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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）

H28.7.25 H29.2.13

[諮問第441号] [中環審第963号]

H29.2.14

[中環審第964号]

H29.2.14

[中環審第965号]

H29.1.4 H29.3.27

[諮問第456号] [中環審第968号]

H29.1.25 H29.5.22

[諮問第457号] [中環審第970号]

H29.5.30

[中環審第971号]

H8.5.21 H29.5.31

[諮問第31号] [中環審第972号]

H27.12.18 H29.5.31

[諮問第427号] [中環審第973号]

H29.1.4

[諮問第456号] H29.6.15

H29.2.27 [中環審第975号]

[諮問第458号]

H29.6.8 H29.8.1

[諮問第461号] ［中環審978号］

H29.6.9 H29.6.13

［諮問第462号］ ［中環審979号］

H29.8.17 H29.8.23

［諮問第464号］ ［中環審第986号］

H29.8.17 H29.8.23

[諮問第465号] [中環審第987号]

H29.8.17 H29.8.23

[諮問第466号] [中環審第988号]

H29.8.21 H29.8.23

[諮問第481号] [中環審第989号]

有（０）

有（０）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について -

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第
十三次答申）

有（14）

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（第二次答申）

有（2）

＜平成29年２月８日～平成30年５月15日の事案＞

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方の見直
しの方向性（意見）

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（10）

有（49）

箱根地域生態系維持回復事業計画の策定について

国立公園及び国定公園の公園計画の変更について

阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更につい
て

有（１）

国内希少野生動植物種の追加及び削除について

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） 

今後の化学物質対策の在り方について 有（67）

対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めること
について

有（46）

第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第
３回点検結果について（報告）

－

廃棄物処理制度の見直しの方向性（意見） 有（457）

有（0）

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）

－

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）
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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）

H29.8.21 H29.8.23

［諮問第482号］ ［中環審第990号］

H29.8.21 H29.8.23

［諮問第480号］ [中環審第991号]

H26.3.17 H29.9.25

［諮問第374号］ [中環審第994号]

H29.10.2

[中環審第995号]

H29.6.8 H29.10.5

［諮問第461号］ ［中環審第996号］

H29.9.19 H29.10.5

［諮問第468号］ ［中環審第997号］

H29.1.4

［諮問第456号］

H29.2.27 H29.10.16

［諮問第458号］ ［中環審第998号］

H29.5.9

［諮問第460号］

H29.1.4

［諮問第456号］ H29.10.16

H29.6.27 ［中環審第999号］

［諮問第463号］

H29.10.23 H29.10.25

［諮問第471号］ ［中環審第1005号］

H16.8.27 H29.10.31

［諮問第123号］ ［中環審第1006号］

H29.1.4

［諮問第456号］

H29.6.27 H29.11.28

［諮問第463号］ ［中環審第1007号］

H29.9.1

［諮問第467号］

H29.12.1 H29.12.20

[諮問第474号] [中環審第1009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（6）

有（0）

有（71）

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（38）

ツシマウラボシシジミ保護増殖事業計画の策定につい
て

-

国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定
等について

-

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（5）

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）

－

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名PFOS）又は
その塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準
に従わなければならない使用されている製品及び使用されて
いる場合に輸入することができない製品の改正について

－

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（第三次答申）

有（17）

新たな循環型社会形成推進基本計画の策定のための
具体的な指針について（意見）

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

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９次答申）

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

有（1）

－
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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）

H30.1.18 H30.1.18

[諮問第476号] [中環審第1012号]

H29.6.27

［諮問第463号］

H29.9.1 H30.2.16

［諮問第467号］ [中環審第1015号]

H29.10.23

［諮問第473号］

H13.9.25 H30.2.22

［諮問第17号］ [中環審第1016号]

H30.2.15 H30.2.22

［諮問第477号］ [中環審第1017号]

H30.2.15 H30.2.22

［諮問第478号］ [中環審第1018号]

H30.3.5 H30.3.8

［諮問第483号］ [中環審第1022号]

H29.10.23 H30.3.14

［諮問第472号］ [中環審第1023号]

H27.12.3 H30.4.3

［諮問第419号］ [中環審第1024号]

