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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） 平成25年１月６日～平成26年３月31日

諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリック
コメント

有無（数）

H24.4.20 H25.2.20

[諮問第３２７号] [中環審第７０４号]

H24.12.21

H24.10.19 [中環審第６９８号]

[諮問第３３６号] H25.8.9

[中環審第７２９号]

H24.11.6 H25.5.29

[諮問第３３７号] [中環審第７２０号]

H24.11.29 H25.3.26

[諮問第３３９号] [中環審第７１３号]

H24.11.29 H26.1.31

[諮問第３４０号] [中環審第７５８号]

H24.12.13

[諮問第３４１号] H25.5.16

H25.3.5 [中環審第７１９号]

[諮問第３４６号]

H24.12.13

[諮問第３４１号] H25.8.2

H25.3.5 [中環審第７２８号]

[諮問第３４６号]

H25.3.5

[諮問第３４６号] H25.9.19

H25.7.3 [中環審第７３５号]

[諮問第３５６号]

H25.3.25 H25.3.26

[諮問第３４７号] [中環審第７１０号]

H25.3.25 H25.3.26

[諮問第３４８号] [中環審第７１１号]

H25.3.25 H25.3.26

[諮問第３４９号] [中環審第７１２号]

石綿の飛散防止対策の更なる強化について 有（236）

循環型社会形成推進基本計画について 有(111)

国立公園事業の決定及び変更について －

絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措
置について

有（14）

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 有（1386）

三陸復興国立公園の指定（陸中海岸国立公園の公園区域及
び公園計画の変更）について

富士箱根伊豆国立公園の公園計画の変更について

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

－

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（平
成24年法律第79号）に基づく基準等の設定について

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

有（7）

有（1746）
有（547）

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）

－
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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）

H25.4.8

[諮問第３５０号]

H25.4.30 H25.5.15

[諮問第３５１号] [中環審第７１８号]

H25.4.30 H25.5.15

[諮問第３５２号] [中環審第７１７号]

H25.7.5

H25.6.17 [中環審第７２５号]

[諮問第３５３号] H25.10.8

[中環審第７３７号]

H25.6.28 H25.7.17

[諮問第３５４号] [中環審第７２７号]

H25.7.3 H25.7.17

[諮問第３５５号] [中環審第７２６号]

H25.8.23 H25.12.24

[諮問第３５７号] [中環審第７４８号]

H25.8.30

[諮問第３５８号]

H25.8.30

[諮問第３５９号]

H25.9.6 H25.11.12

[諮問第３６０号] [中環審第７４１号]

H25.9.6 H26.2.26

[諮問第３６１号] [中環審第７５９号]

H25.10.7 H26.3.3

[諮問第３６２号] [中環審第７６０号]

H25.10.11 H25.10.30

[諮問第３６３号] [中環審第７４０号]

有（831）

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

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

国立公園事業の決定及び変更について 無

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）

有（1）

特定外来生物被害防止基本方針の変更について

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について 有（7）

農薬取締法第２条第１項の規定により農林水産大臣及び環境
大臣が指定する農薬について

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等について

有（１）

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

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

-

瀬戸内海環境保全基金計画の変更について -

国際希少野生動植物種の追加等について 有（２）

狩猟鳥獣の指定の解除及び対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止
の解除について

有（6）

―

―

―
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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）

H25.9.6

[諮問第３６０号] H26.3.7

H25.10.23 [中環審第７６２号]

[諮問第３６４号]

H25.11.22

[諮問第３６５号]

H25.11.29 H25.12.20

[諮問第３６６号] [中環審第７４７号]

H25.12.19 H25.12.24

[諮問第３６７号] [中環審第７４９号]

H25.12.19 H25.12.24

[諮問第３６８号] [中環審第７５０号]

H25.12.25

[諮問第３６９号]

H26.1.23 H26.1.27

[諮問第３７０号] [中環審第７５５号]

H26.1.23 H26.1.27

[諮問第３７１号] [中環審第７５６号]

H26.1.23 H26.1.27

[諮問第３７２号] [中環審第７５７号]

H25.12.25

[諮問第３６９号]

H26.3.6

[諮問第３７３号]

H26.3.17

[諮問第３７４号]

H25.3.22

[中環審第７０６号]

