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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24年4月19日～平成25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

有無（数）

H13.9.25 H24.12.27

[諮問第１７号] [中環審第７０３号]

H8.5.21 H24.8.10

[諮問第３１号] [中環審第６６８号]

H16.8.27 H24.12.27

[諮問第１２３号] [中環審第７０２号]

H17.6.29 H24.4.19

[諮問第１５９号] [中環審第６５５号]

H22.7.26 H24.11.30

[諮問第２８５号] [中環審第６８６号]

H22.8.12 H24.12.27

[諮問第２８８号] [中環審第７０１号]

H23.2.9 H24.10.9 有（３）

[諮問第３０１号] [中環審第６７７号]
(中間取りまとめ
12月20日現在）

H23.7.20 H24.10.30

[諮問第３０９号] [中環審第６７９号]

H24.1.27 H24.9.13

[諮問第３２１号] [中環審第６７３号]

H24.2.2 H24.4.24

[諮問第３２２号] [中環審第６５９号]

H24.3.5 H24.5.10

[諮問第３２５号] [中環審第６６１号]

H24.4.20 H24.5.10

[諮問第３２６号] [中環審第６６０号]

H24.4.20

[諮問第３２７号]

H24.4.20 H24.12.26

[諮問第３２８号] [中環審第７００号]

H24.5.23 H24.8.30

[諮問第３２９号] [中環審第６７０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

―

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
６次）

―

水生生物保全に係る水質環境基準の項目追加等について（第
２次）

有（48）

今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十一
次）

有（38）

有（19）

有（31）

今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第二次）

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

生物多様性国家戦略の変更について

使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について（第二
次）

今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について

― 石綿の飛散防止対策の更なる強化について

瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生
の在り方について

―

有（235）

―

有（６）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（23）

有（1272）

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について

今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方に
ついて

有（10）

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）
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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）

H24.5.23

[諮問第３２９号] H24.11.20

H24.8.24 [中環審第６８２号]

[諮問第３３２号]

H24.6.12 H24.6.13

[諮問第３３０号] [中環審第６６６号]

H24.6.12 H24.6.13

[諮問第３３１号] [中環審第６６７号]

H24.9.11 H24.9.18

[諮問第３３３号] [中環審第６７４号]

H24.9.11 H24.9.18

[諮問第３３４号] [中環審第６７５号]

H24.10.3 H24.12.26

[諮問第３３５号] [中環審第６９９号]

H24.10.19 H24.12.21

[諮問第３３６号] [中環審第６９８号]

H24.11.6

[諮問第３３７号]

H24.11.12 H24.11.22

[諮問第３３８号] [中環審第６８３号]

H24.11.29

[諮問第３３９号]

H24.11.29

[諮問第３４０号]

H24.12.13

[諮問第３４１号]

H24.12.17 H24.12.19

[諮問第３４２号] [中環審第６９４号]

H24.12.17 H24.12.19

[諮問第３４３号] [中環審第６９５号]

H24.12.17 H24.12.19

[諮問第３４４号] [中環審第６９６号]

H24.12.17 H24.12.19

[諮問第３４５号] [中環審第６９７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

―
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

―

国立公園等の公園計画の変更について
（阿寒国立公園、瀬戸内海国立公園（大分県地域）、瀬戸内海
国立公園（山口県地域）、天竜奥三河国定公園）

有（５）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について ―

阿寒生態系維持回復事業計画の策定について ―

オンネトー湯の滝生態系維持回復事業計画の策定について

―

―

―

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

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

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（第１次）

循環型社会形成推進基本計画について

国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について

有（1746）

有（４）

―

ライチョウ保護増殖事業計画の策定について

―

瀬戸内海国立公園（淡路地域）の公園区域及び公園計画の変
更について

有（１）

国立公園事業の決定、廃止及び変更について

―

―

有（91）

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）

―

有（５）
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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）

H24.6.5

[中環審第６６３号]

H24.11.30

[中環審第６８７号]

H24.12.13

[中環審第６８８号]

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措
置について（意見具申）

有（207）

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（意見具申）

―

環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に
係る環境法令の整備について（意見具申）

―

3
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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  なし 
 

