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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22年３月20日～平成23年１月５日

諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリックコメ
ントの有無

（数）

(H22.10.15)

（[中環審第５８０号]）

(H22.7.28)

（[中環審第５６３号]）

(H22.6.14)

（[中環審第５５４号]）

(H22.6.14)

（[中環審第５５５号]）

H21.2.26 (H22.3.31)

[諮問第２５６号] （[中環審第５４４号]）

H21.10.26 (H22.5.6)

[諮問第２７０号] （[中環審第５４５号]）

H21.11.30 (H22.5.18)

[諮問第２７３号] （[中環審第５４６号]）

H21.12.22 (H22.6.22)

[諮問第２７６号] ([中環審第５５６号])

H22.2.16 (H22.5.31)

[諮問第２７７号] （[中環審第５５２号]）

H22.5.18

[諮問第２７８号]

H22.5.19 (H22.5.26)

[諮問第２７９号] （[中環審第５５０号]）

H22.5.19 (H22.5.26)

[諮問第２８０号] （[中環審第５５１号]）

H22.6.3

[諮問第２８１号]

H22.7.9 (H22.9.16)

[諮問第２８２号] （[中環審第５６８号]）

H22.7.20 (H22.7.21)

[諮問第２８３号] （[中環審第５６０号]）

H22.7.20 (H22.7.21)

[諮問第２８４号] （[中環審第５６１号]）

H22.7.26

[諮問第２８５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

有（18）

カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染
対策地域の指定要件等の見直しについて

有（54）

国際希少野生動植物種の追加及び削除について 有（１）

第7次水質総量削減の在り方について 有（28）

石綿健康被害救済制度の在り方について（一次答申）
有

（13通、延べ意
見件数30件）

水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量
の総量規制基準の設定方法について

有（49）

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）

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）

愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正に関して

構造改革特別区域内においてノヤギを狩猟鳥獣とすることに
ついて

有（９）

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十次） 有（18）

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに国立公園
事業の変更について

有（０）

知床及び尾瀬生態系維持回復事業計画の策定について 有（０）

今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について 有（実施中）

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４次答申）

有（０）

環境研究・環境技術開発の推進戦略について 有（11通）

今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第九次答
申）

有（10件）
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諮問年月日 答申年月日 件　　　　　名
パブリックコメ
ントの有無

（数）

H22.8.11 (H22.10.25)

[諮問第２８６号] （[中環審第５８４号]）

H22.8.12

[諮問第２８７号]

H22.8.12

[諮問第２８８号]

H22.9.1 (H22.9.22)

[諮問第２８９号] （[中環審第５６９号]）

H22.9.27 (H22.10.4)

[諮問第２９０号] （[中環審第５７６号]）

H22.9.27 (H22.10.4)

[諮問第２９１号] （[中環審第５７７号]）

H22.9.27

[諮問第２９２号]

H22.10.1 (H22.10.15)

[諮問第２９３号] （[中環審第５８１号]）

H22.10.1 (H22.10.15)

[諮問第２９４号] （[中環審第５８２号]）

H22.10.4 (H22.10.15)

[諮問第２９５号] （[中環審第５８３号]）

H22.10.14

[諮問第２９６号]

H22.11.8

[諮問第２９７号]

H22.12.16

[諮問第２９８号]

(H22.10.1)

（[中環審第５７５号]）

(H22.12.17)

（[中環審第５８７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（1）

地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 有（実施中）

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
一種監視化学物質に係る有害性の調査の指示について

オガサワラオオコウモリ保護増殖事業計画の策定について 無

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について 無

環境基本計画の進捗状況の第４回点検結果について（報告）
有（個人２、団体

職員４、団体２、延
べ意見数22件）

白山生態系維持回復事業計画の策定について 有（０）

水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質に
ついて

有（実施中）

今後の公害防止計画制度の在り方について（意見具申） 無

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

鳥獣の保護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

国立公園事業の決定、廃止及び変更について 無

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更について 有（７）

水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について
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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５４回（平成２２年６月１６日） 
   ・第三次環境基本計画の進捗状況の第４回点検について  

【分野名】地球温暖化問題に対する取組  
【分野名】物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組  
【分野名】生物多様性の保全のための取組  

・環境研究・環境技術開発の推進戦略について  
・環境と金融に関する専門委員会の報告について 

 
  第５５回（平成２２年８月４日） 

  ・第三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について（点検
報告書案の審議） 

 
  第５６回（平成２２年９月２４日） 

・第三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について（点検
報告書とりまとめ） 

・今後の公害防止計画制度の在り方について（公害防止計画小委員会におけ
る審議状況の報告） 

 
（２）環境研究技術専門委員会          なし 
 
（３）環境保全活動活性化専門委員会      なし 
  
（４）公害防止計画小委員会        

第２２回（平成２２年５月２８日） 
・公害防止計画制度の見直しについて 

懇談会（平成２２年９月７日） 
・今後の公害防止計画制度の在り方について 

第２３回（平成２２年１２月１５日） 
・今後の公害防止計画制度の在り方に関する意見具申（案）について 
・公害防止計画のうち公害の防止に関する事業に係る部分の同意基準につい
て 