H25.12.12

[中環審第７４４号]

沖縄海岸国定公園の公園区域および公園計画の変更につい
て

-

愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について 有

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

-

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 有（20）

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）

第四次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について（報
告）

有（６）

― 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 -

今後のフロン類等対策のあり方について（意見具申） 有（１０３）

尾瀬生態系維持回復事業計画の策定について -

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

－―

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）

国立公園の公園区域および公園計画の変更について 有（2）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について -

―

―
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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６９回（平成２５年４月１０日） 
・中央環境審議会総合政策部会の小委員会及び専門委員会の設置について 
・第四次環境基本計画について 
○第四次環境基本計画の点検体制及び点検の進め方について 

 
第７０回（平成２５年７月１１日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について 
○国際情勢に的確に対応した戦略的取組の推進 
○東日本大震災からの復旧・復興に際しての環境面から配慮すべき事項 

 
第７１回（平成２５年７月２９日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況の第１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 
○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 

 
第７２回（平成２５年１０月３日） 
・第四次環境基本計画の進捗状況・今後の課題について 
○総合政策部会における点検結果 
○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 
○その他（各府省における環境配慮の方針に係る取組等） 

 
第７３回（平成２５年１２月５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２回点検の進め方について 
 

（２）公害防止計画小委員会  なし 
 

（３）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会  なし 
 
（４）環境基本計画点検小委員会  廃止 
  
（５）環境情報専門委員会  なし 

 
（６）環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会 平成 25年 4月 10 日廃止 
 
（７）環境影響評価制度専門委員会  平成 25 年 4月 10日廃止 
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（８）環境と金融に関する専門委員会  平成 25年 4 月 10 日廃止 
 
（９）環境影響評価制度小委員会 

第１回（平成２５年１０月１６日） 
・環境影響評価制度小委員会の設置について 
・改正環境影響評価法の全面施行に係るこれまでの動き（報告） 
・東日本大震災からの復旧・復興への対応（報告） 
・環境影響評価法における放射性物質適用除外の削除等（報告） 
 

３．答申等   
平成２５年１２月１２日 中環審第７４４号 
第四次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について（報告） 

 
 
循環型社会部会 
 

 
  

  
１．諮問 

 
平成２６年３月１７日 諮問第３７４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 

 
２．審議状況 
 
（１）部会  
   
  第１回（平成２５年３月２９日） 
   ・第三次循環型社会形成推進基本計画について 
   ・今後の廃棄物処理施設整備の在り方について 
   ・その他 
 
  第２回（平成２６年３月３１日） 
   ・第三次循環型社会形成推進基本計画の評価・点検の進め方 
   ・平成２６年度の環境基本計画（「物質循環の確保と循環型社会の構築のた

めの取組」部分）の点検 
   ・水銀廃棄物適正処理検討専門委員会の設置について 
   ・その他 
 
（２）廃棄物処理制度専門委員会  廃止 
 
（３）微量ＰＣＢ混入廃重電機器の処理に関する専門委員会   廃止 
 
（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   

（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１回（平成２５年９月１９日） 

- 5 -



 

・容器包装リサイクル法の施行状況について 
・事業者による容器包装３Ｒに係る取組状況について 

第２回（平成２５年１０月１５日）～第６回（平成２５年１２月１９日） 
・関係者等からのヒアリング 

第７回（平成２６年２月１８日）～第８回（平成２６年３月３日） 
・ヒアリング意見を踏まえた自由討議 

第９回（平成２６年３月２５日） 
・論点整理（案）について 

 
（６）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３１回（平成２５年８月７日） 
・自動車リサイクル法の施行状況等 
・自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する検討状況 

 
（７）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） 

 
（８）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２１回（平成２５年５月２０日） 
・家電リサイクルの施行状況等について 
・家電リサイクル法の評価・検討の進め方について 

第２２回（平成２５年７月４日）～第２４回（平成２５年９月１０日） 
・関係者等からのヒアリング  

第２５回（平成２５年１０月２１日）～第２７回（平成２６年１月２９日） 
・家電リサイクル制度の見直しに係る論点について 

第２８回（平成２６年３月６日） 
・義務外品・廃家電の不法投棄に関する調査の結果について 
・家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理について 
・リサイクル費用の回収方式について 