H29.2.28 H30.4.9

［諮問第459号］ [中環審第1025号]
環境基本計画について 有（42件）

大岡アベサンショウウオ生息地保護区及び同管理地区
の指定及び解除について

有（1）

今後の土壌汚染対策の在り方について（第二次報告） -

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（1）

国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 有（13）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について -

希少野生動植物種保存基本方針改正案について 有（33）

国内希少野生動植物種の追加等について 有（13）

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（7）
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Ⅱ．各部会の審議状況 
＜平成 29 年２月８日～平成 30 年５月 15 日の事案＞ 

 

総合政策部会 
 
 

 
１．諮問   
 
  平成２９年２月２８日  諮問第４５９号 
   環境基本計画について 
 
２．審議状況 
 
（１）部会   

第８８回（平成２９年２月２８日） 
・第四次環境基本計画の見直しについて 
 

第８９回（平成２９年４月２７日） 
・第四次環境基本計画の見直しについて 
○第五次環境基本計画の策定について 
○持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について 
○重点分野の設定について 

 
第９０回（平成２９年６月２９日） 
・循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（報告） 
・第四次環境基本計画の見直しについて（協議） 
○第五次環境基本計画 中間取りまとめについて 

 
第９１回（平成２９年８月３日） 

   ・第四次環境基本計画の見直しについて（協議） 

    ○第五次環境基本計画 中間とりまとめについて 

 
第９２回（平成２９年１２月１１日） 

・第四次環境基本計画の見直しについて 

 ○第五次環境基本計画中間取りまとめに対する意見募集及び中央環境審議

会総合政策部会と各種団体との意見交換会等の結果について 

 ○第五次環境基本計画の方向性・構成について 

 

  第９３回（平成３０年１月１９日） 

   ・第四次環境基本計画の見直しについて 

    ○第五次環境基本計画（素案）について 
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  第９４回（平成３０年２月９日） 

   ・第四次環境基本計画の見直しについて 

    ○第五次環境基本計画（案）について 
 
  第９５回（平成３０年４月９日） 
   ・第五次環境基本計画（答申案）について 
   ・中央環境審議会による第五次環境基本計画の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  なし 
 
（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  なし 
 
３．答申等 
 
  平成３０年４月９日 中環審第１０２５号 

環境基本計画について    
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循環型社会部会 
 
  

 
１．諮問 なし 

       
 

２．審議状況 
 
（１）部会  
   

第１９回（平成２９年５月１７日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果について 

   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ ヒアリング） 

      ・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ ディスカッション） 

 
第２０回（平成２９年６月１日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ヒアリング） 

   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ディスカッション）  

 

第２１回（平成２９年６月２２日） 
・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ヒアリング） 
・第三次循環型社会形成推進基本計画の見直しについて（ディスカッション） 
 

第２２回（平成２９年８月２日） 
・次期循環基本計画策定のための具体的指針（案）について 
 

第２３回（平成２９年９月１３日） 
・次期循環基本計画策定のための具体的指針（案）について 
・水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策に関する最近の動向について 

 
第２４回（平成２９年１２月１日） 
・次期循環基本計画（案）の中期的な方向性等について 

 
  第２５回（平成３０年２月１５日） 

・次期循環基本計画について 
・次期廃棄物処理施設整備計画について 

 
  第２６回（平成３０年４月２０日） 

・次期循環基本計画について 
・次期廃棄物処理施設整備計画について 

 
（２）廃棄物処理基準等専門委員会 なし 
 
（３）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会  なし 



7 
 

 
（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 45回（平成 29年 9月 19日） 
１．自動車リサイクル制度に関する取組状況について 
２．再生資源利用等の進んだ自動車へのインセンティブ（リサイクル料金割引）
制度（仮称）について 

３．平成２８年度の自動車リサイクル法の施行状況等について. 
 
 

 
（５）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 36回（平成 29年 12月 4日） 
１．家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について（報告事項）. 
２．平成２６年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプ
ランの取組状況について. 

３．平成２６年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプ
ラン以外の取組状況について. 

４．家電リサイクルに関係するその他の動きについて. 
 

   
（６）食品リサイクル専門委員会  なし 

（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） 
 

 
（７）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３回（平成 29年 12月 22日） 
１．小型家電リサイクル制度の施行状況について. 
２．小型家電リサイクル制度推進に向けた取組について. 

