環境省における統計情報・データ等一覧
平成29年7月時点
No.

区分

名称

主なデータ
全国13,000世帯（調査員調査・インターネットモニター調査の各6,500世
帯）の毎月のエネルギー使用量、使用機器類、世帯状況、省エネ行動実
施状況等

周期

備考

担当課室

URL

毎年

一般統計

地球環境局総務課低炭素 http://www.env.go.jp/earth/on
社会推進室（内線6741）
danka/ghg/kateiCO2tokei.html

1

地球温暖化

家庭部門のCO2排出実態統計調査

2

地球温暖化

全国16,402世帯（調査員調査8,802世帯・インターネットモニター調査7,600
家庭からの二酸化炭素排出量の推計
世帯）の毎月のエネルギー使用量、使用機器類、世帯状況、省エネ行動
に係る実態調査全国試験調査
実施状況等

2014～2015
年度

一般統計

地球環境局総務課低炭素 http://www.env.go.jp/earth/on
社会推進室（内線6741）
danka/ghg/kateitokei.html

3

地球温暖化

家庭からの二酸化炭素排出量の推計 北海道・関東甲信のインターネット調査モニター3,243世帯の毎月のエネ
に係る実態調査試験調査
ルギー使用量、使用機器類、世帯状況、省エネ行動実施状況等

2012～2013
年度

一般統計

地球環境局総務課低炭素 http://www.env.go.jp/earth/on
社会推進室（内線6741）
danka/ghg/kateitokei.html

4

地球温暖化

日本国温室効果ガス排出・吸収目録
（インベントリ）

5

地球温暖化

6

排出源・吸収源ごとの温室効果ガス(CO2、CH4、N2O、PFCs、HFCs、
SF6、NF3）の排出量及び吸収量

毎年

地球環境局総務課低炭素 http://www.env.go.jp/earth/on
社会推進室（内線6758）
danka/ghg/

温室効果ガス排出量算定・報告・公表 温室効果ガスを一定量以上排出する者から報告された温室効果ガスの
制度
排出量

毎年

地球環境局地球温暖化対 http://ghg策課（内線7733）
santeikohyo.env.go.jp/

地球温暖化

我が国における再生可能エネルギー（太陽光・風力・中小水力・地熱・太
再生可能エネルギー導入ポテンシャル
陽熱・地中熱）について、社会的条件・経済的条件を考慮した上での導入
調査
ポテンシャルデータ

毎年

地球環境局地球温暖化対
http://www.env.go.jp/earth/on
策課地球温暖化対策事業
danka/rep/
室（内線7759）

7

地球温暖化

オゾン層等の監視結果に関する年次
報告書

オゾン層の破壊の状況、大気中のオゾン層破壊物質等の濃度変化の状
況等

毎年

地球環境局地球温暖化対
http://www.env.go.jp/earth/oz
策課フロン対策室（内線
one/o3_report/index.html
6753）

8

地球温暖化

フロン類の充塡量・回収量

業務用冷凍空調機器からのフロン類充塡量・回収量の集計結果

毎年

地球環境局地球温暖化対
http://www.env.go.jp/earth/oz
策課フロン対策室（内線
one/cfc/report.html
6753）

9

地球温暖化

フロン類の再生量・破壊量

業務用冷凍空調機器からのフロン類破壊量・再生量の集計結果

毎年

地球環境局地球温暖化対
http://www.env.go.jp/earth/oz
策課フロン対策室（内線
one/cfc/report2.html
6753）

10

地球温暖化

フロン類算定漏えい量報告公表制度

事業者から報告されたフロン類算定漏えい量の集計結果

毎年

地球環境局地球温暖化対
http://www.env.go.jp/earth/fur
策課フロン対策室（内線
on/operator/result.html
6753）

11

自然環境

自然環境保全基礎調査

植生、動物分布、沿岸域及び藻場・干潟・サンゴ礁分布等の多様な自然
環境を対象とした調査結果

不定期

原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地
域について、毎年度末の数値に基づき、下記の一覧表を作成するもの
1 自然環境保全地域等指定総括表
2 自然環境保全地域等面積の推移
3 原生自然環境保全地域
4 自然環境保全地域
5 自然環境保全地域（野生動植物保護地区）
6 自然環境保全地域（海域特別地区）
7 都道府県自然環境保全地域都道府県別面積総括表
8 都道府県自然環境保全地域内訳表
9 都道府県自然環境保全地域（野生動植物保護地区）
10 都道府県自然環境保全地域（野生動植物保護地区内訳表）
11 都道府県自然環境保全地域の面積規模と指定要件（参考）
12 自然環境保全にかかる都道府県独自制度の指定状況（参考）

毎年

自然環境局自然環境計画 http://www.env.go.jp/nature/h
課（内線6436）
ozen/data.html

自然環境局自然環境計画
http://www.env.go.jp/nature/bi
課生物多様性戦略推進室
odic/lbsap.html
（内線6485）

自然環境局生物多様性セ
ンター（TEL:0555-72http://www.biodic.go.jp/
6033）

12

自然環境

自然環境保全地域の面積等

13

自然環境

生物多様性地域戦略策定状況把握調 生物多様性地域戦略を策定した都道府県・市区町村数及び戦略の特徴
査
や傾向等

随時更新

14

自然環境

生物多様性分野における事業者による 事業活動と生物多様性の関係の把握状況、生物多様性の保全や持続可
取り組みの実態調査
能な利用についての方針の有無等

2012年度

15

自然環境

自然公園面積調査

自然公園法に基づく自然公園の面積について調査を行っているもの

毎年

自然環境局国立公園課
（内線6448）

http://www.env.go.jp/park/doc
/data.html

16

自然環境

国立公園許可申請件数(環境省許可
分)調査

自然公園法に基づく国立公園内での許可申請件数（環境省許可分）

毎年

自然環境局国立公園課
（内線6442）

http://www.env.go.jp/doc/touk
ei/data/2016/2016_3-11.xls

17

自然環境

自然公園等利用者数調

年間の国立公園、国定公園、都道府県県立自然公園の利用者数

毎年

自然環境局国立公園課国
http://www.env.go.jp/park/doc
立公園利用推進室（内線
/data.html
6645）

18

自然環境

エコツーリズムガイド等の国内実態調
査

環境省が実施するエコツーリズム関連事業で関係のあった民間団体等の
エコツアーガイドの人数や性別・年代、地域コーディネーターのスタッフ数
等

19

自然環境

鳥獣保護区等の現況

鳥獣保護区等の指定箇所数及び面積並びに、そのうち特別保護地区の
指定箇所数及び面積

毎年

自然環境局野生生物課
（内線6466）

https://www.env.go.jp/nature/
choju/area/area2.html

20

自然環境

生息地等保護区の指定状況

生息地等保護区の指定箇所数及び面積並びに、そのうち管理地区の指
定箇所数及び面積

毎年

自然環境局野生生物課
（内線6466）

http://www.env.go.jp/nature/ki
sho/hogoku/list.html

21

自然環境

わが国における絶滅のおそれのある野
環境省レッドリスト2017
生生物の種数（環境省レッドリスト掲載
環境省版海洋生物レッドリスト
種数）

毎年

自然環境局野生生物課希
http://www.env.go.jp/nature/ki
少種保全推進室（内線
sho/hozen/redlist/index.html
6672）

22

自然環境

国内希少野生動植物種の指定種数と
国内希少野生動植物種の指定種数と保護増殖事業計画数
保護増殖事業計画数

毎年

自然環境局野生生物課希
http://www.env.go.jp/nature/ki
少種保全推進室（内線
sho/domestic/list.html
6672）

23

自然環境

鳥獣関係統計

各都道府県から提出された狩猟免許・登録状況、鳥獣捕獲数、保護区・
禁止区等の統計データ

毎年

自然環境局野生生物課鳥 http://www.env.go.jp/nature/c
獣保護管理室（内線6472） hoju/docs/docs2.html

24

自然環境

国指定鳥獣保護区等における渡り鳥
飛来状況調査

国内の渡り鳥等の飛来時期及び個体数等の飛来状況に関する情報等

不定期

http://www.env.go.jp/nature/d
自然環境局野生生物課鳥
obutsu/bird_flu/migratory/ap_w
獣保護管理室（内線6676）
r_transit/index.html

25

自然環境

クマの有害捕獲数及び人身被害件数
調査

各都道府県ごとの各月のクマの捕獲数、目撃数、人身被害状況等

毎月

http://www.env.go.jp/nature/c
自然環境局野生生物課鳥
hoju/effort/effort12/effort12.ht
獣保護管理室（内線6472）
ml