 
（９）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） 

 
第１回（平成２５年３月２８日） 
・基本方針における「業種別の再生利用等実施率の目標」等について 
・食品リサイクル法の施行状況について 
・合同会合における調査・審議日程案 

第２回（平成２５年４月２６日）～第５回（平成２５年５月２７日） 
・関係者等からのヒアリング 

第６回（平成２５年６月１４日） 
・海外における食品リサイクルの現状等  
・ヒアリングを踏まえたディスカッション 

第７回（平成２５年７月３１日） 

- 6 -



 

・論点整理 
第８回（平成２６年２月１３日） 
・食品廃棄物等の発生抑制の目標値 
・個別の論点討議（全体的事項、食品廃棄物等の発生抑制） 

  第９回（平成２６年３月３１日） 
・個別の論点討議（食品廃棄物等の再生利用・熱回収、食品リサイクル制度
に関する主体間の連携・普及啓発） 

 
（１０）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  なし 
 

（１１）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
に関する小委員会使用済製品中の有用金属の再生利用に関する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と合同開
催） 

 
（１２）浄化槽専門委員会  なし 
 
（１３）水銀廃棄物適正処理検討専門委員会 なし  
 
３．答申等   平成２５年５月２９日 中環審第７２０号  
        循環型社会形成推進基本計画について 
 
 

環境保健部会 
 
 

 
１．諮問 
    

平成２５年 ６月１７日  諮問第３５３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及び同法第 14 条
第２項の規定に基づく判定について（諮問） 

 
平成２５年１１月２９日  諮問第３６６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 

 
平成２６年３月１７日  諮問第３７４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（循環型社会部会
及び大気・騒音振動部会の所掌に係るものを除く。） 

 
２．審議状況 
 
（１）部会 
 
  第２７回（平成２５年６月２８日） 
   ・「中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について」

の一部改正について 
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   ・環境基本計画（化学物質分野）の点検の進め方について 
   ・報告事項 環境保健行政の現状について 
   

第２８回（平成２５年１２月２０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１３０回（平成２５年２月１５日） 
・新規化学物質の審議について 
・ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムのスクリーニング評価に係る評価単位の

見直しについて 
・その他 

 
  第１３１回（平成２５年３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 

 
  第１３２回（平成２５年４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 

 
 第１３３回（平成２５年５月２４日） 

・新規化学物質の審議について 
 

 第１３４回（平成２５年６月２８日） 
【第一部】 
・既存化学物質の審議等について（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条

約（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） 
（審議予定物質：エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカン） 
・鳥類繁殖毒性の今後の評価等について 
・その他 

 
【第二部】 
・新規化学物質の審議について 

 
 第１３５回（平成２５年７月１９日） 

【第一部】 
・優先評価化学物質の審議について 
・その他 

 
【第二部】 
・既存化学物質の審議について 
・その他 
 
【第三部】 
・新規化学物質の審議について 

 
 第１３６回（平成２５年９月２７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１３７回（平成２５年１０月４日） 
・第一種特定化学物質に指定することが適当とされたエンドスルファン及びヘキサ
ブロモシクロドデカンの今後の対策について 

・その他 
 

 第１３８回（平成２５年１０月２５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１３９回（平成２５年１２月１０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１４０回（平成２５年１２月２０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１４１回（平成２６年１月１７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１４２回（平成２６年３月２８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 

  
（化学物質審査小委員会の結果 平成２５年１月６日～平成２６年３月３１日） 
 第１３０回～第１４２回の新規化学物質の延べ審議対象物質数は４３５、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
：２６１、低生産量新規化学物質：１７４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１７件、生態影響の観点か
ら２３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１９回（平成２５年１２月２７日） 
・化学物質環境実態調査（平成２４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１２次とりまとめ）について 

 
（４）化学物質環境対策小委員会 平成２５年６月２８日廃止 
 
（５）化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会 平成２５年６月２８日廃止 
 
（６）石綿健康被害判定小委員会 

（平成２５年１月：石綿健康被害判定部会が環境保健部会へ統合） 
   

第１０２回～第１１５回（平成２５年２月２０日～平成２６年３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） 
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※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２５年１月１１日から平成２６年３月２８日まで）開催。 

 
（７）石綿健康被害救済小委員会 平成２５年６月２８日廃止 
 

第１２回（平成２５年４月１２日） 
・石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方
について 

 
３．答申等 

    
平成２５年４月１２日  石綿健康被害救済小委員会報告書 

石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方
について 

 
平成２５年 ７月 ５日  中環審第７２５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） 

 
平成２５年１０月 ８日  中環審第７３７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２５年１２月２０日  中環審第７４７号 

公害健康被害の補償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） 

 
 

地球環境部会 
   
 

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 

（１）部会 

第１１９回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第４０回）） 

（平成２５年１０月２２日） 

・地球温暖化対策の推進に向けた具体的対策・施策について 

・その他 

 

第１１８回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３９回）） 

（平成２５年１０月１１日） 
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・地球温暖化対策の推進に向けた具体的対策・施策について 

・その他 

 

第１１７回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３８回）） 

（平成２５年１０月１１日） 

・地球温暖化対策の推進に向けた具体的対策・施策について 

・その他 

 

第１１６回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３７回）） 

（平成２５年９月１１日） 

・地球温暖化対策の推進に向けた具体的対策・施策について 

・その他 

 

第１１５回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３６回）） 

（平成２５年７月１９日） 

・地球温暖化対策に関する現状について 

・温暖化国際交渉の現状について 

・上記等を踏まえた今後の地球温暖化対策の目標や計画の策定に向けた議論 

・その他 

 

第１１４回（平成２５年７月２日） 

・気候変動影響評価等小委員会の設置等について 

・第四次環境基本計画の点検について 

 

第１１３回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３５回） ） 

（平成２５年５月２９日） 

・2020年目標についての従前の検討経緯について 

・技術開発について 

・二国間クレジットについて 

・上記等を踏まえた今後の地球温暖化対策の目標や計画の策定に向けた議論 

・その他 

 

第１１２回（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合（第３４回）） 

（平成２５年３月２９日） 

・最近の地球温暖化対策の状況について 

・京都議定書目標達成計画の進捗状況について（経済産業省、環境省関連施

策） 
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※産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会との合同開催  

 
第８回（平成２５年３月７日） 
・「今後のフロン類等対策の方向性について」（案）に対するパブリックコ

メントの結果について  
・「今後のフロン類等対策の方向性について」（案）について  
・その他 

 

（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２５年３月２９日） 

・2012年度経済産業省所管業種における自主行動計画の評価・検証結果及び

今後の課題等について 

・2013年度以降の産業界の自主的取組（低炭素社会実行計画）に関する策定

状況及び今後の課題等 

・2011年度試行排出量取引スキーム目標設定参加者実績等について 

 

（４）フロン類等対策小委員会 

  ※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Ｗ

Ｇとの合同開催 

   

第１回（平成２５年８月１日） 

・法改正の概要及び今後の政省令事項の検討等について 

・再生業に係る許可基準等について 

・その他 

 

第２回（平成２６年１月１７日） 

・指針の骨子について 

・管理者・充填回収業・情報処理センターの取組の方向性について 

・その他 

 

（５）２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会 

 

なし 

 

（６）低炭素建築物に関する専門委員会 

   

※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
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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 

 

第５回（平成２５年７月１２日） 

Ⅰ 審議事項 

・省エネルギー基準及び低炭素建築物認定基準について  

Ⅱ 報告事項 

[1]住宅の一次エネルギー消費量の表示のあり方について 

[2]非住宅建築物の省エネルギー性能に係る評価・表示のあり方（案）につ

いて 

[3]省エネルギー基準改正に伴う住宅性能表示基準等の見直しについて 

 

（７） 国内排出量取引制度小委員会  なし 
 
３．答申等   
 

意見具申 
平成２５年３月２２日   
「今後のフロン類等対策の方向性について」 

 
 

大気・騒音振動部会 
 
   

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１） 部会 

 
第１回（平成２５年７月１２日） 
・中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会及び小委員会の設置等に

ついて 
・環境基本計画の点検について 

 
  第２回（平成２５年９月９日） 
   ・環境基本計画の点検について（大気環境保全に関する取組） 
 

第３回（平成２５年９月３０日） 
・環境基本計画の点検について（大気環境保全に関する取組） 
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第４回（平成２５年１２月２７日） 
・大気・騒音振動部会に新たに設置する専門委員会について 
・石綿飛散防止専門委員会の報告について（建築物の解体等現場における大

気中の石綿測定方法及び評価方法について）  
・放射性物質の常時監視に関する検討会報告書について 
 

（２）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会 
 

第１４回（平成２５年６月２５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について 
   ・その他 
 
（３）健康リスク総合専門委員会 
   

第１４回（平成２５年１２月１３日） 
   ・第１３回専門委員会の指摘事項について 
   ・「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定に

ついて 
   ・マンガン及びその化合物に係る健康リスク評価について 
   ・その他 
 

第１５回（平成２６年３月３日） 
   ・パブリックコメントの実施結果について 
   ・健康リスク総合専門委員会報告案について 
   ・その他 
 
（４）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会  廃止 
 
（５）石綿飛散防止専門委員会 

 
第９回（平成２５年７月１２日） 
・大気汚染防止法の改正について 
・石綿飛散防止対策の強化に向けた検討事項について 
・石綿飛散防止専門委員会の今後の進め方について 
・その他 

 
第１０回（平成２５年１０月２３日） 
・建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について 
・その他 
 

（６）自動車排出ガス総合対策小委員会 なし 
 
（７）自動車排出ガス専門委員会   

 
第５２回（平成２５年３月１４日） 

   ・第 12 次報告の検討事項等について 
   ・ＷＬＴＣ検討状況 
   ・排出ガス後処理装置検討会中間報告について 
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（８）自動車単体騒音専門委員会 
第１４回（平成２５年５月９日） 

   ・四輪車加速走行騒音規制のシミュレーション効果予測について 
   ・欧州内での四輪車加速走行騒音規制審議状況について 
   ・四輪車の加速走行騒音試験法の追加騒音規定（ASEP）について 
 
（９）微小粒子状物質等専門委員会 
 

第１回（平成２６年３月１２日） 
   ・微小粒子状物質等専門委員会の設置について 

・大気環境保全に関するこれまでの取組について 
 
３．答申等  
   

平成２５年２月２０日  中環審第７０４号 
石綿の飛散防止対策の更なる強化について（中間答申） 

 
 

水環境部会 
 
   

 
１．諮問   

 
平成２５年４月８日  諮問第３５０号 
瀬戸内海環境保全基本計画の変更について 
 
平成２５年８月３０日  諮問第３５８号 
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 
 
平成２５年８月３０日  諮問第３５９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 
 

２．審議状況 
 
（１）部会 
 
  第３１回（平成２５年４月１０日） 

・企画専門委員会の廃止について  

・中央環境審議会水環境部会の小委員会の設置について  

・瀬戸内海環境保全基本計画の変更について（諮問） 

・その他報告事項  

 
  第３２回（平成２５年５月３０日） 

・環境基本計画の点検について 

・その他報告事項 
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  第３３回（平成２５年７月３０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３４回（平成２５年９月５日） 

・第四次環境基本計画の進捗状況の第１回点検について（水環境保全に関する取組） 

・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（諮問） 

・中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置について 

・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の 

許容限度等の見直しについて（諮問） 

・その他報告事項 
 
（２）陸域環境基準専門委員会 なし 
 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

 
第２７回（平成２５年１２月１１日） 
・播磨灘北西部、備讃瀬戸、燧灘東部における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 

・「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（素案）」につ
いて 

 
  第２８回（平成２６年１月２２日） 
   ・前回指摘事項とその対応について 

・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７次報告案）

について 
   

第２９回（平成２６年３月１４日） 
 ・前回指摘事項とその対応について 
 ・パブリックコメントの結果とその対応について 
・「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７次報告案） 
・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 
   

第１６回（平成２５年１２月２７日） 
   ・トリクロロエチレンの公共用水域及び地下水における環境基準値見直しに

ついて 
 
  第１７回（平成２６年２月２８日） 
   ・「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（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 
   ・「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第

４次報告）（案）」について 
   ・要調査項目リストの見直しについて    

- 16 -



 

 
（６）排水規制等専門委員会  
 

第１３回（平成２５年１１月１１日） 
   ・カドミウムの排水基準等の見直しの検討について 
    ○諮問について 
    ○今後の検討内容について 
   ・聞き取り調査 
 
  第１４回（平成２５年１２月２４日） 
   ・第１３回専門委員会における指摘事項への対応について 
   ・第１３回専門委員会における聞き取り概要等について 
   ・カドミウムの排水規制等の在り方について 
 
  第１５回（平成２６年１月２７日） 
   ・カドミウムに係る排水基準値設定の検討（第２回聞き取り調査）について 
 
  第１６回（平成２６年３月６日） 
   ・第１４回、第１５回専門委員会における指摘事項への対応について 
   ・カドミウムに係る排水基準等の在り方について 
   ・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

項目の許容限度等の見直しについて（報告素案） 
 
（７）地下水汚染未然防止小委員会  なし 
 
（８）生活環境項目環境基準専門委員会 
  第１回（平成２５年１２月３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（諮問） 
   ・下層溶存酸素及び透明度環境基準の設定の考え方について 
 
  第２回（平成２６年３月１４日） 
   ・関係者へのヒアリングについて 
   ・下層溶存酸素及び透明度に係る環境基準の検討について 
 
（９）瀬戸内海環境保全小委員会 
 
  第１回（平成２５年７月３１日） 
   ・瀬戸内海環境保全小委員会の設置について 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画と答申との比較について 
   ・今後の進め方について 
 
  第２回（平成２５年８月１９日） 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画に係る施策の進捗状況と今後の関連施策につい 

て 
   ・その他連絡事項 
 
  第３回（平成２５年１１月１２日） 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画に係る施策の進捗状況と今後の関連施策につい 

て（関係府県） 
   ・前回委員会の追加資料について 
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   ・その他連絡事項 
 
  第４回（平成２５年１２月３日） 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画の変更についての審議 
   ・前回委員会の追加資料について 
   ・その他連絡事項 
 
  第５回（平成２６年２月７日） 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画の変更についての審議 
   ・その他連絡事項 
 
  第６回（平成２６年３月２５日） 
   ・瀬戸内海環境保全基本計画の変更についての審議 
   ・その他連絡事項 
 
３．答申等  なし 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
１．諮問 

 
平成２５年３月５日  諮問第３４６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２５年７月３日  諮問第３５６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２５年９月６日  諮問第３６０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２５年９月６日  諮問第３６１号 
   農薬取締法第２条第１項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する

農薬について 
 
  平成２５年１０月７日  諮問第３６２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

し等について 
 

平成２５年１０月２３日  諮問第３６４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２５年１２月２５日  諮問第３６９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
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て 
 

平成２６年３月６日  諮問第３７３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３０回（平成２５年１０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
直し等について（諮問） 

・小委員会及び専門委員会の設置について  
・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の動向について 

    ○放射性物質の除染の状況について 
   ・その他 
    
（２）農薬小委員会 

 
第３３回（平成２５年３月１８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３４回（平成２５年５月２９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３５回（平成２５年７月２４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３６回（平成２５年９月２５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３７回（平成２５年１１月５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
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準の設定について 
 

第３８回（平成２６年１月２１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３９回（平成２６年３月１８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）土壌環境基準小委員会 
   

第１回（平成２５年１２月２６日） 
・1,1-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて 

  
（４）土壌制度専門委員会 
  

第１回（平成２６年３月２８日） 
・1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直しに伴う土壌汚染対策法の制
度・運用の対応について 
 

３．答申等     
   

平成２５年５月１６日  中環審第７１９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２５年８月２日  中環審第７２８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２５年９月１９日  中環審第７３５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２５年１１月１２日  中環審第７４１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２６年２月２６日  中環審第７５９号 
農薬取締法第２条第１項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定す
る農薬について 
 

平成２６年３月３日  中環審第７６０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
直し等について（第１次答申） 
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平成２６年３月７日  中環審第７６２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 

 
 

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１２回（平成２５年３月１４日） 

   ・「微生物によるバイオレメディエーション利用指針の解説」の一部改訂 
（平成 24年３月）について（報告） 

   ・株式会社ゲイトの浄化事業計画について 
   ・大臣確認申請前案件の紹介について（大成建設株式会社他） 
   ・その他 

 
３．答申等  なし 
 
 