 
 
（８）浄化槽専門委員会  なし 
 
（９）水銀廃棄物適正処理検討専門委員会  なし 
   
（１０）廃棄物処理制度専門委員会  
  第９回（平成２９年１１月２日） 
   ・廃棄物処理法政省令事項素案について 
   ・その他 
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（１１）特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会 
（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有害廃棄
物等越境移動ＷＧと合同開催） 

第５回（平成２９年８月３日） 

・バーゼル法改正について 

・政省令改正の方向性について 

・今後の進め方について 

・その他 

 

第６回（平成３０年１月９日） 

・特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討

会のとりまとめ 

・今後のスケジュールについて 

・その他 
 
３．答申等   
 平成２９年２月１４日 中環審第９６４号 
  廃棄物処理制度の見直しの方向性（意見） 
 
 平成２９年２月１４日 中環審第９６５号 
  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方の見直しの方向性（意見） 
 
 平成２９年５月３０日 中環審第９７１号 

第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果について（報
告） 

 
 平成２９年１０月２日 中環審第９９５号 

新たな循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針について（意
見） 
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環境保健部会 
 
 

 

１．諮問 
平成２９年６月８日 諮問第４６１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２９年９月１９日 諮問第４６８号 

   ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名PFOS）又はその塩に関 

する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない 

使用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製 

品の改正について 

 
  平成２９年１２月１日 諮問第４７４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３８回（平成２９年６月１６日） 
   ・報告事項 環境保健行政の現状について 
 
  第３９回（平成２９年１２月２０日） 
   ・公害健康被害の補償等に関する法律における平成 30 年度以降の自動車に 

係る費用負担方式について 
・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 
・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１７２回（平成２９年３月２４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１７３回（平成２９年４月２１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１７４回（平成２９年５月２６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１７５回（平成２９年６月２３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 
・試験法の改正等について 

 
  第１７６回（平成２９年７月２８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】※ 

・新規化学物質の審議について 
 

第１７７回（平成２９年９月２２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デカブロモジフェニル
エーテル、短鎖塩素化パラフィン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 

・ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）又はその塩のエッセンシャル
ユースの指定取消し等について 
【第二部】※※※ 

・一般化学物質及び優先評価化学物質の評価に係る用途分類の見直し及び排
出係数の見直し方針について 
・改正後化審法における少量及び低生産量新規化学物質申出に係る排出量推
計の考え方について 

【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 
・改正後化審法における特定新規化学物質（特定一般化学物質）の判定方法
について 

 
第１７８回（平成２９年１０月２７日）※ 

・新規化学物質の審議について 
・改正後化審法における特定新規化学物質（特定一般化学物質）の判定方法
について 

 
第１７９回（平成２９年１１月２４日）※ 

【第一部】※※ 
・１－デカナールの分解性の判定について 
・一般化学物質のスクリーニング評価による優先評価化学物質の判定につい
て 

・優先評価化学物質の指定根拠外項目のスクリーニング評価による優先評価
化学物質の判定について 

・スクリーニング評価における既存の知見の収集範囲の一部拡大について 
・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価ＩＩにおける評価等について 
 
【第二部】※ 
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・新規化学物質の審議について 
 

第１８０回（平成２９年１２月２２日） 
【第一部】※※ 
・オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサ
ン及びドデカメチルシクロヘキサ シロキサンの審議について 

【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１８１回（平成３０年１月１９日）※ 

【第一部】※※ 

・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等につい 
 て 
・一般化学物質優先判定について 
・中鎖塩素化パラフィンに副生している短鎖塩素化パラフィンの取扱い
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１８２回（平成３０年３月２３日）※ 
【第一部】※※ 
・優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱにおける評価等につい
て 

【第二部】※※※ 

・化審法における優先評価化学物質のリスク評価及び一般化学物質のス
クリーニング評価に係る排出係数について 

・改正後化審法における少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質申
出に係る排出係数について 

・改正後化審法における少量新規制度及び低生産量新規制度の数量確認
に係る判断基準について 

【第三部】※ 
・新規化学物質の審議について 
・分解性判定の合理化について 
・少量新規化学物質の確認結果の報告について 
 

第１８３回（平成３０年４月２０日）※ 

・新規化学物質の審議について 
・分解性判定の合理化について 

 
※  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 

※※※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、化学物質審議会安全対策部会との合同開催 
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（化学物質審査小委員会の結果 平成２９年３月２４日～平成３０年４月２０日） 
 第１７２回～第１８３回の新規化学物質の延べ審議対象物質数は３３９、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、
特定新規化学物質：１いずれにも該当せず：２１７、低生産量新規化学物質：１２
１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６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２３回（平成２９年１２月２６日） 

