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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）

H8.5.21 H27.2.4

[諮問第31号] [中環審第826号]

H13.9.25 H27.12.7

[諮問第17号] [中環審第876号]

H17.6.29 H27.7.29

[諮問第159号] [中環審第851号]

H25.4.8 H27.2.20

[諮問第350号] [中環審第830号]

H25.8.30 H27.12.7

[諮問第358号] [中環審第875号]

H25.10.7 H27.12.28

[諮問第362号] [中環審第892号]

H27.8.5

H26.3.17 [中環審第854号]

[諮問第374号] H27.2.6

[中環審第827号]

H26.9.8 H27.12.7

[諮問第382号] [中環審第874号]

H26.9.26 H27.4.7

[諮問第383号] ［中環審839号］

H26.10.9

［諮問第384号］

H27.10.22

［諮問第412号］

H26.11.18 H27.8.20

諮問第386号 [中環審第855号]

H26.11.28 H27.3.6

［諮問第387号］ ［中環審第831号］

H26.12.8 H27.4.21

[諮問第388号] [中環審第842号]

H27.2.17 H27.5.21

［諮問第400号］ ［中環審第844号］

H27.3.19 H27.3.23

[諮問第401号] [中環審第836号]

H27.3.19 H27.3.23

[諮問第402号] [中環審第837号]

Ⅰ．中央環境審議会諮問・答申等一覧

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（15）

環境研究・環境技術開発の推進戦略について 有（２）

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

有（7）

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（６）

－

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十二
次答申)

有（3）

水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について
（循環型社会部会及び大気・騒音振動部会の所掌に係るも
のを除く。）※第二次答申

有（21）

瀬戸内海環境保全基本計画の変更について 有（84）

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の許容限度等の見直しについて

有(14)

第８次水質総量削減の在り方について 有（27）

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（第２次答申）

有（23）

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（２）

水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策に
ついて（答申）

有（119）

水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直し
について

有（46）

今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次
答申)

有（39）

H28.3.17
［中環審第905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

有（０）

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について 有（0）

保護増殖事業計画の策定及び変更について

　　（中央環境審議会会長が同意した部会決議） 
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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）

H27.3.19 H27.3.23

[諮問第403号] [中環審第838号]

H27.4.14 H27.4.22

[諮問第404号] [中環審第843号]

H27.4.21 H27.8.4

［諮問第405号］ ［中環審第853号］

H27.8.4

H27.6.8 [中環審第852号]

[諮問第406号] H27.10.23

[中環審第860号]

H27.6.25 H27.6.29

［諮問第407号］ ［中環審第848号］

H27.6.25 H27.6.29

［諮問第408号］ ［中環審第849号］

H27.7.2 H27.10.21

［諮問第409号］ ［中環審第859号］

H27.8.18 H27.8.24

［諮問第410号］ ［中環審第858号］

H27.8.20 H27.11.19

［諮問第411号］ ［中環審第870号］

H27.8.20

［諮問第411号］

H27.10.22 H28.3.17

［諮問第412号］ ［中環審第906号］

H28.1.7

［諮問第429号］

H27.10.23 H27.10.28

[諮問第413号] [中環審第864号]

H27.10.23 H27.10.28

[諮問第414号] [中環審第867号]

H27.10.27

[諮問第415号]

H27.10.27 H28.2.23

[諮問第416号] [中環審第903号]

H27.11.9

[諮問第417号]

H27.12.17

[諮問第420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）

－

有（9）国内希少野生動植物種の追加等について

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（第二次答申）

－

国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 有（0）

国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定につ
いて

有（0）

国内希少野生動植物種の追加等について －

国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定について 有（1）

国立公園の公園計画の変更について 有（0）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について 有（0）

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（１）

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（２）

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）

-
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済
に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国
内措置のあり方について

－

-
鳥獣の保護及び管理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

有（35）

希少鳥獣の管理に関する計画について 有（４）

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

－

有（０）
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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諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリック
コメント

有無（数）

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第421号］ ［中環審第886号］

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第422号］ ［中環審第887号］

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第423号］ ［中環審第888号］

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第424号］ ［中環審第889号］

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第425号］ ［中環審第890号］

H27.12.18 H27.12.22

［諮問第426号］ ［中環審第891号］

H27.12.18

[諮問第427号]

H27.12.22 H28.1.14

[諮問第428号] [中環審第894号]

H28.1.22 H28.2.10

[諮問第430号] [中環審第897号]

H28.1.26 H28.2.10

[諮問第431号] [中環審第898号]

H28.2.16 H28.2.23

［諮問第432号］ ［中環審第901号］

H28.2.16 H28.2.23

［諮問第433号］ ［中環審第902号］

H28.2.29

[諮問第434号]

H28.4.19

[諮問第435号]

H27.2.13

[中環審第828号]

平成27年3月10日

[中環審第832号]

H27.10.30

［中環審868号］

H27.12.4

[中環審第873号]

H28.3.31

[中環審第907号]

－
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業
者の判断の基準となるべき事項の改定について

－

第四次環境基本計画の進捗状況の第３回点検について（報
告）

有（１）

自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について 有（53）

日本における気候変動の影響への適応に関する報告と今後
の課題について（意見具申）

有（16）

霧島生態系維持回復事業計画の策定について

屋久島生態系維持回復事業計画の策定について

国立公園事業の決定、廃止及び変更について

水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施
について

－

－

－

国内希少野生動植物種の追加等について 有(79)

西表石垣国立公園の公園区域及び公園計画の変更につい
て

釧路湿原生態系維持回復事業計画の策定について

南アルプス生態系維持回復事業計画の策定について

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

－

国立公園及び国定公園の公園区域及び公園計画の変更に
ついて

有（21）

－

第三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（報告）

有（３）

京都丹波高原国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定
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

－

第三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（22）

－

－

－

－

－

－

小笠原陸産貝類14種保護増殖事業計画の策定について
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Ⅱ．各部会の審議状況 
 

 

総合政策部会 
 
 

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部会   

第７９回（平成２７年６月２６日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況の第３回点検について 
○経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進 
○国際情勢に的確に対応した戦略的取組の推進 

・環境研究・環境技術開発の推進戦略の検討状況について（報告） 
 
第８０回（平成２７年７月２４日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況の第３回点検について 
○持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推

進 
○東日本大震災からの復旧・復興に際して環境の面から配慮すべき事項 

・環境研究・環境技術開発の推進戦略について（答申案） 
 
第８１回（平成２７年９月２５日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況・今後の課題について 
○水環境部会における点検結果の報告 
○大気・騒音振動部会における点検結果の報告 
○総合政策部会における点検結果（「経済社会のグリーン化とグリーン・

イノベーションの推進」、「国際情勢に的確に対応した戦略的取組の推
進」」、「持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基
盤整備の推進」、「東日本大震災からの復旧・復興に際して環境の面か
ら配慮すべき事項」関係） 

○その他（各府省等における環境配慮の方針に係る取組状況等） 

 
第８２回（平成２７年１１月２０日） 

・第四次環境基本計画の進捗状況・今後の課題について 

・第四次環境基本計画の第４回点検の進め方について 
 
（２）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会 
  第１２回（平成２７年２月２０日） 
   ・新たな「環境研究・技術開発の推進戦略について」の策定について 
 
  第１３回（平成２７年３月２４日） 
   ・各領域において重点的に取り組むべき研究・技術開発の論点について 
    ○低炭素、資源循環、自然共生、安全確保の各領域について 
    ○領域横断的な研究課題について 
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  第１４回（平成２７年４月２０日） 
   ・環境研究・環境技術開発が目指すべき方向性について 
   ・環境研究・環境技術開発の効果的な推進方策について 
 
  第１５回（平成２７年６月２日） 
   ・新たな環境研究・環境技術開発の推進戦略の素案について 
 
  第１６回（平成２７年７月１６日） 
   ・新たな「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」の答申について 
  
（３）環境情報専門委員会  なし 
 
（４）環境影響評価制度小委員会 

第２回（平成２７年５月１９日） 
・最近の火力発電所設置事業における手続状況等について 等（報告） 

 
第３回（平成２８年３月２９日） 

   ・風力発電等に係る取組について 等（報告） 
 
３．答申等   
  平成２７年８月２０日 中環審第８５５号 
   環境研究・環境技術開発の推進戦略について 
 

平成２７年１２月４日 中環審第８７３号 
第四次環境基本計画の進捗状況の第３回点検について（報告） 

 
 

循環型社会部会 
 
  

 
１．諮問 

平成２８年４月１９日  諮問第４３５号 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準とな
るべき事項の改定について       

 
２．審議状況 
 
（１）部会  
  第８回（平成２７年２月６日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について 
・水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について（案） 
・廃棄物処理基準等専門委員会報告書（案）について 
・巨大災害時の災害廃棄物対策の基本的考え方について 

 
  第９回（平成２７年４月２日） 
   ・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（答

申）（案） 
   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回評価・点検の進め
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方 
 
  第１０回（平成２７年１０月１日） 
   ・自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について（意見具申）（案） 
   ・「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」の変更の方向性について 
   ・循環基本計画フォローアップの中間報告について 
   ・各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について 
 