 
（５）環境と経済の好循環専門委員会    なし 
 
（６）環境研究・技術開発推進戦略専門委員会 

第１０回（平成２２年４月８日） 
   ・環境研究・環境技術開発の推進戦略の改定について  

第１１回（平成２２年４月２８日） 
   ・新 環境研究・環境技術開発の推進戦略（案）について 



（７）環境基本計画点検小委員会 
  第１０回（平成２２年６月４日） 
   ・重点調査事項に係る関係府省ヒアリング 

【分野名】化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 
・国民及び地方公共団体に対するアンケート調査の結果について 

 
  第１１回（平成２２年７月２６日） 
   ・重点調査事項に係る関係府省ヒアリング 

【分野名】環境保全の人づくり・地域づくりの推進 
・環境シンポジウム（所沢市・尾道市・豊田市）の結果について 

  
（８）環境情報専門委員会 
  第９回（平成２２年７月２８日） 
   ・環境情報戦略に基づく施策のフォローアップ調査の結果について 

 
（９）環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会   なし 
 
（１０）環境影響評価制度専門委員会   なし 
 
（１１）環境と金融に関する専門委員会 
  第６回（平成２２年４月１６日） 
   ・個別検討項目の審議および報告書骨子（案）審議 
   ・企業の環境関連情報の開示の促進について 
   ・報告書骨子（案）について 
 
  第７回（平成２２年６月２日） 
   ・報告書（案）審議 
   ・報告書（案）について 
 
  平成２２年６月１５日：報告書「環境と金融のあり方について～低炭素社会に 

向けた金融の新たな役割～」とりまとめ 
 

３．答申等  
平成２２年６月２２日 中環審第５５６号 

    環境研究・環境技術開発の推進戦略について（答申） 
平成２２年１０月１日 中環審第５７５号 

環境基本計画の進捗状況の第４回点検結果について（報告） 
平成２２年１２月１７日 中環審第５８７号 

    今後の公害防止計画制度の在り方について（意見具申） 
 
 

総合政策・地球環境合同部会 
 
   

 
１． 諮 問   なし 
 
２． 審議状況  なし 
 
３． 答申等   なし 



廃棄物・リサイクル部会 
 
  

 
１．諮 問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部 会  なし 
 
（２）廃棄物処理制度専門委員会   
     第１３回（平成２２年８月３日） 
      ・廃棄物処理法政省令事項素案について 
 
（３）微量ＰＣＢ混入廃重電機器の処理に関する専門委員会  なし 
 
（４）廃棄物処理基準等専門委員会 
   第１回（平成２２年６月２９日） 
    ・廃棄物処理基準等専門委員会の設置について 
 
    第２回（平成２２年１２月９日） 
  ・廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査について 
  ・廃棄物中の１，４－ジオキサン濃度等に係る実態調査について 

 
（５）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 
    第１０回（平成２２年３月２３日） 
   ・容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について 
   ・事業者の容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について 
 
（６）プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会 
  第１４回（平成２２年５月１１日） 
   ・作業チームの整理を受けた議論 
 
  第１５回（平成２２年７月２０日） 
   ・「容器包装以外のプラスチックのリサイクルの在り方に関する懇談会」報

告 
   ・これまでの議論の整理について 
   ・プラスチック製容器包装の再商品化手法に係る取りまとめについて 
 
  第１６回（平成２２年８月２日） 
   ・プラスチック製容器包装の再商品化手法の在り方について  
 
（７）プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会合同会合作業チーム 
  第３回（平成２２年３月３０日） 
   ・再商品化事業者（ケミカルリサイクル）及び特定事業者へのヒアリング及

び意見交換 
 

第４回（平成２２年４月１２日） 
   ・市民団体、自治体へのヒアリング等及び意見交換 
   ・合同会合への報告事項の整理 



 
  第５回（平成２２年６月１４日） 
   ・関連する懇談会等における検討状況について  
   ・作業チームにおけるこれまでの議論の整理  
 
（８）自動車リサイクル専門委員会合同会議 
  第２８回（平成２２年８月６日） 
   ・自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書のフォロー

アップ状況について 
   ・使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ合同会議について 
 
（９）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合同会議 
  （産業構造審議会 環境部会廃棄物・リサイクル小委員会使用済自動車判別ガイ