・化学物質環境実態調査（平成２８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１６次とりまとめ等）について 
・その他 

 
（４）石綿健康被害判定小委員会 

第１５１回～第１６４回（平成２９年３月２３日～平成３０年４月１６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４８回（平成２９年２月１７日から平成３０年５月１１日まで）開催 

 
３．答申等 

平成２９年８月１日 中環審第９７８号 
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の付属書改正に係る化学

物質の審査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） 
 

平成２９年１０月５日 中環審第９９６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２９年１０月５日 中環審第９９７号 
ペルフルオロ（オクタンー１－スルホン酸）（別名 PFOS）又はその塩に関

する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使
用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の
改正について（答申） 
 
 

   平成２９年１２月２０日 中環審第１００９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 
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地球環境部会 
   
 

 
 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 

（１） 部会 

  第１３５回（平成２９年２月１０日） 

・最近の地球温暖化対策等の状況について（報告）. 

・長期低炭素ビジョン取りまとめ（案）（報告）. 

・気候変動影響評価等小委員会の検討状況について（報告）. 

・その他. 

 

  第１３６回（平成２９年５月２９日） 

・2014 年度及び 2015 年度の対策・施策の進捗状況について. 

・その他. 

 

  第１３７回（平成３０年１月１０日） 

    ・低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会の調査事項の追加について 

・気候変動の影響への適応の最近の動向と今後の課題について 

・長期低排出発展戦略の策定に向けた取組について（報告） 

・フロン類等対策小委員会における検討状況について（報告） 

・最近の地球温暖化対策等の状況について（報告） 

・第五次環境基本計画の検討状況について（報告） 

・その他. 

 

 第１３８回（平成３０年２月２８日） 

・地球温暖化対策計画の進捗状況について（経済産業省、環境省関連施策） 

・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 なし 

（旧自主行動計画フォローアップ専門委員会） 

 

（３）フロン類等対策小委員会   

第６回（平成２９年３月２４日） 

・フロン類対策の今後の在り方について 

・その他 
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第７回（平成２９年６月２９日） 

・フロン類対策の今後の在り方について 

・その他 

 
（産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ＷＧと 
合同開催） 

第５回（平成２９年４月１１日） 

・モントリオール議定書改正を踏まえた新たな代替フロン規制の基本的事項

等について 

・その他 

 

第６回（平成２９年９月１２日） 

・モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後の HFC規制のあり方につ

いて 

・フロン類対策のフォローアップについて 

・その他 

 

（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  なし 

 

（８）気候変動影響評価等小委員会 

第１０回（平成２８年１０月７日） 

・気候変動影響評価等小委員会の設置について 

・気候変動の影響への適応に関する最近の動きについて 

・気候変動影響評価等小委員会の当面の進め方について 

 

第１６回（平成２９年３月７日） 

・気候変動影響評価等小委員会の中間取りまとめについて 

・その他 
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第１７回（平成２９年１０月２５日） 

・有識者からのヒアリング 

・その他 

 

第１８回（平成３０年３月２０日） 

・気候変動適応の法制化の検討状況について 

・気候変動影響評価等小委員会中間取りまとめ（平成２９年３月）を踏まえ

た取組について 

・その他 

 

（９）長期低炭素ビジョン小委員会 

  第１３回（平成２９年３月１日） 

   ・長期低炭素ビジョン取りまとめ（案） 

   ・その他 

 

  第１４回（平成２９年３月１６日） 

   ・有識者からのヒアリングについて 

   ・その他 

 

  第１５回（平成２９年６月１２日） 

   ・諸外国の長期戦略の概要 

・今後の検討について 

・その他 

 

  第１６回（平成２９年８月２日）～第１９回（平成２９年１０月２５日） 

   ・有識者からのヒアリングについて 

   ・その他 

 