26

自然環境

温泉法に基づく行政処分状況

温泉法に基づく許可件数等

毎年

自然環境局自然環境整備
https://www.env.go.jp/nature/
課温泉地保護利用推進室
onsen/data/
（内線6458）

27

自然環境

温泉利用状況

温泉の源泉本数、湧出状況等

毎年

自然環境局自然環境整備
https://www.env.go.jp/nature/
課温泉地保護利用推進室
onsen/data/
（内線6458）

28

自然環境

動物愛護管理基本指針フォローアップ 犬・ねこ販売事業者におけるマイクロチップ挿入状況、感染症予防措置の
等検討調査
有無等

2015年度

一般統計

http://www.env.go.jp/nature/d
自然環境局総務課動物愛
obutsu/aigo/1_law/files/h27_fo
護管理室（内線6657）
llow_result.pdf

29

資源循環

食品廃棄物等の発生抑制及び再生利 市区町村における家庭から排出された食品廃棄物・食品ロスの量に関す
用の促進の取組に係る実態調査
る調査の実施状況等

毎年

一般統計

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/recycle/f
務課リサイクル推進室（内
ood/kanren_siryo.html
線6828）

30

資源循環

容器包装廃棄物の収集運搬・選別保
管費用等に関するアンケート調査

容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等

2015年度

不定期

一般統計

一般統計

自然環境局自然環境計画 http://www.biodic.go.jp/biodive
課生物多様性主流化室
rsity/private_participation/tren
（内線6490）
d2014/01.html

自然環境局国立公園課国
http://www.env.go.jp/nature/re
立公園利用推進室（内線
port/h28-01/index.html
6643）

環境再生・資源循環局総 http://www.env.go.jp/recycle/y
一般統計
務課リサイクル推進室（内 oki/dd_3_docdata/index.html#O
（2016年度のみ）
線7861）
THERS

No.

区分

名称

主なデータ

周期

備考

担当課室

URL

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/press/10
務課リサイクル推進室（内
3766.html
線7861）

31

資源循環

容器包装リサイクル法に基づく市町村
容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績等
ごとの分別収集量等実績調査

32

資源循環

容器包装廃棄物使用・排出実態調査

家庭ごみ全体に占める容器包装廃棄物の割合等

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/recycle/y
務課リサイクル推進室（内
oki/c_2_research/index.html
線7861）

33

資源循環

家電リサイクル法施行状況調査

廃家電の引取台数・再商品化率・回収率の実績等

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/council/0
務課リサイクル推進室（内
3recycle/yoshi03-02.html
線6829）

34

資源循環

廃家電製品の不法投棄の状況調査

市区町村等における不法投棄台数調査

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/council/0
務課リサイクル推進室（内
3recycle/yoshi03-02.html
線6829）

35

資源循環

使用済自動車の引取実績（移動報告
件数）

使用済自動車の引取実績

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/council/0
務課リサイクル推進室（内
3haiki/yoshi03-05.html
線6833）

36

資源循環

自動車メーカー等によるシュレッダーダ
シュレッダーダスト・エアバッグ類のリサイクルの実施状況
スト（ASR）等のリサイクル率

毎年

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/council/0
務課リサイクル推進室（内
3haiki/yoshi03-05.html
線6833）

37

資源循環

リデュースの取組に係る実態調査

毎年

環境再生・資源循環局総 http://www.env.go.jp/recycle/y
務課リサイクル推進室（内 oki/c_1_questionnaire/index.ht
線7861）
ml

38

資源循環

廃ペットボトルの輸出等市町村におけ 使用済ペットボトルの処理方法、引渡事業者の選定、契約時の要件、要
る独自処理に関する実態調査
件の確認方法、使用済ペットボトルの行き先等

2010年度

環境再生・資源循環局総
http://www.env.go.jp/press/pr
務課リサイクル推進室（内
ess.php?serial=14132
線7861）

39

資源循環

一般廃棄物処理事業実態調査

一般廃棄物に関する処理状況、施設整備状況等

毎年

環境再生・資源循環局廃
棄物適正処理推進課（内
線6848）

40

資源循環

汚水処理人口普及状況について

環境省、農林水産省、国土交通省の3省が所管する、全国の汚水処理施
設の使用人口、処理施設別人口の内訳等

毎年

環境再生・資源循環局廃
http://www.env.go.jp/press/10
棄物適正処理推進課浄化
2973.html
槽推進室（内線7865）

41

資源循環

浄化槽の設置状況等について

全国における浄化槽の設置基数、各都道府県別浄化槽法定検査受検
率、浄化槽関係業者数等

毎年

環境再生・資源循環局廃
http://www.env.go.jp/press/10
棄物適正処理推進課浄化
2974.html
槽推進室（内線7865）

42

資源循環

浄化槽の普及状況について

都道府県別の浄化槽及びコミュニティ・プラントの普及状況、市町村別の
浄化槽普及状況、市町村別のコミュニティ・プラント普及状況等

毎年

43

資源循環

産業廃棄物排出・処理状況調査

産業廃棄物の年間排出量、再生利用量、最終処分量等

毎年

一般統計

44

資源循環

産業廃棄物処理業実態調査

産業廃棄物処理業者の経営規模、売上規模、兼業状況等

2011年度

一般統計

45

資源循環

産業廃棄物行政組織等調査

産業廃棄物に関する許可件数や行政処分件数等

46

資源循環

硫酸ピッチの不適正処理の状況

47

資源循環

レジ袋削減に関する取組状況、取組意向等

http://www.env.go.jp/recycle/
waste_tech/index.html

環境再生・資源循環局廃
http://www.env.go.jp/press/10
棄物適正処理推進課浄化
3420.html
槽推進室（内線7865）
http://www.e環境再生・資源循環局廃 stat.go.jp/SG1/estat/GL02100
棄物規制課（内線7874）
104.do?gaid=GL02100102&tocd
=00650102
環境再生・資源循環局廃
棄物規制課（内線7874）

http://www.env.go.jp/press/pr
ess.php?serial=16478

毎年

環境再生・資源循環局廃
棄物規制課（内線6878）

http://www.env.go.jp/press/10
3962.html

都道府県及び保健所政令市における硫酸ピッチ及びスラッジの不適正処
理事案に関する調査

毎年

環境再生・資源循環局廃
棄物規制課（内線6883）

http://www.env.go.jp/press/10
3219.html

産業廃棄物の不法投棄等の状況

都道府県及び保健所政令市における産業廃棄物の不法投棄等の実態、
支障除去等の実施状況、及び不法投棄監視体制等

毎年

環境再生・資源循環局廃
棄物規制課不法投棄原状 http://www.env.go.jp/press/10
回復事業対策室（内線
3219.html
6883）

48 水・大気環境 公害防止管理者等国家試験結果

平成28年度公害防止管理者等国家試験結果（試験区分別受験申込者
数・合格者数・合格率）、昭和46年度（第1回）から平成28年度（第46回）ま
での試験結果（合格者総数等）

毎年

http://www.jemai.or.jp/polconm
水・大気環境局総務課（内
an/examination/dd4ht3000000
線6582）
05cu-att/H28_summary.pdf

49 水・大気環境

ダイオキシン類対策特別措置法施行状 都道府県等からの報告に基づき、ダイオキシン類対策特別措置法の施行
況調査
状況を取りまとめたもの

毎年

水・大気環境局総務課ダイ
http://www.env.go.jp/chemi/di
オキシン対策室（内線
oxin/index.html
6579）

50 水・大気環境

ダイオキシン類対策特別措置法第33条第１項の規定に基づき定められた
ダイオキシン類の排出量の目録（排出 削減計画において、国はダイオキシン類の排出量の目録（排出インベント
インベントリー）
リー）を作成し、公表することとされている。同法に基づくダイオキシン類を
対象に、その排出量について取りまとめたもの

毎年

水・大気環境局総務課ダイ
http://www.env.go.jp/chemi/di
オキシン対策室（内線
oxin/index.html
6579）
水・大気環境局総務課ダイ
http://www.env.go.jp/chemi/di
オキシン対策室（内線
oxin/index.html
6579）

51 水・大気環境 ダイオキシン類に係る環境調査結果

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき国及び地方公共団体が実施し
た、全国の大気、水質、水底の底質及び土壌のダイオキシン類環境調査
結果を取りまとめたもの