ドラインＷＧと合同開催） 
  第１回（平成２２年７月１日） 
   ・使用済自動車判別ガイドライン検討にあたっての視点の整理 
   ・使用済自動車及び中古車の判断の現状について 
 
  第２回（平成２２年９月１日） 
   ・関係団体に対するヒアリング  
 
  第３回（平成２２年１０月２０日） 
   ・関係団体に対するヒアリング 
   ・使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点について 
 
  第４回（平成２２年１２月２２日） 
   ・「使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点」に対するパブリ

ックコメントの結果概要について  
   ・使用済自動車判別ガイドライン素案（骨子案）について  
 
（１０）家電リサイクル制度評価検討小委員会 

（産業構造審議会環境部会廃棄物・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１９回（平成２２年１２月１７日） 
   ・各種調査結果等の報告 
   ・個別対策の状況 
 
３．答申等  なし 
 
 
 

循環型社会計画部会
 
  

 
１．諮 問  なし 
   
２．審議状況 

  第５６回（平成２２年６月９日） 
・今年度の点検の進め方について 



   第５７回（平成２２年９月１３日） 
・第２次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について 
・平成２２年度の重要点検テーマについて 

 
   第５８回（平成２２年１０月２２日） 

・循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について 
・平成２２年度の重要点検テーマについて 

 
   第５９回（平成２２年１２月９日） 

・第２次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について 
・第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果案につい

て 
 

第６０回（平成２２年１２月２７日） 
・（社）日本経済団体連合会の新たな環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕

について 
・第２次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果案（パブ

リックコメント案）について 
 
 ３．答申等  なし 
 
 

環境保健部会 
 
 

 
１．諮 問 

平成２２年９月１日 諮問第２８９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監視化学物

質に係る有害性の調査の指示について 
 
２．審議状況 
 
（１）部 会  なし 
   
（２）化学物質審査小委員会 
   第９７回（平成２２年３月２６日） 
   ・新規化学物質の審議について 
 
   第９８回（平成２２年４月２３日） 
   ・新規化学物質の審議について 
   ・製造数量等の届出を要しない一般化学物質の選定の考え方について 
 
   第９９回（平成２２年５月２８日） 
   ・新規化学物質の審議について 
  
  第１００回（平成２２年６月２５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１０１回（平成２２年７月２３日） 
   ・新規化学物質の審議について 
   
   第１０２回（平成２２年９月３日） 
   ・1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの対策について    
   ・ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩

などの実態調査の結果について 
   ・第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロ（オクタ

ン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩など９種類の物質（１
２物質）について講じた措置について 

   ・改正化審法における化学物質のスクリーニング・リスク評価手法の検討に
ついて 

   ・スクリーニング評価の具体的な手法及び論点について 
 
   第１０３回（平成２２年９月１７日） 
   ・1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンに関する有害性調査項目等につい

て    
   ・新規化学物質の審議について 
 
   第１０４回（平成２２年１０月８日） 
   ・スクリーニング評価手法のまとめ 
 
   第１０５回（平成２２年１０月２２日） 
   ・新規化学物質の審議について 
 
   第１０６回（平成２２年１１月２６日） 
   ・新規化学物質の審議について 
   
   第１０７回（平成２２年１２月１７日） 
   ・既存化学物質の審議等について 
   ・新規化学物質の審議について 
   ・スクリーニング評価の進め方について 
   ・製造数量等の届出を要しない一般化学物質（届出不要物質）について 
   ・少量新規化学物質の確認結果の報告について 
 
（３）化学物質評価専門委員会 

第１６回（平成２２年１２月２７日） 
・化学物質環境実態調査（平成２１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９次とりまとめ）について 

 
（４）化学物質環境対策小委員会  なし 
 
（５）化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会 なし 
 
（６）ＰＲＴＲ対象物質等専門委員会 なし 
 
（７）石綿健康被害救済小委員会 

第６回（平成２２年４月２８日） 
   ・石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 



   ・今後の石綿健康被害救済制度の在り方について 
 
  第７回（平成２２年５月２１日） 
   ・今後の石綿健康被害救済制度の在り方について 
 
  第８回（平成２２年７月２８日） 
   ・今後の石綿健康被害救済制度の在り方について 
 
３．答申等 

  平成２２年５月６日 中環審第５４５号 
   石綿健康被害救済制度の在り方について（一次答申） 
 
  平成２２年９月２２日 中環審第５６９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監視化学物質
に係る有害性の調査の指示について（答申） 

 
 

石綿健康被害判定部会 

 
１．諮 問  なし 
 
２．審議状況 
 
 （１）部 会  なし 
 
（２）石綿健康被害判定小委員会 

第６８回（平成２２年４月１５日） 
   ・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 
 
  第６９回（平成２２年５月１８日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん） 
 
  第７０回（平成２２年６月１５日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん） 
 
  第７１回（平成２２年７月１５日） 
   ・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん） 
 
  第７２回（平成２２年８月１２日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん） 
 
  第７３回（平成２２年９月１６日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん） 
 
  第７４回（平成２２年１０月１９日） 
   ・医学的判定に係る調査審議（中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚） 
 
  



 第７５回（平成２２年１１月１１日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚） 
 
  第７６回（平成２２年１２月９日） 
   ・医学的判定に係る整理（中皮腫・肺がん・石綿肺） 
 
  第７７回（平成２２年１２月２１日） 
   ・医学的判定に係る整理（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２２回開催（平成２２年３月２０日から平成２３年１月５日まで）。 
 
３．答申等   なし 
 
 

地球環境部会 
   
 

 
１．諮 問  なし 
   
２．審議状況 
 
（１）部 会 

第８９回（平成２２年４月１５日） 
     ・地球温暖化対策基本法案について 

・地球温暖化に関する中長期ロードマップについて 
・国内排出量取引制度について 
・中長期ロードマップ及び国内排出量取引制度に関する小委員会の設置に
ついて 

 
  第９０回（平成２２年８月３日） 
     ・中長期ロードマップの検討状況について 
   ・国内排出量取引制度の論点整理について 
 
  第９１回（平成２２年１２月２２日） 

  ・「我が国における国内排出量取引制度の在り方について（中間整理）」
（国内排出量取引制度小委員会）について 

・気候変動枠組条約第 16 回締約国会議（COP16）等の結果報告 
 
  第９２回（平成２２年１２月２８日） 
   ・中長期ロードマップ小委員会中間整理について 

 
（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２２年１２月２１日） 
※産業構造審議会環境部会地球環境小委員会鉄鋼 WG への参加 
・鉄鋼業種の自主行動計画の評価・検証について 

 



（平成２２年１２月２８日） 
    ・環境省所管業種等の自主行動計画フォローアップ（新聞、産業廃棄物処理 

及びペット小売における地球温暖化対策の取組） 
 
（４）中長期ロードマップ小委員会 
  （平成２２年４月３０日） 

・中長期ロードマップ小委員会について 

・中長期ロードマップについて  

・今後の検討の進め方について  

 

   （平成２２年５月１２日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 

積水ハウス（株）、パナソニック（株）、清水建設（株）、

ダイキン工業（株）、世界自然保護基金ジャパン、イオン（株）、

佐川急便（株）  

 

  （平成２２年５月１８日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 

東京都、三菱地所（株）、日本建設業団体連合会、気候ネットワーク、

住宅生産団体連合会、日本自動車工業会  

 

  （平成２２年５月２８日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 

三菱重工業（株）、全国中小建築工事業団体連合会、地球環境と大気汚

染を考える全国市民会議、関西電力（株）、大阪ガス（株）、エクソン

モービル（有）  

 

  （平成２２年６月３日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 

東京製鐵（株）、（株）ＩＮＡＸ、日本地熱開発企業協議会、

石油連盟、日本ガス協会、日本風力発電協会 

 

  （平成２２年６月１１日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 

東レ（株）、港区役所、主婦連合会、日本鉄鋼連盟、セメント協会、 

日本製紙連合会 

 

  （平成２２年６月１７日） 

   ・関係業界・団体からのヒアリングについて 



三井物産（株）、富士通（株）、矢崎総業（株）、電気事業連合会、

日本化学工業協会、日本労働組合総連合会 

 

  （平成２２年６月３０日） 

・中長期ロードマップに係る論点整理について  

 

  （平成２２年７月１５日） 

・中長期ロードマップに係る経済影響分析について 

 

（平成２２年７月２９日） 

・国内排出削減の技術的検討について 

・温室効果ガス排出削減・吸収に係る国際的なクレジット・メカニズムに 

ついて 

・第９回中長期ロードマップ小委員会における経済影響分析の議論のとり

まとめについて  

 

（平成２２年８月６日） 

・国内排出削減と国際貢献について  

 

（平成２２年９月８日） 

・分野別の中間報告（その１）について 

 

（平成２２年９月３０日） 

・分野別の中間報告（その２）について 

 

 （平成２２年１０月１５日） 

・分野別の中間報告（その３）について  

・分野別の中間報告を受けた温室効果ガス排出量の試算について 

 

（平成２２年１０月２９日） 

・中長期ロードマップに係る経済影響分析について  

 

（平成２２年１１月１０日） 

・中長期ロードマップに係る経済影響分析について  

・分野別の報告（その１）について  

・中長期ロードマップ小委員会のとりまとめに向けた議論について  

 

 