  第２０回（平成２９年１２月１９日） 

   ・各国の長期戦略における大幅削減に向けた示唆について 

・「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」の検討状況について 

・その他 

 

  第２１回（平成３０年２月２０日） 

・2050 年に向けた機会・課題と道筋について 

・その他 
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  第２２回（平成３０年３月１６日） 

   ・長期大幅削減に向けた基本的考え方 

・気候変動緩和策に関する国際協力のあり方検討会 

・カーボンプライシングのあり方に関する検討会 

・その他 

 
３．答申等 
  なし 
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大気・騒音振動部会 
 
   

 
１．諮問 なし 
 
２．審議状況 
（１）部会 

第１２回（平成２９年５月３１日） 
・今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について. 
・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. 
・有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について. 
・改正大気汚染防止法の施行後５年経過における検証について.（報告事項） 
・自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基
本方針の中間レビュー.（報告事項） 

・風力発電施設から発生する騒音への対応について.（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（平成２９年５月３１日廃止） 
   
（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１０回（平成２８年１２月２７日） 
   ・自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減基本方針の中間目標達成状況、施策の進捗状況

及び今後の取組について 
   ・平成３２年度目標（環境基準確保目標）の評価手法について 
   ・その他 
 
（６）自動車排出ガス専門委員会 なし   
   
 
（７）自動車単体騒音専門委員会 なし 
  
（８）微小粒子状物質等専門委員会 

第８回（平成３０年３月２８日） 
 ・大気環境中のＰＭ2.5の状況について 
 ・ＰＭ2.5対策に関する取組状況について 
 ・大気環境中の光化学オキシダントの状況等について 
 ・その他 

 
（９）大気排出基準等専門委員会 
  第７回（平成２９年３月１７日） 
   ・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 
    （第二次報告書案） 
   ・その他 
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（10）有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会（平成２９年５月３１日設置） 

第１回（平成２９年１２月２１日） 

・有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会の設置について 

・トリクロロエチレンの大気環境基準の検討経緯・再評価の進め方について 

・トリクロロエチレンの有害性について 

・その他 

 

第２回（平成３０年１月３０日） 

・第１回専門委員会における指摘事項について. 

・追加的な文献レビューの結果について. 

・トリクロロエチレンの曝露評価について. 

・トリクロロエチレンの大気環境基準の再評価について. 

・その他. 

 

第３回（平成３０年３月２８日） 

・第２回専門委員会における指摘事項とその対応について 

・トリクロロエチレンの大気環境基準の再評価に係る論点について 

・その他 
 
３．答申等  
  平成２９年５月３１日  中環審第９７３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（第二次

答申） 
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水環境部会 
 
   

 
１． 諮問 
 
 平成２９年１０月２３日 諮問第４７０号 

底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について（諮問） 
 
 
２．審議状況 
 
（１）部会 

第４３回（平成２９年１０月３１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   

・カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて   

・底層溶存酸素量類型指定専門委員会の設置等について   

・報告事項 

 

第４４回（平成３０年２月２０日） 

・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 

・1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて 

・水生生物保全環境基準が設定された項目（ノニルフェノール及び LAS）に

係る排水対策について 

・報告事項 
 
（２）陸域環境基準専門委員会  

第１５回（平成２９年９月４日） 
・渡良瀬貯水池（谷中湖）及び荒川貯水池（彩湖）における概況と将来予測
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
しに係る報告案について 

・今後検討が必要な水域について（報告） 
  
  第１６回（平成２９年１２月２２日） 
   ・渡良瀬貯水池（谷中湖）及び荒川貯水池（彩湖）における概況と将来予測

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
しに係る報告案について 

 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

 第３２回（平成２９年３月３０日） 
  ・有明海に関する水生生物保全に係る水域類型指定について 
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  第３３回（平成２９年９月８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９次報告案）｣

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２３回（平成２９年５月２６日） 

・カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて 
・水生生物保全環境基準が設定された項目（ノニルフェノール及びＬＡＳ）
に係る排水対策について 

第２４回（平成２９年１２月２５日） 
・1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて  
・水生生物保全環境基準が設定された項目（ノニルフェノール等）に係る排
水対策について 

 
（７）生活環境項目環境基準専門委員会 なし 
 
（８）瀬戸内海環境保全小委員会 
  第１０回（平成３０年３月６日） 
   ・瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づく取組状況について 

・きれいで豊かな海の確保に向けた検討について 
・その他 

 
３．答申等   
 
  平成２９年１０月３１日 中環審第１００６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９次答申） 
 
  平成３０年２月２２日  中環審第１０１６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） 
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土壌農薬部会 
 
   

 
 
１．諮問 
 
  平成２９年２月２７日  諮問第４５８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２９年５月９日  諮問第４６０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２９年６月２７日  諮問第４６３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２９年９月１日  諮問第４６７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２９年１０月２３日  諮問第４７３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３０年１月５日  諮問第４７５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３０年２月２１日  諮問第４７９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３０年４月２４日  諮問第４８５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３４回（平成２９年１２月１２日） 
・報告事項 
①最近の土壌環境行政について 
②最近の農薬環境行政について 
③農薬登録制度における生態影響評価の見直しについて 
・その他 

    
（２）農薬小委員会 
  第５６回（平成２９年３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 
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  第５７回（平成２９年５月２２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５８回（平成２９年７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 
   ・農薬登録制度における生態影響評価の見直しについて 

 
  第５９回（平成２９年９月６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６０回（平成２９年１１月１０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６０回（平成２９年１１月１０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６１回（平成３０年１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６２回（平成３０年３月９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６３回（平成３０年５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 
 

（３）土壌環境基準小委員会 なし 
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（４）土壌制度専門委員会 なし 
  
（５）バイオレメディエーション小委員会 なし 
   
（６）土壌制度小委員会 

第９回（平成２９年６月１９日） 
   ・「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」について（報告） 

・今後の検討の進め方について 
・第一段階施行に必要な政省令事項について 
・その他 

 
第１０回（平成２９年９月２９日） 

   ・第二段階施行に必要な政省令事項について 
・その他 

 
第１１回（平成２９年１１月１７日） 

   ・第二段階施行に必要な政省令事項について 
・その他 

 
第１２回（平成３０年２月７日） 

   ・第二段階施行に必要な政省令事項について 
・その他 

 
第１３回（平成３０年３月１４日） 

   ・「今後の土壌汚染対策の在り方について（第二次答申案）」について 
・その他 
 

３．答申等  
 
平成２９年３月２７日  中環審第９６８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２９年６月１５日  中環審第９７５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２９年１０月１６日  中環審第９９８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２９年１０月１６日  中環審第９９９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２９年１１月２８日  中環審第１００７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３０年２月１６日  中環審第１０１５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３０年４月３日  中環審第１０２４号 
今後の土壌汚染対策の在り方について（第二次答申）  
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自然環境部会 
 
 

 
１．諮問 

 
  平成２９年６月９日    諮問第４６２号 
   阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２９年８月１７日   諮問第４６４号 
   箱根地域生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２９年８月１７日   諮問第４６５号 
   国立公園及び国定公園の公園計画の変更について 
 
  平成２９年８月１７日   諮問第４６６号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２９年８月２１日   諮問第４８０号 
   ツシマウラボシシジミ保護増殖事業計画の策定について 
 
  平成２９年８月２１日   諮問第４８１号 
   国内希少野生動植物種の追加及び削除について 
 
  平成２９年８月２１日   諮問第４８２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２９年１０月２３日   諮問第４７１号 
   国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定等について 
 

平成２９年１０月２３日   諮問第４７２号 
   希少野生動植物種保存基本方針について 
 

平成３０年１月１６日  諮問第４７６号 
   国内希少野生動植物種の追加等について 
 
  平成３０年２月１５日   諮問第４７７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３０年２月１５日   諮問第４７８号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 

平成３０年３月５日   諮問第４８３号 
   大岡アベサンショウウオ生息地保護区及び同管理地区の指定及び解除について 
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２．審議状況 
 
（１）部会 
  第３４回（平成２９年６月１３日） 
   ・阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更について（審議） 
   ・自然環境保全に関する最近の動向について（報告） 
   ・その他 
 
（２）自然公園等小委員会   
  第３４回（平成２９年８月２３日） 
   ・富士箱根伊豆国立公園における公園計画の一部変更及び生態系維持回復事

業計画の策定について（審議） 
   ・耶馬日田英彦山国定公園における公園計画の一部変更について（審議） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（審議） 
   ・その他 
 
