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Ⅱ．各部会の審議状況 
 

総合政策部会 
 

 
 １．諮 問 
 
      平成２１年７月１３日 諮問第２６２号 
    環境と金融の在り方についてについて 
 
   平成２１年８月１９日 諮問第２６６号 
    今後の環境影響評価制度の在り方についてについて 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 
   第４９回（平成２１年３月２３日） 
        ・第三次環境基本計画の進捗状況の第３回点検の進め方について  
    ・環境情報戦略（案）について（報告）  
    ・環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書について（報告）  
 
   第５０回（平成２１年７月３０日） 
        ・環境影響評価制度専門委員会の設置について  
    ・環境金融専門委員会の設置について  
  
   第５１回（平成２１年９月２５日） 
    ・第三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について  
 
 （２）環境研究技術専門委員会          なし 
      
  （３）環境保全活動活性化専門委員会      なし 
 
  （４）公害防止計画小委員会 
    第２１回（平成２１年３月６日） 
        ・富士地域等１４地域の公害防止計画の同意について  
   
  （５）環境と経済の好循環専門委員会    なし 
    
（６）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会 

      第７回（平成２１年７月３１日） 
        ・環境研究・環境技術開発の推進戦略の実施方針の総括フォローアップに 
    ついて  
    ・(新)環境研究・環境技術開発の推進戦略の検討の方向性について  
    
  （７）環境基本計画点検小委員会 
      第７回（平成２１年７月２８日） 

 （一） 重点点検分野（大気分野）に係る関係府省ヒアリング  
     【分野名】都市における良好な大気環境の確保に関する取組  
 



 
 

    （二） 重点点検分野（水分野）に係る関係府省ヒアリング  
     【分野名】環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組 
       
   第８回（平成２１年７月３０日） 
       （一） 重点点検分野（市場分野）に係る関係府省ヒアリング  
     【分野名】市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり 
    （二） 重点点検分野（国際分野）に係る関係府省ヒアリング  
     【分野名】国際的枠組みやルールの形成等の国際的取組の推進  
 
   第９回（平成２１年８月２０日） 
       （一） 重点点検分野（基盤分野）に係る関係府省ヒアリング  
          【分野名】長期的な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基 
                   盤の整備  
       （二） 国民及び地方公共団体に対するアンケート調査の結果について  
          ・環境にやさしいライフスタイル実態調査 
          ・環境基本計画で期待される地方公共団体の取組についてのアンケ     
           ート調査  
       （三） 環境シンポジウム（さいたま市・熊本市・堺市）の結果について  
 
  （８）環境情報専門委員会 
    第７回（平成２１年２月２０日） 
     ・環境情報戦略案について 
 
（９）環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 

       第２回（平成２１年１月２９日） 
    （一）環境配慮促進法の関係者からのヒアリング  
     ・大企業・特定事業者の環境報告書の作成・公表について 
     ・環境報告書の第三者審査について   
         ・中小企業の環境報告書作成への支援について（エコアクション２１） 
         ・エコマークについて  
      ・年金基金による社会的責任投資の推進について  
        （二）今後のスケジュール  
 

第３回（平成２１年３月３日） 
・環境配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書案について  

 
  （１０）環境影響評価制度専門委員会 
       第１回（平成２１年９月４日） 
     ・環境影響評価制度専門委員会の運営について 
     ・環境影響評価制度総合研究会報告書について   
 
       第２回平成２１年１０月１５日 
     ・環境影響評価制度の各論点に係る議論 
 
  （１１）環境と金融に関する専門委員会 
    第１回（平成２１年９月３０日） 

     ・環境と金融に関わる現状について 

     ・検討の進め方について 
    



 
 

 ３．答申等    なし 
 
 
 

総合政策・地球環境合同部会 
 
 

 
 １．諮 問  なし 
 
 ２．審議状況 
 
（１）部会   なし 

 
 ３．答申等  なし 
 
 
 

廃棄物・リサイクル部会 
 
  

 
 １．諮 問  なし 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会  
   第４６回（平成２１年１月３０日） 
        ・３Ｒの更なる推進に向けた廃棄物・リサイクル行政の最近の動きについ 
    て 
 
 （２）廃棄物処理制度専門委員会 
      第６回（平成２１年２月１８日） 
        ・不法投棄対策の強化・徹底について 
    ・排出事業者責任の強化・徹底について 
 
      第７回（平成２１年４月２０日） 
        ・廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進について 
    ・廃棄物処理施設設置許可制度の整備及び最終処分場対策の整備について 
      ・適正な処理が困難な廃棄物の対策について 
 
      第８回（平成２１年６月５日） 
        ・３Ｒの推進について 
    ・地方自治体の運用について 
    ・廃棄物の輸出入について 
    ・低炭素社会との統合について 
 
      第９回（平成２１年７月１３日） 
        ・廃棄物処理制度専門委員会 報告書（案）について 
 
 



 
 

      第１０回（平成２１年９月１５日） 
        ・廃棄物処理制度専門委員会 報告書（案）について 
 
 （３）微量ＰＣＢ混入廃重電機器の処理に関する専門委員会 

第７回（平成２１年３月２日） 
 ・無害化処理認定制度やガイドラインに関する検討状況について 
 ・微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の焼却実証試験の検討状況について 
 ・微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の処理方策(とりまとめ案)について 

 
 （４）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 
      第９回（平成２１年２月１３日） 
        ・容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について 
    ・事業者の容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について 
 
 （５）プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会 
      第８回（平成２１年４月７日） 
        ・プラスチック製容器包装の再商品化の現状について 
    ・今後の検討の進め方について 
 
      第９回（平成２１年４月２４日） 
        ・再商品化事業者からの説明 
 
      第１０回（平成２１年４月２８日） 
        ・再商品化事業者からの説明 
 
      第１１回（平成２１年６月１１日） 
        ・入札手続について 
    ・これまでの議論の整理について 
 
      第１２回（平成２１年７月１６日） 
        ・プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る中 
    間取りまとめ（案）について  
 
  （６）自動車リサイクル専門委員会合同会議 
    （産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクル

ＷＧと合同開催） 
 
      第１８回（平成２１年１月２０日） 
       ・地方自治体に対するヒアリング 
 
      第１９回（平成２１年２月１９日） 
       ・オートオークション業界に対するヒアリング 
    ・海外の自動車リサイクル制度について 
    ・論点整理 
 
      第２０回（平成２１年３月５日） 
       ・リサイクル品目について 
    ・タイヤ業界におけるリサイクルの取組 
    ・自動車用緊急保安炎筒の回収システムの現状 
 



 
 

      第２１回（平成２１年３月２４日） 
       ・自動車用鉛蓄電池のリサイクルについて 
 
      第２２回（平成２１年５月１９日） 
       ・自動車リサイクルに関わる自動車メーカー各社の収支状況について 
    ・指定法人の運営の在り方について 
    ・不適正保管、不法投棄対策について 
 
      第２３回（平成２１年６月９日） 
       ・オートオークションについて 
 
      第２４回（平成２１年７月７日） 
       ・使用済自動車の判断基準について 
       ・引取業者の役割分担について 
       ・部品リユースの拡大について 
 
      第２５回（平成２１年７月２１日） 
       ・リサイクルの高度化について 
 
      第２６回（平成２１年８月６日） 
       ・自動車リサイクル制度見直しに関するこれまでの議論の整理について 
 
 
 ３．答申等  なし 
 
 
 

循環型社会計画部会 
 
  

 
 １．諮 問  なし 
   
 ２．審議状況 
   第５０回（平成２１年２月１６日） 
        ・最近の動き等について 
    ・第２次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について  
        ・廃棄物等の発生抑制の概念整理及び循環的な利用による天然資源消費抑

制効果について  
 
   第５１回（平成２１年９月１６日） 
        ・最近の動き等について 
        ・第２回点検の進め方 
    ・産業界の取組ヒアリング 
    ・NPO／NGOの取組ヒアリング 
 
   第５２回（平成２１年９月３０日） 
    ・産業界の取組ヒアリング 
    ・循環型社会と自然共生社会の統合的取組ヒアリング 
    ・地域循環圏の取組ヒアリング 