（平成２２年１１月１８日） 

・分野別の報告（その２）について 

・中長期ロードマップ小委員会のとりまとめに向けた議論について  

（平成２２年１１月２５日） 

・中長期ロードマップ小委員会のとりまとめに向けた議論について  

 

（平成２２年１２月２１日） 

・中長期ロードマップ小委員会のとりまとめに向けた議論について 
 
（５）国内排出量取引制度小委員会 

（平成２２年４月２３日） 

・国内排出量取引制度小委員会について  

・国内排出量取引制度を巡る最近の状況について  

・今後の検討の進め方について  

 

（平成２２年５月１３日） 

・関係業界・団体からのヒアリングについて  

 

（平成２２年５月２１日） 

・関係業界・団体からのヒアリングについて  

 

（平成２２年６月１日） 

・関係業界・団体からのヒアリングについて  

 

（平成２２年６月８日） 

・ヒアリング等の結果について  

 

（平成２２年６月１４日） 

・欧州・米国の温暖化対策担当官によるプレゼンテーション・意見交換 

 

（平成２２年６月２５日） 

・個別論点の整理について① 

 

（平成２２年７月９日） 

・個別論点の整理について② 

 

（平成２２年７月２３日） 

・個別論点の整理について③ 



 

（平成２２年８月３１日） 

・制度オプション案について① 

 

（平成２２年９月１０日） 

・制度オプション案について②  

 

（平成２２年１０月１８日） 

・制度オプションの評価 

・ポリシーミックスの在り方 

・対象ガス  

・対象期間  

・算定・検証・報告・償却の一連の手続  

・費用緩和措置  

 

（平成２２年１１月１日） 

・費用緩和措置  

・制度対象者の考え方とその特定方法  

・排出枠の設定方法  

・排出総量  

 

（平成２２年１１月９日） 

・国内外での排出削減に貢献する製品への配慮  

・国際競争力への影響及びその結果としての炭素リーケージへの配慮  

・国と地方の関係  

 

（平成２２年１１月１６日） 

・国内排出量取引制度とポリシーミックス  

・登録簿（環境省 国内排出量取引制度の法的課題に関する検討会からの報告）  

・適切な市場基盤（環境省 国内排出量取引制度の法的課題に関する検討会から  

の報告） 

・全体まとめ（制度オプションの評価）  

 

（平成２２年１１月２９日） 

・全体まとめ 

 

（平成２２年１２月６日） 

・全体まとめ 



（６）フロン類等対策小委員会 
（平成２２年７月２７日） 

・フロン類等対策小委員会について  
・フロン類等対策の現状について  
・関係者からのヒアリング① 

  
（平成２２年８月３日） 
・関係者からのヒアリング② 

 
（平成２２年９月２７日） 

・フロン類等対策の課題の整理について 
 

（平成２２年１２月１３日） 
・フロン類等対策の現状と課題及び今後の方向性について 

 
３．答申等  なし 
 

大気環境部会 
 
   

 
１．諮 問    

平成２２年７月２６日 諮問第２８５号 
今後の自動車排出ガスの在り方について 

 
２．審議状況 
 
（１）部 会 

第２９回（平成２２年３月２３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等について 
第３０回（平成２２年７月２８日） 
  ・今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十次答申）（案） 

について 
  ・自動車 NOx・PM 対策について 
第３１回（平成２２年８月１９日） 

・有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の 
見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方につ 
いて 

・ヒ素及びその化合物に係る健康リスク評価について 
第３２回（平成２２年１０月１５日） 

・「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第九次報告案）」につ 
いて 

 
（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  

第１０回（平成２２年５月３１日） 
・健康リスク総合専門委員会の進め方について 
・有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質リストの見直しについて 



・優先取組物質の見直しについて 
・ヒ素及びその化合物に係る健康リスク評価について 

第１１回（平成２２年７月２日） 
・第 10 回専門委員会の指摘事項について 
・有害大気汚染物質の今後の排出抑制のための対策のあり方について 

第１２回（平成２２年７月３０日） 
・第 11 回専門委員会における指摘事項について 
・健康リスク総合専門委員会報告案について 

 
（４）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会  

第１３回（平成２２年６月１日） 
   ・揮発性有機化合物排出インベントリについて 
   ・今後の揮発性有機化合物対策のあり方検討について 
   ・揮発性有機化合物排出抑制に関する取組について 
 
（５）自動車排出ガス総合対策小委員会 

第１回（平成２２年９月１３日） 
・自動車排出ガス総合対策小委員会の設置及び運営方針について 
・自動車排出ガス総合対策の経緯と現状について  
・今後の検討の進め方について 

 第２回（平成２２年１０月１５日） 
・前回小委員会における論点の整理、指摘事項について 
・自動車排出ガス総合対策に関するヒアリング 
・中間報告の取りまとめについて 