  第３５回（平成３０年２月２２日） 
   ・富士箱根伊豆国立公園（富士山地域）における公園区域及び公園計画の変

更（第２次点検）について（審議） 
   ・三陸復興国立公園における公園区域及び公園計画の変更（一部変更）につ

いて（審議） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（審議） 
   ・その他 
 
（３）温泉小委員会   

第１５回（平成２９年４月７日） 
・環境省における温泉地活性化策について 
・温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策について 
・温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）の改訂案について 
・国民保養温泉地の新規指定等について 
・その他 

 
  第１６回（平成３０年３月２８日） 

・温泉法の施行状況について 
・「新・湯治推進プラン」実現に向けたロードマップについて 
・その他 

 
（４）野生生物小委員会 

第１５回（平成２９年５月２２日） 
・対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて 
・オオタカの種指定解除に向けた検討状況について 
・その他 

 
第１６回（平成２９年８月２３日） 
・国内希少野生動植物種の追加及び削除について 
・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 

・ツシマウラボシシジミ保護増殖事業計画の策定について 
・その他 
※鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会と合同開催。 
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第１７回（平成２９年１０月２５日） 
・国指定鳥獣保護区の変更及び特別保護地区の指定について 
・希少野生動植物種保存基本方針について 
・その他 

 
第１８回（平成３０年１月１８日） 
・国内希少野生動植物種の追加等について 
・希少野生動植物種保存基本方針について 
・その他 

 
第１９回（平成３０年３月８日） 
・希少野生動植物種保存基本方針について 
・大岡アベサンショウウオ生息地保護区及び同管理地区の指定及び解除に 
 ついて 
・その他 

 
（５）鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 

第１６回（平成２９年８月２３日） 
・国内希少野生動植物種の追加及び削除について 
・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 

・ツシマウラボシシジミ保護増殖事業計画の策定について 
・その他 
※野生生物小委員会と合同開催。 

 
（６）遺伝子組換え生物等専門委員会  なし 
 
３．答申等 

平成２９年５月２２日   中環審第９７０号 
   対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて 
 
  平成２９年６月１３日   中環審第９７８号 
   阿寒国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２９年８月２３日   中環審第９８６号 
   箱根地域生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２９年８月２３日   中環審第９８７号 
   国立公園及び国定公園の公園計画の変更について 
 
  平成２９年８月２３日   中環審第９８８号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２９年８月２３日   中環審第９８９号 
   国内希少野生動植物種の追加及び削除について 
 
  平成２９年８月２３日   中環審第９９０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 
 



27 
 

平成２９年８月２３日   中環審第９９１号 
ツシマウラボシシジミ保護増殖事業計画の策定について 

 
平成２９年１０月２５日  中環審第１００５号 
国指定鳥獣保護区の変更及び同特別保護地区の指定等について 

 
平成３０年１月１８日   中環審第１０１２号 
国内希少野生動植物種の追加等について 

 
  平成３０年２月２２日   中環審第１０１７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３０年２月２２日   中環審第１０１８号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 

平成３０年３月８日    中環審第１０２２号 
大岡アベサンショウウオ生息地保護区及び同管理地区の指定及び解除に 
ついて 

 
平成３０年３月１４日   中環審第１０２３号 
希少野生動植物種保存基本方針改正案について 
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動物愛護部会 

 
１．諮問   
 

平成３０年３月８日   諮問第４８４号 
    愛玩動物用飼料の規格の改正について 
 
２．審議状況 
 
（１）部会   

第４４回（平成２９年３月８日） 
・動物愛護管理行政の最近の動向について 
・動物愛護管理行政の課題について 
・その他 
 

第４５回（平成３０年８月２９日） 
・動物愛護管理基本指針の点検等について 
・動物愛護管理行政の課題について 
・その他 

   
第４６回（平成３０年１月２５日） 
・動物愛護管理法の施行状況について. 
・動物愛護管理行政の主な課題について 
・その他 

 
第４７回（平成３０年３月２６日） 
・愛玩動物用飼料の規格の改正について（諮問） 
・動物愛護管理法の施行状況について 
・動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について 
・その他 

 
（２）ペットフード小委員会  なし 
   
３．答申等  なし 

 


