回合同会合 （平成１８年９月２７日））
・中央環境審議会食品リサイクル専門委員会における委員要求資料説明等
・食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会「食品リサイクル
法に基づく基本方針の見直しについて（中間とりまとめ(案)」に対す）
るパブリックコメントの概要
・食品リサイクル小委員会「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しに
ついて（中間とりまとめ（案 」及び生ごみ等の３Ｒ・処理に関する検討））
会「生ごみ等の３Ｒ・処理の目指すべき方向とその政策手段に関する取り
まとめ」における論点整理（案）

第３回（第２回合同会合 （平成１８年１０月２４日））
・食品リサイクル制度の見直しの方向について

（７）廃棄物の区分等に関する専門委員会
第１回（平成１８年７月２５日）
・木くずに係る廃棄物の区分について

第２回（平成１８年９月１５日）
・再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱について

（８）浄化槽専門委員会
第１４回（平成１８年３月３０日）
・これまでの議論の整理
・浄化槽に関する今後の方向性について

第１５回（平成１８年５月１２日）
・前回の議論の整理について
・今後の検討の進め方について
・浄化槽を取り巻く状況及び浄化槽の特徴について

第１６回（平成１８年６月１５日）
・環境保全上健全な水循環の構築に求められる浄化槽の役割について

第１７回（平成１８年７月２７日）
・浄化槽に関する技術について
・今後の浄化槽整備の在り方について

第１８回（平成１８年８月２３日）
・循環型社会に対応した浄化槽システムの構築について
・環境保全活動における浄化槽の確立について
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第１９回（平成１８年９月２２日）
・環境保全活動における浄化槽の確立について
・浄化槽の海外展開について（ヒアリング 社 海外環境協力センター）( )
・前回の委員会までの議論の整理

第２０回（平成１８年１０月２６日）
・ヒアリング
・環境保全活動における浄化槽の確立について

（９）廃棄物処理基準等専門委員会 なし

なし３．答申等

循環型社会計画部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部会
第２７回（平成１８年７月１９日）
・産業界の循環型社会形成に向けての取組（その１）

第２８回（平成１８年７月２６日）
・産業界の循環型社会形成に向けての取組（その２）

地域ヒアリング（滝川会場 （平成１８年８月３０日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の取組について
・企業の取組について

地域ヒアリング（上勝会場 （平成１８年９月２１日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の取組について
・企業の取組について
・団体の取組について

地域ヒアリング（池田会場 （平成１８年９月２８日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯの取組について
・民間企業の取組について

地域ヒアリング（船橋会場 （平成１８年１０月３日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯの取組について
・企業の取組について

第２９回（平成１８年１０月２４日）
・広域活動ＮＰＯ・ＮＧＯ等へのヒアリング

なし３．答申等
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環境保健部会

１．諮 問
平成１８年６月２６日 諮問第１９２号
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第一種特定化学
物質が使用されている製品の輸入の禁止について（諮問）

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）化学物質審査規制制度小委員会 なし

（３）化学物質審査小委員会

第５４回（平成１８年３月２４日）
・新規化学物質の審議について
・少量新規化学物質の確認結果の報告について

第５５回（平成１８年４月２１日）
・新規化学物質の審議について

第５６回（平成１８年５月２６日）
・新規化学物質の審議について

第５７回（平成１８年６月２３日）
・新規化学物質の審議について
・少量新規化学物質の確認結果の報告について

第５８回（平成１８年７月４日）
・２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノールの今後の対策について

第５９回（平成１８年７月２１日）
【第１部】
・試験法・判定基準の改正について
・既存化学物質の審議等について
【第２部】
・新規化学物質の審議について

第６０回（平成１８年９月２２日）
・新規化学物質の審議について
・少量新規化学物質の確認結果の報告について

第６１回（平成１８年１０月２７日）
【第１部】
・既存化学物質の審議等について
【第２部】
・新規化学物質の審議について

（４）化学物質評価専門委員会
第１１回（平成１８年１０月１８日）
・化学物質の環境リスク初期評価（第５次取りまとめ）について

（５）石綿健康被害救済小委員会 なし
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３．答申等
平成１８年７月６日 中環審第３５２号
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第一種特定化学
物質が使用されている製品の輸入の禁止について（答申）

石綿健康被害判定部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会
第１回（平成１８年４月１１日）
・石綿健康被害判定部会の運営について

（２）石綿健康被害判定小委員会
第１回（平成１８年４月１１日）
・石綿健康被害判定小委員会の運営について
・指定疾病に係る医学的判定の予備調査

第２回（平成１８年４月１７日）
・指定疾病に係る医学的判定の予備調査

第３回（平成１８年６月６日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）
・医学的判定における医学的資料を提出するに当たっての留意事項等

第４回（平成１８年７月４日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第５回（平成１８年７月１８日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第６回（平成１８年８月２日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第７回（平成１８年８月２２日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第８回（平成１８年９月５日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第９回（平成１８年１０月６日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