 
 

 
   懇談会（平成２１年１０月１６日） 
        ・地域の取組ヒアリング 
 
 ３．答申等  なし 
 
 
 

環境保健部会 
 
  

 
 １．諮 問 
 
      平成２１年６月２３日 諮問第５０１号 

 残留性有機汚染化学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 

 
平成２１年７月２２日 諮問第５１０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二種特定化
学物質の表示義務及び技術上の指針の対象となる製品の指定について 

 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会  なし 
 
 （２）化学物質審査小委員会 
      第８５回（平成２１年１月１６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 
 
      第８６回（平成２１年３月２７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 
 
      第８７回（平成２１年４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 
 
   第８８回（平成２１年５月２２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 
 
   第８９回（平成２１年６月２６日） 
    【第一部】 
     ・前回審議結果の確認 
    ・既存化学物質の審議等について 
 
 



 
 

    【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 
 
 
   第９０回（平成２１年７月２３日） 
     ・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－１－スルホン酸）（別名 PFOS）又はその塩など９種類の物質（１
２物質）の今後の対策について 

     ・第二種特定化学物質が使用されている場合に技術上の指針の公表等を行
う製品の指定について 

 
   第９１回（平成２１年７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 
 
   第９２回（平成２１年９月２５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  
 
 
 第８５回～第９２回の延べ審議対象物質数は、３０２（２８）、その判定結果は、
特定化学物質［第一種：１２（１２）、第二種：０（０）］、監視化学物質［第一
種：０（０）、第二種：１６（０）、第三種：１５（４）］、いずれにも該当せず
：１４１（０）、低生産量新規化学物質：１１１（０）、その他：０（０）であっ
た。 
 ※括弧内は既存化学物質の数（内数）。第二種監視化学物質と第三種監視化学物質の間に一部重 

 複を含む。その他は一部の試験項目のみ試験を行った物質のことを指す。 
 
 （３）化学物質評価専門委員会 
      第１４回（平成２１年３月１７日） 

・化学物質の環境リスク初期評価（第７次とりまとめ）について 

・化学物質環境実態調査（平成１９年度調査結果等）について 

 
 （４）化学物質環境対策小委員会  なし 
 
 （５）化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会 なし 
 
 （６）ＰＲＴＲ対象物質等専門委員会 なし 
 
 
 ３．答申等 

 
平成２１年７月１日 中環審第５０３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（一次答申） 

 
 



 
 

平成２１年７月３０日 中環審第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（二次答申） 

平成２１年７月３０日 中環審第５１３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二種特定化
学物質の表示義務及び技術上の指針の対象となる製品の指定について（答
申） 

 
 
 

石綿健康被害判定部会 

 
 １．諮 問 なし 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 なし 
 
 （２）石綿健康被害判定小委員会 

第５１回（平成２１年１月２８日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５２回（平成２１年２月１７日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５３回（平成２１年３月３日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５４回（平成２１年３月１７日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５５回（平成２１年４月２１日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５６回（平成２１年５月１９日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５７回（平成２１年６月１６日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５８回（平成２１年７月２１日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第５９回（平成２１年８月１８日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
 



 
 

第６０回（平成２１年９月１日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第６１回（平成２１年９月１５日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 

 
第６２回（平成２１年１０月１５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１７回開催（平成２０年１２月２７日から平成２１年１０月２０日まで）。 
 
 
 ３．答申等  なし 
 
 
 

地球環境部会 
 
   

 
 １．諮 問 なし 
   
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 
   第８６回（平成２１年７月１０日） 
   [第３３回産業構造審議会 環境部会 地球環境小委員会 合同会合] 
        ・京都議定書目標達成計画の進捗状況の点検（経済産業省、環境省、国土 
    交通省（警察庁分含む）、農林水産省、総務省分）について  
    ・その他 
 
   第８５回（平成２１年３月１８日） 
        ・低炭素社会の実現に向け施策について（中間整理）（案）  
    ・国際交渉の動向について  
    ・その他（地球環境税等）  
 
   第８４回（平成２１年２月１０日） 
        ・低炭素社会の実現に向けた施策の検討について（エネルギー分野）  
    ・その他（国内排出量取引、環境税等） 
 
 （２）部 会（懇談会） なし 
 
（３）自主行動計画フォローアップ専門委員会 なし 
 
（４）気候変動に関する国際戦略専門委員会 なし  
 
 

 ３．答申等 なし 
 



 
 

大気環境部会 
 
   

 
 １．諮 問  なし 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 

第２６回（平成２１年５月１５日） 
・微小粒子状物質環境基準専門委員会の審議経過報告について  
・微小粒子状物質測定法専門委員会の審議経過報告について  

第２７回（平成２１年７月２日） 
・微小粒子状物質に係る環境基準について  

第２８回（平成２１年９月３日） 
・「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」に対するパ
ブリックコメントについて  

 
 （２）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会  

第１３回（平成２１年４月２１日） 
・有害大気汚染物質の大気環境濃度及び大気中への排出量の推移について
・環境基準等を超過した地域における対策の現状について  
・ＰＲＴＲデータに基づくモニタリング地点の見直しについて  
・今後の優先取組物質に係る取組の進め方について  

 
 （３）健康リスク総合専門委員会 

第９回（平成２１年４月２日） 
・有害大気汚染物質に係るリストの見直しについて  

           ・有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト（234物質） 
      の見直しに関する基本的考え方について  
      ・優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再 
       整理について 

・有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況について（報告）  
 
 （４）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会  

第１２回（平成２１年６月３０日） 
・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出インベントリについて  
・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制に関する取組について（報告）  

 
 （５）自動車排出ガス総合対策小委員会 なし 
 
 （６）自動車排出ガス専門委員会   

第３９回（平成２１年７月３１日） 
・ディーゼルトラック・バス等の挑戦目標値の検討状況について 
・Ｅ１０対応自動車の排出ガス基準等の検討開始について 

 
 （７）環境基準専門委員会 なし     
 
 （８）微小粒子状物質リスク評価手法専門委員会 なし 
 



 
 

 （９）微小粒子状物質環境基準専門委員会 
第１回（平成２１年２月４日） 
・微小粒子状物質環境基準専門委員会の設置について  
・微小粒子状物質に係る取組みについて  
・大気汚染に係る環境基準の現状について       

 
第２回（平成２１年３月４日） 
・微小粒子状物質の健康影響について  
・微小粒子状物質の大気・体内中の挙動について  
・微小粒子状物質の粒径について 
  

第３回（平成２１年３月２７日） 
・疫学知見や毒性学知見に基づく定量的評価について 

 
第４回（平成２１年４月１６日） 
・疾病構造の国内外の相違について  
・大気中濃度の国内外の相違について  

 
第５回（平成２１年４月２８日） 
・微小粒子状物質濃度変動に関する統計的特性について  
・長期・短期曝露影響に関する疫学知見の定量評価について 
・環境基準の設定に当たっての指針値に関する検討について 

 
第６回（平成２１年５月２８日） 
・微小粒子状物質の健康影響について  
・環境基準の設定に当たっての指針値案について  
・環境基準の評価方法について  

 
第７回（平成２１年６月１１日） 
・微小粒子状物質環境基準専門委員会報告書案について  

 
第８回（平成２１年６月１８日） 
・微小粒子状物質環境基準専門委員会報告案について  

 
第９回（平成２１年６月２６日） 
・微小粒子状物質環境基準専門委員会報告案について  

 
第１０回（平成２１年８月２４日） 
・「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について（答申案）」の別添１
（微小粒子状物質環境基準専門委員会報告）に対するパブリックコメン
トについて  

 
 （１０）微小粒子状物質測定法専門委員会 

第１回（平成２１年２月２７日） 
・微小粒子状物質測定法専門委員会の設置について  
・微小粒子状物質測定法に関する取組について  

    
第２回（平成２１年４月３日） 
・微小粒子状物質の測定法の基本的考え方及び標準測定法について  
・自動測定機による測定法について 



 
 

 
第３回（平成２１年５月２９日） 
・微小粒子状物質の測定法の基本的考え方及び標準測定法について  
・自動測定機による測定法について  
 

第４回（平成２１年６月１６日） 
・微小粒子状物質測定法専門委員会報告（案）について  
 

第５回（平成２１年８月２７日） 
・「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について（答申案）」の別添２
（微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)）に対するパブリックコメン
について  

   
  
 ３．答申等     
 
    平成２１年９月３日中環審第５１７号 
     微小粒子状物質に係る環境基準の設定について（答申） 
 
 
  

騒音振動部会 
 
  

 
 １．諮 問        なし 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 

第７回（平成２１年６月１８日） 
・「騒音規制法の規制対象施設の在り方について（第二次答申）」につい
て 

     
 （２）騒音評価手法等専門委員会 なし 
 
 （３）騒音未規制施設専門委員会  

第１回（平成２１年３月１６日） 
・騒音未規制施設専門委員会について  
・騒音規制法の規制対象施設の在り方について  

 
第２回（平成２１年５月１２日） 
・パブリックコメントの結果について  
・騒音規制法の規制対象施設の在り方について 

   
 （４）自動車単体騒音専門委員会 

第７回（平成２１年６月２５日） 
・今後の騒音対策の進め方について（最終答申に向けて） 

     
 



 
 

  
３．答申等 

 
    平成２１年６月１８日 中環審第５００号 
     騒音規制法の規制対象施設の在り方について（第二次答申） 
 
 
 

水環境部会 
 
   

 
 １．諮 問  
 
   平成２１年２月２６日 諮問第２５６号 
    第７次水質総量削減の在り方について 
 
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会  

第１９回（平成２１年２月２６日） 
・第７次水質総量削減の在り方について(諮問)  
・総量削減専門委員会の設置について  

 
第２０回（平成２１年７月２１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 
    

第２１回（平成２１年９月１５日） 
・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２次報告）  
・排水規制等専門委員会の設置について  
 

 （２）陸域環境基準専門委員会 
第６回（平成２１年２月２４日） 
・検討対象水域（一部）における概況と将来水質について  
・検討対象水域（一部）における類型指定の見直しに係る考え方の整理に 
ついて  

 
第７回（平成２１年６月１７日） 
・検討対象水域（一部）における概況と将来水質について  
・検討対象水域（一部）における類型指定の見直しに係る考え方の整理に
ついて      

 
第８回（平成２１年１０月２日） 
・検討対象水域（一部）における概況と将来水質について  
・検討対象水域（一部）における類型指定の見直しに係る考え方の整理に
ついて  

・今後の見直しの方針（案）について  
 
 



 
 

 
 （３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

第１５回（平成２１年３月１１日） 
・琵琶湖における産卵場・生育場の状況について  
・水生生物保全環境基準類型指定専門委員会第３次報告案について  

 
第１６回（平成２１年５月２９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（第３次報告
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（第３次報告
案）」について  

・検討事項及び今後のスケジュールについて  
 
 （４）環境基準健康項目専門委員会 

第１０回（平成２１年３月１６日） 
・アンチモン、マンガンに係る追加情報について  
・個別項目の評価値及び検出状況の変化について  
・環境基準健康項目、要監視項目の見直しについて（論点整理）  

     
第１１回（平成２１年７月１０日） 
・1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーについての整理（追加情報）
・個別項目の測定方法について  
・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２次報告案）について  

  
第１２回（平成２１年９月４日） 
・「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２次報告）（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２次報告）（案）」について  
・今後のスケジュールについて  

 
 （５）総量削減専門委員会 

第１回（平成２１年５月２６日） 
・第７次水質総量削減の在り方に関する諮問について  
・水質総量削減の実施状況等について  

 
第２回（平成２１年７月９日） 
・指定水域の水質汚濁のメカニズムについて  
・水質予測モデルについて  

 
第３回（平成２１年８月２５日） 
・生活系汚濁負荷における削減対策について  
・水質改善に資する種々の取組について  

  
第４回（平成２１年９月２９日） 
・産業系生活系以外の汚濁負荷における削減対策について  
 
 
 



 
 

 
３．答申等  

    
   平成２１年７月２１日 中環審第５０９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３次答申） 
 
      平成２１年９月１５日 中環審第５１９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２次答申） 
 
 
 