自然環境部会 
 
 

 
１．諮 問 
 
  平成２５年３月２５日  諮問第３４７号 
   三陸復興国立公園の指定について 
 
  平成２５年３月２５日  諮問第３４８号 
   富士箱根伊豆国立公園の公園計画の変更について 
 
  平成２５年３月２５日  諮問第３４９号 
   国立公園事業の決定及び変更について 
 
  平成２５年４月３０日  諮問第３５１号 
   国際希少野生動植物種の追加等について 
 
  平成２５年４月３０日  諮問第３５２号 
   狩猟鳥獣の指定の解除及び対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止の解除について 
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  平成２５年６月２８日  諮問第３５４号 
   国立公園事業の決定及び変更について 
 
  平成２５年７月３日  諮問第３５５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２５年８月２３日  諮問第３５７号 
   特定外来生物被害防止基本方針の変更について 
 
  平成２５年１０月１１日  諮問第３６３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２５年１２月１９日  諮問第３６７号 

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 
   

平成２５年１２月１９日  諮問第３６８号 
沖縄海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更について 

   
平成２６年１月２３日   諮問第３７０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２６年１月２３日   諮問第３７１号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２６年１月２３日   諮問第３７２号 
   尾瀬生態系維持回復事業計画について 
 
２．審議状況 
 
（１）部 会 
 

第１８回（平成２５年３月２６日） 
   ・小委員会の廃止及び設置について（審議） 

・絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について（答
申） 
・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略について（審議） 
・「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」の審議方法
について（報告） 

・三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興プロジェクトの進捗状況
について（報告） 

・三陸復興国立公園の指定について（諮問･答申） 
 
  第１９回（平成２５年８月２９日） 

・特定外来生物被害防止基本方針の変更について（諮問） 
・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略について（審議） 

・鳥獣保護管理のあり方検討小委員会における検討状況について（報告） 

・その他 
 
  第２０回（平成２５年１２月２４日） 

- 22 -



 

・慶良間諸島国立公園の新規指定について（諮問・答申） 
・特定外来生物被害防止基本方針の変更について（答申） 

・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（審議） 

・その他 

第１回アジア国立公園会議の結果について（報告） 

 

  第２１回（平成２６年１月２７日） 
・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） 
・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略について（報告） 

・生物多様性条約第５回国別報告書及び生物多様性国家戦略 2012-2020の点

検について（報告） 

・その他 

 
（２）自然公園小委員会 
 
  第２５回（平成２５年３月２６日） 
   ・富士箱根伊豆国立公園の公園計画の変更について 
   ・国立公園事業の決定及び変更について 
 

第２６回（平成２５年７月３日） 
   ・国立公園事業の決定及び変更について 
 
  第２７回（平成２６年１月２７日） 
   ・国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
   ・尾瀬生態系維持回復事業計画について 
 
（３）自然公園のあり方検討小委員会  廃止 
 
（４）温泉小委員会  なし 

 
（５）野生生物小委員会 

 
第１回（平成２５年５月１５日） 
 ・野生生物小委員会の設置について 
 ・国際希少野生動植物種の追加等について（諮問） 
 ・狩猟鳥獣の指定の解除等について（諮問） 
 ・種の保存法改正案及び絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略について 

・オオタカの国内希少野生動植物種からの削除の検討について 
 ・国指定鳥獣保護区の保護に関する指針について（報告） 
 ・その他 
 
第２回（平成２５年７月１７日） 

 ・国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について（諮問） 

 ・オオタカの国内希少野生動植物種からの指定解除に関するパブリックコメントの

結果について（報告） 

- 23 -



 

 ・その他 
 
第３回（平成２５年１０月３０日） 

 ・国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について（諮問） 

 ・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略について（報告） 

 ・「鳥獣保護管理のあり方」に関する検討状況について（報告） 
 ・その他 
 

（６）外来生物対策のあり方検討小委員会 
 
  第１回（平成２５年９月２６日） 
   ・特定外来生物被害防止基本方針の変更について 
 
  第２回（平成２５年１２月９日） 
   ・特定外来生物被害防止基本方針の変更について 

 
（７）鳥獣保護管理のあり方検討小委員会 

 
第１回（平成２５年５月１３日） 
 ・鳥獣保護管理のあり方検討小委員会の設置について 
 ・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 
 ・鳥獣保護管理の現状と課題 
 ・今後の検討の進め方 
 