（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  なし 
  
（５）環境情報専門委員会 

第１０回（平成２４年１２月１４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 
・我が国の環境政策情報に関するポータルサイトの構築について（報告） 

 
（６）環境に配慮した事業活動の促進に関する小委員会  なし 
 
（７）環境影響評価制度専門委員会  なし 
 
（８）環境と金融に関する専門委員会  なし 
 
３．答申等  なし 
 
 
 

総合政策・地球環境合同部会 
 
   

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況  なし 
 
（１）部会  なし 
 
（２）施策総合企画小委員会  なし 
 
（３）環境税の経済分析等に関する専門委員会  なし 
 
（４） グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会  なし 
 
３．答申等  なし 



 
5 

 
 

廃棄物・リサイクル部会 
 
  

  
１．諮問 

 
平成２３年２月９日  諮問第３０１号 
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品の有用金属の再生利用の在
り方について 

 
２．審議状況 
 
（１）部会  
   

第４８回（平成２３年２月９日） 
・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
に関する小委員会の設置について 

・廃棄物処理法及び同法政省令の改正について 
・廃棄物処理法に基づく基本方針の変更について等 

 
  第４９回（平成２３年１０月２４日） 
   ・東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について 
   ・使用済電気電子機器の不適正な海外流出防止対策等について等 
 
  懇談会（平成２４年３月１９日） 
   ・東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理について 
   ・今通常国会への提出法案について等 
 

懇談会（平成２４年１２月１０日） 
   ・廃棄物・リサイクル部会の小委員会及び専門委員会の廃止について 
   ・廃棄物最終処分場に係る排水基準等の見直しについて 
   ・東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について 
   ・PCB 廃棄物の適正処理の推進について 
   ・平成２４年通常国会で成立した法律の施行について等 
 
（２）廃棄物処理制度専門委員会  なし 
 
（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５回（平成２４年８月２３日） 
・１，４－ジオキサン等の特別管理産業廃棄物への指定等について 
・廃棄物処理基準等専門委員会検討結果報告書（素案）について 

 
（５）容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会  なし 
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（６）自動車リサイクル専門委員会 
（産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクル WG と
合同開催） 

 
第３０回（平成２４年８月１０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 
・その他 

 
（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
ドラインと合同開催） 

 
（８）家電リサイクル制度評価検討小委員会  なし 

（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） 

 
（９）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） 
 

（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 
 

第１１回（平成２４年１０月９日） 
・使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について 
・小型電子機器等リサイクル制度について 
 

第１２回（平成２４年１２月１３日） 
・小型電子機器等リサイクル制度について 

 
（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 
（産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会と合同開催） 
 

第６回（平成２４年５月１０日） 
・国内資源循環の推進及びレアメタル含有情報の共有について 
・その他 
 

第７回（平成２４年６月７日） 
・レアメタル推進に向けた具体的な対応策について 
・その他 

 
第８回（平成２４年７月１２日） 
・中間取りまとめ（案）について 
・その他 
 

（１２）浄化槽専門委員会  なし 
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３．答申等 
 
平成２４年１０月９日  中環審第６７７号 
小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について（第二次答申） 

 
 
 

循環型社会計画部会 
 
  

 
１．諮問   
   

平成２４年１１月６日  諮問第３３７号 
   循環型社会形成推進基本計画について 
 
２．審議状況 
 

第７０回（平成２４年５月２５日） 
・第３次循環型社会形成推進基本計画策定のための具体的指針について 

 
第７１回（平成２４年６月２８日） 

・地方自治体からのヒアリング 
 

第７２回（平成２４年８月９日） 
・産業界からのヒアリング 
 

第７３回（平成２４年９月７日） 
・関係府省ヒアリング（環境省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省） 
 
第７４回（平成２４年９月１９日） 

・第３次循環計画の構成（案）について 
・第３次循環計画における指標の考え方（案）について等 

 
第７５回（平成２４年１０月１１日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画について 
 
第７６回（平成２４年１１月７日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画について 
 
第７７回（平成２４年１２月２１日） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画パブリックコメント（案）について 
 
 ３．答申等 

 
平成２４年６月５日  中環審第６６３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
（意見具申） 
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環境保健部会 
 
 

 
１．諮問 
    

平成２４年１１月１２日  諮問第３３８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２６回（平成２４年１１月２２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１２２回（平成２４年４月２７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１２３回（平成２４年５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１２４回（平成２４年６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１２５回（平成２４年７月２７日） 
【第一部】 

・既存化学物質の審議について 

・優先評価化学物質の審議について（一般化学物質） 

・１，２，５，６，９，１０－ヘキサブロモシクロドデカンの審議について 

 

【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 

・優先評価物質の審議について（公示前の新規化学物質） 
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 第１２６回（平成２４年９月１４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１２７回（平成２４年１０月１２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１２８回（平成２４年１１月１６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１２９回（平成２４年１２月２１日） 

【第一部】 

・既存化学物質の審議について 

・スクリーニング評価に関する審議について 

 

【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 

 
（化学物質審査小委員会の結果 平成２４年４月２７日～平成２４年１２月２１日） 
第１２２回～第１２９回の新規化学物質の延べ審議対象物質数は３４４、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：２１９、低生産量新規化学物質：１２５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３１件、生態影響の観
点から２１件が優先評価化学物質相当と判定された（重複あり）。 
 
（３）化学物質評価専門委員会 
   

第１８回（平成２４年１２月２５日） 
・化学物質環境実態調査（平成２３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１１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）石綿健康被害救済小委員会 
   

第１１回（平成２４年１２月５日） 
   ・石綿健康被害救済制度における指定疾病にかかる医学的判定に関する考え

方について 
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３．答申等 

 
平成２４年１１月２２日  中環審第６８３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） 

 
 
 

石綿健康被害判定部会 

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部会  開催なし 
 
（２）石綿健康被害判定小委員会 
   

第９３回～第１０１回（平成２４年４月１７日～平成２４年１２月４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２５回（平成２４年４月２４日から平成２４年１２月２７日まで）開催。 
 
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１０５回（平成２４年４月２５日） 
・ 国立環境研究所 AIM プロジェクトチームの試算結果と総合資源エネルギー

調査会基本問題委員会における試算結果の比較について  
・経済モデルによる経済影響分析について  
・取りまとめに向けた報告書の骨子について  
・今後の国際貢献の考え方について  
・その他 
 

第１０６回（平成２４年５月１６日） 
・経済モデルによる経済影響分析について  
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・地球温暖化に関する選択肢の原案の構成等について  
・地球温暖化対策の選択肢原案の絞り込みについて  
・地球温暖化対策の選択肢原案等のとりまとめに向けて  
・その他 

 
第１０７回（平成２４年５月２８日） 
・経済モデル分析について  
・地球温暖化に関する選択肢の原案の構成、複数の選択肢原案を評価する視
点等について  

・2013 年以降の対策・施策に関する報告書（素案）【平成 24年 5月 28 日時
点】について  

・その他 
 

第１０８回（平成２４年６月８日） 
・エネルギー・環境会議に提示する選択肢の原案のとりまとめ等について  
・2013 年以降の対策・施策に関する報告書のとりまとめについて  
・その他 

 
第１０９回（平成２４年６月１３日） 
・2013 年以降の対策・施策に関する報告書のとりまとめについて  
・その他 

 
第１１０回（平成２４年７月１８日） 
・エネルギー・環境に関する選択肢等  
・2013 年以降の地球温暖化対策･施策について  
・その他 

 
第１１１回（平成２４年１０月２４日） 
・革新的エネルギー・環境戦略について  
・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  なし 
 

（平成２４年１２月３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） 
 

（平成２４年１２月１４日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会化学・非鉄金属 WGへの参加 
・化学・非鉄金属業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素社会実行計画につ
いて 

 
（平成２４年１２月１４日） 
※産業構造審議会地球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、低炭素社会実行計画について 

 
（平成２４年１２月１７日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会自動車・自動車部品・自動車車体
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WG への参加 
・自動車・自動車部品・自動車車体業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素
社会実行計画について 

 
（平成２４年１２月１８日） 

※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等 WG へ
の参加 
・製紙・板硝子・セメント等の業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素社会
実行計画について 
 

