
 

【お詫び】 「平成22年度届出外排出量の推計方法等」の【詳細版】の訂正について 

 

「平成22年度届出外排出量の推計方法等（詳細版）」の掲載内容に誤りがありましたので、お詫

びして訂正いたします。誤りのあった箇所は以下のとおりです。（詳細は各節の訂正箇所及び正

誤表をご確認ください。） 

 

平成22年度届出外排出量の推計方法等（詳細版）＞ Ⅰ．推計方法の詳細 ＞ 「18．オゾン層破

壊物質の排出量」 のうち 

 第１節 断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の

環境中への排出 

 第２節 断熱材として使用されている押出発泡ポリスチレンからのオゾン層破壊物質の

環境中への排出 

 第３節 業務用冷凍空調機器からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 第６節 カーエアコンからのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 第９節 エアゾール製品からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 第１０節 ドライクリーニング工程からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 第１１節 消火設備からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 第１２節 工業洗浄装置からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

 

次頁より、節（用途）ごとの訂正箇所一覧を示します。 

 



 

第１節 断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

1-11 表 １-10 物質毎の断熱材に占めるオゾン層破壊物質の初期充填量の算出結果 

1-13 表 １-11 用途毎の断熱材に占める物質別の初期充填量推計結果 

1-14 
表 １-12 建築用断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の環境中への

排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-15 
表 １-13 建築用断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の環境中への

排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-17 表 １-17 省令区分別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-17 表 １-18 都道府県別の用途別床面積の割合（平成 22 年度）の出典 

1-19 表 １-19 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-21 表 １-20 経過年別使用済機器発生割合 

1-22 表 １-21 冷凍冷蔵機器用断熱材中の物質別廃棄量の算出結果（平成 22 年） 

1-22 
表 １-22 冷凍冷蔵機器用断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の環

境中への排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-23 表 １-23 省令区分別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

1-25 表 １-25 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第１節 断熱材として使用されている硬質ウレタンフォームからのオゾン層破壊物質の環

境中への排出」の正誤表をご参照ください。 

 

第２節 断熱材として使用されている押出発泡ポリスチレンからのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

２-7 表 ２-7 物質毎の断熱材に占めるオゾン層破壊物質の初期充填量の算出結果 

２-11 表 ２-13 省令区分別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

２-11 表 ２-14 都道府県別の用途別床面積の割合（平成 22 年度）の出典 

２-13 表 ２-15 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第２節 断熱材として使用されている押出発泡ポリスチレンからのオゾン層破壊物質の環

境中への排出」の正誤表をご参照ください。 

 

第３節 業務用冷凍空調機器からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

３-18 表 ３-30 配分方法別の排出量推計結果の整理（平成 22 年度（単位：t）） 

３-22 表 ３-33 都道府県別割合の算出結果（大型冷凍機、CFC-12） 

３-23 表 ３-34 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度）（大型冷凍機、CFC-12） 

３-24 表 ３-35 都道府県別割合の算出結果（大型冷凍機、HCFC-22） 

３-25 表 ３-36 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度）（大型冷凍機、HCFC-22） 

３-26 表 ３-37 都道府県別割合の算出結果（中型冷凍機） 

３-27 表 ３-38 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度）（中型冷凍機） 

３-28 表 ３-39 都道府県別割合の算出結果（小型冷凍機；稼働時） 

３-30 表 ３-40 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度）（小型冷凍機；稼働時） 

３-34 表 ３-43 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度）（まとめ） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第３節 業務用冷凍空調機器からのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表をご

参照ください。 
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第６節 カーエアコンからのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

６-28 表 ６-49 都道府県別のCFC-12排出量の推計結果（t/年）（平成22年度） 

６-31 表 ６-56 都道府県別・省令区分別の事業所数 

６-32 表 ６-57 省令区分別のCFC-12排出量の算出結果（平成22年度） 

６-33 表 ６-58 都道府県別のCFC-12排出量の推計結果（平成22年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第６節 カーエアコンからのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表をご参照くだ

さい。 

 

第９節 エアゾール製品からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

９-5 表 ９-6 全国の事業所数に占める都道府県別の事業所数の割合 

９-7 表 ９-7 都道府県別の排出量推計結果（平成22年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第９節 エアゾール製品からのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表をご参照く

ださい。 

 

第１０節 ドライクリーニング工程からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

１０-3 表 １０-2 対象化学物質のドライクリーニング溶剤としての出荷量（t/年；平成22年度） 

１０-6 表 １０-6 洗濯業を営む事業所における化管法に基づき届出された大気への排出量 

１０-7 表 １０-7 ドライクリーニング工程からのオゾン層破壊物質の環境中への排出量推計結果（平成22年度） 

１０-7 表 １０-8 省令区分別の排出量推計結果（平成22年度） 

１０-8 表 １０-9 全国のクリーニング所数に占める都道府県別の施設数の割合（平成22年度） 

１０-9 表 １０-10 都道府県別の排出量推計結果（平成22年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第１０節 ドライクリーニング工程からのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表

をご参照ください。 

 

第１１節 消火設備からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

１１-5 表 １１-8 都道府県別の排出量推計結果（平成22年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第１１節 消火設備からのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表をご参照くださ

い。 
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第１２節 工業洗浄装置からのオゾン層破壊物質の環境中への排出 

頁※１ 訂正箇所※２ 

１２-3 表 １２-3 工業洗浄用に使用されるオゾン層破壊物質の出荷量（平成 22 年度） 

１２-3 表 １２-4 工業洗浄装置からのオゾン層破壊物質の環境中への排出量推計結果（平成 22 年度） 

１２-4 表 １２-5 省令区分別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

１２-5 表 １２-6 都道府県別の工業洗浄剤を使用している製造業の事業所数の割合 

１２-7 表 １２-7 都道府県別の排出量推計結果（平成 22 年度） 

※１ 表が複数頁に亘る場合は始まりの頁番号 

※２ 訂正内容の詳細は「第１２節 工業洗浄装置からのオゾン層破壊物質の環境中への排出」の正誤表をご参照

ください。 

 

訂正箇所は以上です。重ねてお詫び申し上げます。 

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h22kohyo/todokedegai_haisyutsu/syousai/18_121005_seigo12.pdf�

