
区分 月日 事　　項
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4月 1日 ○対馬自然保護官事務所厳原事務室
の開設

○国際約束に基づく保障措置、放射
線モニタリング及び放射性同位元
素の使用等の規制についての事務
が文部科学省から原子力規制委員
会に移管

4月 8日 ○第10回国際連合森林フォーラム（～
19日、イスタンブール（トルコ））

4月 9日 ○砂漠化対処条約科学技術委員会第3
回特別会合及び第2回科学会議（～
12日、ボン（ドイツ））

4月12日 ○平成23年度の温室効果ガス排出量
（確定値）公表

4月13日 ○放鳥したトキから、2年連続となる
ヒナが誕生

4月16日 ○水俣病の認定をめぐる行政訴訟の
最高裁判決

4月23日 ○第7回アジアEST地域フォーラム
（～25日、バリ（インドネシア））

○「みどりの日」自然環境功労者環境
大臣表彰（東京都）

4月24日 ○第35回GEA実行委員会（東京都）

4月25日 ○「動物取扱業者が遵守すべき動物の
管理の方法等の細目の一部を改正
する件」公布

○「特定飼養施設の構造及び規模に関
する基準の細目の一部を改正する
件」公布

○「特定動物の飼養又は保管の方法の
細目の一部を改正する件」公布

○「第二種動物取扱業者が遵守すべき
動物の管理の方法等の細目を定め
る件」公布

4月26日 ○「東京電力の火力電源入札に関する
関係局長級会議とりまとめ」公表

4月28日 ○バーゼル条約・ロッテルダム条約・
ストックホルム条約通常締約国会
議・地域会合及び3条約拡大締約国
会議（～5月2日、ジュネーブ（スイ
ス））

4月29日 ○強化された行動のためのダーバン・
プラットフォーム特別作業部会第2
回会合（ADP2）

　（～5月3日、ボン（ドイツ））

5月 1日 ○水俣病犠牲者慰霊式（熊本県水俣
市）

5月 5日 ○第15回日中韓三ヵ国環境大臣会合
（TEMM）（～6日、福岡県北九州市）

平
成
25
年
4
月
～
12
月

5月 6日 ○気候変動に関する閣僚級会合（ペー
タースベルク気候対話IV）（～7日、
ボン（ドイツ））

5月 7日 ○平成24年度末の災害廃棄物処理の
進捗状況の発表

5月18日 ○東アジア低炭素成長パートナー
シップ対話（東京都）

5月20日 ○第36回南極条約協議国会議（～29日、
ブリュッセル（ベルギー））

5月23日 ○第3回国連生物多様性の10年日本委
員会（東京都）

5月24日 ○「地球温暖化対策の推進に関する法
律の一部を改正する法律」公布・施
行（一部を除く）

○三陸復興国立公園の指定及び公園
計画の決定

○富士箱根伊豆国立公園の公園計画
の変更

5月31日 ○スーパークールビズ2013キックオ
フ・イベント（東京都）

○「第三次循環型社会形成推進基本計
画」閣議決定

○「廃棄物処理施設整備計画」閣議決
定

6月 1日 ○「エコライフ・フェア2013」（～2日、
東京都）

6月 3日 ○「気候変動枠組条約第38回補助機関
会合（SB38）」及び「強化された行動
のためのダーバン・プラットフォー
ム特別作業部会第2回会合第2セッ
ション（ADP2-2）」（～14日、ボン（ド
イツ））

6月 5日 ○「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律施行令の一
部を改正する政令」公布

6月 7日 ○第8回トキ放鳥（佐渡島で17羽のト
キを放鳥）

6月10日 ○「排水基準を定める省令の一部を改
正する省令の一部を改正する省令」
公布

○東アジア・オーストラリア地域フ
ライウェイ・パートナーシップ第7
回パートナー会議（MOP7）　　

　（～14日、アラスカ（アメリカ））

6月12日 ○「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律の一部を改
正する法律」公布

○「特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律の一部
を改正する法律」公布

平成25年度における主な環境問題の動き

環
境
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○「特定製品に係るフロン類の回収及
び破壊の実施の確保等に関する法
律の一部を改正する法律」公布

6月16日 ○第37回世界遺産委員会（～27日、プ
ノンペン（カンボジア））

6月18日 ○「石綿による健康被害の救済に関す
る法律における指定疾病に係る医
学的判定に関する考え方等の改正
について（通知）」発出

6月21日 ○「大気汚染防止法の一部を改正する
法律」公布

6月26日 ○富岡町の特別地域内除染実施計画
の策定・公表

6月28日 ○田村市の特別地域内除染実施計画
に基づく除染の終了

○常磐自動車道の除染の終了

6月29日 ○地球温暖化防止とサンゴ礁保全に
関する国際会議（～30日、沖縄県国
頭郡恩納村）

6月29日 ○二国間クレジット制度に係る日・
モルディブ二国間文書の署名

7月 5日 ○アジアにおける温室効果ガスイン
ベ ン ト リ 整 備 に 関 す る ワ ー ク
ショップ第11回会合（～7日、茨城
県つくば市）　

○「特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律施行令
の一部を改正する政令」公布

○中央環境審議会「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
基づく追加措置及び同法第14条第2
項の規定に基づく判定について（第
一次答申）」答申

7月 8日 ○発電用原子炉に係る新規制基準の
施行

7月24日 ○使用済核燃料の最終処分場予定地
「オンカロ」視察、地熱発電所視察
及びアイスランド産業大臣・環境
大臣・内務大臣との会談、フラン
ス環境大臣との会談（～8月1日、
フィンランド、アイスランド、フ
ランス）

7月29日 ○第8回日本・モンゴル環境政策対話
（ウランバートル（モンゴル））　

8月 2日 ○「動物の愛護及び管理に関する法律
施行令の一部を改正する政令」公布

8月 9日 ○中央環境審議会「動物の愛護及び管
理に関する法律の一部を改正する
法律に基づく基準等の設定につい
て（第二次答申）」答申

平
成
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年
4
月
～
12
月

8月24日 ○山陰海岸国立公園指定50周年記念
フェスティバル in 鳥取砂丘（鳥取
県鳥取市）

8月27日 ○「南極地域の環境の保護に関する法
律施行規則の一部を改正する省令」
公布・施行

8月28日 ○車座ふるさとトーク（長崎県対馬
市）

8月30日 ○「特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律施行規
則の一部を改正する省令」公布

○「動物の愛護及び管理に関する施策
を総合的に推進するための基本的
な指針の一部を改正する件」公布 

○「家庭動物等の飼養及び保管に関す
る基準の一部を改正する件」公布

○「展示動物の飼養及び保管に関する
基準の一部を改正する件」公布

○「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の一部を改
正する件」公布

○「産業動物の飼養及び保管に関する
基準の一部を改正する件」公布

○「動物が自己の所有に係るものであ
ることを明らかにするための措置
についての一部を改正する件」公布

○「犬及びねこの引取り並びに負傷動
物等の収容に関する措置について
の一部を改正する件」公布

9月 9日 ○ 環 境 と 保 健 に 関 す る 第3回 閣 僚
フォーラム及び第7回高級事務レベ
ル会合報告

　（～10日、クアラルンプール（マレー
シア））

9月10日 ○第6回日中廃棄物等の輸出入に関す
る関係省庁ワーキンググループ（北
京（中国））

○福島県の災害廃棄物等の処理進捗
状況の総点検の公表

○「除染の進捗状況についての総点
検」の公表

9月11日 ○「特定製品に係るフロン類の回収及
び破壊の実施の確保等に関する法
律施行規則の一部を改正する省令」
公布

9月12日 ○SATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップ（IPSI）第4回定例
会合（～14日、福井県福井市）

9月14日 ○石原大臣のツバル・フィジー要人
との会談及び気候変動の影響視察

　（～20日、フナフチ（ツバル）及びス
バ（フィジー））　

9月16日 ○砂漠化対処条約第11回締約国会合
（～27日、ウィントフック（ナミビ
ア））
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9月21日 ○国際広報誌（JAPAN Environment 
Quarterly）第2号発刊

9月23日 ○気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第36回総会及び第1作業部会
第12回会合（～26日、ストックホル
ム（スウェーデン））において、IPCC
第5次評価報告書第1作業部会報告
書の政策決定者向け要約（SPM）の
承認・公表、第1作業部会報告書本
体の受諾　

9月26日 ○第12回ASEAN＋3環境大臣会合（ス
ラバヤ（インドネシア））

○日ASEAN閣僚級環境協力対話（ス
ラバヤ（インドネシア））　

9月27日 ○第9回トキ放鳥（佐渡島で17羽のト
キを放鳥）

10月 1日 ○第27回全国浄化槽大会（東京都）

10月 3日 ○国連気候変動枠組条約第19回締約
国会議閣僚級準備会合（プレCOP）

　（～4日、ワルシャワ（ポーランド））

10月 4日 ○「巨大地震発生時における災害廃棄
物対策検討委員会」設置

10月 8日 ○日UNEP政策対話（東京都）　
○中央環境審議会「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）」 答申

10月 9日 ○水銀に関する水俣条約外交会議（～
11日、熊本県熊本市及び水俣市）

○水銀に関する水俣条約を全会一致
で採択

10月11日 ○平成25年度原子力総合防災訓練（～
12日）

10月14日 ○生物多様性条約第17回科学技術助
言補助機関会合（SBSTTA17）（～18
日、モントリオール（カナダ））

○IAEAによる除染のフォローアップ
ミッション来日（～21日）

10月17日 ○第8回3R推進全国大会（栃木県宇都
宮市）

10月18日 ○GEA国際会議2013（～19日、東京都）

10月21日 ○第14回日中韓環境教育ネットワー
ク（TEEN）シンポジウム及びワー
クショップ（～25日、北京（中国））

10月23日 ○第13回日中韓環境産業円卓会議（～
24日、インチョン（韓国））

10月27日 ○長崎県五島沖浮体式洋上風力発電
施設視察（長崎県五島市）　

平
成
25
年
4
月
～
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10月29日 ○OECD環境政策委員会（～30日、パ
リ（フランス））　

11月10日 ○国連生物多様性の10年日本委員会
第3回生物多様性全国ミーティング

（兵庫県豊岡市）

11月11日 ○国連気候変動枠組条約第19回締約
国会議（COP19）及び京都議定書第9
回締約国会合（COP/MOP9）（～22
日、ワルシャワ（ポーランド））

○第1回 東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う住民の健康管理のあ
り方に関する専門家会議（東京都）

11月13日 ○第7回日中韓における化学物質管理
に関する政策ダイアローグ（～15日、
京都府京都市）

11月15日 ○地球温暖化対策推進本部（2020年度
の温室効果ガス削減目標を2005年
度比で3.8％減とする）　

○「攻めの地球温暖化外交戦略」策定・
公表　

○エコチル調査国際シンポジウムin名
古屋（愛知県名古屋市）

11月16日 ○国際広報誌（JAPAN Environment 
Quarterly）第3号発刊

○第25回「星空の街・あおぞらの街」
全国大会（～17日、福岡県北九州市）

11月18日 ○平成25年度有害廃棄物の不法輸出
入防止に関するアジアネットワー
クワークショップ

　（～22日、バンコク（タイ））

11月19日 ○平成24年度の温室効果ガス排出量
（速報値）公表

11月22日 ○「農林漁業の健全な発展と調和のと
れた再生可能エネルギー電気の発
電の促進に関する法律」公布

11月25日 ○第49回国際熱帯木材理事会（～30日、
リーブルビル（ガボン））

11月26日 ○第8回ESDに関する地域拠点（RCE）
グローバル会議（～29日、ナイロビ

（ケニア））

11月27日 ○中国へトキ7羽返還（トキ供与時の
覚書による）

12月 4日 ○平成25年度地球温暖化防止活動環
境大臣表彰（東京都）　

12月 5日 ○第7回日米渡り鳥等保護条約会合
（東京都）

12月 6日 ○第9回日露渡り鳥等保護条約会合
（東京都）

○「水質汚濁防止法施行令の一部を改
正する政令」公布
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12月 9日 ○生物多様性及び生態系サービスに
関する政府間科学政策プラット
フォーム（IPBES）第2回総会

　（～14日、アンタルヤ（トルコ））
○二国間クレジット制度に係る日・

コスタリカ二国間文書の署名

12月13日 ○ベトナム社会主義共和国天然資源
環境省との環境協力覚書の署名（東
京都）

12月14日 ○福島県並びに双葉町、大熊町、富
岡町及び楢葉町に中間貯蔵施設等
の受入を要請

12月17日 ○神通川流域カドミウム問題の全面
解決に関する調印式（富山県富山
市）

12月18日 ○核燃料施設等に係る新規制基準の
施行

12月19日 ○「石綿による健康被害の救済に関す
る法律第三十七条第一項の一般拠
出金率の一部を改正する告示」公布

○「水質汚濁防止法施行規則の一部を
改正する省令」公布

12月20日 ○「環境基本計画の進捗状況の点検結
果に関する中央環境審議会の報告
について」閣議報告

12月24日 ○中央環境審議会「特定外来生物被害
防止基本方針の変更について」答申

○中央環境審議会「慶良間諸島国立公
園の指定及び公園計画の決定につ
いて」答申

12月25日 ○「PM2.5に関する総合的な取組（政策
パッケージ）」公表

○第2回 東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う住民の健康管理のあ
り方に関する専門家会議（東京都）

12月26日 ○産業廃棄物の不法投棄等の状況（平
成24年度）の公表

○対策地域内廃棄物処理計画の改定
及び公表

○「特別地域内除染実施計画の見直し
について」公表

12月27日 ○国連気候変動枠組条約事務局に第1
回日本国隔年報告書及び第6回日本
国国別報告書の提出　

区分 月日 事　　項
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成
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年
1
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～
3
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1月11日 ○石原大臣のパラオ要人との会談及
びパラオ国会での演説（～15日、コ
ロール及びマルキョク（パラオ））　

1月13日 ○二国間クレジット制度に係る日・
パラオ二国間文書の署名

1月20日 ○「特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律施行規則の一部を改
正する省令」公布

○「特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関して必要な事項を定める告示
の一部を改正する告示」公布

1月21日 ○アジア水環境パートナーシップ
（WEPA）第9回年次会合・シンポジ
ウム（～23日、神奈川県葉山町及び
東京都）

○「特定動物の飼養又は保管の方法の
細目の一部を改正する件」公布

○国際広報誌（JAPAN Environment 
Quarterly）第4号発刊

1月31日 ○中央環境審議会「鳥獣の保護及び狩
猟の適正化につき講ずべき措置に
ついて」答申

○第4回化学物質と環境に関する政策
対話（東京都）

○エコチル調査3周年記念シンポジウ
ム（東京都）

2月 4日 ○「環境物品等の調達の推進に関する
基本方針」（グリーン購入法基本方
針）変更閣議決定

○「国及び独立行政法人等における温
室効果ガス等の排出の削減に配慮
した契約の推進に関する基本方針」

（環境配慮契約法基本方針）変更閣
議決定

2月12日 ○福島県知事から国に対して、中間
貯蔵施設を双葉町及び大熊町に集
約すること等の申入れ

2月21日 ○「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律施行令の一
部を改正する政令」公布

2月24日 ○名古屋議定書第3回政府間委員会
（～28日、ピョンチャン（韓国））

2月25日 ○アジア太平洋3R推進フォーラム第5
回会合（～27日、スラバヤ（インド
ネシア））

○「放射線を発散させて人の生命等に
危険を生じさせる行為等の処罰に
関する法律の一部を改正する法律
案」閣議決定

2月26日 ○第9回エコツーリズム大賞表彰式
（東京都）

○第3回 東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う住民の健康管理のあ
り方に関する専門家会議（東京都）
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2月27日 ○第1回日本・インドネシア共和国環
境政策対話（スラバヤ（インドネシ
ア））

3月 1日 ○「独立行政法人原子力安全基盤機構
の解散に関する法律」施行

○独立行政法人原子力安全基盤機構
の業務が原子力規制委員会へ移管

3月 3日 ○シンガポール共和国国家環境庁と
の環境協力に関する同意書の署名

（シンガポール）
○第1回日本・シンガポール環境政策

対話（シンガポール）

3月 4日 ○「L²-Tech・JAPANイニシアティブ」
公表

3月 5日 ○国際広報誌（JAPAN Environment 
Quarterly）第5号発刊

○慶良間諸島国立公園の指定及び公
園計画の決定

○伊勢志摩国立公園の公園計画の変
更

3月 7日 ○「公害健康被害の補償等に関する法
律に基づく水俣病の認定における
総合的検討について（通知）」発出

3月10日 ○強化された行動のためのダーバン・
プラットフォーム特別作業部会第2
回会合第4セッション（ADP2-4）

　（14日、ボン（ドイツ））

3月11日 ○「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律の一部を改正する法律案」
閣議決定

3月12日 ○災害廃棄物処理　成果報告シンポ
ジウム　～広域処理の果たした役
割と成果～

3月17日 ○第17回環境コミュニケーション大
賞　表彰式（東京都）

○中央環境審議会大気・騒音振動部
会「水銀に関する水俣条約を踏まえ
た今後の水銀の大気排出対策につ
いて（付議）」

3月18日 ○「特定外来生物被害防止基本方針の
変更について」閣議決定

3月19日 ○大山隠岐国立公園（大山蒜山地域）
の公園区域及び公園計画の変更
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○「化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律施行令の一部を改正
する政令」公布

3月20日 ○エコチル調査参加者数が目標の10
万人に到達

3月25日 ○気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第38回総会及び第2作業部会
第10回会合（～30日、神奈川県横浜
市）において、IPCC第5次評価報告
書第2作業部会報告書の政策決定者
向け要約（SPM）の承認・公表、第2
作業部会報告書本体の受諾

3月26日 ○気候変動キャンペーン「Fun to 
Share」キックオフ・イベント

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令の一部を改正する政令」公
布

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則の一部を改正する省令」
公布

○「東日本大震災により特に必要と
なった一般廃棄物の処理を行う場
合に係る廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行規則第十二条の七
の十六に規定する環境省令で定め
る一般廃棄物の特例に関する省令
の一部を改正する省令」公布

○第4回 東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う住民の健康管理のあ
り方に関する専門家会議（東京都）

○平成25年度こどもホタレンジャー
表彰式・活動報告会（東京都）

3月27日 ○福島県知事からの中間貯蔵施設に
係る申入れに対し、国から施設を2
町に集約すること等の回答

○中央環境審議会「日本における気候
変動による将来影響の報告と課題
について（中間報告）」　

3月28日 ○「災害廃棄物対策指針」策定

3月31日 ○楢葉町、川内村及び大熊町におけ
る特別地域内除染実施計画に基づ
く除染の終了

○山陰海岸国立公園の公園区域及び
公園計画の変更
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