（平成２４年１２月１８日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会流通・サービス WGへの参加 
・流通・サービス業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素社会実行計画につ
いて 

 
（平成２４年１２月１９日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会資源・エネルギーWG への参加 
・資源・エネルギー業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素社会実行計画に
ついて 

 
（平成２４年１２月２１日） 
※産業構造審議会地球部会地球環境小委員会電子・電機・産業機械等 WG への 
参加 

・電子・電機・産業機械等業種の自主行動計画の評価・検証、低炭素社会実行
計画について 

 
（４）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との合同開催 
   

第２回（平成２４年５月２８日） 
・第２回合同会議の開催について 
・平成２３年度のフロン類等対策に関する検討状況について 
・２０１３年以降の対策・施策に関するフロン類等対策に係る議論について 
・今後の検討事項について 

 
第３回（平成２４年８月７日） 
・フロン類等対策に係る今後の議論の進め方について（案） 
・冷凍空調機器の冷媒転換を促進するための政策のあり方について 
・廃棄時、整備時回収・破壊対策等についての論点 

 
第４回（平成２４年９月２４日） 
・冷凍空調機器の冷媒管理について 

 
第５回（平成２４年１０月２２日） 
・冷凍空調機器の冷媒管理について 
・ガスメーカー等によるフロン類の環境負荷の低減に向けた取組について 
・冷凍空調機器を除く製品についてのフロン類の使用の低減について 
・行程管理制度の拡充について 

 
第６回（平成２４年１１月２６日） 
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・廃棄時回収等における取組の強化について 
・「フロン類等対策の方向性について」（骨子案）について 
 

第７回（平成２４年１２月１２日） 
・「今後のフロン類等対策の方向性について」（案）について 

 
（５）２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会 

 
第１６回（平成２４年４月１９日） 
・ 国立環境研究所 AIM プロジェクトチームの試算結果と総合資源エネルギ

ー調査会基本問題委員会に おける試算結果の比較について 
・第１５回小委員会までに提起された諸論点について  
・経済モデルによる経済影響分析について  
・取りまとめに向けた報告書の骨子について  
・その他 

 
第１７回（平成２４年５月９日） 
・国立環境研究所 AIM プロジェクトチームの試算結果と総合資源エネルギー
調査会基本問題委員会における試算結果の比較について  

・経済モデル分析の対象について  
・複数の選択肢原案を評価する視点について  
・その他 

 
第１８回（平成２４年５月１６日） 

・経済モデルによる経済影響分析について  
・地球温暖化に関する選択肢の原案の構成等について  
・地球温暖化対策の選択肢原案の絞り込みについて  
・地球温暖化対策の選択肢原案等のとりまとめに向けて  
・その他 

 
第１９回（平成２４年５月２３日） 
・経済モデル分析について  
・地球温暖化に関する選択肢の原案の構成、複数の選択肢原案を評価する視
点等について  

・2013 年以降の対策・施策に関する報告書（素案）【平成 24年 5月 23 日時
点】について  

・その他 
 

第２０回（平成２４年５月２８日） 
・経済モデル分析について  
・地球温暖化に関する選択肢の原案の構成、複数の選択肢原案を評価する視
点等について  

・2013 年以降の対策・施策に関する報告書（素案）【平成 24年 5月 28 日時
点】について  

・その他 
 

第２１回（平成２４年６月８日） 
・エネルギー・環境会議に提示する選択肢の原案のとりまとめ等について  
・2013 年以降の対策・施策に関する報告書のとりまとめについて  
・その他 
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（６）低炭素建築物に関する専門委員会 
   

※以下、いずれも総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築
物判断基準小委員会、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との合同会議 

 
第１回（平成２４年９月４日） 
・低炭素建築物に係る認定基準の策定について  

・認定基準策定の背景 

・認定基準の概要 

 

第２回（平成２４年９月１０日） 

・低炭素建築物に係る認定基準について 

 
第３回（平成２４年９月１９日） 

・低炭素建築物に係る認定基準について 

 
第４回（平成２４年１１月１５日） 

・低炭素建築物の認定に関する基準の策定について 

（「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物

の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」の制定について）  

・その他  
 
（７） 国内排出量取引制度小委員会  なし 
 
３．答申等  なし 
 
 
 

大気環境部会 
 
   

 
１．諮問 
 

平成２４年４月２０日  諮問第３２７号 
石綿の飛散防止対策の更なる強化について 

 
平成２４年４月２０日  諮問第３２８号 

今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について 
 
２．審議状況 
 
（１） 部会 

 
第３３回（平成２４年５月１８日） 
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・石綿の飛散防止対策の更なる強化について（諮問） 
・今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について（諮問） 

 
  第３４回（平成２４年８月１０日） 
   ・今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第１１次答申)(案)  

・新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針について  
・「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減す
るための計画」の変更について 

 
第３５回（平成２４年９月１９日） 

・石綿の飛散防止対策の更なる強化について 
○石綿飛散防止対策の更なる強化について検討状況の経過報告 

・今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について 
○揮発性有機化合物（VOC）排出抑制対策の在り方について検討状況の経

過報告 
 

第３６回（平成２４年１２月２６日） 
・石綿の飛散防止対策の更なる強化について 

○石綿の飛散防止対策の更なる強化について（中間答申） 
・今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について 

○今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について（答
申） 

 
（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１３回（平成２４年１０月１５日） 
   ・「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 
 
（４）揮発性有機化合物排出抑制専門委員会 

 
第１５回（平成２４年６月７日） 

・揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて 
・揮発性有機化合物（VOC）排出抑制に関する取組について 
・今年度の揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の進め方について 

 
第１６回（平成２４年８月２９日） 

・揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリの修正について 
・揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告骨子について 

 
第１７回（平成２４年１０月１１日） 

・揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて 
・揮発性有機化合物（VOC）排出抑制に関する取組について 
・揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告書（案）について 

 
（５）石綿飛散防止専門委員会 
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第１回（平成２４年６月２７日） 

・石綿飛散防止専門委員会の設置について 
・今年度の石綿飛散防止専門委員会の進め方について 
・石綿の飛散防止対策の更なる強化について 
・その他 

 
第２回（平成２４年７月２０日） 

・解体現場、大気濃度調査等に関する現状と課題等の情報収集について 
（一般社団法人ＪＡＴＩ協会、中皮腫・じん肺・アスベストセンター、日
本アスベスト調査診断協会、株式会社ＥＦＡラボラトリーズへのヒアリン
グ） 

・その他 
 

第３回（平成２４年８月９日） 
・解体現場、大気濃度調査等に関する現状と課題等の情報収集について 

（一般社団法人日本環境測定分析協会、社団法人日本作業環境測定協会、 
小坂浩氏（元兵庫県立健康科学研究センター）、社団法人全国解体工事業
団体連合会、社団法人日本建設業連合会へのヒアリング） 

・その他 
 

第４回（平成２４年８月２７日） 
・解体現場、大気濃度調査等に関する現状と課題等の情報収集について 

（森永謙二委員、村山武彦氏（東京工業大学）、森ビル株式会社、大阪府、 
川崎市へのヒアリング） 

・その他 
 

第５回（平成２４年９月２６日） 
・これまでに開催された専門委員会における要望・質問について 
・石綿飛散防止専門委員会における今後の対応策についての指摘・低減等に

ついて 
・その他 

 
第６回（平成２４年１０月２４日） 

・解体現場、大気濃度調査等に関する現状と課題等の情報収集に関する 
質問・回答について 

・石綿飛散防止専門委員会中間報告に向けた検討について 
・その他 

 
第７回（平成２４年１１月２１日） 

・石綿飛散防止専門委員会中間報告（案）について 
・その他 

 
第８回（平成２４年１２月５日） 

・石綿飛散防止専門委員会中間報告（案）について 
・その他 

 
（６）自動車排出ガス総合対策小委員会 
 

第６回（平成２４年９月１８日） 
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   ・今後の自動車排出ガス総合対策について 
 
  第７回（平成２４年１１月２１日） 
   ・今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について（報告） 
 
（７）自動車排出ガス専門委員会   
 

第５０回（平成２４年５月３０日） 
   ・ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制について 
   ・オフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会報告 
 