 第３回（平成２２年１２月２日） 
・今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について（中間報告案） 
・今後の検討の進め方について 

 
（６）自動車排出ガス専門委員会   

 第４２回（平成２２年４月２３日） 
・ディーゼルトラック・バス等の挑戦目標値について 
・E10 対応自動車の排出ガス基準等について 

 第４３回（平成２２年５月２８日） 
   ・第十次専門委員会報告（案）について 

 第４４回（平成２２年６月１８日） 
   ・第十次専門委員会報告（案）について 
 
（７）環境基準専門委員会  なし     
 
（８）微小粒子状物質環境基準専門委員会   

第２９回大気環境部会において廃止 
 

（９）微小粒子状物質測定法専門委員会   
第２９回大気環境部会において廃止 

 
３．答申等  

平成２２年７月２８日 中環審第５６３号 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十次答申） 

平成２２年１０月１５日 中環審第５８０号 
    今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第九次答申） 



騒音・振動部会 
 
  

 
 １．諮 問        なし 
 
 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８回（平成２２年８月１９日） 
・最終答申に向けた検討事項の状況について 

 
３．答申等  なし 

 
 

水環境部会 
 
   

 
１．諮 問 

平成２２年５月１８日 諮問第２７８号 
水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設
定方法について 
平成２２年８月１２日 諮問第２８７号 
地下水汚染の効果的な未然防止対策のあり方について 
平成２２年８月１２日 諮問第２８８号 
水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について 
平成２２年１０月１４日 諮問第２９６号 
水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について   

 
２．審議状況 
 
（１）部 会 

第２２回（平成２２年３月３１日） 
   ・第７次水質総量削減の在り方について 
   ・総量削減専門委員会の廃止及び総量規制基準専門委員会の設置について 
   ・ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準（案）について 
   ・その他報告事項 

第２３回（平成２２年６月１４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４次報告案）  
・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（報告案） 
・その他報告事項 

第２４回（平成２２年８月２５日） 
・報告事項  



・水生生物に係る水質環境基準等について  
・地下水汚染について  

第２５回（平成２２年１２月１０日） 
・委員会の審議状況について 
・最近の水環境行政について 

 
（２）陸域環境基準専門委員会 

第１０回（平成２２年５月１４日） 
・前回指摘事項について 
・「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の指定の見直しについ

て（第２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 
・「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の指定の見直しについ

て（第２次報告案）」について  
・検討事項及び今後のスケジュールについて  
・その他 

 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

第２０回（平成２２年６月２４日） 
・これまでの経過と今後のスケジュールについて  
・検討対象水域の状況について  
・その他  

第２１回（平成２２年９月２９日） 
・前回指摘事項について  
・東京湾における特別域の指定（案）について  
・伊勢湾における産卵場・生育場の状況について  
・その他 
 

（４）環境基準健康項目専門委員会    
第１３回（平成２２年９月２４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（諮

問）」について  
・第２次答申の概要について  
・今回の審議事項等について  
・水環境中での化学物質の検出状況について  
・国内等の動向について  
・その他 

第１４回（平成２２年１２月２日） 
・前回議論の整理について 
・「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３
次報告）（案）」について 

・ＰＦＯＳについての整理（追加情報） 
・その他 

 
（５）排水規制等専門委員会 

第３回（平成２２年５月１３日） 
・第１回専門委員会における指摘事項への対応  
・第２回専門委員会における聞き取り概要  
・１，４-ジオキサン等の排水規制等の在り方  
・今後の予定  
・その他 



第４回（平成２２年８月１７日） 
・第３回専門委員会における指摘事項への対応  
・１，４-ジオキサン等に係る論点整理  
・１，４-ジオキサンの処理技術  
・今後の予定  
・その他  

第５回（平成２２年１０月１９日） 
・第４回専門委員会における指摘事項への対応  
・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追加

等について（第１次報告）（案）  
・事故時の措置及びその対象物質  
・今後の予定  
・その他  

第６回（平成２２年１２月１７日） 
・第５回専門委員会における指摘事項への対応  
・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追加

等について（第１次報告案）  
・第５回専門委員会における指摘事項等への対応（事故時措置のみ）  
・水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について（報告案）  
・今後の予定  
・その他 