第１０回（平成１８年１０月１７日）
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん）

※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２２回開催（平成１８年１０月３０日現在 。）

なし３．答申等
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地球環境部会

１．諮 問
平成１８年９月４日 諮問第１９３号
地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留の利用とその海洋
環境への影響防止の在り方について

２．審議状況
（１）部 会
第３５回（平成１８年６月２日）
・地球温暖化対策をめぐる最近の動きについて

第３６回（平成１８年９月１３日）
・温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留の実施可能性とその海洋
環境への影響の防止の在り方について

・経団連環境自主行動計画フォローアップへの参加について

第３７回（平成１８年１０月２７日）
・京都議定書目標達成計画の評価・見直しについて

（２）気候変動に関する国際戦略専門委員会
第１２回（平成１８年３月１４日）
・適応対策について
・炭素回収・貯留技術について

第１３回（平成１８年４月２５日）
・気候変動問題に関する最近の国際動向について
・適応対策について

第１４回（平成１８年７月１０日）
・気候変動問題に関する最近の動向について
・適応対策について
・炭素回収・貯留技術について

（３）フロン類等対策小委員会産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止
対策小委員会フロン回収・破壊ワーキンググループ合同会議

第６回（平成１８年９月８日）
・フロン回収・破壊法の改正内容について
・改正フロン回収・破壊法の施行に向けた取組について

（４）二酸化炭素海底下地層貯留に関する専門委員会
第１回（平成１８年９月２５日）
・今後の審議の進め方について
・ロンドン条約 年議定書附属書 改正の動きについて96 I
・二酸化炭素海底下地層貯留技術：環境影響評価に関連する技術内容

第２回（平成１８年１０月１２日）
・専門家へのヒアリング（二酸化炭素海底下地層貯留技術、海洋環境への
影響等）

・二酸化炭素海底下地層貯留の利用について
・海洋環境への影響防止のための制度の在り方（論点）
・二酸化炭素海底下地層貯留の利用に関する関連施策
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（５）フロン類等対策小委員会 なし

（６）海洋環境専門委員会 なし

（７）国際環境協力専門委員会 なし

３ なし．答申等

大気環境部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）自動車排出ガス総合対策小委員会
第９回（平成１８年４月１０日）
・局地汚染対策について

第１０回（平成１８年６月７日）
・局地汚染対策について
・大気環境シミュレーションについて

第１１回（平成１８年７月２６日）
・局地汚染対策について
・流入車対策について

第１２回（平成１８年８月３１日）
・流入車対策について

第１３回（平成１８年１０月１８日）
・平成１７年度大気汚染状況について
・大気環境シミュレーション結果等について

（３）自動車排出ガス専門委員会
第３２回（平成１８年５月３１日）
・ 社）日本自動車工業会ヒアリング（
・特殊自動車の新たな排出ガス規制の検討について

（４）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会
第１０回（平成１８年３月１７日）
・今後の優先取組物質対策について（総論）
・モニタリングデータからのレビュー方法について
・モニタリング地点の配置について
・ データからのレビュー方法についてPRTR

（５）健康リスク総合専門委員会
第５回（平成１８年５月３０日）
・指針値算出の具体的手順の一部改定について
・アセトアルデヒド、クロロホルム、 ジクロロエタン及び ブタジ1,2- 1,3-
エンに係る健康リスク評価について
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第６回（平成１８年１０月２７日）
・パブリックコメントの実施結果について
・専門委員会報告案について

（６）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会
第９回（平成１８年３月３０日）
・揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主的取組のあり方について
・揮発性有機化合物排出量の推計について

（７）揮発性有機化合物測定方法専門委員会 なし

（８）環境基準専門委員会 なし

（９）悪臭専門委員会 なし

なし３．答申等

騒音振動部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）自動車単体騒音専門委員会 なし

なし３．答申等

水環境部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会
第１５回（平成１８年４月２８日）
・水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
・水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について

第１６回（平成１８年７月６日）
・水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の
設定方法について

（２）水生生物保全排水規制等専門委員会
第５回（平成１８年３月２８日）
・水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について

第６回（平成１８年４月２５日）
・ 水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について（報告案 」に係る「 ）
パブリックコメントのとりまとめ結果について

・ 水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について（報告案 」について「 ）

第７回（平成１８年９月１３日）
・下水道の暫定措置について
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（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会
第６回（平成１８年３月２８日）
・ 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について（報告案 」に「 ）
対するパブリックコメントの実施結果について

・ 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について（報告案 」に「 ）
ついて

（４）水生生物保全環境基準専門委員会 なし

（５）環境基準健康項目専門委員会 なし

（６）総量規制専門委員会

第１４回（平成１８年４月２４日）
・総量規制基準の設定方法（案）について

第１５回（平成１８年６月１５日）
・水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準
の設定方法について

（７）湖沼環境保全専門委員会 なし

３．答申等
平成１８年４月２８日 中環審第３２９号
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について（第１次答申）

平成１８年４月２８日 中環審第３３０号
水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について

平成１８年７月６日 中環審第３５１号
水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準
の設定方法について

土壌農薬部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会
第２０回（平成１８年３月３１日）
・油汚染対策ガイドラインの今後のフォローアップについて