第５１回（平成２４年６月２７日） 
   ・第十一次専門委員会報告（案）について 
 
３．答申等  
 
  平成２４年８月１０日  中環審第６６８号 
   今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十一次答申） 

 
平成２４年１１月３０日  中環審第６８６号 

   今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について 
 
平成２４年１２月２６日  中環審第７００号 
今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策の在り方について（答申） 

 
 
 

騒音振動部会 
 
  

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部会 
   

第８回（平成２４年４月１９日） 
   ・今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第二次答申）（案） 
   ・風力発電施設の騒音・低周波音に関する検討結果の暫定的取りまとめにつ

いて 
   ・騒音ラベリング制度導入マニュアル（案）について 
 
（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１３回（平成２４年９月１３日） 
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  ・タイヤ騒音規制の規制手法及び今後の進め方について 
  ・四輪車の加速走行騒音規制（試験法）について 
  ・四輪車加速走行騒音に係る国際基準の検討状況報告 

 
３．答申等 
   

平成２４年４月１９日 中環審第６５５号 
   今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第二次答申） 
 
 
 

水環境部会 
 
   

 
１．諮問  なし 

 
２．審議状況 
 
（１）部会 
 
  第３０回（平成２４年１２月２７日） 
   ・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（第２次報告） 
   ・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６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見直しにつ
いて（報告） 

   ・その他報告事項 
 
（２）陸域環境基準専門委員会 

 
第１２回（平成２４年７月（持ち回り開催）） 
 ・「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見直しに

ついて」に係るパブリックコメントの結果について 
 
（３）水生生物保全環境基準類型指定専門委員会 

 
第２４回（平成２４年９月１２日） 
・大阪湾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（第６次報告案）」

について 
 
  第２５回（平成２４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（第６次報告案）」

について 
・瀬戸内海（大阪湾を除く）に関する水生生物保全に係る水域類型指定につ
いて 

   
第２６回（平成２４年１２月（持ち回り開催）） 
・「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６次報告案）

（大阪湾）に対するパブリックコメントの実施結果について 
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（４）水生生物保全環境基準専門委員会 

 
第６回（平成２４年８月１０日） 
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）について 
・４-t-オクチルフェノールについて 
・アニリン、2,4-ジクロロフェノールについて 
・各検討項目の検出状況について 
 

第７回（平成２４年１０月５日） 
・「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（第２次報告）

（案）」について 
 
第８回（平成２４年１２月（持ち回り開催）） 
・「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（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 
 
（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  なし 
 
（７）地下水汚染未然防止小委員会  なし 
 
３．答申等 

 
平成２４年１２月２７日  中環審第７０１号 

   水生生物保全に係る水質環境基準の項目追加等について（第２次答申） 
 

平成２４年１２月２７日  中環審第７０２号 
   水生生物保全に係る水質環境基準の類型指定について（第６次答申） 

 
  平成２４年１２月２７日  中環審第７０３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見直しについ

て（答申） 
 
 
 

瀬戸内海部会 
 
   

 
１．諮問  なし 
 
２．審議状況 
 
（１）部会 

 
第１１回（平成２４年８月１３日） 

      ・諮問に関する企画専門委員会からの中間報告について  

・今後の進め方について  
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  第１２回（平成２４年１０月３０日） 

・瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方につ

いて（最終報告）  

・その他 
 
（２）企画専門委員会 

 
第３回（平成２４年４月２６日） 

   ・現地ヒアリングと意見募集の結果報告  
・今後の目指すべき将来像のとりまとめ方針について  
・今後の進め方について 

 
  第４回（平成２４年５月３１日） 

・前回指摘事項への対応について  
・環境保全・再生の在り方のとりまとめ方針について  
・委員会報告骨子（案）について 

 
  第５回（平成２４年６月２５日） 
   ・前回指摘事項への対応について  

・委員会報告（案）について  
・今後の進め方について  

 
  第６回（平成２４年９月２０日） 
   ・委員会最終報告のとりまとめ  

○中間報告に対する瀬戸内海部会の指摘事項と対応について  
○中間報告に対する意見募集の結果と対応について  

・瀬戸内海環境保全基本計画等と委員会最終報告との関係について  
 
 ３．答申等 
 
   平成２４年１０月３０日  中環審第６７９号 

瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方につ
いて 

 
 