 
（６）総量削減専門委員会 なし 

第９回（平成２２年３月２４日） 
 ・第７次水質総量削減の在り方について 

 
（７）総量規制基準専門委員会 
  第 1回（平成２２年６月２４日） 

・総量規制基準の設定方法に関する中央環境審議会への諮問について 
・総量規制基準の設定方法の改定に当たっての検討事項等について  

  第２回（平成２２年９月２４日） 
 ・業種区分及び時期区分について  

・総量規制基準見直しの進め方について  
  第３回（平成２２年１１月２日） 

・総量規制基準の設定方法（素案）について  
・総量規制基準に係る業種その他の区分ごとの範囲（素案）について  

  第４回（平成２２年１１月２５日） 
・総量規制基準の設定方法について  

   第５回（平成２２年１２月２４日） 
    ・水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制 

基準の設定方法について 
 
（８）地下水汚染未然防止小委員会 

第１回（平成２２年９月２４日） 
   ・小委員会の設置について 
   ・地下水汚染事例の汚染事例の汚染原因行為等の実態について 
   ・地下水汚染防止の制度の現状について 
   ・今後の検討内容について（論点） 
   ・今後の予定について 
 



  第２回（平成２２年１０月１４日） 
   ●第１部  
   ・産業界における未然防止対策の現状について（聞き取り調査） 
   ●第２部 
   ・地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 
  第３回（平成２２年１１月１０日） 
   ・地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 
  第４回（平成２２年１２月８日） 
   ・地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 
 
（９）水生生物環境基準専門委員会  なし 
 
 
３．答申等 

平成２２年３月３１日  中環審第５４４号 
    第７次水質総量削減の在り方について 
 

 

瀬戸内海部会 
 
   

 
１．諮 問  なし 
   
２．審議状況 
（１）部 会  なし 
     
３．答申等  なし 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
１．諮 問 

平成２２年７月９日 諮問第２８２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２２年８月１１日 諮問第２８６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２２年１１月８日 諮問第２９７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２２年１２月１６日 諮問第２９８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２６回（平成２２年３月３０日） 



   ・カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染対策地域の 
指定要件等の見直しについて 

   ・報告事項 
    改正土壌汚染対策法の施行について 
    最近の農薬環境行政について 

第２７回（平成２２年５月１８日） 
   ・カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染対策地域の 
    指定要件等の見直しについて 
   ・報告事項 
     改正土壌汚染対策法の概要と留意点について 
 
（２）土壌制度小委員会 なし 

      
（３）農用地土壌環境基準等専門委員会 なし 
   
（４）農用地土壌小委員会 

    第３回（平成２２年３月２４日） 
   ・農用地土壌汚染対策地域の指定要件等について（素案） 
 
（５）農薬小委員会 

  第２１回（平成２２年７月２６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２２回（平成２２年８月３１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１１回 （平成２２年１０月５日） 
農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬
部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合 
・特定防除資材（特定農薬）の指定に係る今後の進め方について  
・特定防除資材（特定農薬）の指定に向けた具体的な資材の検討について  

第２３回（平成２２年１１月１９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２４回（平成２２年１２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 

 
３．答申等     

  平成２２年５月３１日 中環審第５５２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２２年５月１８日 中環審第５４６号 
カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農用地土壌汚染対策地域の指定 
要件等の見直しについて 

   平成２２年９月１６日 中環審第５６８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２２年１０月２５日 中環審第５８４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 
 

 

大気環境・水環境合同部会 
                          
                                            

 
  １．諮 問  なし 
                                     
  ２．審議状況                                  
（１）部 会  なし 
   
 （２）公害防止取組促進方策小委員会 なし 
 
３．答申等  なし 
 

 

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 10 回（平成２２年８月２日） 
・株式会社ゲイトの浄化事業計画について  
・日工株式会社・株式会社熊谷組・学校法人立命館大学の浄化事業計画につ
いて  

・株式会社バイオ・ジェネシステクノロジージャパン他の浄化事業計画につ
いて 
 

３．答申等  なし 
 
 
 
 
 
 



自然環境部会 
 
 

 
１．諮 問 
 平成２２年７月２０日 諮問第２８３号 

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに国立公園事業の変更について  
平成２２年７月２０日 諮問第２８４号 
知床及び尾瀬生態系維持回復事業計画の策定について 

 平成２２年１０月１日 諮問第２９３号 
国立公園事業の決定、廃止及び変更について 

 平成２２年１０月１日 諮問第２９４号 
国立公園等の公園区域及び公園計画の変更について 

 平成２２年１０月４日 諮問第２９５号 
白山生態系維持回復事業計画の策定について 

 
２．審議状況    
（１）部 会   なし 
 
（２）自然公園小委員会 
    第１９回（平成２２年７月２１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（３公園）（諮問） 
      ・生態系維持回復事業計画の策定について（２公園）（諮問） 

・国立公園事業の変更について（３公園）（諮問）  
・国立・国定公園の総点検の取組みについて（報告）  

 
  第２０回（平成２２年１０月４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（６公園）（諮問） 
      ・生態系維持回復事業計画の策定について（１公園）（諮問） 

・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（５公園）（諮問） 
・国立・国定公園の総点検について（報告）  

 
（３）自然公園のあり方検討小委員会   なし  
  
（４）温泉小委員会   なし 
 
３．答申等 
 平成２２年７月２１日 中環審第５６０号 

国立公園等の公園区域及び公園計画の変更並びに国立公園事業の変更について  
平成２２年７月２１日 中環審第５６１号 
知床及び尾瀬生態系維持回復事業計画の策定について 

 平成２２年１０月１５日 中環審第５８１号 
国立公園事業の決定、廃止及び変更について 

 平成２２年１０月１５日 中環審第５８２号 
国立公園等の公園区域及び公園計画の変更について 

 平成２２年１０月１５日 中環審第５８３号 
白山生態系維持回復事業計画の策定について 

 
 
 



 

 

野生生物部会 
 
 

 
１．諮 問     
平成２２年５月１９日諮問第２７９号 
国際希少野生動植物種の追加及び削除について 

 
平成２２年５月１９日諮問第２８０号 
構造改革特別区域内においてノヤギを狩猟鳥獣とすることについて 

 
平成２２年９月２７日諮問第２９０号 
オガサワラオオコウモリ保護増殖事業計画の策定について 

 
平成２２年９月２７日諮問第２９１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２２年９月２７日諮問第２９２号 
鳥獣の保護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 

 
２．審議状況 
（１）部 会  
  平成２２年５月２６日 
      ・国際希少野生動植物種の追加及び削除について（諮問） 
      ・構造改革特別区域内においてノヤギを狩猟鳥獣とすることについて（諮問） 
      ・トキの野生復帰に係る最近の動きについて（報告） 
 
  平成２２年１０月４日 
      ・オガサワラオオコウモリ保護増殖事業計画の策定について（諮問） 
      ・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） 
      ・鳥獣の保護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（諮問） 
      ・トキの野生復帰に係る最近の動きについて（報告） 
      ・ラムサール条約湿地の潜在候補地について（報告） 

・その他  
 

（２）遺伝子組換え生物小委員会   なし 
 
（３）移入種対策小委員会   なし 
 
（４）外来生物対策小委員会   なし 
 
（５）鳥獣保護管理小委員会 

平成２２年度第１回（平成２２年１１月１１日） 
・「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（基本指針）」 

の見直しの進め方について 
・現行の基本指針について 
・その他  
 
 



 

 

平成２２年度第２回（平成２２年１２月２２日） 
・関係団体等ヒアリング 
・都道府県の特定計画等実施状況調査及び提出意見の報告 
・その他        

 
３．答申等   

平成２２年５月２０日中環審第５５０号 
 国際希少野生動植物種の追加及び削除について 
平成２２年５月２６日中環審第５５１号 
 構造改革特別区域内においてノヤギを狩猟鳥獣とすることについて 

 
平成２２年１０月４日中環審第５７６号 
 オガサワラオオコウモリ保護増殖事業計画の策定について 

 
平成２２年１０月４日中環審第５７７号 

  国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について 
 
 

自然環境・野生生物合同部会 

 
１．諮 問  なし 
 
２．審議状況 
（１）部 会 なし 

  
（２）生物多様性国家戦略小委員会  なし 
 
３．答申等  なし 
 
 

動物愛護部会 

 
１．諮 問       
平成２２年６月３日 諮問第２８１号  
愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正に関して 

 
２．審議状況  
（１）部 会 

第２６回（平成２２年６月１６日） 

（１）動物愛護管理法の見直しについて  

（２）愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正について  

（３）その他  

 
第２７回（平成２２年７月１５日） 

（１）動物愛護管理基本指針の点検（報告）について  

（２）小委員会の設置について  



 

 

（３）その他  

 
（２）動物愛護管理のあり方検討小委員会 

第１回（平成２２年８月１０日） 

（1） 制度の見直しにおける検討事項について  

（2） 今後のスケジュールについて  

（3） その他 

 
第２回（平成２２年９月１５日）  
・関係者ヒアリング（動物愛護団体）  

 
第３回（平成２２年９月１６日） 
・関係者ヒアリング（ペット業界関係者） 

 
第４回（平成２２年１０月１９日） 
・動物取扱業の適正化 
 
第５回（平成２２年１０月２０日） 
・動物取扱業の適正化 
 
第６回（平成２２年１１月８日） 

・関係者ヒアリング（ペット葬祭業、観賞魚販売業関係者等）  

 
第７回（平成２２年１１月９日） 
・関係者ヒアリング（動物園水族館関係者等） 
 
第８回（平成２２年１１月２９日） 
・動物取扱業の適正化 
 
第９回（平成２２年１２月６日） 
・動物取扱業の適正化 

 
（３）ペットフード小委員会 

第４回（平成２２年１２月２０日） 

（１） 愛がん動物用飼料の基準・規格の設定について 

（２）その他 

 
３．答申 なし 
 
 
 
 