（２）農薬小委員会
第２回（平成１８年３月３１日）
・特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針改定（案）に
ついて

・特定防除資材（特定農薬）の指定が保留されている資材の取扱いについて
・特定防除資材（特定農薬）の指定に向けた具体的な資材の検討について

第３回（平成１８年４月２６日）
・水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留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の登録保留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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（３）土壌制度小委員会 なし

（４）土壌汚染技術基準等専門委員会 なし

３．答申等
平成１８年８月１１日 中環審第３５３号
農薬取締法第３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

水環境・土壌農薬合同部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）バイオレメディエーション小委員会 なし

（２）バイオレメディエーション小委員会審査分科会
第４回（平成１８年３月２０日）
・株式会社クボタの浄化事業計画について
・前田建設工業株式会社の浄化事業計画案について
・指針に基づく確認申請予定案件について（栗田工業株式会社）

第５回（平成１８年１０月１６日）
・前田建設工業株式会社の浄化事業計画について
・栗田工業株式会社の浄化事業計画案について

なし３．答申等

瀬戸内海部会

なし１．諮 問

なし２．審議状況
（１）部 会
第４回（平成１８年３月２９日）
・第６次水質総量規制について
・瀬戸内海環境保全基本計画の進捗状況について

なし３．答申等

自然環境部会

１．諮 問
平成１８年６月１２日 諮問第１８５号
小笠原国立公園の公園計画の変更について

平成１８年６月１２日 諮問第１８６号
伊勢志摩国立公園の公園計画の変更について

平成１８年６月１２日 諮問第１８７号
ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更について
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平成１８年６月１２日 諮問第１８８号
八ヶ岳中信高原国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月１２日 諮問第１８９号
氷ノ山後山那岐山国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月１２日 諮問第１９０号
西中国山地国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月１２日 諮問第１９１号
国立公園事業の決定、変更及び廃止について

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）自然公園小委員会
第１１回（平成１８年６月２７日）
・国立公園の公園計画の変更
・国定公園の公園区域及び公園計画について
・国立公園事業の決定、変更及び廃止関係について

３．答申等
平成１８年６月２７日 中環審第３４４号
小笠原国立公園の公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３４５号
伊勢志摩国立公園の公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３４６号
ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３４７号
八ヶ岳中信高原国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３４８号
氷ノ山後山那岐山国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３４９号
西中国山地国定公園の公園計画の変更について

平成１８年６月２７日 中環審第３５０号
国立公園事業の決定、変更及び廃止について

野生生物部会

１．諮 問
平成１８年５月２６日 諮問第１８２号
生息地保護区等の指定について

平成１８年５月２６日 諮問第１８３号
アカガシラカラスバト及びアホウドリ保護増殖事業計画の策定について

平成１８年５月２６日 諮問第１８４号
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について
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平成１８年１０月１１日 諮問第１９４号
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について

２．審議状況
（１）部会
第１８回（平成１８年５月３１日）

・善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区等の指定について
ぜんのうじながおか

・アカガシラカラスバト保護増殖事業計画の策定について
・アホウドリ保護増殖事業計画の策定について
・鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について
・外来生物法の施行状況について（報告）

第１９回（平成１８年１０月１６日）
・国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について

（２）鳥獣保護管理小委員会
第６回（平成１８年５月３１日）
・第１０次鳥獣保護事業計画の基本指針の項目等について

第７回（平成１８年８月２３日）
・ワーキンググループでの検討状況について

第８回（平成１８年１０月１６日）
・第１０次鳥獣保護事業計画の基本指針の骨子について

３．答申等
平成１８年５月３１日 中環審第３３４号
生息地保護区等の指定について

平成１８年５月３１日 中環審第３３５号
アカガシラカラスバト及びアホウドリ保護増殖事業計画の策定について

平成１８年１０月１６日 中環審第３５７号
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について

自然環境・野生生物合同部会

なし１．諮 問

なし２．審議状況

なし３．答申等
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動物愛護部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会
第１５回（平成１８年３月２３日）
・ 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 （答申案）に「 」
ついて

・ 動物愛護管理基本指針（仮称 」の基本的考え方（案）について「 ）

第１６回（平成１８年５月１２日）
・ 動物愛護管理基本指針（仮称 」に関する意見聴取について「 ）

第１７回（平成１８年５月２９日）
・ 動物愛護管理基本指針（仮称 」の骨子案について「 ）

第１８回（平成１８年６月２９日）
・ 動物愛護管理基本指針（仮称 」の素案について「 ）

第１９回（平成１８年１０月１３日）
・ 動物愛護管理基本指針 （答申案）について「 」

（２）実験動物小委員会
第４回（平成１８年３月１７日）
・パブリックコメントの実施結果について
・ 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 （答申案）に「 」
ついて

３．答申等
平成１８年３月２３日 中環審第３２５号
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法
律第６８号）の施行等の在り方について
※「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」について

平成１８年１０月１３日 中環審第３５６号
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法
律第６８号）の施行等の在り方について
※「動物愛護管理基本指針」について