瀬戸内海部会 
 
   

 
 １．諮 問  なし 
   
 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 なし 
    
 ３．答申等  なし 
 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
 １．諮 問     
    
   平成２１年１月２３日 諮問第２５５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 
 
   平成２１年４月１３日 諮問第２５７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 
 
     平成２１年７月９日 諮問第２６１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 
 
   平成２１年８月６日 諮問第２６４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 
 
 
 
 



 
 

 
２．審議状況 

    
 （１）部 会 

第２４回（平成２１年２月１０日） 
 ・最近の土壌環境行政について  

      ・ 今後の土壌汚染対策の在り方について  
      ・農用地土壌汚染対策について  
      ・土壌中のダイオキシン類の測定方法について  

・最近の農薬環境行政について  
  

第２５回（平成２１年３月１３日） 
・土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について  

     
 （２）土壌制度小委員会 

第１０回（平成２１年５月１１日） 
・「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」について（報告）  
・施行に向けての今後の作業の進め方について  

 
第１１回（平成２１年７月１日） 
・改正土壌汚染対策法の政省令事項について  

       
第１２回（平成２１年７月２９日） 
・改正土壌汚染対策法の政省令事項について  

 
 （３）農薬小委員会 

第１４回（平成２１年２月３日） 
・水産動植物の被害防止に係る農薬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  

 
第１５回（平成２１年４月２１日） 
・水産動植物の被害防止に係る農薬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  

 
第１６回（平成２１年７月１７日） 
・水産動植物の被害防止に係る農薬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  

 
第１７回（平成２１年８月２１日） 
・水産動植物の被害防止に係る農薬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 

  
 
 



 
 

３．答申等 
    
     平成２１年３月３日 中環審第４９６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 
 
    平成２１年３月３０日 中環審第４９７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  
 
 
     平成２１年６月２３日 中環審第５０２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 
 
    平成２１年７月２９日 中環審第５１１号 
     今後の土壌汚染対策の在り方について 
     ～土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行に向けて～ 
 
    平成２１年９月１１日 中環審第５１８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 
 
 
 

大気環境・水環境合同部会 
                          
                                            

 
  １．諮 問  
  
   平成２１年８月１９日 諮問第２６５号 
     今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について（諮問）       
                           
  ２．審議状況                                
   
（１）部 会 なし 

   
  （２）公害防止取組促進方策小委員会 

第１回（平成２１年９月２９日） 
・「効果的な公害防止取組促進方策検討会」報告書について  
・今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について   
 

第２回（平成２１年１０月１６日） 
・「効果的な公害防止取組促進方策」に関するアンケート結果、公害防止
管理者制度の実情等について  

・関係者（事業者、地方自治体等）からのヒアリングについて  
  

第３回（平成２１年１０月２８日） 
・今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について 



 
 

３．答申等  なし   
 
 
 

水環境・土壌農薬合同部会 
                          
 

   
  １．諮 問  なし                     
     
  ２．審議状況                                
   
 （１）部 会 なし 
   
  （２）バイオレメディエーション小委員会 なし      
                                        
 （３）バイオレメディエーション小委員会審査分科会  

第８回（平成２１年１月２３日） 
・株式会社奥村組・株式会社アイアイビーの浄化事業計画について  
・大成建設株式会社の浄化事業計画について  
 
 

 ３．答申等  なし 
 
 
 

自然環境部会 
 
 

 
  
 １．諮 問 
 
   平成２１年７月８日 諮問第２６０号 

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに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 
   第１２回（平成２１年７月９日）  
    ・小笠原国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
 （２）自然公園小委員会 
      第１７回（平成２１年７月９日） 
        ・白山国立公園の公園計画の変更について  

・大山隠岐国立公園の公園計画の変更について  
・西海国立公園の公園計画の変更について  
・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 
・西中国山地国定公園（島根県地域）の公園計画の変更について  

    ・国立公園事業の決定、変更及び廃止について 



 
 

  （３）自然公園のあり方検討小委員会 
      第１０回（平成２１年２月５日） 
        ・自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について  
  
（４）温泉小委員会 
第１０回（平成２１年３月２日） 
・温泉資源の保護に関するガイドライン（案）について  

 
３．答申等 

 
    平成２１年２月５日 中環審第４９３号 

自然公園法の施行状況等を踏まえた必要な措置について 
 
    平成２１年７月９日 中環審第５０７号 

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに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２１年１月２２日 諮問第２５３号 

オガサワラハンミョウ、オガサワラアオイトトンボ、ヒメタニワタリ、コ
ヘラナレン、シマカコソウ及びウチダシクロキ保護増殖事業計画の策定に
ついて 
 

平成２１年１月２２日 諮問第２５４号 
オガサワラシジミ、オガサワラトンボ及びハナダカトンボ保護増殖事業計
画の策定について 
 

平成２１年９月２８日 諮問２６７号 
国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について   

 
平成２１年９月２８日 諮問２６８号 
国内希少野生動植物種の追加について 

 
２．審議状況 

 
  （１）部 会 
   平成２０年度第３回（平成２１年２月２日） 
        ・オガサワラハンミョウ、オガサワラアオイトトンボ、ヒメタニワタリ、

コヘラナレン、シマカコソウ及びウチダシクロキ保護増殖事業計画の策
定について（諮問） 

    ・オガサワラシジミ、オガサワラトンボ及びハナダカトンボ保護増殖事業
計画の策定について 

    ・その他 



 
 

 
平成２１年度第１回（平成２１年１０月６日） 
・国内希少野生動植物種の追加について 
・国指定鳥獣保護区等の指定について  
・その他 

 
 
 （２）遺伝子組換え生物小委員会  
      第８回（平成２１年２月１７日） 

・カルタヘナ法施行状況の検討について  
 

第９回（平成２１年３月２５日）） 
・カルタヘナ法施行状況の検討について 

 
 
 ３．答申等 
 
    平成２１年２月２日 中環審第４９１号 

オガサワラハンミョウ、オガサワラアオイトトンボ、ヒメタニワタリ、
コヘラナレン、シマカコソウ及びウチダシクロキ保護増殖事業計画の策
定について 

 
    平成２１年２月２日 中環審第４９２号 

オガサワラシジミ、オガサワラトンボ及びハナダカトンボ保護増殖事業
計画の策定について 
 

平成２１年８月２６日 野生生物部会遺伝子組換え生物小委員会報告 
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律（カルタヘナ法）の施行状況の検討について」 
 

平成２１年１０月６日 中環審第５２２号 
国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について   

 
平成２１年１０月６日 中環審第５２３号 
国内希少野生動植物種の追加について 

 
 
 

自然環境・野生生物合同部会 

 
 １．諮 問 
 
   平成２１年７月７日 諮問第２５９号 
    生物多様性国家戦略の策定について 
   
 
 
 



 
 

 ２．審議状況 
 
  （１）部 会 

平成２１年度第１回（平成２１年７月９日） 
・生物多様性をめぐる最近の動向について  
・生物多様性国家戦略の策定について  
・小笠原諸島世界自然遺産の推薦に向けた状況について  
 

 
 （２）生物多様性国家戦略小委員会   

平成２１年度第１回（平成２１年７月２８日） 
・生物多様性国家戦略小委員会における検討の進め方について 
・第三次生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果について 
・各省施策に関するヒアリング 

 
平成２１年度第２回（平成２１年８月２６日） 
・前回の小委員会の指摘事項に係る補足説明 
・関係団体からのヒアリング 
・生物多様性国家戦略の主要新規事項（案）について 

 
 
平成２１年度第３回（平成２１年９月３０日） 
・第三次生物多様性国家戦略（素案）の検討 

 
 
 ３．答申等  なし 
 
 
 

動物愛護部会 

 
  １．諮 問      なし 
 
 ２．審議状況 
 
 （１）部 会 

第２４回（平成２１年６月１５日） 
 ・愛がん動物用飼料の基準・規格の設定 
 ・動物愛護管理基本指針の点検 

 
  （２）ペットフード小委員会    

第３回（平成２１年３月３１日） 
 ・愛がん動物用飼料の基準・規格の設定について 
 ・飼い主のためのペットフード・ガイドラインについて 

 
  
 
 



 
 

３．答申等    
 
    平成２１年４月７日 中環審第４９８号 

  愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成２０年法律第８３ 
 号）に基づく基準及び規格の設定について 

 



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）

H20.1.29 H20.3.17

［諮問第２３７号］ ［中環審第３９２号］

H21.1.22 H21.2.2

［諮問第２５３号］ ［中環審第４９１号］

H21.1.22 H21.2.2

［諮問第２５４号］ ［中環審第４９２号］

H20.10.7 H21.2.5

［諮問第２４７号］ ［中環審第４９３号］

H21.2.18

［中環審第４９４号］

H20.11.28 H21.3.3

［諮問第２５０号］ ［中環審第４９６号］

H21.1.23 H21.3.30

［諮問第２５５号］ ［中環審第４９７号］

H20.7.2 H21.4.7

［諮問第２４２号］ ［中環審第４９８号］

H8.8.25 H21.6.18

循環型社会形成推進基本計画について
有(１３通、延
べ意見数５６
件)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年
法律第83号)に基づく基準及び規格の設定について

有（３５通、延
べ意見数１１９
件）

自然公園法の施行状況等を踏まえた必要な措置について
有（４５通、延
べ意見数１３７
件）

オガサワラハンミョウ、オガサワラアオイトトンボ、ヒメタニワタ
リ、コヘラナレン、シマカコソウ及びウチダシクロキ保護増殖事
業計画の策定について

無

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

有（０通）

オガサワラシジミ、オガサワラトンボ及びハナダカトンボ保護増
殖事業計画の策定について

無

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

有（０通）

第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第１回点
検結果について(報告)

有(６通、延べ
意見数１５件)

H8.8.25 H21.6.18

［諮問第　３９号］ ［中環審第５００号］

H21.4.13 H21.6.23

［諮問第２５７号］ ［中環審第５０２号］

H21.6.23 H21.7.1

[諮問第２５８号] ［中環審第５０３号］

H21.7.8 H21.7.9

[諮問第２６０号] ［中環審第５０７号］

H16.8.27 H21.7.21

[諮問第１２３号] ［中環審第５０９号］

H20.5.2 H21.7.29

[諮問第２３８号] ［中環審第５１１号］

H21.6.23 H21.7.30

[諮問第２５８号] ［中環審第５１２号］

H21.7.22 H21.7.30

[諮問第２６３号] ［中環審第５１３号］

H20.12.9 H21.9.3 有（１１,６９３
通 延べ意見

［諮問第２５１号］ ［中環審第５１７号］

H21.7.9 H21.9.11

[諮問第２６１号] ［中環審第５１８号］

微小粒子状物質に係る環境基準の設定について

無
今後の土壌汚染対策の在り方について
～土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行に向けて～

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（一次答申）

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに国立公園
事業の決定、変更及び廃止について

有（６通、延べ
意見数３８件）

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

有（０通）

無

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
二種特定化学物質の表示義務及び技術上の指針の対象とな
る製品の指定について

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

有（０通）

騒音規制法の規制対象施設の在り方について（第二次答申） 有（7通）

無

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３次答申）

有（0通）

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（二次答申）

無

1



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）

H14.8.15 H21.9.15

[諮問第５６号] ［中環審第５１９号］

H21.9.28 H21.10.8

[諮問第２６７号] ［中環審第５２２号］

H21.9.28 H21.10.8

[諮問第２６８号] ［中環審第５２３号］

H21.2.26

［諮問第２５６号］

H21.7.7

[諮問第２５９号]

H21.7.13

[諮問第２６２号]

H21.8.6

[諮問第２６４号]

H21.8.19

[諮問第２６５号]

H21.8.19

[諮問第２６６号]

国内希少野生動植物種の追加について

第7次水質総量削減の在り方について

今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について

今後の環境影響評価制度の在り方について 実施予定

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（二次答申）

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の認定について

環境と金融の在り方について 無

有（３通、延べ
意見数１０件）

有（10月8日～
11月7日）

有（15名・団体
27件）

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

有（０通）

生物多様性国家戦略の策定について 実施予定
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