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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１２月２２日 諮問第２７６号 

    環境研究・環境技術開発の推進戦略について 
 
 
２．審議状況 
 
（１）部 会 
  第５２回（平成２１年１１月２７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 

・環境影響評価制度専門委員会中間報告について 
 
第５３回（平成２２年２月２２日） 
 ・今後の環境影響評価制度の在り方について（答申案） 
 ・第三次環境基本計画の進捗状況の第４回点検の進め方について 

 
（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       なし 
 
（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８回（平成２１年１２月２５日） 

      ・環境研究・環境技術開発推進戦略の改定について 
 
第９回（平成２２年２月２日） 

      ・環境研究・環境技術開発推進戦略の改定について 
 
（７）環境基本計画点検小委員会     なし 
  
（８）環境情報専門委員会 
  第８回（平成２２年２月９日） 
   ・環境情報戦略に基づく平成21年度の施策について 

○当面優先して取り組む施策の進捗状況 
○我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築に伴うニ
―ズ調査について 

 
（９）環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会   なし 
 
（１０）環境影響評価制度専門委員会 
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  第３回（平成２１年１０月２８日） 
   ・環境影響評価制度の各論点に係る議論 
 
  第４回（平成２１年１１月１８日） 
   ・環境影響評価制度の各論点に係る議論 
 
  第５回（平成２２年１月１５日） 
   ・環境影響評価制度の各論点に係る議論 
 
  第６回（平成２２年１月２８日） 
   ・環境影響評価制度専門委員会報告案について 
 
（１１）環境と金融に関する専門委員会 
  第２回（平成２１年１１月６日） 
   ・関係者からのヒアリング 
     ・向畑康志委員（住友信託銀行株式会社） 
     ・伊東正行委員（株式会社三菱東京UFJ銀行） 
     ・関  正雄委員（株式会社損害保険ジャパン） 
     ・河口真理子氏（株式会社大和総研）     

 
    第３回（平成２１年１２月１０日） 
   ・関係者からのヒアリング 
     ・橋本 昌道氏（日本商工会議所） 
    ・岩井 良博氏（三機工業株式会社） 
     ・外石 正行氏（株式会社ジャフコ） 
     ・竹ケ原 啓介委員（株式会社日本政策投資銀行） 
 
  第４回（平成２２年２月２日） 
   ・今後の検討に向けて 
     ・金融機関・機関投資家の環境金融に関する行動原則 
     ・機関投資家の環境配慮投資への参加 
     ・投資判断に必要な企業の環境情報の開示 
 
  第５回（平成２２年２月２５日） 
   ・個別検討項目の審議 
     ・先進的な取組事例の紹介（ＨＳＢＣ） 
     ・日本版環境金融行動原則 
     ・機関投資家の環境配慮投資について 
 
 
３．答申等  

 
平成２２年２月２２日 中環審第５４１号 

    今後の環境影響評価制度の在り方について（答申） 
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総合政策・地球環境合同部会 
 
   

 
１．  諮 問  なし 
 
２． 審議状況 
 
グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会 

   第８回（平成２１年１１月２日） 
    ・平成22年度環境省税制改正要望の概要について      
    ・今後の作業について 
    
   第９回（平成２２年１月２６日） 
    ・平成22年度環境省税制改正要望の結果について      
    ・地球温暖化対策に関する検討状況について 
 
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２２年１月２５日） 
      ・廃棄物処理制度の見直しについて 
   ・廃棄物処理基準等専門委員会の設置について 
 
（２）廃棄物処理制度専門委員会   
     第１１回（平成２１年１０月２６日） 
      ・廃棄物処理制度専門委員会 報告書(案)について 
   ・その他 
 
     第１２回（平成２１年１２月２４日） 
      ・廃棄物処理制度専門委員会 報告書(案)について 
   ・その他 
 
（３）微量ＰＣＢ混入廃重電機器の処理に関する専門委員会 

なし 
 
（４）廃棄物処理基準等専門委員会 
    なし 
 

（５）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 
      第10回（平成２２年３月２３日） 
   ・容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について 
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   ・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 
 
（６）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１３回（平成２２年１月２９日） 
   ・平成22年度に導入する措置の実施状況  
   ・議論を進めるに当たっての考え方と今後のスケジュール  

・今後の検討を進めていく上での容器包装リサイクル制度の目的・趣旨の整 
理 

   ・プラスチック製容器包装に関するＬＣＡについて 
 
（７）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合同会合作業チーム 
    第１回（平成２２年２月１９日） 
    ・今後の検討の進め方について 
 
  第２回（平成２２年３月１６日） 
   ・再商品化事業者（材料リサイクル）等へのヒアリング及び意見交換 
 
（８）自動車リサイクル専門委員会合同会議 
  第２７回（平成２１年１０月２３日） 
   ・自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（案） 
 
（９）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ＷＧと合同開催） 

  第１８回（平成２１年１２月７日） 
   ・各種調査等結果の報告 
   ・個別対策の状況 
 
３．答申等 
   
  ・平成２２年１月２５日 中環審第５３７号 

廃棄物処理制度の見直しにおける意見具申について（意見具申） 
 
 

循環型社会計画部会 
 
  

 
１．諮 問  なし 
   
２．審議状況 
  懇談会（平成２１年１１月２０日） 
   ・関係各省からのヒアリング 
    （外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省） 
   ・点検報告書骨格案について 
 
   第５３回（平成２１年１２月４日） 
    ・循環型社会形成のための指標及び数値目標について（取組指標） 
    ・点検報告書構成案について 
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   第５４回（平成２１年１２月１８日） 
    ・点検報告書案について 
 
   第５５回（平成２２年２月２２日） 
    ・第２回点検結果報告書部会決定 
 
 
 ３．答申等   
   平成２２年２月２４日 中環審第５４２号 
   「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果について」 
 
 

環境保健部会 
 
 

 
１．諮 問 
 
      平成２１年１０月２６日 諮問第２７０号 

石綿健康被害救済制度の在り方について 
    
   平成２１年１２月１１日 諮問第２７５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２２回（平成２１年１０月２８日） 
  ・石綿健康被害救済制度の在り方について 
 
  第２３回（平成２２年１月７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 
 
（２）化学物質審査小委員会 
    第９３回（平成２１年１０月２３日） 
【第一部】 

    ・前回審議結果の確認等について 
   ・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９４回（平成２１年１１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 
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   第９５回（平成２１年１２月１８日） 
【第一部】 

    ・前回審議結果の確認等について 
   ・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９６回（平成２２年１月１５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９３回～第９６回の延べ審議対象物質数は、３１３（１７２）、その判 

定結果は、特定化学物質［第一種：０（０）、第二種：０（０）］、監視化 
学物質［第一種：１（１）、第二種：１０７（９９）、第三種：６２（５６）］、 
いずれにも該当せず：８４（３）、低生産量新規化学物質：５１（０）、そ 
の他：１６（１６）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１５回（平成２２年３月３１日） 

・化学物質環境実態調査（平成２０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８次とりまとめ）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 
 
（７）石綿健康被害救済小委員会 
第１回（平成２１年１１月２７日） 

 ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 
 
第２回（平成２２年１月８日） 

 ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 
 
第３回（平成２２年１月２２日） 

 ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 
 
第４回（平成２２年２月２４日） 

 ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 
 
第５回（平成２２年３月５日） 

 ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 
 
３．答申等 
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  平成２２年１月７日 中環審第５３６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（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  
第３回（平成２２年３月１７日） 

 ・報告事項 
 ・調査・研究等について 
 ・医学的判定の在り方について（非公開） 
 
（２）石綿健康被害判定小委員会 
第６３回（平成２１年１１月１７日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 
 

第６４回（平成２１年１２月１５日） 
・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん） 
 

第６５回（平成２２年１月１９日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 
 

第６６回（平成２２年２月１６日） 
・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 
 

第６７回（平成２２年３月１６日） 
・医学的判定に係る整理（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９回開催（平成２１年１０月２１日から平成２２年３月１９日まで）。 
 
 
３．答申等  なし 
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地球環境部会 
   
 

 
１．諮 問 なし 
   
２．審議状況 
 
（１）部 会 
第８７回（平成２２年２月１０日） 

     ・地球温暖化対策に関する国際交渉の動向について  
・地球温暖化対策に関する基本法案について 

 
  第８８回（平成２２年３月５日） 
     ・地球温暖化対策基本法案の検討状況について 

 
（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 

 
（平成２１年１１月１６日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会流通・サービスWGへの参加 
・流通・サービス業種の自主行動計画の評価・検証について 

  
（平成２１年１１月１８日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等WGへ
の参加 
・製紙・板硝子・セメント等の業種の自主行動計画の評価・検証について 
 

（平成２１年１１月２０日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会化学・非鉄金属WGへの参加 
・化学・非鉄金属業種の自主行動計画の評価・検証について） 

 
（平成２１年１１月２４日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会資源・エネルギーWGへの参加 
・資源・エネルギー業種の自主行動計画の評価・検証について 

 
（平成２１年１１月２７日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会鉄鋼WGへの参加 
・鉄鋼業種の自主行動計画の評価・検証について 

 
（平成２１年１１月３０日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会自動車・自動車部品・自動車車体
WGへの参加 

・自動車・自動車部品・自動車車体業種の自主行動計画の評価・検証について 
 

（平成２１年１１月３０日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会電子・電機・産業機械等WGへの参
加 

・電子・電機・産業機器等業種の自主行動計画の評価・検証について 
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（平成２１年１２月１日） 
    ・環境省所管業種等の自主行動計画フォローアップ（新聞、産業廃棄物処理 

及びペット小売における地球温暖化対策の取組） 
 
（平成２１年１２月２５日） 
  ※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会との合同開催 

   ・２００９年度 経済産業省所管業種における自主行動計画評価・検証結果及 
び今後の課題等 

 
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２９回（平成２２年３月２３日） 
・大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関す
る事務の処理基準の改正等について 

 
（２）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会 なし 
 
（３）健康リスク総合専門委員会 なし 
 
（４）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会 なし 
 
（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４０回（平成２２年１月６日） 
  ・(社)日本自動車工業会ヒアリング 
  第４１回（平成２２年１月７日） 
   ・石油連盟ヒアリング 
 
（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 なし  
 
（１０）微小粒子状物質測定法専門委員会 なし  
 
 
３．答申等  
 
  なし 
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騒音・振動部会 
 
  

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

     
（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 なし 

 
（４）自動車単体騒音専門委員会 なし 

 
  
３．答申等    なし 
 
 

水環境部会 
 
   

 
１．諮 問 
 
平成２１年１１月３０日 諮問第２７１号 

  水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規則に係る項目 
追加等について 

 
   
２．審議状況 
（１）部 会 
  第２２回（平成２２年３月３１日） 
   ・第７次水質総量削減の在り方について 
   ・ほう素・ふっ素・硝酸性窒素等に係る暫定排水基準について 
   ・その他報告事項 
 
（２）陸域環境基準専門委員会 
第９回（平成２２年１月２９日） 
・検討対象水域の水質予測結果について 
・「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見
直しについて」（報告案） 

 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 
第１７回（平成２１年１２月２日） 
・これまでの経過と今後のスケジュール等について 
・検討対象水域の状況について 
 

第１８回（平成２２年２月２日） 
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・前回指摘事項について 
・検討対象水域（河川、湖沼）における冷水域、温水域の区分について  
・検討対象水域（河川、湖沼）における産卵場・生育場の状況について  
・検討対象水域（河川、湖沼）における類型指定（案）について 
 

第１９回（平成２２年３月１９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４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４次報告案）」
について  
・今後の検討対象水域について 
・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   なし 
 
（５）排水規制等専門委員会 
    第１回（平成２１年１２月１７日） 

・諮問等について（水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸
透等の規制に係る項目追加等） 

   ・今後の検討内容について 
   ・今後の予定について 
 
    第２回（平成２２年３月１日） 
      ・聞き取り調査の実施 
   ・今後の予定について 
 
（６）総量削減専門委員会 
  第５回（平成２１年１１月２６日） 
      ・産業系における汚濁負荷削減対策について 

・中長期シナリオと将来予測計算について   
   
第６回（平成２１年１２月２５日） 

      ・小規模・未規制事業場等に係る対策について 
・指定水域における水環境改善の必要性、対策の在り方等について 

 
第７回（平成２２年１月２６日） 

      ・指定水域の水質汚濁のメカニズムについて 
・指定水域における水環境改善の必要性、対策の在り方等について 

 
第８回（平成２２年２月２６日） 
・第７次水質総量削減の在り方について 
 

第９回（平成２２年３月２４日） 
 ・第７次水質総量削減の在り方について 

 
３．答申等 
 
平成２２年３月３１日  中環審第５４４号 

    第７次水質総量削減の在り方について 
 

書式変更: インデント : 最初の行 :  2
字
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瀬戸内海部会 
 
   

 
１．諮 問 
 
   なし 
   
２．審議状況 
（１）部 会 
  第８回（平成２２年３月１１日） 
      ・瀬戸内海環境保全基本計画フォローアップ後の施策の進捗状況について 
     
 
 ３．答申等 
 
   なし 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
１．諮 問 
 
平成２１年１０月２６日諮問第２６９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１１月２７日諮問第２７２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１１月３０日 諮問第２７３号 
カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染対策地域の指定
要件等の見直しについて 

 
平成２２年２月１６日諮問第２７７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２６回（平成２２年３月３０日）（予定） 
   ・カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染対策地域の 

指定要件等の見直しについて（答申案） 
   ・報告事項 
    改正土壌汚染対策法の施行について 
    最近の農薬環境行政について 
 
（２）土壌制度小委員会 

     第１３回（平成２２年１月２０日） 
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       ・改正土壌汚染対策法の施行のための省令事項について  
（３）農用地土壌環境基準等専門委員会 
  第１回（平成２１年１２月１１日） 
   ・専門委員会における審議内容及び進め方について 
   ・農用地土壌汚染対策に係る情勢について 
   ・カドミウムに係る土壌環境基準（素案）について 
 
（４）農用地土壌小委員会 

    第１回（平成２２年２月１７日） 
      ・小委員会における審議内容及び進め方について 
   ・農用地土壌汚染対策に係るこれまでの経緯について 
   ・農用地土壌汚染対策地域の指定要件等について 
 
  第２回（平成２２年３月８日） 
   ・本日の議論の進め方について 
   ・関係省等における取組みについて 
   ・農用地土壌汚染対策地域の指定要件等について（骨子） 
    
  第３回（平成２２年３月２４日）（予定）  
   ・カドミウムに係る農用地土壌汚染防止法の指定要件等の見直しについて  
 
（５）農薬小委員会 

    第１８回（平成２１年１１月６日） 
・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 
・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１９回（平成２１年１２月４日） 
・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 

 ・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２０回（平成２２年３月１２日） 
・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 

   ・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 

  
 
３．答申等     
   平成２１年１１月１３日 中環審第５２６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２２年１月６日 中環審第５３５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２２年１月２９日 中環審第５３９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 
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大気環境・水環境合同部会 
                          
                                            

 
 １．諮 問 なし 
                                     
 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４回（平成２１年１１月２０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   
 

第５回（平成２１年１２月１６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   
   

第６回（平成２２年１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   
 
平成２２年１月２９日中環審第５３８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（答申） 

 
 

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９回（平成２２年１月２２日） 

・株式会社ゲイトの浄化事業計画について  
・日工株式会社・株式会社熊谷組・学校法人立命館大学の浄化事業計画（案）
について  
・株式会社バイオ・ジェネシステクノロジージャパン他の浄化事業計画（案）
について 
 

 
３．答申等  なし 
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自然環境部会 
 
 

 
１．諮 問 
 
 平成２１年１２月３日 諮問第２７４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   なし 
 
（２）自然公園小委員会 
    第１８回（平成２１年１２月７日） 
      ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（８公園）（諮問）  

・国立・国定公園の総点検の取組みについて（報告）  
   
（３）自然公園のあり方検討小委員会   なし  
  
（４）温泉小委員会   なし 

 
 

３．答申等 
  
平成２１年１２月８日 中環審第５３２号 
国立公園事業の決定、廃止及び変更について 

 
 

野生生物部会 
 
 

 
１．諮 問  なし   
 
２．審議状況 
（１）部 会 なし 
    
（２）遺伝子組換え生物小委員会   なし 
       
 
３．答申等  なし 
 
 

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 
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２．審議状況 
（１）部 会 
平成２１年度第２回（平成２２年２月４日） 

・生物多様性国家戦略 2010の案文の検討 
 
平成２１年度第３回（平成２２年３月１日） 
・生物多様性国家戦略 2010 答申の取りまとめ 

 
  

（２）生物多様性国家戦略小委員会   
平成２１年度第４回（平成２１年１１月２４日） 

・生物多様性国家戦略の案の検討  
・その他  
 

 
３．答申等  
 
  平成２２年３月１日 中環審第５４３号 
   生物多様性国家戦略の策定について 
 
 

動物愛護部会 

 
１．諮 問      なし 
 
２．審議状況  なし 
 
３．答申 
 




