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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）

諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名

H17.9.21 H17.9.27

［諮問第１６２号］ ［中環審第２８６号］

H17.9.21 H17.9.27

［諮問第１６３号］ ［中環審第２８７号］

H17.9.21 H18.2.3

［諮問第１６４号］ ［中環審第３１８号］

H17.10.18

［諮問第１６５号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１６６号］ ［中環審第３０１号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１６７号］ ［中環審第３０２号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１６８号］ ［中環審第３０３号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１６９号］ ［中環審第３０４号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７０号］ ［中環審第３０５号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７１号］ ［中環審第３０６号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７２号］ ［中環審第３０７号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７３号］ ［中環審第３０８号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７４号］ ［中環審第３０９号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７５号］ ［中環審第３１０号］

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７６号］ ［中環審第３１１号］

日光国立公園（那須甲子・塩原地域）の公園計画の変更につ
いて

富士箱根伊豆国立公園（富士山及び箱根地域）の公園計画の
変更について

吉野熊野国立公園の公園区域及び公園計画の変更について

瀬戸内海国立公園（山口県地域）の公園区域及び公園計画の
変更について

足摺宇和海国立公園の公園計画の変更について

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

ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について

環境研究・環境技術開発の推進戦略について

国指定鳥獣保護区等の指定について

中部山岳国立公園の公園計画の変更について

知床国立公園の公園区域の変更について

支笏洞爺国立公園の公園計画の変更について

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

津軽国定公園の公園計画の変更について

三河湾国定公園の公園計画の変更について



諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名

H17.11.21 H17.11.29

［諮問第１７７号］ ［中環審第３１２号］

H17.7.21 H17.12.21

［諮問第１６０号］ ［中環審第３１３号］

H17.12.21 H18.1.16

［諮問第１７８号］ ［中環審第３１５号］

H18.1.27

［中環審第３１６号］

H17.8.19 H18.1.31

［諮問第１６１号］ ［中環審第３１７号］

H18.2.3

［中環審第３１９号］

H18.2.8 H18.2.13

［諮問第１７９号］ ［中環審第３２２号］

H18.2.9 H18.3.2

［諮問第１８０号］ ［中環審第３２４号］

H18.2.22

［中環審第３２３号］

今後のフロン類等の排出抑制対策の在り方について

－ 今後の容器包装リサイクル制度の在り方について（意見具申）

石綿による健康被害の救済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

－
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）

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

－
「新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第３回）」
を踏まえた施策の方向に対する意見について（報告）

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第
一種特定化学物質の指定について

国立公園事業の決定、変更及び廃止について

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１７年法律第６８号）の施行等の在り方について
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Ⅱ．各部会の審議状況

総合政策部会

．諮 問１
平成１７年１０月１８日 諮問第１６５号
・環境研究・環境技術開発の推進戦略について

．審議状況２
（１）部 会

第３０回（平成１７年１０月２０日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
各種団体との意見交換会の結果報告

・環境研究・環境技術開発の推進戦略について（諮問）
・環境研究・技術開発推進戦略専門委員会の設置について

第３１回（平成１７年１１月１０日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
①第三次環境基本計画の構成について
②現状と課題について
③予防的な方策について
④重点分野の検討方針について
⑤環境配慮の方針について

・環境研究・技術開発推進戦略専門委員会の設置について
・環境税の具体案について

第３２回（平成１７年１１月２４日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
（重点的分野別検討結果報告）
「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」
「化学物質の環境リスクの低減」
「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」

第３３回（平成１７年１１月２５日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
（重点的分野別検討結果報告）
「地球温暖化対策」
「生物多様性の保全のための取組」
「市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」

第３４回（平成１７年１２月１日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
（重点的分野別検討結果報告）
「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」
「国際的枠組みやルールの形成への貢献等の国際的取組の推進」

・環境研究・技術開発推進戦略専門委員会の設置について

第３５回（平成１７年１２月９日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
①（重点的分野別検討結果報告）
「物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組」
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「長期的な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基盤
の整備」

②総論部分に関する検討
・環境研究・技術開発推進戦略専門委員会の設置について

第３６回（平成１７年１２月２２日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
第三次環境基本計画（素案）について

第３７回（平成１８年１月３０日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
第三次環境基本計画（案）について

・環境研究・技術開発推進戦略専門委員会報告書（案）について

第３８回（平成１８年３月１３日）
・第二次環境基本計画の見直しについて
第三次環境基本計画（案）について

（２）公害防止計画小委員会
第１２回（平成１７年１０月７日）
・新潟地域等５地域の公害防止計画の策定指示について
・公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律に基づく廃棄物処理施設整備に係る財政措置の見直しについて

第１３回（平成１８年３月８日）
・新潟地域等５地域の公害防止計画の同意について

（３）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会
第１回（平成１７年１２月１日）
・検討の背景及び経緯について
・環境研究・技術開発推進戦略の論点について

第２回（平成１７年１２月２１日）
・重要課題及び重点投資課題（案）について
・専門委員会報告書（案）について

第３回（平成１８年１月２６日）
・専門委員会報告書（案）について

３ なし．答申等

総合政策・地球環境合同部会

１ なし．諮 問

．審議状況２
（１）部 会 なし

（２）施策総合企画小委員会
第２０回（平成１７年９月２９日）
・環境税の経済分析等に関する専門委員会中間整理について
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・地方ヒアリングにおける主な意見とこれまでの検討状況

第２１回（平成１７年１０月１７日）
・環境税を巡る諸論点について

第２２回（平成１７年１１月４日）
・環境税の具体案について
・ドイツにおける環境税制改革について
（グリーン・バジェット・ジャーマニー会長 アンセルム・ギョ
レス氏からのヒアリング）

第２３回（平成１８年２月１７日）
・平成１８年度税制改正案について（報告）

（ ）・平成１８年度京都議定書目標達成計画関係予算案について 報告

（３）環境税の経済分析等に関する専門委員会
第８回（平成１７年１１月２４日）
・環境省の環境税の具体案について
・環境省の環境税案による経済影響について

３ なし．答申等

廃棄物・リサイクル部会

１．諮 問 なし

２．審議状況
（１）部会

懇談会（平成１７年９月１５日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係る中間取りまとめに関するパブリ
ックコメントの結果について

・再商品化手法の見直しについて

第３５回（平成１７年１０月３日）
・再商品化手法の見直しについて

懇談会（平成１７年１０月２０日）
・発生抑制及び再使用の推進について

第３６回（平成１７年１１月８日）
・分別収集・選別保管の在り方について

懇談会（平成１７年１１月 ８日）1
・分別収集・選別保管の在り方について
・ その他」の論点について「

第３７回（平成１７年１２月６日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について

懇談会（平成１７年１２月１５日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について
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・廃棄物・リサイクル行政の最近の動きについて（報告）

懇談会拡大審議（平成１７年１２月１５日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について

第３８回（平成１７年１２月１９日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について

第３９回及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器
包装リサイクルＷＧ（第３４回）合同会合（第９回 （平成１７年１２）
月２７日）

リサイクル しに る りまとめに する について・容器包装 制度見直 係 取 関 審議

第４０回（平成１７年１２月２８日）
・容器包装リサイクル制度見直しに係る最終取りまとめ（案）について

第４１回及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器
包装リサイクルＷＧ（第３６回）合同会合（第１０回） （平成１８年
１月２３日）

リサイクル しに る りまとめに する について・容器包装 制度見直 係 取 関 審議

（２）国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会
第１回（平成１７年１１月１８日）
・専門委員会の設置の趣旨と今後の検討事項について
・我が国の廃棄物・リサイクル対策の取組について

第２回（平成１７年１１月２５日）
・国際機関の取組について
・事業者の取組について
・製品の環境配慮・リデュース事例について

第３回（平成１７年１２月２１日）
・循環資源の国際的な移動をめぐる動向について
・諸外国の循環型社会形成に向けた制度・取組について
・中国の循環型社会形成に向けた最新の動向について

第４回（平成１８年１月３０日）
・循環資源の国際的な移動に対する考え方と今後の取組について
・国際資源循環専門委員会 報告書骨子（案）について

第５回（平成１８年２月１５日）
・中間報告書（案）について

（３）浄化槽専門委員会
第８回（平成１７年１０月３日）
・浄化槽法の省令改正について
・浄化槽専門委員会の進め方について

第９回（平成１７年１０月２７日）
・ヒアリング
・浄化槽専門委員会の進め方等について
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第１０回（平成１７年１１月２１日）
・浄化槽の維持管理に関する業務の在り方について

第１１回（平成１７年１２月１５日）
・浄化槽の維持管理に係る業務の在り方について

第１２回（平成１８年１月１９日）
・浄化槽の維持管理に係る業務の在り方について
・国民への浄化槽の普及啓発の一層の促進について
・ヒアリング 宮崎県
・単独処理浄化槽の対策について

第１３回（平成１８年２月１７日）
・これまでの議論の整理

３．答申等
平成１８年２月２２日 中環審第３２３号
・今後の容器包装リサイクル制度の在り方について（意見具申）

平成１８年２月１５日
・国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会 中間報告

循環型社会計画部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部会

地方ヒアリング（京都会場 （平成１７年９月１６日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯの取組について
・企業の取組について

地方ヒアリング（福島会場 （平成１７年９月２２日））
・地方公共団体の取組について
・ＮＰＯ・ＮＧＯの取組について
・企業の取組について

第２４回（平成１７年１０月２４日）
・循環型社会形成推進基本計画における取組の進捗状況について
・環境基本計画（循環部分）の見直しについて

懇談会（平成１７年１１月１７日）
・環境基本計画（循環部分）の見直しについて

第２５回（平成１７年１２月２日）
・循環型社会形成推進基本計画における取組の進捗状況について

第２６回（平成１８年１月１７日）
・循環型社会形成推進基本計画における取組の進捗状況について
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・第３回点検の進め方について

３．答申等
平成１８年２月３日 中環審第３１９号
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）

環境保健部会

１．諮 問
平成１７年１２月２１日 諮問第１７８号
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第一種特
定化学物質の指定について

平成１８年 ２月 ８日 諮問第１７９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１８年 ２月 ９日 諮問第１８０号
石綿による健康被害の救済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

２．審議状況
（１）部 会
第１４回（平成１８年２月１０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
・石綿による健康被害の救済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

第１５回（平成１８年３月２日）
・石綿による健康被害の救済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

（２）化学物質審査規制制度小委員会 なし

（３）化学物質審査小委員会
第４８回（平成１７年９月３０日）

【第１部】
・判定基準の変更について
・既存化学物質の安全性点検について
・既存化学物質の審議について
【第２部】

・新規化学物質の審議について
・少量新規化学物質の確認結果の報告について

第４９回（平成１７年１０月２８日）
・新規化学物質の審議について

第５０回（平成１７年１１月１８日）
【第１部】
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・既存化学物質の安全性点検について
・既存化学物質の審議について
【第２部】

・新規化学物質の審議について

第５１回（平成１７年１２月２２日）
・新規化学物質の審議について
・少量新規化学物質の確認結果の報告について

第５２回（平成１８年１月１３日）
・化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質の指定について

第５３回（平成１８年１月１３日）
【第１部】

・既存化学物質の審議等について
【第２部】

・新規化学物質の審議について

（４）化学物質評価専門委員会 なし

（５）石綿健康被害救済小委員会
第１回（平成１８年２月２４日）
・石綿による健康被害の救済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

第２回（平成１８年３月１日）
・石綿による健康被害の救済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１８年１月１６日 中環審第３１５号
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第一種特
定化学物質の指定について（答申）

平成１８年２月１３日 中環審第３２２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（答申）

平成１８年３月２日 中環審第３２４号
石綿による健康被害の救済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（答申）

地球環境部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会

第３２回（平成１７年１１月４日）
・環境基本計画の見直しに係る重点分野「地球温暖化対策」 案 に( )
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ついて
・地球温暖化対策をめぐる最近の動きについて
・環境基本計画の見直しに係る重点分野「国際的枠組みやルールの
形成への貢献等の国際的取組の推進 （案）について」

第３３回（平成１８年１月３１日）
・今後のフロン類等の排出抑制対策の在り方について
・京都メカニズムの活用のための法制度の整備等について

第３４回（平成１８年２月２８日）
・産業界の自主行動計画のフォローアップについて

（２）気候変動に関する国際戦略専門委員会
第１１回（平成１７年１０月３日）
・気候変動問題に関する最近の国際動向について
・国内外の異常気象などの状況について

（３）フロン類等対策小委員会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フロン回収・破壊ワーキンググループ合同会議

第１回（平成１７年１０月７日）
・合同会議の公開等及び検討事項について
・フロン類等の排出抑制に係る現状と課題について

第２回（平成１７年１０月２０日）
・関係団体からのヒアリング

第３回（平成１７年１１月１１日）
・業務用冷凍空調機器からのフロン類の排出抑制対策について
・建材用断熱材に用いられるフロン類の排出抑制対策について
・合同会議報告書の取りまとめ方針について

第４回（平成１７年１２月２日）
・合同会議報告（案）について

第５回（平成１８年１月２５日）
・合同会議報告（案）に対する意見募集の結果について
・合同会議報告（案）について

（４）フロン類等対策小委員会
第１回（平成１７年１１月１１日）
・今後のハロン管理の在り方について

３．答申等
平成１８年１月３１日 中環審第３１７号
今後のフロン類等の排出抑制対策の在り方について（答申）

大気環境部会

なし１．諮 問

２．審議状況
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（１）部 会
第１９回（平成１７年１０月７日）
・平成１６年度大気汚染状況の報告
・自動車 ｘ・ 対策の実施状況等についてNO PM
・自動車排出ガス総合対策小委員会の設置について

第２０回（平成１７年１２月１６日）
・自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告について
・アスベスト対策について

（２）自動車排出ガス総合対策小委員会
第１回（平成１７年１０月１３日）
・自動車排出ガス総合対策小委員会の運営について
・平成１６年度大気汚染状況の報告
・自動車 ・ 対策の実施状況等についてNOx PM
・今後の自動車排出ガス総合対策のあり方に係る検討項目について
・検討スケジュールについて
・ヒアリングの実施について

第２回（平成１７年１０月２５日）
・自動車排出ガス総合対策に関するヒアリング

第３回（平成１７年１０月２７日）
・自動車排出ガス総合対策に関するヒアリング

第４回（平成１７年１１月９日）
・自動車排出ガス総合対策に関するヒアリング
・自動車排出ガス総合対策の方向性について

第５回（平成１７年１１月１５日）
・自動車排出ガス総合対策の方向性について

第６回（平成１７年１１月２４日）
・自動車排出ガス総合対策のあり方について

第７回（平成１７年１２月５日）
・自動車排出ガス総合対策のあり方について

第８回（平成１８年３月８日）
・大気環境部会における指摘事項について
・今後の自動車排出ガス総合対策中間報告に対するパブリックコメ
ントの実施結果について

・今後の自動車使用管理計画について
・今後のスケジュール

（３）健康リスク総合専門委員会 なし

（４）環境基準専門委員会 なし

（５）有害大気汚染物質排出抑制専門委員会 なし

（６）自動車排出ガス専門委員会 なし
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（７）悪臭専門委員会 なし

（８）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会
第７回（平成１７年１０月５日）
・前回の質疑に関する補足について
・揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主的取組について
・揮発性有機化合物排出量の把握方法について

（９）揮発性有機化合物測定方法専門委員会 なし

なし３．答申等

騒音振動部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）騒音評価手法等専門委員会 なし

（３）騒音未規制施設専門委員会 なし

（４）自動車単体騒音専門委員会
第３回（平成１７年１０月１４日）
・日本自動車工業会ヒアリング

第４回（平成１７年１１月２日）
・自動車マフラー製作者関係団体ヒアリング
（日本自動車マフラー協会）
（全国二輪用品連合会）

第５回（平成１８年２月９日）
・日本自動車輸入組合ヒアリング

なし３．答申等

水環境部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会
第４回（平成１７年１２月２２日）
・検討対象水域（海域）の状況について
・検討対象水域（河川、湖沼）の類型指定（素案）について
・水生生物環境基準類型指定の考え方について
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第５回（平成１８年２月２１日）
・水生生物環境基準類型指定の基本的事項について
・検討対象水域の類型指定について

（３）水生生物保全排水規制等専門委員会
第４回（平成１８年２月１４日）
・亜鉛の排出実態について
・亜鉛に係る対策の基本的考え方について

（４）総量規制専門委員会
第１１回（平成１７年１２月１４日）
・特定排出水の排出実態について

第１２回（平成１８年２月１日）
・特定排出水の排出実態について
・排水処理技術の概要について

第１３回（平成１８年３月２日）
・総量規制基準の設定方法の考え方について

（５）水生生物保全環境基準専門委員会 なし

（６）環境基準健康項目専門委員会 なし

（７）湖沼環境保全専門委員会 なし

なし３．答申等

瀬戸内部会

なし１．諮 問

なし２．審議状況

なし３．答申等

土壌農薬部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）土壌汚染技術等専門委員会

第６回（平成１７年１０月５日）
・土壌汚染対策法の施行状況について（報告）
・土壌の油汚染対策について

第７回（平成１７年１１月２２日）
・ 油汚染対策ガイドライン（案）について

第８回（平成１８年１月１８日）
・油汚染対策ガイドライン（案）について

第９回（平成１８年３月８日）



- 14 -

・油汚染対策ガイドライン（案）について

（２）農薬小委員会 なし

なし３．答申等

水環境・土壌農薬合同部会

なし１．諮 問

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審査分科会
第３回（平成１８年１月２０日）
・財団法人東京都農林水産振興財団及び前田建設工業株式会社の浄
化事業計画案について

なし３．答申等

自然環境部会

１．諮 問
平成１７年１１月２１日 諮問第１６６号
知床国立公園の公園区域の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１６７号
支笏洞爺国立公園の公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１６８号
日光国立公園（那須甲子・塩原地域）の公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１６９号
富士箱根伊豆国立公園 富士山及び箱根地域 の公園計画の変更に( )
ついて

平成１７年１１月２１日 諮問第１７０号
中部山岳国立公園の公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１７１号
吉野熊野国立公園の公園区域及び公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１７２号
瀬戸内海国立公園 山口県地域 の公園区域及び公園計画の変更に( )
ついて

平成１７年１１月２１日 諮問第１７３号
足摺宇和海国立公園の公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１７４号
津軽国定公園の公園計画の変更について
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平成１７年１１月２１日 諮問第１７５号
三河湾国定公園の公園計画の変更について

平成１７年１１月２１日 諮問第１７６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１７年１１月２１日 諮問第１７７号
国立公園事業の決定、変更及び廃止について

２．審議状況
（１）部 会 なし

（２）自然公園小委員会
第１０回（平成１７年１１月２９日）
・国立・国定公園の公園区域及び公園計画の変更について
・国立公園の事業の決定、変更及び廃止について

（３）自然公園のあり方検討小委員会 なし

３．答申等
平成１７年１１月２９日 中環審第３０１号
知床国立公園の公園区域の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０２号
支笏洞爺国立公園の公園計画の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０３号
日光国立公園（那須甲子・塩原地域）の公園計画の変更について
（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０４号
富士箱根伊豆国立公園（富士山及び箱根地域）の公園計画の変更
について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０５号
中部山岳国立公園の公園計画の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０６号
（ ）吉野熊野国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 答申

平成１７年１１月２９日 中環審第３０７号
瀬戸内海国立公園（山口県地域）の公園区域及び公園計画の変更
について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０８号
足摺宇和海国立公園の公園計画の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３０９号
津軽国定公園の公園計画の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３１０号
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三河湾国定公園の公園計画の変更について（答申）

平成１７年１１月２９日 中環審第３１１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 答申

平成１７年１１月２９日 中環審第３１２号
国立公園事業の決定、変更及び廃止について（答申）

野生生物部会

１．諮 問
平成１７年９月２１日 諮問第１６２号
ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について

平成１７年９月２１日 諮問第１６３号
国指定鳥獣保護区の指定等について

平成１７年９月２１日 諮問第１６４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

２．審議状況
（１）部会
第１７回（平成１７年９月２７日）
・ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について
・国指定鳥獣保護区の指定等について
・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
・ラムサール条約湿地の指定について（報告）
・外来生物法に基づく特定外来生物の選定 第二次 等について( )
（報告）

（２）鳥獣保護管理小委員会
第１回（平成１７年１０月１７日）
・検討スケジュールについて
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に係る現状と課題について

第２回（平成１７年１１月８日）
・関係団体ヒアリングの実施
・現地調査報告について
・講ずべき方策の検討（特定鳥獣保護管理計画を中心として）につ
いて

第３回（平成１７年１１月２１日）
・講ずべき方策の検討について

第４回（平成１７年１２月１２日）
・報告書骨子案の検討について

第５回（平成１８年１月３０日）
・報告書のとりまとめについて

３．答申等
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平成１７年９月２７日 中環審第２８６号
ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について（答申）

平成１７年９月２７日 中環審第２８７号
国指定鳥獣保護区の指定等について（答申）

平成１８年２月３日 中環審第３１８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 答申

自然環境・野生生物合同部会

なし１．諮 問

２．審議状況
第１回（平成１７年１０月２８日）
・ 新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第３回 」の「 ）
報告

第２回（平成１７年１１月２９日）
・ 新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第３回 」に「 ）
ついて（審議及び今後の施策に対する意見取りまとめ）

３．答申等
平成１８年１月２７日 中環審第３１６号
｢新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第３回）｣を踏ま
えた施策の方向に対する意見について（報告）

動物愛護部会

なし１．諮 問

２．審議状況
（１）部 会

第１０回（平成１７年９月２１日）
、 （ ）・特定動物 動物取扱業等に係る改正法の施行等の在り方 骨子案

について

第１１回（平成１７年９月２６日）
・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の施行等
の在り方に関する意見聴取について

第１２回（平成１７年９月２７日）
・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の施行等
の在り方に関する意見聴取について

第１３回（平成１７年１０月１３日）
・特定動物、動物取扱業等に係る改正法の施行等の在り方（素案）
について

第１４回（平成１７年１２月２１日）
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、 （ ）・動物取扱業 特定動物等に係る改正法の施行等の在り方 答申案
について

・ 実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の改定（素案）につ「
いて

（２）実験動物小委員会
第１回（平成１７年１０月３日）
・実験動物の飼養及び保管等に関する基準の改定について

第２回（平成１７年１０月２６日）
・実験動物の飼養及び保管等に関する基準の改定に関する意見聴取
について

第３回（平成１７年１２月５日）
・実験動物の飼養及び保管等に関する基準の改定（素案）について

３．答申等
平成１７年１２月２１日 中環審第３１３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１７
年法律第６８号）の施行等の在り方について（答申）