毎年

52 水・大気環境 大気汚染物質排出量総合調査

大気汚染防止法に定める「ばい煙発生施設」から排出される「ばい煙（ば
いじん、いおう酸化物及び窒素酸化物）」の排出量等

3年ごと

一般統計

水・大気環境局大気環境
課（内線6536）

http://www.env.go.jp/air/osen/
kotei/index.html

53 水・大気環境 水銀大気排出実態調査

規制対象施設における排出ガス等の実地測定調査及びアンケート調査
の結果

2015年度

一般統計

水・大気環境局大気環境
課（内線6572）

http://www.env.go.jp/air/suigin
/post_11.html

54 水・大気環境 大気汚染状況報告書

全国の大気汚染常時監視結果

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6539）

http://www.env.go.jp/air/osen/
index.html

55 水・大気環境 光化学大気汚染関係資料

光化学オキシダント緊急時発令状況及び光化学大気汚染によると思われ
る被害届出状況等

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6539）

http://www.env.go.jp/air/osen/
photochemi.html

全国の大気汚染常時監視情報等

通年

水・大気環境局大気環境
課（内線6539）

http://soramame.taiki.go.jp/Ind
ex.php

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6539）

http://kafun.taiki.go.jp/index.as
px

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6536）

http://www.env.go.jp/air/osen/
kotei/index.html

通年

水・大気環境局大気環境
課（内線6531）

http://housyasen.taiki.go.jp/

56 水・大気環境

環境省大気汚染物質広域監視システ
ム（そらまめ君）

57 水・大気環境 環境省花粉観測システム（はなこさん） 全国の花粉飛散数

58 水・大気環境 大気汚染防止法施行状況調査

59 水・大気環境

大気汚染防止法に基づき、地方自治体に届出されたばい煙発生施設等
に係る届出状況及び規制事務実施状況等

離島等における環境放射線等モニタリ
離島等10か所における大気中の放射性物質の測定結果
ング調査

60 水・大気環境 酸性雨調査

「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づく湿性沈着、乾性
沈着、土壌・植生、陸水についての調査結果

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6556）

http://www.env.go.jp/air/acidra
in/index.html

61 水・大気環境 黄砂実態解明調査

全国の黄砂飛来情報

通年

水・大気環境局大気環境
課（内線6547）

http://soramame.taiki.go.jp/dss
/kosa/index.html

62 水・大気環境 有害大気汚染物質モニタリング調査

地方自治体及び国における、大気中（一般環境、固定発生源周辺、沿道）
の有害大気汚染物質濃度のモニタリング調査結果

毎年

水・大気環境局大気環境
課（内線6534）

http://www.env.go.jp/air/osen/
monitoring/index.html

63 水・大気環境 騒音規制法施行状況調査

騒音規制法に基づき地方自治体に届出された規制に係る特定施設及び
特定建設作業の状況、騒音苦情の件数等

毎年

水・大気環境局大気環境
課大気生活環境室（内線
6544）

http://www.env.go.jp/air/noise
/index.html

64 水・大気環境 悪臭防止法施行状況調査

悪臭防止法に基づく地域指定及び臭気判定士の免状の状況、悪臭苦情
の件数等

毎年

水・大気環境局大気環境
課大気生活環境室（内線
6545）

http://www.env.go.jp/air/akush
u/index.html

No.