 

土壌農薬部会 
 
   

 
１．諮問 
 
平成２４年５月２３日  諮問第３２９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２４年８月２４日  諮問第３３２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２４年１０月３日  諮問第３３５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２４年１２月１３日  諮問第３４１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２９回（平成２４年１２月１４日） 
・小委員会及び専門委員会の廃止について  
・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について 

 ○放射性物質の除染の状況について 
○地下水汚染の未然防止対策について 

   ・その他 
    
（２）農薬小委員会 

 
第３０回（平成２４年６月１５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３１回（平成２４年９月７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３２回（平成２４年１０月３０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２４年４月２４日  中環審第６５９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２４年８月３０日  中環審第６７０号 



 
22 

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２４年１１月２０日  中環審第６８２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２４年１２月２６日  中環審第６９９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  なし 

 
３．答申等  なし 
 
 
 

自然環境部会 
 
 

 
１．諮 問 
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  平成２４年６月１２日  諮問第３３０号 
   瀬戸内海国立公園（淡路地域）の公園区域及び公園計画の変更について 
 
  平成２４年６月１２日  諮問第３３１号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２４年１２月１７日  諮問第３４２号 
   国立公園等の公園計画の変更について（阿寒国立公園、瀬戸内海国立公園（大

分県地域）、瀬戸内海国立公園（山口県地域）、天竜奥三河国定公園） 
 
  平成２４年１２月１７日  諮問第３４３号 
   国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
  平成２４年１２月１７日  諮問第３４４号 
   阿寒生態系維持回復事業計画の策定について 
 
  平成２４年１２月１７日  諮問第３４５号 
   オンネトー湯の滝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 
   

第１７回（平成２４年９月１３日） 
   ・三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興の進捗状況について 
   ・第１回アジア自然公園会議（First Asia Parks Congress）の開催について 
 
（２）自然公園小委員会 
 
  第２３回（平成２４年６月１３日） 
   ・瀬戸内海国立公園（淡路地域）の公園区域及び公園計画の変更について（諮

問） 
   ・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（日光国立公園他４公園）（諮

問） 
 
  第２４回（平成２４年１２月１９日） 

・国立公園等の公園計画の変更について（阿寒国立公園、瀬戸内海国立公園
（大分県地域）、瀬戸内海国立公園（山口県地域）、天竜奥三河国定公園）
（諮問） 

・国立公園事業の決定、廃止及び変更について（阿寒国立公園他８公園）（諮
問） 

   ・阿寒生態系維持回復事業計画の策定について（諮問） 
・オンネトー湯の滝生態系維持回復事業計画の策定について（諮問） 

 
（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 
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平成２４年６月１３日  中環審第６６６号 

  瀬戸内海国立公園（淡路地域）の公園区域及び公園計画の変更について 
 
 平成２４年６月１３日  中環審第６６７号 
  国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
 平成２４年１２月１９日  中環審第６９４号 

国立公園等の公園計画の変更について（阿寒国立公園、瀬戸内海国立公園（大
分県地域）、瀬戸内海国立公園（山口県地域）、天竜奥三河国定公園） 

 
 平成２４年１２月１９日  中環審第６９５号 
  国立公園事業の決定、廃止及び変更について 
 
 平成２４年１２月１９日  中環審第６９６号 
  阿寒生態系維持回復事業計画の策定について 
 
 平成２４年１２月１９日  中環審第６９７号 

   オンネトー湯の滝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２４年４月２０日  諮問第３２６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２４年９月１１日  諮問第３３３号 
   ライチョウ保護増殖事業計画の策定について 
 

平成２４年９月１１日  諮問第３３４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２４年１１月２９日  諮問第３３９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２４年１１月２９日  諮問第３４０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 
   

平成２４年５月１０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） 
   ・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（諮問） 
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   ・｢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｣（特定外来
生物法）の施行状況の検討について 

   ・その他 
 
  平成２４年９月１８日 
   ・ライチョウ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） 
   ・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略（仮称）について 
   ・その他 
 
  平成２４年１２月１３日 
   ・外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について 
   ・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（諮