  懇談会（平成２７年１１月１７日） 
   ・「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」の変更について 
   ・循環基本計画フォローアップの中間報告（第２回）について 

・循環基本計画フォローアップのための関係省庁ヒアリング 
   ・各種リサイクル法の適格な執行の在り方に係る意見聴取を踏まえた国の検

討結果について 
 
  第１１回（平成２７年１２月２４日） 
   ・ＰＣＢ廃棄物の期間内処理の早期達成に向けた追加的方策について（案） 
   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について 

○物質フロー指標及び取組指標の進捗状況について 
    ○第三次循環型社会形成推進基本計画の第２回点検報告書（案）（暫定版） 
   ・「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」の変更について 
   ・トリクロロエチレンに係る処理基準等に関する廃棄物処理基準等専門委員

会報告書（案）について 
 
  第１２回（平成２８年２月２４日） 
   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の点検等について 
   ・ＰＣＢ廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について 
   ・資源効率性・３Ｒに係るＧ７エルマウ・サミット等の国際動向を踏まえた

課題について 
   ・食品廃棄物の不適正な転売事案について 
   ・廃棄物処理制度専門委員会の設置について 
 
（２）廃棄物処理基準等専門委員会 

第８回（平成２７年２月４日） 
・第７回専門委員会における指摘事項について 
・廃棄物処理基準等専門委員会報告書（案）について 
   

第９回（平成２７年１１月１６日） 
・廃棄物処理におけるトリクロロエチレンに係る状況について 
・トリクロロエチレンに係る処理基準等のあり方について 

 
（３）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会   

（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容器包装リ
サイクルＷＧと合同開催） 

  第１５回（平成２８年１月２０日） 
   ・分別収集・選別保管及び分別排出について 
   ・再商品化及びその他の論点（ペットボトルの循環利用、指定法人の在り 



7 
 

方）について 
   
  第１６回（平成２８年２月２５日） 
   ・取りまとめに向けた議論の整理について 
 
  第１７回（平成２８年３月１６日） 
   ・容器包装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）に

ついて 
 
（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３７回（平成２７年２月１７日） 
   ・自動車リサイクル法の評価・検討に当たっての論点整理について 
   ・これまでに出された質問・意見への回答について 
 
  第３８回（平成２７年３月２５日） 
   ・自動車における３Ｒの推進・質の向上についての論点整理 
 

第３９回（平成２７年４月１７日） 
   ・自動車リサイクル制度の安定的かつ効率的な運用についての論点整理 
 
  第４０回（平成２７年５月１８日） 
   ・自動車リサイクル制度の評価・検討に当たっての論点整理 
 
  第４１回（平成２７年６月１９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） 
 
  第４２回（平成２７年７月９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） 
 
  第４３回（平成２７年９月１４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」につい

て 
   ・平成２６年度の自動車リサイクル法の施行状況等について. 
 
（５）自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインＷＧ  なし 

（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使用済自動
車判別ガイドラインと合同開催） 

 
（６）家電リサイクル制度評価検討小委員会   

（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電気・電子
機器リサイクルＷＧと合同開催）  

  第３４回（平成２８年１月２６日） 
   ・平成２６年度の回収率の状況と流通フローの精緻化について 
   ・回収率向上のための取組について 
 
（７）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
催） 
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第１２回（平成２７年２月１９日） 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する新たな基本方針の策定について 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準と
なるべき事項の改定について 

 
第１３回（平成２７年３月１２日） 
・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 
 

（８）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１４回（平成２７年１２月１１日） 
 ・小型家電リサイクル制度の施行状況について 
 ・小型家電リサイクル制度の推進に向けた取組について 

 
（９）浄化槽専門委員会  なし 
 
（１０）水銀廃棄物適正処理検討専門委員会 

第６回（平成２７年１１月２４日） 

・廃棄物処理法政省令等の改正について  

・水銀廃棄物の適正処理に向けた検討状況について. 

・水銀使用廃製品（一般廃棄物・産業廃棄物）の回収方策について. 
 
（１１）廃棄物処理制度専門委員会  なし 
 
３．答申等   
 
平成２７年２月６日  中環審第８２７号 

水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について（答申） 
 
平成２７年２月１３日 中環審第８２８号 

第三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） 

 
平成２７年４月７日  中環審第８３９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（答申） 
 
平成２７年１０月３０日  中環審第８６８号 

自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について（意見具申） 
 
平成２８年３月３１日 中環審第９０７号 

第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２点検結果について（報告） 
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環境保健部会 
 
 

 
１．諮問 
  平成２７年６月８日  諮問第４０６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 
 
  平成２７年１２月２２日  諮問第４２８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３３回（平成２７年６月１５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 
   ・報告事項 環境保健行政の現状について 
 

第３４回（平成２８年１月１４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 

額等の改定について 
   ・石綿健康被害救済小委員会の設置について 
   ・第四次環境基本計画（化学物質分野）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１５２回（平成２７年３月３１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 
・化学物質審査規制法の施行状況について 

 
第１５３回（平成２７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１５４回（平成２７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 

 
新規化学物質の審査等に係る懇談会（平成２７年６月１９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 

 
第１５５回（平成２７年７月６日）※ 
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・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１５６回（平成２７年７月２４日） 
【第一部】 
・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 
【第二部】※※ 
・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価について 

【第三部】※ 
・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１５７回（平成２７年９月１８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塩素数が２のポリ塩化
ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適
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 

【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１５８回（平成２７年１０月２３日） 
【第一部】※※ 
・化学物質審査規制法に基づく優先評価化学物質の判定について 

【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１５９回（平成２７年１１月２０日）※ 
・新規化学物質の審議について 

 
第１６０回（平成２７年１２月１８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１６１回（平成２８年１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１６２回（平成２８年３月２５日） 
【第一部】※※ 
・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価について 

【第二部】※ 
・新規化学物質の審議について 
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※ 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２７年３月３１日～平成２８年３月２５日） 

 第１５２回～第１６２回の新規化学物質の延べ審議対象物質数は３８９、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：２４６、低生産量新規化学物質：１４３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３件、生態影響の観点か
ら１８件が優先評価化学物質相当と判定された。 

 
（３）化学物質評価専門委員会 
  第２１回（平成２７年１２月２２日） 

・化学物質環境実態調査（平成２６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１４次とりまとめ）について 

 

（４）水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 

第６回（平成２７年６月１９日） 

・検討の進め方及びスケジュールについて 

・合同会合第二次報告書（案）について 

 ・その他 

第７回（平成２７年７月３０日） 

   ・前回合同会合における委員の指摘事項について 

・合同会合第二次報告書（案）に関する意見募集（パブリックコメント）の

結果について 
   ・その他 
 
（５）石綿健康被害判定小委員会 
   

第１２６回～第１３９回（平成２７年２月３日～平成２８年４月１９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４３回（平成２７年２月６日から平成２８年４月１９日まで）開催 

 
（６）石綿健康被害救済小委員会  なし 
 
 
３．答申等 

平成２７年８月４日  中環審第８５２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 
 

平成２７年８月５日  中環審第８５４号 
     水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について（循環型社会部 
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        会及び大気・騒音振動部会の所掌に係るものを除く。）※第二次答申 
 

平成２７年１０月２３日  中環審第８６０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 
 
   平成２８年１月１４日  中環審第８９４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 

 
 

地球環境部会 
   
 

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 

（１） 部会 

第１２６回（平成２７年８月１２日） 

・約束草案について 

・気候変動に関する国際交渉の状況について 

・気候変動適応策について 

・その他 

 

第１２７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（第４３回）） 

（平成２７年１１月１８日） 

・2013 年度の対策・施策の進捗状況について（経済産業省、環境省関連施策） 

・COP21 に向けた国際交渉の状況について 

・その他 

 

第１２８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（第４４回）） 

（平成２７年１２月２２日） 

・地球温暖化対策計画の骨子案について 

・その他 

 

第１２９回（平成２７年１２月２５日） 

・気候変動の影響への適応計画について 

・今後の地球温暖化対策について 

・その他 
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第１３０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（第４５回）） 

（平成２８年３月４日） 

・地球温暖化対策計画（案）について 

・その他 

 

第１３１回（平成２８年３月２８日） 

・第四次環境基本計画「地球温暖化に関する取組」の点検について 

・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 

（旧自主行動計画フォローアップ専門委員会） 

２０１５年度第１回（平成２８年２月１日） 

・環境省所管業種（新聞、産業廃棄物処理及びペット小売）の低炭素社会実

行計画の評価・検証について 

・その他 

 

※産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会との合同会合 

２０１５年度第１回 

・経済産業省及び環境省所管業種における低炭素社会実行計画の 2013 年度

実績に関する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  なし 

 

（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 

※産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会約束草案検討ワーキ

ンググループとの合同会合 

第５回（平成２７年３月２日） 

・エネルギー需要対策について 
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・低炭素社会実行計画について 

 

第６回（平成２７年３月３０日） 

・エネルギーミックスの検討状況について 

・二国間クレジット制度について 

・森林吸収源対策等について 

 

第７回（平成２７年４月３０日） 

・約束草案の要綱について 

 

（８）気候変動影響評価等小委員会 

第９回（平成２７年３月２日） 

・日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題につい

て（意見具申）（案）について. 

