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平成19年
4月2日 ○「温室効果ガス算定排出量の報告等に関

する命令の一部を改正する命令」公布
4月5日 ○「戦略的環境アセスメント導入ガイドラ

インについて」公表
4月10日 ○「日本と中国が相互に輸出するトキの検

疫及び衛生条件に関する覚書」署名
○気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第4次評価報告書第2作業部会報告書（影
響・適応・脆弱性）公表

4月11日 ○「中国から日本へ供与される2羽のトキに
係る繁殖協力及び研究に関する覚書」署名
○「日中環境保護協力の一層の強化に関す
る共同声明」発表
○「容器包装3Ｒ推進環境大臣賞」授与式

4月16日 ○イオン（株）と環境省との「循環型社会
の構築に向けた取組に関する協定」の調印
式

4月22日 ○国際サンゴ礁イニシアティブ総会開催記
念公開シンポジウム（東京都）

4月23日 ○国際サンゴ礁イニシアティブ総会（～24
日、東京都）
○アジアの市長による環境的に持続可能な
交通に関する国際会議（～24日、京都市）

4月24日 ○アジア欧州連合（ASEM）第3回環境大臣
会合（～26日、コペンハーゲン（デン
マーク））

4月25日 ○「温泉法の一部を改正する法律」公布
4月27日 ○中央環境審議会「狩猟鳥獣を定めること

について」他1件を環境大臣に答申
4月28日 ○2007新宿御苑みどりの月間の集い（自然

公園法50周年記念事業）
4月30日 ○第30回南極条約協議国会議（～5月11日、

ニューデリー（インド））
○ストックホルム条約（POPs条約）第3回
締約国会議（COP3）（～5月4日　ダカー
ル（セネガル））

5月1日 ○水俣病犠牲者慰霊式（水俣市）
○第2回日韓廃棄物・リサイクル政策対話開
催（ソウル（韓国））

5月4日 ○気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第4次評価報告書第3作業部会報告書（気
候変動の緩和策）公表

5月9日 ○秋篠宮殿下　生物多様性センター御視察
5月13日 ○第61回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい

（愛知県）
5月18日 ○「自動車から排出される窒素酸化物及び

粒子状物質の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法の一部を改正する法
律」公布

5月23日 ○「国等における温室効果ガス等の排出の
削減に配慮した契約の推進に関する法律」
（環境配慮契約法）公布

5月25日 ○安倍内閣総理大臣「クールアース50」を
提唱
○「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律施行規則の一部を改正する省令」公布

5月29日 ○中央環境審議会「21世紀環境立国戦略の
策定に向けた提言」環境大臣に意見具申
○「京都議定書目標達成計画の進捗状況」
の点検結果を地球温暖化対策推進本部にて
了承
○「平成17年度の温室効果ガス排出量」公
表

5月30日 ○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律の一部を改正する法律」公布
○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律施行令の一部を改正する政令」公布
○全国ごみ不法投棄監視ウィークシンポジ
ウム・3Ｒ推進マイスター委嘱式

6月1日 ○「21世紀環境立国戦略」閣議決定
○「排水基準を定める省令の一部を改正す
る省令の一部を改正する省令」公布
○第9回日本水大賞授賞式（東京都）

6月2日 ○「エコライフ・フェア2007」（～3日、東
京都）
○「エコカーワールド2007（低公害車フェ
ア）」（～3日、神奈川県）

6月3日 ○第14回ワシントン条約締約国会議（～15
日、ハーグ（オランダ））

6月5日 ○平成19年版環境・循環型社会白書閣議決
定
○国際シンポジウム「低炭素社会への道筋
～世界環境デーを迎えて～」（東京都）

6月6日 ○Ｇ8サミット（～8日、ハイリゲンダム
（ドイツ））

6月11日 ○「ダイオキシン類対策特別措置法施行規
則の一部を改正する省令」公布

6月13日 ○「食品循環資源の再生利用等の促進に関
する法律の一部を改正する法律」公布
○日英共同研究プロジェクト「低炭素社会
の実現に向けた脱温暖化2050プロジェク
ト」第2回国際ワークショップ（～15日、
ロンドン（イギリス））
○OECD/第41回化学品合同会合（～15日、
パリ（フランス））

6月23日 ○第58回全国植樹祭（～24日、北海道）
6月24日 ○世界経済フォーラム東アジア会議2007

（～25日、シンガポール）
6月25日 ○「茨城県神栖市における汚染メカニズム

解明のための調査　地下水汚染シミュレー
ション等報告書」公表
○日中トキ保護協力にかかる協議等（～28
日、北京及び陜西省洋県（中国））

6月27日 ○「エコツーリズム推進法」公布
○国際シンポジウム「山岳環境への挑戦」
（東京都）

6月28日 ○「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理
有料化の手引き」及び「市町村における循
環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理シ
ステムの指針」策定

7月1日 ○第12回生物多様性条約補助機関会合（～
15日、パリ（フランス））

413

平成19年度における主な環境問題の動き



年月日 事　　項年月日 事　　項

7月2日 ○生物多様性条約COPビューロー会合（～6
日、パリ（フランス））

7月3日 ○政策ライブトーク（東京都）
7月6日 ○「平成19年能登半島地震に係る災害廃棄

物処理事業に対する予備費の使用につい
て」閣議決定

7月7日 ○「北海道洞爺湖サミット1年前七夕イベン
ト」（北海道）

7月8日 ○生物多様性条約第2回条約実施のレビュー
に関する作業部会（～13日、パリ（フラ
ンス））

7月10日 ○野生復帰ステーション・トキ放鳥式
7月20日 ○「温泉法の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令」公布
○「温泉法施行令の一部を改正する政令」
公布
○「温泉法施行規則の一部を改正する省令」
公布

7月26日 ○化学物質国際対応ネットワークの発足

8月1日 ○石垣島の一部を西表国立公園へ編入し、
「西表石垣国立公園」に改称

8月3日 ○「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施行令の一部を改正
する政令」公布
○「哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝
類、植物Ⅰ及び植物Ⅱのレッドリストの見
直しについて」公表
○「ペットフードの安全確保に関する研究
会」を設置
○「丹後天橋立大江山国定公園」指定

8月8日 ○環境と保健閣僚級地域フォーラム（～9日、
バンコク（タイ））

8月9日 ○「南極地域の環境の保護に関する法律施
行規則の一部を改正する省令」公布

8月10日 ○「自動車から排出される窒素酸化物及び
粒子状物質の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令」及び「自動車
から排出される窒素酸化物及び粒子状物質
の特定地域における総量の削減等に関する
特別措置法施行令の一部を改正する政令」
公布

8月13日 ○加藤登紀子UNEP親善大使ベトナム訪問
（～23日）

8月20日 ○日本三大メガバンク頭取との「COOL BIZ
BANK」宣言と「打ち水」の実施（東京都）

8月21日 ○「自動車から排出される窒素酸化物及び
粒子状物質の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法施行規則の一部を改
正する省令」ほか公布

8月22日 ○子ども霞が関見学デー（～23日）
8月24日 ○アジア太平洋環境開発フォーラム第 2

フェーズ（APFEDⅡ）第3回全体会合
（～25日、成都（中国））

8月30日 ○国連教育科学文化機関（UNESCO）松浦
事務局長の環境大臣表敬訪問
○「尾瀬国立公園」指定

8月31日 ○「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施行規則の一部を改
正する省令」公布

9月3日 ○砂漠化対処条約第8回締約国会議（COP8）
（～14日、マドリッド（スペイン））
○「ダイオキシン2007」（～7日、東京都）

9月7日 ○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律施行令の一部を改正する政令」公布
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令の一部を改正する政令」公布
○「容器包装に係る分別収集及び再商品化
の促進等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令」等公布
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律施行令の一部を改正する
政令」公布
○第6回ASEAN＋3（日、中、韓）環境大
臣会合（バンコク（タイ））

9月8日 ○第15回アジア太平洋環境会議（エコアジ
ア2007）（福岡市）

9月9日 ○Ｇ8気候変動、クリーンエネルギー及び持
続可能な開発に関する第3回閣僚級対話
（Ｇ20対話）（～11日、ベルリン（ドイツ））
○第15回APEC首脳会議（8日～、シドニー
（オーストラリア））「気候変動、エネル
ギー安全保障及びクリーンな開発に関する
シドニーAPEC首脳宣言」採択

9月16日 ○エコツーリズムフォーラム（東京都）
9月17日 ○モントリオール議定書第19回締約国会合

（～21日、モントリオール（カナダ））
9月18日 ○第2回日中韓三カ国黄砂局長会合（東京都）
9月19日 ○「特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化

炭素の濃度の測定の方法を定める省令」公
布
○「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許
可等に関する省令」公布

9月26日 ○「物質フローと資源生産性に関する
OECD－ジャパンセミナー」等開催（東京
都）

9月28日 ○鴨下環境大臣及び桜井環境副大臣による
温泉施設爆発事故現場等視察

10月1日 ○第21回全国浄化槽大会開催（東京都）
10月5日 ○地球環境とフロン－モントリオール議定書

20周年とフロン回収・破壊法改正記念シ
ンポジウム（東京都）

10月8日 ○小学生のための特別授業「地球温暖化防
止スペシャル・スクール」開講式出席

10月12日 ○「温泉法の一部を改正する法律案」閣議
決定
○「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しな
い者に関する廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則の特例を定める省令の一部
を改正する省令」等公布

10月13日 ○自然公園法50周年記念シンポジウム「美
しい日本の自然」（東京都）

10月18日 ○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計
画の変更」公表
○第2回3Ｒ推進全国大会開催・「循環型社
会形成推進功労者表彰」「3Ｒ促進ポス
ターコンクール表彰」「容器包装3Ｒ推進
表彰」「私がつくったマイバッグ表彰」「食
品リサイクル推進表彰」各大臣表彰・3Ｒ
推進マイスター委嘱（福岡県）
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10月23日 ○北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）
第12回政府間会合（～25日、中国）

10月24日 ○気候変動枠組条約第 13 回締約国会議
（COP13）及び京都議定書第3回締約国会
合（COP／MOP3）閣僚準備会合（～25
日、ボゴール（インド））

10月26日 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則の一部を改正する省令」公布

10月31日 ○「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律施行令の一部を改正する政令」
（第一種特定化学物質の指定）公布

11月1日 ○東京デザイナーズウィーク2007「カーボ
ンダイエットなあかり展」

11月7日 ○第1回日中韓における化学物質管理に関す
る政策ダイアローグ（～9日、東京都）

11月9日 ○政府公用車向けE3（バイオエタノール
3％混合ガソリン）給油開始

11月14日 ○中央環境審議会「生物多様性国家戦略の
見直しについて」を環境大臣に答申

11月16日 ○「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施行令の一部を改正
する政令」公布

11月17日 ○気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第4次評価報告書統合報告書公表
○自然公園ふれあい全国大会（～18日、兵
庫県）

11月19日 ○中国より2羽のトキが提供され、佐渡トキ
保護センターに到着
○POPs検討委員会第3回会合（～23日、
ジュネーブ（スイス））
○東アジア酸性雨モニタリングネットワー
ク（EANET）第9回政府間会合（～20日、
ビエンチャン（ラオス））
○「インドネシアにおけるフロン破壊処理
施設の稼働について」公表

11月20日 ○第5回「東アジアPOPsモニタリングワー
クショップ」（～22日、京都府）

11月21日 ○第3回東アジア首脳会議「気候変動、エネ
ルギー及び環境に関するシンガポール宣
言」採択（シンガポール）

11月27日 ○「第三次生物多様性国家戦略」閣議決定
○「環境基本計画の進捗状況の点検結果に
関する中央環境審議会の報告について」閣
議報告

11月30日 ○「温泉法の一部を改正する法律」公布
○「食品循環資源の再生利用等の促進に関
する法律の一部を改正する法律の施行期日
を定める政令」及び「食品循環資源の再生
利用等の促進に関する法律施行令の一部を
改正する政令」公布・「食品循環資源の再
生利用等の促進に関する基本方針」等公表
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則の一部を改正する省令」公布
○ペットフードの安全確保に関する研究会
「ペットフードの安全確保について（中間
とりまとめ）」公表

12月1日 ○「日中コベネフィット研究とモデル事業
の協力実施に関する意向書」署名
○日中ハイレベル経済対話（～2日、北京

（中国））
12月3日 ○第1回アジア・太平洋水サミット（～4日、

大分県）
12月4日 ○第 9 回日中韓三カ国環境大臣会合

（TEMM9）（～6日、富山市）
12月6日 ○「COOL BIZ OF THE YEAR 2007」贈呈

式
12月7日 ○「国及び独立行政法人等における温室効

果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推
進に関する基本方針」（環境配慮契約法基
本方針）閣議決定

12月8日 ○ノーベル平和賞を受賞する「IPCC」の専
門家による子ども環境教室（神奈川県）

12月9日 ○国際サンゴ礁年2008 オープニングイベ
ント（東京都）

12月11日 ○「日本国環境省とインドネシア共和国環
境省によるコベネフィット・アプローチを
通じた環境保全協力に関する共同声明」署
名
○指定湖沼及び指定地域の指定について
（八郎湖を指定）

12月12日 ○「湖沼水質保全特別措置法施行令の一部
を改正する政令」公布
○気候変動枠組条約第 13 回締約国会議
（COP13）及び京都議定書第3回締約国会
合（COP／MOP3）閣僚級会合（～14日、
バリ（インドネシア））

12月21日 ○「特定物質の規制等によるオゾン層の保
護に関する法律施行令の一部を改正する政
令」公布

12月27日 ○「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施行規則の一部を改
正する省令」公布
○「国内排出量取引制度検討会」の設置
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平成20年
1月14日 ○ラムサール条約アジア地域会合（～18日，

バンコク（タイ））
1月15日 ○日本海沿岸地域等への廃ポリタンクの大

量漂着発見
1月25日 ○「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
の変更」閣議決定
○世界経済フォーラム年次総会（ダボス会
議）で福田内閣総理大臣が特別講演（～
27日、ダボス（スイス））

1月28日 ○有害廃棄物の不法輸出入防止に関するア
ジアネットワークワークショップ（～30
日、東京都）

2月1日 ○「公害健康被害の補償等に関する法律の
一部を改正する法律案」閣議決定

2月5日 ○「環境物品等の調達の推進に関する基本
方針の一部変更」閣議決定

2月7日 ○「我が国におけるカーボン・オフセット
のあり方について（指針）」の公表

2月10日 ○ストップ温暖化「一村一品」大作戦全国
大会2008
○全国学校ビオトープ・コンクール2007
（東京都）

2月13日 ○環境省エコインターンシップシンポジウ
ム（東京都）
○OECD/第42回化学品合同会合（～15日、
パリ（フランス））

2月15日 ○「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原
材料としての利用の促進に関する法律案」
閣議決定
○横浜市戸塚区品濃町最終処分場に係る特
定支障除去等事業実施計画に対する特定産
業廃棄物に起因する支障の除去等に関する
特別措置法第4条の規定に基づく環境大臣
の同意

2月16日 ○環境省主催国民対話「環境大臣と地球温
暖化対策を考える集い」（千葉県）

2月19日 ○中央環境審議会「家電リサイクル制度の
施行状況の評価・検討について」意見具申
○ユネスコ世界遺産センター及びIUCN（国
際自然保護連合）による世界自然遺産「知
床」の保全状況に係る調査団を招聘（～
22日）

2月22日 ○「化学物質の環境リスク初期評価（第6次
とりまとめ）の結果について」公表

2月23日 ○鴨下環境大臣と語る「希望と安心の国づ
くり」開催（愛知県）

2月29日 ○「ペットボトルを始めとした容器包装の
リユース・デポジット等の循環的な利用に
関する研究会」を設置

3月7日 ○「地球温暖化対策の推進に関する法律の
一部を改正する法律案」閣議決定

3月10日 ○茨城県神栖市における有機ヒ素化合物に
よる汚染土壌等の処理終了

3月12日 ○諸外国におけるSAICM実施状況に関する
セミナー（東京都）

3月17日 ○日・EU環境高級事務レベル会合（東京都）
○第3回アジアEST地域フォーラム（～19

日、シンガポール）
3月18日 ○第2回アジア3Ｒ推進会議開催（東京都）
3月20日 ○国連環境計画（UNEP）第10回特別管理

理事会／グローバル閣僚級環境フォーラム
（～22日、ハノイ（ベトナム））

3月21日 ○第2回日中廃棄物・リサイクル政策対話開
催（東京都）

3月24日 ○「持続可能なアジアに向けた大学におけ
る環境人材育成ビジョン」発表シンポジウ
ム（東京都）

3月25日 ○「第2次循環型社会形成推進基本計画」閣
議決定
○「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定
○岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案
に係る「特定支障除去等事業実施計画案に
対する特定産業廃棄物に起因する支障の除
去等に関する特別措置法」第4条の規定に
基づく環境大臣の同意

3月26日 ○「種の保存法」に基づく緊急指定種に
「タカネルリクワガタ」を指定
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律法施行規則の一部を改正
する省令」公布
○平成19年度「こどもホタレンジャー」表
彰式・活動報告会（東京都）

3月27日 ○自然再生推進法に基づく自然再生推進会
議を開催（東京都）

3月28日 ○地球温暖化対策推進法に基づく温室効果
ガス排出量算定・報告・公表制度による平
成18年度温室効果ガス排出量の集計結果
の公表
○日光国立公園「那須の森（仮称）」保全整
備構想取りまとめ
○「改定京都議定書目標達成計画」閣議決
定

3月30日 ○「こどもエコクラブ全国フェスティバル
in 北九州」

3月31日 ○「公害健康被害の補償等に関する法律施
行令の一部を改正する政令」公布
○自然再生推進法に基づき、自然再生事業
の進捗状況を公表
○「小児環境保健疫学調査に関する検討会
報告書」公表
○「土壌環境施策に関するあり方懇談会」
報告書取りまとめ
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