問） 
   ・絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略（骨子案）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（諮問） 
   ・小委員会の廃止について 
   ・その他 
 
（２）遺伝子組換え生物小委員会  平成２４年１２月１３日付け廃止 
 
（３）移入種対策小委員会  平成２４年１２月１３日付け廃止 
 
（４）外来生物対策小委員会   

 
平成２４年度第１回（平成２４年６月２７日） 

   ・外来生物法の施行状況の検討の進め方について 
   ・外来生物法の施行状況を踏まえた現状と課題について 
   ・その他 
 
  平成２４年度第２回（平成２４年７月２７日） 
   ・外来生物法をめぐる現状と課題 
   ・外来生物法の施行状況を踏まえた今後講ずべき措置 
   ・その他 
 
  平成２４年度第３回（平成２４年８月２７日） 
   ・外来生物法の施行状況を踏まえた今後講ずべき措置 
   ・その他 
 
  平成２４年度第４回（平成２４年１１月１４日） 
   ・外来生物法の施行状況を踏まえた今後講ずべき措置について 
   ・その他 
 
（５）鳥獣保護管理小委員会  なし 
 
３．答申等 
 

平成２４年５月１０日  中環審第６６０号 
   国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について 
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  平成２４年５月１０日  中環審第６６１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２４年９月１８日  中環審第６７４号 
   ライチョウ保護増殖事業計画の策定について 
 
  平成２４年９月１８日  中環審第６７５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２４年１２月１３日 中環審第６８８号 

外来生物法の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置について（意見 
具申） 

 
 
 

自然環境・野生生物合同部会 

 
１．諮 問 
 
２．審議状況    
 
（１）部 会 
 

平成２４年度第１回（平成２４年８月２９日） 
   ・生物多様性国家戦略（案）の検討 
 
  平成２４年度第２回（平成２４年９月１３日） 
   ・「生物多様性国家戦略 2012－2020」答申案について 
 
（２）生物多様性国家戦略小委員会 

 
第３回（平成２４年４月２３日） 

   ・次期国家戦略における論点（案）について 
 
  第４回（平成２４年５月１４日） 
   ・次期国家戦略における骨子（案）について 
 
  第５回（平成２４年５月３１日） 
   ・次期生物多様性国家戦略（素案）の検討 
 
  第６回（平成２４年６月１１日） 
   ・次期生物多様性国家戦略（素案）の検討 
 
  第７回（平成２４年６月２６日） 
   ・次期生物多様性国家戦略（案）の検討 
 
 
３．答申等  
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平成２４年９月１３日  中環自野第６０号 

  生物多様性国家戦略の変更について（報告） 
 
 
 

動物愛護部会 

 
１．諮 問 
 

平成２４年１０月１９日  諮問第３３６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 

 
２．審議状況 
 
（１）部 会   
    
  第３０回（平成２４年８月１０日） 

・動物愛護管理基本指針の点検 
・特定動物の見直し検討について 
・警戒区域に取り残された犬猫について 
・動物取扱責任者の資格要件について 
・その他 

 
  第３１回（平成２４年９月６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（平成 24年法律第

79号）の公布について  

・警戒区域に取り残された犬猫について  
・その他 

 
  第３２回（平成２４年１０月３日） 

・関係者ヒアリング  

・その他 
 
  第３３回（平成２４年１０月２３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（平成 24年法律第
79号）に基づく基準等の設定について（諮問） 

・第一種動物取扱業者（犬猫等販売業者）及び第二種動物取扱業者に関する
基準等について（骨子案） 

・特定動物リストの見直しについて 
・その他 

 
  第３４回（平成２４年１１月６日） 

・虐待のおそれのある場合及び引取りを拒否できる場合について  

・その他改正法に係る基準等の案について  
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・特定動物の許可基準について  
・その他 

 
  第３５回（平成２４年１２月２１日） 

・パブリックコメントの実施結果について 
・答申案（第１次）について 
・今後のスケジュールについて 
・その他 

 
（２）動物愛護管理のあり方検討小委員会  なし 
 
３．答申等 
 

平成２４年１２月２１日 中環審第 ６９８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１次） 

 