・その他 
 
３．答申等 

平成２７年３月１０日  中環審第８３２号 
日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について

（意見具申） 
 
 

大気・騒音振動部会 
 
   

 
１．諮問 

平成２７年１２月１８日  諮問第４２７号 
   水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について 
 
２．審議状況 
 
（１）部会 
  第６回（平成２７年２月４日） 
   ・今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について 
   ・水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について（報告事項） 
   ・その他 
 
  第７回（平成２７年６月９日） 
   ・中央環境審議会大気・騒音振動部会の運営方針等について 
   ・環境基本計画の点検について 
   ・大気汚染防止法の一部を改正する法律案について（報告事項） 
   ・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正(第５次地方分権 

一括法案の一部)について（報告事項） 
   ・微少粒子物質の国内における排出抑制策の在り方について(中間取りまと 

め)（報告事項） 
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   ・第１７回日中韓三ヶ国環境大臣会合(ＴＥＭＭ１７)について（報告事項） 
   ・最近の大気環境、騒音、振動等の状況について（報告事項） 
   ・その他 
 
  第８回（平成２７年７月２９日） 
   ・環境基本計画の点検について 
   ・今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について 
   ・その他 
 
  第９回（平成２７年９月１１日） 
   ・環境基本計画の点検について 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減基本方針の中間レビューの実施について 
   ・その他 
   
  第１０回（平成２８年１月６日） 
   ・大気排出基準等専門委員会（仮称）の設置について 
   ・大気汚染対策に関する国際協力について（報告事項） 
   ・その他 
 
（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）石綿飛散防止専門委員会 なし 

 
（５）自動車排出ガス総合対策小委員会 
  第８回（平成２７年１１月２５日） 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減基本方針に係る中間レビューの進め方について 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ対策の実施状況(概況)について 
   ・その他 
 
  第９回（平成２８年３月１７日） 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減基本方針に係る施策進捗状況について 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ対策地域における環境基準確保の目標の評価手法の検討

状況について 
   ・その他 
 
（６）自動車排出ガス専門委員会   
  第５７回（平成２７年１０月１日） 
   ・自動車排出ガス専門委員会（第十三次報告）の検討事項等について（案） 
   ・日欧米の燃料蒸発ガス対策の現状 

・その他 
 

  第５８回（平成２８年３月２９日） 
   ・ヒアリング結果のとりまとめ及び結果に対する専門委員会コメント（案） 
   ・燃料蒸発ガス対策の実行可能性及び技術的課題（案） 
   ・ガソリン直噴車のＰＭ規制導入について（経過報告） 
   ・二輪車の国際基準に関する動向について（経過報告） 
   ・「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」

について 
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   ・その他 
 
（７）自動車単体騒音専門委員会 

第１７回（平成２７年４月２０日） 
   ・国連四輪車走行騒音規制(UN-ECE R51-03)等の導入 
   ・タイヤ騒音許容限度目標値の適用時期（案） 
   ・平成２７年度自動車単体騒音専門委員会等のスケジュール(案) 

・その他 
 
  第１８回（平成２７年６月１１日） 
   ・中・大型商用車に対するタイヤ許容限度目標値の適用時期について 
   ・今後の自動車単体騒音低減対策のあり方に係る第三次報告について 
   ・その他 
 
（８）微小粒子状物質等専門委員会 

第５回（平成２７年２月５日） 
・微小粒子状物質の国内における排出抑制策の在り方について 
・その他 

 
  第６回（平成２７年３月２７日） 
   ・微小粒子状物質の国内における排出抑制策の在り方について 

(中間取りまとめ)(案) 
   ・その他 
 
（９）水銀大気排出対策小委員会 なし（平成２８年１月６日廃止） 
 
（１０）大気排出基準等専門委員会 
  第１回（平成２８年１月２９日） 
   ・大気排出基準等専門委員会の設置について 
   ・検討の進め方及びスケジュール 
   ・主な検討事項 
   ・ＢＡＴ／ＢＥＰガイダンス(案)の作成状況 
   ・水銀大気排出実態調査の結果 
   ・その他 
 
  第２回（平成２８年２月１２日） 
   ・水銀排出施設の種類、規模、排出基準の考え方 
   ・排ガス中の水銀測定方法 
   ・その他 
 

第３回（平成２８年３月２３日） 

   ・水銀大気排出インベントリーの更新結果について 

・水銀排出施設の種類、規模、排出基準について 

・排ガス中の水銀測定方法について 

・要排出抑制施設について 

・その他 

 
  第４回（平成２８年４月１９日） 
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・水銀大気排出抑制対策について（第一次報告書案） 

・自主的取組のフォローアップのあり方について（論点） 
・その他 

 
３．答申等  
  平成２７年２月４日  中環審第８２６号 

今後の自動車排ガス低減対策のあり方について（第十二次答申） 
 

  平成２７年７月２９日  中環審第８５１号 
今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第三次答申） 

 
 

水環境部会 
 
   

 
１． 諮問 

 
平成２７年１２月１７日  諮問第４２０号 

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

 
２．審議状況 
 
（１）部会 

第３７回（平成２７年４月２１日） 

・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

項目の許容限度等の見直しについて 

・1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて 

・環境基本計画の点検について 

・報告事項 

 

第３８回（平成２７年７月１３日） 

・環境基本計画の点検について（水環境保全に関する取組） 

・気候変動による湖沼等に係る適応計画について 

 

第３９回（平成２７年９月２日） 

・環境基本計画の点検について（水環境保全に関する取組） 

 

第４０回（平成２７年１２月４日） 

・水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて 

・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 

しについて 

・第８次水質総量削減の在り方について 



18 
 

・総量削減専門委員会の廃止及び総量規制基準専門委員会の設置について 

・報告事項 
 
（２）陸域環境基準専門委員会 
  第１３回（平成２７年３月３０日） 
   ・検討対象水域における概況と将来水質について 

 
第１４回（平成２７年７月９日） 
・検討対象水域における概況と将来水質について 
・「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」 

 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

第３０回（平成２８年３月３日） 
・「燧灘北西部、広島湾西部、響灘及び周防灘に関する水生生物保全に係る
水域類型指定」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）排水規制等専門委員会  
  第２１回（平成２８年２月２６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 
 
（７）生活環境項目環境基準専門委員会 

第４回（平成２７年３月３０日） 
・底層溶存酸素量及び沿岸透明度に係る環境基準の検討について 

 
第５回（平成２７年６月２３日） 
・底層溶存酸素量及び沿岸透明度に係る環境基準の検討について 

 
第６回（平成２７年７月７日） 
・底層溶存酸素量及び沿岸透明度に係る環境基準の検討について 

 
第７回（平成２７年１０月６日） 
・水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて 

 
（８）瀬戸内海環境保全小委員会 

第８回（平成２８年２月５日） 
   ・瀬戸内海環境保全特別措置法の改正について（報告） 
   ・法改正を踏まえた瀬戸内海環境保全基本計画の取扱いについて 
   ・瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく取組状況等について 
   ・その他 
 

（９）総量削減専門委員会   平成２７年１２月４日 廃止 
第４回（平成２７年２月１６日） 
・水質総量削減制度に係る取組の実施状況について 
・その他 
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第５回（平成２７年３月１９日） 
・水質総量削減制度に係る取組の実施状況について 
・その他 
 

第６回（平成２７年６月２日） 
・汚濁負荷削減対策等の実施状況について 
・水質将来予測について 
・水質汚濁に影響を与える要因について 
・その他 
 

第７回（平成２７年７月２３日） 
・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 
・その他 
 

第８回（平成２７年８月３１日） 
・第８次水質総量削減の在り方について 
・その他 
 

第９回（平成２７年１１月２日） 
・第８次水質総量削減の在り方について 
・その他 

 
（１０）総量規制基準専門委員会 

第１回（平成２８年２月２日） 
・総量規制基準の設定方法に関する諮問について 
・総量規制基準の設定方法の見直しの進め方等について 
・その他 
 

第２回（平成２８年２月２５日） 
・総量規制基準の設定方法（素案）について 
・その他 
 

第３回（平成２８年３月２２日） 
・総量規制基準の設定方法（案）について 
・その他 
 

３．答申等   
 

平成２７年２月２０日  中環審第８３０号 
瀬戸内海環境保全基本計画の変更について（答申） 

 
平成２７年４月２１日  中環審第８４２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制に係る項
目の許容限度等の見直しについて（答申） 

 
平成２７年１２月７日  中環審第８７４号 
第８次水質総量削減の在り方について（答申） 
 

平成２７年１２月７日  中環審第８７５号 
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 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申) 
 

平成２７年１２月７日  中環審第８７６号 
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(答申) 

 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
１．諮問 
 
  平成２７年２月１７日  諮問第４００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２７年４月２１日  諮問第４０５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２７年７月２日  諮問第４０９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２７年８月２０日  諮問第４１１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２７年１０月２２日  諮問第４１２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２７年１２月１日  諮問第４１８号 
飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて 

   
平成２７年１２月３日  諮問第４１９号 
今後の土壌汚染対策の在り方について 

 
平成２８年１月７日  諮問第４２９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２８年２月２９日  諮問第４３４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 
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（１）部会 

第３２回（平成２７年１２月１１日） 
・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 
［1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー］ 

・今後の土壌汚染対策の在り方について(諮問)及び小委員会の設置について  
・飼料作物残留に係る農薬登録保留基準等の見直しについて（諮問） 
・報告事項 
最近の土壌環境行政について 
最近の農薬環境行政について 
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 

    
（２）農薬小委員会 

第４４回（平成２７年２月２６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４５回（平成２７年５月２６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４６回（平成２７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４７回（平成２７年９月４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４８回（平成２７年１１月１２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４９回（平成２８年１月１５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５０回（平成２８年３月３日） 
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・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 

・環境大臣が定める水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に
おける種の感受性差の取扱いについて 

・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）土壌環境基準小委員会 なし 

 
（４）土壌制度専門委員会 

第３回（平成２７年９月２４日） 
・1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマー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 

  
（５）バイオレメディエーション小委員会 
   第５回（平成２７年９月７日） 
   ・大臣確認申請案件について（大成建設株式会社及び製品評価技術基盤機構） 
 

 
３．答申等  
     
 

 
平成２７年３月６日  中環審第８３１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２７年５月２１日  中環審第８４４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２７年８月４日  中環審第８５３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２７年１０月２１日  中環審第８５９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２７年１１月１９日  中環審第８７０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２７年１２月２８日 中環審第８９２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
直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申） 

 
平成２８年３月１７日  中環審第９０５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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平成２８年３月１７日  中環審第９０６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 

 
 

自然環境部会 
 
 

 
１．諮問 

 
平成２７年３月１９日   諮問第４０１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２７年３月１９日   諮問第４０２号 
 保護増殖事業計画の策定及び変更について 
 
平成２７年３月１９日   諮問第４０３号 

   国内希少野生動植物種の追加等について 
 

平成２７年４月１４日   諮問第４０４号 
   国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定について 

 
平成２７年６月２５日   諮問第４０７号 

   国立公園の公園計画の変更について 
 
  平成２７年６月２５日   諮問第４０８号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２７年８月１８日   諮問第４１０号 
   国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 

 
平成２７年１０月２３日  諮問第４１３号 

   国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定について 
 

平成２７年１０月２３日  諮問第４１４号 
   国内希少野生動植物種の追加等について 
 

平成２７年１０月２７日  諮問第４１５号 
   鳥獣の保護及び管理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 
 

  平成２７年１０月２７日  諮問第４１６号 
   希少鳥獣の管理に関する計画について 
 

平成２７年１１月９日   諮問第４１７号 
   バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋

・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について 
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  平成２７年１２月１８日  諮問第４２１号 
   国立公園及び国定公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２７年１２月１８日  諮問第４２２号 
   釧路湿原生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月１８日  諮問第４２３号 
   南アルプス生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月１８日  諮問第４２４号 
   霧島生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月１８日  諮問第４２５号 
   屋久島生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月１８日  諮問第４２６号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
  

平成２８年１月２２日   諮問第４３０号 
   国内希少野生動植物種の追加等について 
 
  平成２８年１月２６日   諮問第４３１号 
   小笠原陸産貝類 14 種保護増殖事業計画の策定について 
 
  平成２８年２月１６日   諮問第４３２号 
   西表石垣国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２８年２月１６日   諮問第４３３号 
   京都丹波高原国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について 
 

 
２．審議状況 
 
（１）部会 
  第２７回（平成２７年８月２４日） 

・小委員会の廃止及び専門委員会の設置について（審議） 
・国立公園の公園区域及び公園計画の変更について（諮問・答申） 
・「エコツーリズム推進に関する検討会」について（報告） 
・生物多様性分野における気候変動への適応の基本的考え方について（報告） 
・「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト中間とりまとめについて 
（報告） 

 
  第２８回（平成２７年１１月１１日） 

・鳥獣の保護及び管理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） 

・希少鳥獣の管理に関する計画について（諮問） 
・バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古
屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について
（諮問） 

・生物多様性国家戦略 2012-2020 の達成に向けた一層の加速について（報告） 
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・その他 
 
  第２９回（平成２８年２月２３日） 
   ・西表石垣国立公園の公園区域及び公園計画の変更について（諮問・答申） 
   ・京都丹波高原国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について（諮問 

・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について（答申案）（審 

議） 
   ・第四次環境基本計画の進捗状況の点検について（生物多様性の保全及び持 

続可能な利用に関する取組）（審議） 
   ・「生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）に関する考え方」の取りまとめ 

について（報告） 
   ・生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書の取りまとめについて（報 

告） 
 
（２）自然公園等小委員会   

第３０回（平成２７年６月２９日） 
 ・国立公園の公園計画の変更について（諮問・答申） 
 ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（諮問・答申） 
 
第３１回（平成２７年１２月２２日） 
 ・国立公園及び国定公園の公園区域及び公園計画の変更について（諮問・答 

申） 
   ・釧路湿原生態系維持回復事業計画の策定について（諮問・答申） 
   ・南アルプス生態系維持回復事業計画の策定について（諮問・答申） 
   ・霧島生態系維持回復事業計画の策定について（諮問・答申） 
   ・屋久島生態系維持回復事業計画の策定について（諮問・答申） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（諮問・答申） 
 
（３）温泉小委員会  なし 

 
（４）野生生物小委員会 

第６回（平成２７年３月２３日） 
・ 国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定について（諮問） 
・ 国内希少野生動植物種の追加等について（諮問） 
・ 保護増殖事業計画の変更について（諮問） 
・ ヤエヤマイシガメの輸出に係る助言について（審議） 
・ その他 

 
第７回 平成２７年４月２２日 
・ 国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定について（諮問） 
・ ラムサール条約湿地の新規登録候補地について（報告） 
・ ヤエヤマイシガメの輸出に係る助言に関するパブリックコメントの結果

について（報告） 
・ 国内希少野生動植物種の指定に関するパブリックコメントの結果につい

て（報告） 
・ その他 

 
第８回（平成２７年１０月２８日） 
・ 国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定について（諮問）. 
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・ 国内希少野生動植物種の追加等について（諮問） 
・ ニホンイシガメの輸出に係る助言について（審議）. 
・ その他. 

 
  第９回（平成２７年１２月１７日） 

・ えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画について（審議） 
・ ニホンイシガメの輸出に係る助言に関するパブリックコメントの結 
・ 果について（報告） 
・ その他 

   
第１０回（平成２８年２月１０日） 
・ 国内希少野生動植物種の追加等について（諮問） 
・ 保護増殖事業計画の作成について（諮問） 
・ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置」の検討

について（報告） 
・ その他 

 
（５）鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 

第４回（平成２７年１２月９日） 
・ 「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針

（基本指針）」の見直しの進め方について 
・ 現行の基本指針について 
・ その他 

 
第５回（平成２８年２月２６日） 
・ 関係団体等ヒアリング 
・ 現行の基本指針に関する記述の主な論点について. 
・ その他 

 
（６）遺伝子組換え生物等専門委員会 

第１回（平成２７年１１月９日） 
・ 検討の枠組みについて 
・ 法施行後５年の検討以降のカルタヘナ法の施行状況の検討について 
・ カルタヘナ法を取り巻く国内外の動向について 
・ その他 

 
第２回（平成２８年１月２２日） 
・ 法施行後５年の検討以降のカルタヘナ法の施行状況の検討 
・ バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名

古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について 
 
 
３．答申等 
  

平成２７年３月２３日   中環審第８３６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２７年３月２３日   中環審第８３７号 

  保護増殖事業計画の策定及び変更について 
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平成２７年３月２３日   中環審第８３８号 
国内希少野生動植物種の追加等について 

 
平成２７年４月２２日   中環審第８４３号 
 国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定について 

 
  平成２７年６月２９日   中環審第８４８号 
   国立公園の公園計画の変更について 
 
  平成２７年６月２９日   中環審第８４９号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２７年８月２４日   中環審第８５８号 
   国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 

 
平成２７年１０月２８日  中環審第８６４号 
国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定について 

 
平成２７年１０月２８日  中環審第８６７号 
国内希少野生動植物種の追加等について 

 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８８６号 
   国立公園及び国定公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８８７号 
   釧路湿原生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８８８号 
   南アルプス生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８８９号 
   霧島生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８９０号 
   屋久島生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２７年１２月２２日  中環審第８９１号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 

平成２８年２月１０日    中環審第８９７号 
国内希少野生動植物種の追加等について 
 

平成２８年２月１０日   中環審第８９８号 
 小笠原陸産貝類 14 種保護増殖事業計画の策定について 

 
平成２８年２月２３日   中環審第９０１号 

   西表石垣国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２８年２月２３日   中環審第９０２号 
   京都丹波高原国定公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について 
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平成２８年２月２３日   中環審第９０３号 
希少鳥獣の管理に関する計画について 

 
 

動物愛護部会 

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部会   
   第４２回（平成２８年３月１日） 

・動物愛護管理行政に関する最近の動向について. 
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等における成描の夜間展示規制
について. 

・その他. 
 
（２）ペットフード小委員会  なし 
   
 
３．答申等  なし   