区分

名称

主なデータ

周期

備考

担当課室

URL

毎年

水・大気環境局大気環境
課大気生活環境室（内線
6544）

http://www.env.go.jp/air/sindo
/index.html

毎年

水・大気環境局自動車環
境対策課（内線6527）

http://www.env.go.jp/air/car/n
oise/index.html

水・大気環境局水環境課
（内線6629）

http://www.env.go.jp/water/im
pure/index.html

毎年

水・大気環境局水環境課
（内線6629）

http://www.env.go.jp/water/im
pure/law_chosa.html

都道府県等が実施した公共用水域の水質測定結果

毎年

水・大気環境局水環境課
（内線6628）

http://www.env.go.jp/water/sui
iki/index.html

都道府県等が実施した水浴場の水質測定結果

毎年

水・大気環境局水環境課
（内線6628）

http://www.env.go.jp/water/sui
yoku_cho/index.html

水質総量削減地域における発生負荷量の推移と削減目標量（化学的酸
素要求量、窒素含有量、りん含有量）

毎年

水・大気環境局水環境課
閉鎖性海域対策室（内線
6506）

http://www.env.go.jp/doc/touk
ei/data/2016/2016_5-10.xls

72 水・大気環境 瀬戸内海の埋立状況調査

瀬戸内海における埋立免許・承認面積

毎年

水・大気環境局水環境課
閉鎖性海域対策室（内線
6508）

http://www.env.go.jp/doc/touk
ei/data/2016/2016_5-12.xls

73 水・大気環境 農用地土壌汚染防止法の施行状況

農用地土壌汚染対策の進捗状況、年度別指定地域面積、対策事業等完
了面積等

毎年

水・大気環境局土壌環境
課（内線6593）

http://www.env.go.jp/press/10
3341.html

土壌汚染対策法の施行状況及び土壌
土壌環境基準等超過事例数の推移、都道府県別土壌汚染調査・対策事
74 水・大気環境 汚染調査・対策事例等に関する調査結
例数
果

毎年

水・大気環境局土壌環境
課（内線6584）

http://www.env.go.jp/water/doj
o/chosa.html

75 水・大気環境 地下水質測定結果

水質防止汚濁法に基づき、都道府県知事が実施している地下水質の常
時監視結果

毎年

水・大気環境局土壌環境
http://www.env.go.jp/water/chi
課地下水・地盤環境室（内
kasui/
線7628）

76 水・大気環境 全国の地盤沈下地域の概況

全国の地盤沈下の推移

毎年

水・大気環境局土壌環境
http://www.env.go.jp/water/jib
課地下水・地盤環境室（内
an/chinka.html
線7629）

77

化学物質

環境保健サーベイランス調査

3歳児及び6歳児（小学1年生）の対象者別背景濃度区分ごとの呼吸器症
状有症率等

毎年

78

化学物質

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）において、国
化審法に基づく新規化学物質の届出・
内における新規化学物質の製造・輸入に際して、事前届出・申出が必要
申出件数
となっており、その届出・申出件数。

毎年

79

化学物質

産業廃棄物処理業者が実施する、水銀を含む廃棄物及び廃棄物以外の
産業廃棄物等からの水銀回収等に関
ものの中間処理量、中間処理方法、及びそれらからの水銀回収量等に係
する調査
る事項

2016年度

80

化学物質

化学物質環境実態調査

一般環境中でのリスクが懸念され、化学物質関連施策の実施の検討が
必要な化学物質における水質、底質、生物、大気等の一般環境中の残留
状況

毎年

大臣官房環境保健部環境 http://www.env.go.jp/chemi/ku
安全課（内線6355）
rohon.html

81

化学物質

PRTR制度

特定化学物質の環境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（化管法）に基づいて、事業所から届出された環境への排出量及
び廃棄物に含まれての事業所への移動量等

毎年

大臣官房環境保健部環境 http://www.env.go.jp/chemi/pr
安全課（内線6358）
tr/result/index.html

82

化学物質

ダイオキシン類をはじめとする化学物
質の人へのばく露量モニタリング調査

日本人の血液、尿等に含まれる化学物質（ダイオキシン類、重金属、フッ
素化合物、農薬系代謝物等）の濃度

毎年

大臣官房環境保健部環境
http://www.env.go.jp/chemi/di
安全課環境リスク評価室
oxin/chosa/yasei.html
（内線6348）

公害健康被害の補償等に関する法律の地域別現存被認定者数等、公害
健康被害の補償等に関する法律の地域別現存被認定者数の推移

毎年

大臣官房環境保健部環境
http://www.env.go.jp/doc/touk
保健企画管理課（内線
ei/contents/8shou.html#8shou
6312）

国民経済計
算・産業連関
表等の統計
データ更新時

65 水・大気環境 振動規制法施行状況調査

振動規制法に基づき地方自治体に届出された規制に係る特定施設及び
特定建設作業の状況、振動苦情の件数等

66 水・大気環境 自動車交通騒音実態調査

自動車騒音の状況（自動車騒音常時監視結果）

67 水・大気環境 水質汚濁物質排出量総合調査

水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場又は事業場の概要、
用排水量、排水濃度等

2年ごと

68 水・大気環境 水質汚濁防止法等の施行状況

水質汚濁防止法に基づく、特定事業場、届出、立入検査、排水基準違反
等の件数

69 水・大気環境 公共用水域水質測定結果

70 水・大気環境 水浴場水質調査結果

71 水・大気環境

水質総量削減地域における発生負荷
量の推移と削減目標量

83 環境対策全般 公害健康被害補償基本統計調査

一般統計

一般統計

大臣官房環境保健部環境
http://www.env.go.jp/chemi/su
保健企画管理課保健業務
rvey/
室（内線6327）
大臣官房環境保健部環境
http://www.env.go.jp/doc/touk
保健企画管理課化学物質
ei/data/2016/2016_7-08.xls
審査室（内線6328）

一般統計

大臣官房環境保健部環境
保健企画管理課水銀対策
推進室（内線6356）

84 環境対策全般

地域経済循環分析用データ
（産業連関表・地域経済計算）

市町村別の産業連関表（産業分野別の投入額・産出額など）、市町村別
の経済計算（産業分野別の生産額・分配額、属人的な支出額）

85 環境対策全般

環境研究及び環境技術開発における
競争的資金の予算額

環境研究総合推進費

毎年

86 環境対策全般

環境基本計画に係る地方公共団体ア
ンケート調査

環境施策の基本となる条例の策定状況等

毎年

一般統計
大臣官房環境計画課（内
（2009年度・2010
線6207）
年度のみ）

http://www.env.go.jp/policy/ki
hon_keikaku/lifestyle.html

87 環境対策全般 環境にやさしいライフスタイル実態調査 環境問題に関する意識等

毎年

大臣官房環境計画課（内
線6207）

http://www.env.go.jp/policy/ki
hon_keikaku/lifestyle.html

88 環境対策全般 環境保全経費

毎年

大臣官房環境計画課（内
線7230）

http://www.env.go.jp/policy/ki
hon_keikaku/keihi.html

毎年

大臣官房環境計画課（内
線6229）

http://www.env.go.jp/policy/ki
hon_keikaku/kobo/gaiyo/05_am
ount.pdf

89 環境対策全般

政府における環境保全経費

公害防止対策事業計画策定地域現況
公害防止対策事業に係る事業費及び負担又は補助の嵩上げ額
調査

大臣官房総合政策課（内
線6266）

http://www.env.go.jp/policy/cir
culation/

大臣官房総合政策課環境 http://www.env.go.jp/doc/touk
研究技術室（内線6246）
ei/data/2016/2016_8-01_1.xls

90 環境対策全般 環境経済観測調査

企業における環境ビジネスの業況等

半年

一般統計

大臣官房環境計画課環境
http://www.env.go.jp/policy/ke
経済政策調査室（内線
izai_portal/B_industry/b03.html
7228）

91 環境対策全般 環境にやさしい企業行動調査

企業の環境配慮活動、環境保全の取組状況調査

毎年

一般統計

大臣官房環境経済課（内
線6252）

http://www.env.go.jp/policy/jhiroba/kigyo/index.html
https://www.env.go.jp/policy/h
ozen/green/glaw/archive/refe/result_of_qs1
6.pdf
http://www.env.go.jp/policy/ga
/bp_mat/H28tikoutaiannkeito.p
df

92 環境対策全般

地方公共団体のグリーン購入に関する
地方公共団体のグリーン購入法に係る取組状況等
アンケート調査

毎年

大臣官房環境経済課（内
線6258）

93 環境対策全般

地方公共団体の環境配慮契約に関す
地方公共団体の環境配慮契約法に係る取組状況等
るアンケート調査

毎年

大臣官房環境経済課（内
線6258）

環境カウンセラーの年度別、部門別登録状況

毎年

大臣官房環境経済課環境 https://edu.env.go.jp/counsel/
教育推進室（内線6267）
04.html

94 環境対策全般 環境カウンセラーの登録状況

95 環境対策全般

環境影響評価法に基づき実施された
環境影響評価の施行状況

環境影響評価法に基づいて実施された環境影響評価手続きに係る対象
事業種ごとの件数

毎年

大臣官房環境影響評価課
http://www.env.go.jp/policy/as
環境影響審査室（内線
sess/
6248）

96 環境対策全般

環境影響評価法に基づく環境影響評
価手続きを終了した案件数の推移

環境影響評価法に基づいて実施された環境影響評価手続きに係る対象
事業種ごとの手続終了案件数の推移

毎年

大臣官房環境影響評価課
http://www.env.go.jp/doc/touk
環境影響審査室（内線
ei/data/2016/2016_8-15.xls
6248）