第２回（平成２５年６月１０日） 
 ・関係団体ヒアリング 
 ・総括・その他 
 
第３回（平成２５年６月２８日） 
 ・「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律」について（農林水産省） 
 ・「銃砲刀剣類所持等取締法」について（警察庁） 
 ・「生物多様性国家戦略 2012-2020」の関連部分について 
 ・特定鳥獣保護管理計画の評価と事例について 
 ・現地調査報告について（知床、丹沢） 
 ・これまでの議論の整理について 
 
第４回（平成２５年８月７日） 
 ・海外におけるシカ管理について 
 ・統計処理による鳥獣の個体数推定について 
 ・鳥獣保護管理のあり方について  
 
第５回（平成２５年９月１０日） 
 ・鳥獣保護管理のあり方について 

   ・その他 
 

第６回（平成２５年１０月１６日） 
 ・鳥獣保護管理のあり方について 
・答申目次（案）について 
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第７回（平成２５年１１月６日） 
 ・答申（素案）について 
 ・その他 
 
第８回（平成２６年１月１５日） 
 ・答申（案）について 
 ・その他 

 
３．答申等 

 
 平成２５年３月２６日  中環審第７１０号 
   三陸復興国立公園の指定について 
 
 平成２５年３月２６日  中環審第７１１号 
   富士箱根伊豆国立公園の公園計画の変更について 
 
 平成２５年３月２６日  中環審第７１２号 
   国立公園事業の決定及び変更について 
 
 平成２５年３月２６日  中環審第７１３号 
   絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について 
 
 平成２５年５月１５日  中環審第７１７号 
   狩猟鳥獣の指定の解除及び対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止の解除について 
 
 平成２５年５月１５日  中環審第７１８号 
   国際希少野生動植物種の追加等について 
 
 平成２５年７月１７日  中環審第７２６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２５年７月１７日   中環審第７２７号 

    国立公園事業の決定及び変更について 
 
 平成２５年１０月３０日  中環審第７４０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２５年１２月２４日  中環審第７４８号 
   特定外来生物被害防止基本方針の変更について 
 
平成２５年１２月２４日  中環審第７４９号 

    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 
 
  平成２５年１２月２４日  中環審第７５０号 

沖縄海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２６年１月２７日   中環審第７５５号 
    国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
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  平成２６年１月２７日   中環審第７５６号 
    国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２６年１月２７日   中環審第７５７号 
    尾瀬生態系維持回復事業計画の策定について 

 
 平成２６年１月３１日  中環審第７５８号 
   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 

 
 

動物愛護部会 

 
１．諮 問 
 

平成２５年１１月２２日 諮問第 365号 
   愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について 
 
２．審議状況 
 
（１）部 会   
   
  第３６回（平成２５年３月２２日） 
   ・基本指針見直しにかかる関係者ヒアリング① 

・その他 
 

  第３７回（平成２５年３月２８日） 
   ・基本指針見直しにかかる関係者ヒアリング② 

・その他 
 

  第３８回（平成２５年４月１７日） 
   ・動物愛護管理基本指針の骨子案について 

・各種基準の見直しについて 
・その他 
 

  第３９回（平成２５年５月１７日） 
   ・動物愛護管理基本指針の改正素案について 

・各種基準の改正素案について 
・その他 
 

  第４０回（平成２５年８月２日） 
   ・パブリックコメントの実施結果概要について  

・動物愛護管理基本指針、各種基準等の改正案（第２次答申案）について 
・その他 
 

  第４１回（平成２６年３月１７日） 
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等における猫の夜間展示につい
て 

・その他 
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（２）動物愛護管理のあり方検討小委員会  廃止 
 
（３）ペットフード小委員会 
  第５回（平成２６年３月３日）  中環審第７４２号 
   ・愛玩動物用飼料の基準及び規格の設定について 
   ・その他 
 
３．答申等 
  平成２５年８月９日  中環審第７２９号 
   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（平成２４年法律第

７９号）に基づく基準等の設定について（第２次答申） 
 

- 27 -



 

 

- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -


