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１．「ＰＲＴＲけんさくん」の概要 

１．１．「ＰＲＴＲけんさくん」の動作条件 

「ＰＲＴＲけんさくん」を利用するためには、以下の条件を満たすパソコンが必要となります。 

 

・動作条件 

OS ： 日本語 Microsoft WindowsXP (SP3)/Vista/7/7 64bit (★)  

CPU ： 各 OS が推奨する環境(★) 

メインメモリ ： 各 OS 推奨のメモリ容量(★) 

ハードディスク ： 40MB 以上の空き容量(★) 

10 年度分の届出データを含む場合、400MB 以上の空き容量 

ディスプレイ ： 解像度 1024x768 ピクセル以上推奨 

※ Excelファイルの出力機能はMicrosoft Excel2000以降がインストールされていない環境では、ご利

用できません。 
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１．２．「ＰＲＴＲけんさくん」のファイル構成 

「ＰＲＴＲけんさくん」は、インストール形式のプログラムではありません。ハードディスク上でも、ＣＤ－Ｒ

ＯＭ上でも実行可能です。但し、プログラムが使用するサブプログラム、マスタファイルが決まった構成

で存在する必要があります。「ＰＲＴＲけんさくん」を別のＰＣなどにコピー・移動する場合は、下記の構

成と同じにしてください。コピー・移動する場合は、「ＰＲＴＲけんさくん」の格納されているフォルダごとコ

ピー・移動することをお勧めします。 

【構成図】 

 

任意のフォルダは、「ＰＲＴＲけんさくん」を格納するフォルダのことです。どのようなフォルダ名でも構い

ません。 

prtrdas.exe が「ＰＲＴＲけんさくん」になります。 

prtrdas.chm が「ＰＲＴＲけんさくん」ヘルプファイルになります。 

Csvfiles フォルダの中に、マスタファイルが存在します。 

 

※１ マスタファイルは、「ＰＲＴＲけんさくん」のデータの並べ替え、検索、集計、比較に使用する基本情

報が含まれており、年度ごとに更新されます。該当年度のマスタファイルがない場合には「ＰＲＴＲ

けんさくん」の動作に一部制限がございますので、今後提供されるマスタファイルを入手されます

よう、お願いいたします。 
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１．３．「ＰＲＴＲけんさくん」の機能概要 

「ＰＲＴＲけんさくん」は、取得した個別事業所からの排出量等に関する情報（電子データ※１）を閲覧・

印刷・ファイルへの出力（※２）・集計・比較を行うためのアプリケーションです。 

 

※１ 取得する電子データの種類 

本紙（様式）ファイル ： 届出を行った事業者や事業所の名称及び所在地等に関する情報 

別紙ファイル ： 事業所からの排出量・移動量に関する情報 

他業種ファイル ： 事業所において営む業種のうち、主たる業種以外の情報 

 

※２ ファイルの出力では取得した３つのファイルを一般的な表計算ソフトで扱いやすい１つに統合した

ファイルに変換できます。 

 

「ＰＲＴＲけんさくん」は、データベースを持っておらず、データを保持させることはできません。起動後に

は、毎回ファイルの取込みを行ってください。（ファイルを取り込まないと、データの閲覧・印刷・ファイル

への出力・集計・比較を行えません。） 

 

・主な機能 

機能 説明 
本マニュアル

説明箇所 

1 ファイルの取込み PRTR データ（電子ファイル）を取り込む機能です。 3 章（p6） 

2 データの検索・抽出 データ一覧画面に表示されるデータについて検索・抽

出する機能です。 

4 章（p14） 

3 データの集計 データを全国・都道府県・市区町村毎に集計し、一覧

表示またはグラフ表示する機能です。 

5 章（p22） 

4 データの比較 違う年度のデータを比較する機能です。 6 章（p33） 

5 データの印刷 データを印刷する機能です。 7 章（p57） 

6 ファイルの出力 取り込んだファイルをデータベースソフトや表計算ソフ

トで扱いやすいファイルに変換して出力する機能で

す。 

8 章（p67） 
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２．「ＰＲＴＲけんさくん」の起動と終了 

「ＰＲＴＲけんさくん」は、パソコンにインストールすることなく、起動することができます。  

２．１．「ＰＲＴＲけんさくん」の起動方法（ＣＤ－ＲＯＭからの起動になります） 
 （この操作説明書では、CD-ROM から起動を行った場合を例として挙げています。） 

マイコンピュータ等を利用して、ＣＤ－ＲＯＭのドライブ（本マニュアルでは「Ｅドライブ」の場合で説明し

ています）の以下のフォルダにある prtrdas.exe をダブルクリックします。 

 

 

「ＰＲＴＲけんさくん」が起動し、初期画面が表示されます。この時点ではデータが表示されていません

ので、つづいてファイルを取り込んでください。 

※「３．「ＰＲＴＲけんさくん」にファイルを取り込む」参照 
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２．２．「ＰＲＴＲけんさくん」の終了方法 

「ファイル」→「アプリケーションの終了」をクリックします。または画面右上の×ボタンをクリックします。 

 

 

終了の確認メッセージボックスが開きます。「はい」をクリックしてください。 

 

「ＰＲＴＲけんさくん」が終了します。 
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３．ファイルを取り込む 

「ＰＲＴＲけんさくん」を利用してデータの閲覧・印刷・ファイル出力・集計・比較を行う場合には，最初に

必ずファイルを取り込む必要があります。ここでは、ファイルの取込みについて説明します。 

※ここでいうファイルとは、化学物質排出把握管理促進法のホームページ

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html）よりダウンロードした電子ファ

イル及びＰＲＴＲ開示請求で受け取った電子ファイルのことです。 

 

ファイル取込みの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動直後の画面の「ファイル取込」ボタンをクリックします。 

または 

起動直後の画面でプルダウンメニューの「ファイル」→「ファイル取込」をクリックします。 

 

「ファイルの取込み」画面で「参照」ボタンをクリックします。 

「ファイルを開く」画面でＰＲＴＲ開示請求で受け取ったファイルを選択し、「開く」ボタンをク

リックします。（ファイルの出力機能で出力したファイルを選択することもできます。） 

「ファイルの取込み」画面で「取込み開始」ボタンをクリックします。 

ファイルが「ＰＲＴＲけんさくん」に取り込まれます。 

別の年度のファイルを再度取り込む場合 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html
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３．１．ファイルの取込み方法 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「ファイル取込」ボタンをクリックします。 

 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「ファイル」→「ファイル取込」をクリックします。 
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３．２．フォルダの参照 

次の「ファイルの取込み」画面が開きます。 

「参照」ボタンをクリックします。 
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３．３．ファイルの選択 

次の「ファイルを開く」画面が開きます。ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリックします。ファイルは、

３つ同時に選択可能です。 

※「ファイルを開く」画面は、使用している OS によって画面の構成が違う場合がありますが、ボタン等

の名称は変わらないので、本操作マニュアルの画面に置き換えて操作を行ってください。 

※取り込むファイルとは、化学物質排出把握管理促進法のホームページ

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html）よりダウンロードした電子フ

ァイル及び PRTR 開示請求で受け取ったファイル（本紙・別紙・他業種の３つ）です。本紙ファイル・別

紙ファイルは必須ファイルです。他業種ファイルは任意になります。 

※マニュアルに表示されているファイル名は実際のファイル名とは異なる場合があります。 
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別紙１ 出力データファイルレイアウト 
 
(1) 統合ファイル 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 排出年度 金属鉱業 全角  

3 届出先名称 経済産業省 半角  

4 提出先名称 東京都知事 全角  

5 届出者・氏名（法人に

あっては名称） 

○○○○株式会社 全角  

6 届出者・法人にあって

は代表者の氏名 

代表取締役社長○○ 

○○ 

全角 代理人も含む 

7 届出者・郵便番号 000-0000 半角  

8 届出者・都道府県コー

ド 

13 半角  

9 届出者・市区町村コー

ド 

101 半角  

10 届出者・都道府県名称 東京都 全角  

11 届出者・市区町村名称 千代田区 全角  

12 届出者・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

13 事業者の名称 ○○○○株式会社 全角  

14 前回の届出における

事業者の名称 

××××株式会社 全角  

15 事業所の名称 ○○○○東京事業所 全角  

16 前回の届出における

事業所の名称 

××××東京事業所 全角  

17 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

18 事業所・都道府県コー

ド 

13 半角  

19 事業所・市区町村コー

ド 

101 半角  

20 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

21 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  
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22 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

23 従業員の数 1000 半角  

24 主たる業種名 金属鉱業 全角  

25 主たる業種コード 0500 半角  

26 届出物質数 1 半角  

27 別紙番号 1 半角  

28 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

29 化学物質番号 1 半角 政令番号を示す 

30 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

31 イ．大気への排出 100 半角  

32 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

33 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

34 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

35 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

36 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

37 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

38 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

39 イ．下水道への移動 100 半角  

40 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角 ※2010 年度以降：届出書の内容（施設名又は空欄） 

 2009 年度以前：“－” 

41 ロ．当該事業所の外へ

の移動（イ以外） 

100 半角  

42 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

43 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 
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44 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

45 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

46 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

47 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

48 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

49 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

50 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

51 廃棄物の種類: 

03.廃油 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

52 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

53 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

54 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

55 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

56 廃棄物の種類: 

08.木くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

57 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

58 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

59 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

60 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 
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61 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

62 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

63 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

64 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

65 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

66 廃棄物の種類: 

18.その他 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

67 業種名（従たるもの

１） 

金属鉱業 全角  

68 業種コード（従たるも

の１） 

0500 半角  

69 業種名（従たるもの

２） 

金属鉱業 全角  

70 業種コード（従たるも

の２） 

0500 半角  

71 業種名（従たるもの

３） 

金属鉱業 全角  

72 業種コード（従たるも

の３） 

0500 半角  

73 業種名（従たるもの

４） 

金属鉱業 全角  

74 業種コード（従たるも

の４） 

0500 半角  

75 業種名（従たるもの

５） 

金属鉱業 全角  

76 業種コード（従たるも

の５） 

0500 半角  
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(2) 統計用ファイル 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 届出先名称 経済産業省 半角  

2 事業者の名称 ○○○○株式会社 全角  

3 事業所の名称 ○○○○東京事業所 全角  

4 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

5 事業所・都道府県コー

ド 

13 半角  

6 事業所・市区町村コー

ド 

101 半角  

7 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

8 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  

9 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

10 従業員の数 1000 半角  

11 主たる業種名 金属鉱業 全角  

12 主たる業種コード 0500 半角  

13 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

14 化学物質番号 1 半角 政令番号を示す 

15 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

16 イ．大気への排出 100 半角  

17 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

18 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

19 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

20 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

21 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

“有” 全角 “有”、“無” 

22 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

“有” 全角 “有”、“無” 
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23 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

“有” 全角 “有”、“無” 

24 イ．下水道への移動 100 半角  

25 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角 ※2010 年度以降：届出書の内容（施設名又は空欄） 

 2009 年度以前：“－” 

26 ロ．当該事業所の外へ

の移動（イ以外） 

100 半角  

27 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

28 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

29 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

30 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

31 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

32 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

33 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

34 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

35 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

36 廃棄物の種類: 

03.廃油 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

37 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

38 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

39 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

40 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 
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41 廃棄物の種類: 

08.木くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

42 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

43 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

44 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

45 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

46 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

47 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

48 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

49 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

50 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

51 廃棄物の種類: 

18.その他 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 
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(3) 基本ファイル（本紙ｏｒ様式） 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 排出年度 2002 半角  

3 届出先名称 経済産業大臣 全角  

4 提出先名称 東京都知事 全角  

5 届出者・氏名（法人に

あっては名称） 

○○○○株式会社 全角  

6 届出者・（法人にあっ

ては代表者の氏名） 

代表取締役社長○○ 

○○ 

全角 代理人も含む 

7 届出者・郵便番号 000-0000 半角  

8 届出者・都道府県名称 東京都 全角  

9 届出者・市区町村名称 千代田区 全角  

10 届出者・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

11 事業者名称 ○○○○株式会社 全角  

12 前回の届出における

事業者名称 

××××株式会社 全角  

13 事業所名称 ○○○○東京事業所 全角  

14 前回の届出における

事業所名称 

××××東京事業所 全角  

15 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

16 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

17 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  

18 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

19 従業員の数 1000 半角  

20 主たる業種名 金属鉱業 全角  

21 主たる業種コード 0500 半角  

22 最後の別紙番号 1 半角  
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(4) 基本ファイル（別紙） 
 

（2009 年度まで） 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 別紙番号 1 半角  

3 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

4 化学物質コード 1 半角 政令番号を示す 

5 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

6 イ．大気への排出 100 半角  

7 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

8 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

9 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

10 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

11 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

12 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

13 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

14 イ．下水道への排水の

移動 

100 半角  

15 ロ．廃棄物の当該事業

所の外への移動（イに

よるものを除く。） 

100 半角  
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（2010 年度から） 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 別紙番号 1 半角  

3 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

4 化学物質コード 1 半角 政令番号を示す 

5 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

6 イ．大気への排出 100 半角  

7 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

8 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

9 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

10 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

11 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

12 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

13 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

14 イ．下水道への排水の

移動 

100 半角  

15 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角  

16 ロ．廃棄物の当該事業

所の外への移動（イに

よるものを除く。） 

100 半角  

17 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

18 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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19 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

20 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

21 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

22 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

23 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

24 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

25 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

26 廃棄物の種類: 

03.廃油 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

27 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

28 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

29 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

30 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

31 廃棄物の種類: 

08.木くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

32 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

33 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

34 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

35 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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36 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

37 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

38 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

39 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

40 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

41 廃棄物の種類: 

18.その他 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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(5) 基本ファイル（他業種ｏｒ従たる業種） 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 業種名称 金属鉱業 全角  

3 業種コード 0500 半角  
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３．４．取込み開始 

「ファイルの取込み」画面に戻ります。 

選択したファイルが正常な場合、本紙ファイル・別紙ファイル・他業種ファイルの欄にファイルのパスと

ファイル名が表示されます。 

「取込み開始」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルの取込み処理中は、次のボタンが表示されます。取込み処理を中止する場合は「キャンセル」

ボタンをクリックして、処理を中止することができます。 
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読み込むファイルにあった最新のマスタデータが無い状態で、ファイルを読み込む時、次のようなメッセ

ージが表示されます。 

 

 

下記の例は相模原市長が提出先マスタに含まれていない状態で、平成 20 年データを読み込んだ場合

の画面です。マスタに含まれていないデータは赤字で表示されます。 
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３．５．取込み完了 

ファイルの取込み処理が正常に終了すると次の「一覧」画面にデータが表示されます。この状態からデ

ータの検索・抽出、印刷、ファイルの出力・集計・比較を行うことができます。 

 

 

ファイル取込み完了直後は、事業所ごと一覧表示になっています。 

一覧表示を物質ごとの一覧表示に変更するには、「表示切替」ボタンをクリックして「物質ごと一覧表

示」を選択します。詳細は、「９．１０ 事業所ごと一覧表示と物質ごと一覧表示を切り替える」をご参照く

ださい。 
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取り込んだデータシートのタブには Sheet 名が自動的に付与されます。変更はできません。 

例：Sheet0001_2004 

シート名の付け方は、Sheet【排出年度ごとの取込みファイル数】_【取り込んだデータの排出年度】とな

っています。 

 

[複数年度のデータを取り込む場合] 

続けて別の年度のファイルを取り込む場合、３．１から繰り返して操作を行ってください。１つ目に取り込

んだデータシートの上に更にシートが作成されます。 

この状態で一番上に表示されたデータシートに対してデータの検索・抽出、印刷、ファイル出力、集計

を行うことができます。検索等を実行したいシートのタブをクリックし、一番上に表示してください。 

比較は別途シートを選択して行います。（※「６．データを比較する」参照） 

 

[マスタのない年度のデータを取り込む場合]   

マスタのない年度のデータを取り込んだ場合、ファイル内容より、直近の年度を判別し、該当するマス

タを利用してデータ取込み処理を行います。例えば、2007年度までのマスタデータが準備されている環

境において、2008 年度のデータを取り込んだ場合、本システムは、2007 年度のマスタを利用してその

データを取込みします。 
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４．データを検索・抽出する 

ここでは、データの検索・抽出について説明します。 

取り込んだデータに対して検索・抽出条件を指定することにより、目的とするデータに絞り込むことがで

きます。 

※まだ「ＰＲＴＲけんさくん」にファイルを取り込んでいない場合は、「３．ファイルを取り込む」を参照して、

ファイルを取り込んでおいてください。 

 

検索・抽出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動直後の画面の「検索・抽出」ボタンをクリックします。 

または 

起動直後の画面でプルダウンメニューの「編集」→「検索・抽出」をクリックします。 

「検索・抽出条件の設定」画面で各検索項目の「選択」ボタンをクリックします。 

「検索・抽出条件」画面で検索・抽出条件を設定します。 

「検索・抽出条件の設定」画面で「検索」ボタンをクリックします。 

 

一覧画面に検索・抽出をした結果が表示されます。 



 

15 

 

４．１．データの検索・抽出方法 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「検索・抽出」ボタンをクリックします。 

 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「検索」→「検索・抽出」をクリックします。 
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４．２．検索・抽出条件の設定 

次の「検索・抽出条件の設定」画面が開きます。条件を設定したい項目について、マスタ項目について

は各「選択」ボタンをクリックして「検索・抽出条件－項目名」画面から検索条件を選択してください。ま

た、各検索・抽出項目に文字列または数値を入力して条件を設定することも可能です。 
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【指定できる検索・抽出の条件】 

条件項目 説明 

提出先 事業者が届出書を提出した自治体（都道府県または委任都市）名で検索・抽出することができま

す。 

届出先大臣 事業者が届け出た届出書のあて先となる主務大臣名で検索・抽出することができます。 

主たる業種 事業者が主として営む事業が属する業種で検索・抽出することができます。 

第一種指定化

学物質 

事業者が届け出た第一種指定化学物質名またはコード番号（政令で指定されている物質番号）で

検索・抽出することができます。 

廃棄物の処理

方法★ 

事業者が届け出た廃棄物の処理方法で検索・抽出することができます。 

※届出書に記載のある 2010 年度以降のデータでのみ選択が可能です。 

廃棄物の種類

★ 

事業者が届け出た廃棄物の種類で検索・抽出することができます。 

※届出書に記載のある 2010 年度以降のデータでのみ選択が可能です。 

整理番号 整理番号で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能です。またカンマ区切りで複数指

定できます。 

事業者名称 事業者の名称で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能です。またカンマ区切りで複

数指定できます。 

事業所名称 事業所の名称で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能です。またカンマ区切りで複

数指定できます。 

事業所所在地

の郵便番号 

事業所所在地の郵便番号で検索・抽出することができます。前方一致検索が可能です。またカン

マ区切りで複数指定できます。 

事業所所在地 事業所の所在地で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能です。またカンマ区切りで

複数指定できます。 

排出先の河川、

湖沼、海域等の

名称 

排出先の河川、湖沼、海域等の名称で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能で

す。またカンマ区切りで複数指定できます。 

移動先の下水

道終末処理施

設の名称★ 

移動先の浄化センター等施設の名称で検索・抽出することができます。中間一致検索が可能で

す。またカンマ区切りで複数指定できます。 

※届出書に記載のある 2010 年度以降のデータでのみ入力が可能です。 

従業員数 従業員数で、検索・抽出することができます。範囲指定が可能です。 
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【例：第一種指定化学物質で検索・抽出を行った場合】 

ここでは、一例として第一種指定化学物質で検索・抽出を行った場合について説明します。 

第一種指定化学物質の「選択」ボタンをクリックして下さい。 

次の「検索・抽出条件－第一種指定化学物質」画面が開きます。 

 

検索・抽出を行いたい第一種指定化学物質の名称の左側にあるチェックボックスにクリックすることに

よりチェックをつけて下さい。 

チェックをつけたら、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

※物質番号は「2010 年度からの新号番号（2009 年度までの旧号番号）」の形式で表示されます。★ 

 上の画面の例では、「1(1)亜鉛の水溶性化合物」は新号番号・旧号番号とも「1」であることを表し、

「3(4)アクリル酸エチル」は新号番号が「3」、旧号番号が「4」であることを表します。 

「*(3)アクリル酸」は制度改正により 2010 年度以降「4 アクリル酸及びその水溶性塩」に対象が拡大

されたため、同一物質としては扱えないということを表しています。 

「-(19)アミトロール」は、2010 年度以降は第一種指定化学物質から削除されたことを意味します。 

2010 年度以降の一覧では、追加された物質の旧号番号が「-」で表示されます。 

※物質一覧は、データの年度に第一種指定化学物質に指定されている物質のみ表示されます。★ 

※画面上の「こちら」をクリックすると、第一種指定化学物質の新旧対照表 PDF が表示されます。★ 
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【検索・抽出条件－第一種指定化学物質画面ボタンの説明】 

 

「検索・抽出条件の設定」画面に戻ります。 

他にも、条件を設定したい場合は、各条件の「選択」ボタンをクリックして下さい。または各検索・抽出項

目に文字列または数値を入力して条件を設定して下さい。 

条件の設定を終えて、前回の検索結果をさらに絞り込みたい場合は、「絞込検索」ボタンをクリックして

下さい。全てのレコードから検索したい場合は、「新規検索」ボタンをクリックして下さい。 

【ご注意】条件を全てクリアして「絞込検索」ボタンをクリックしても、全てのレコードからは検索されず、

前回検索した条件で検索されます。全てのレコードから新たに検索する場合は、必ず「新規検索」ボタ

ンをクリックしてご利用ください。 

 

ボタン名称 説明 

全てチェック 全ての物質が条件に設定されます。（全ての物質にチェックをつけない場合と、結果は同様

です。） 

全てクリア チェック済みの条件を全てクリアします。 

OK 条件設定を確定し、前画面に戻ります。 

キャンセル 条件設定を破棄して前画面に戻ります。 
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「検索条件保存」ボタンをクリックして、検索条件をファイルに保存することができます。保存先の初期

値は「PRTRけんさくん」の実行ファイルのある場所ですので、CD-ROMから実行した場合、その場所に 

ファイルを保存することができません。ご使用のPC内に移動してファイルを保存してください。保存した

検索条件ファイルは、「検索条件読み込み」ボタンをクリックして読み込むことができます。 

 

【検索・抽出条件の設定画面ボタンの説明】 

※「マスタ項目で検索」の「提出先」「届出先大臣」「主たる業種」および「第一種指定化学物質」の選択

肢はマスタファイルが本システムに含まれるマスタファイルから生成しています。該当年度のマスタファ

イルがシステムに含まれていない場合、データの「提出先」「届出先大臣」「主たる業種」および「第一種

指定化学物質」に含まれているのに、選択肢にないために検索条件として選択できない場合がありま

す。 

ボタン名称 説明 

提出先・選択 提出先で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

提出先・クリア 設定されている提出先の検索・抽出条件をクリアします。 

届出先大臣・選択 届出先大臣で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

届出先大臣・クリア 設定されている届出先大臣の検索・抽出条件をクリアします。 

主たる業種・選択 主たる業種で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

主たる業種・クリア 設定されている主たる業種の検索・抽出条件をクリアします。 

第一種指定化学物質・選択 第一種指定化学物質で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

第一種指定化学物質・クリア 設定されている第一種指定化学物質の検索・抽出条件をクリアします。 

廃棄物の処理方法・選択★ 廃棄物の処理方法で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

廃棄物の処理方法・クリア★ 設定されている廃棄物の処理方法の検索・抽出条件をクリアします。 

廃棄物の種類・選択★ 廃棄物の種類で検索・抽出条件を設定する画面に移行します。 

廃棄物の種類・クリア★ 設定されている廃棄物の種類の検索・抽出条件をクリアします。 

全てクリア 設定されている検索・抽出条件を全てクリアします。 

検索条件保存 設定されている検索条件をファイルに保存します。 

検索条件読み込み 設定されている検索条件をファイルから読み込みます。 

絞込検索 前回までに検索・抽出データより設定した条件で検索・抽出処理を行い、検索

結果の一覧画面に表示します。 

新規検索 データ取込み時のデータより設定した条件で検索・抽出処理を行い、検索結果

の一覧画面に表示します。 

全レコード表示 設定した条件にかかわらず全てのレコードを一覧画面に表示します。 

チェック済レコード表示 一覧画面でチェックをつけたレコードのみ表示します。 

キャンセル 検索・抽出処理をキャンセルします。 

リストから入力 都道府県・市区町村選択画面が開きます。 
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検索・抽出後は「一覧」画面に戻ります。画面には検索・抽出結果のデータが一覧表示されます。 

 

※検索対象のデータに一致するマスタファイルが本システムに含まれていないとき、「提出先」による

検索を行った場合、検索条件として選択した「提出先」のデータとマスタにないために検索条件として選

択できないデータが結果として表示されます。 
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５．データを集計する 

ここでは、データの集計について説明します。 

集計を行う際に検索・抽出でデータの絞りこみを行い、検索・抽出結果に対して集計することもできます。

※検索・抽出については、「４．データの検索・抽出する」を参照してください。 

※まだ「ＰＲＴＲけんさくん」にファイルを取り込んでいない場合は、「３．ファイルを取り込む」を参照して、

ファイルを取り込んでおいてください。 

 

集計の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動直後の画面の「排出量集計」ボタンをクリックします。 

または 

起動直後の画面でプルダウンメニューの「集計・比較」→「排出量・移動量の集計」をクリックしま

す。 

「集計設定」画面で各集計項目の「選択」ボタンをクリックします。 

「集計設定」画面で「集計開始」ボタンをクリックします。 

 

集計処理の結果画面が開きます。 

検索・抽出を行う。※集計は、検索・抽出の結果に対しても行うことができます。 
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５．１．データの集計方法 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「排出量集計」ボタンをクリックします。 

 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「集計・比較」→「排出量・移動量の集計」をクリックしま

す。 
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５．２．集計条件の設定 

次の「集計設定」画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集計する範囲、項目は次のとおりです。 

【集計範囲】 

全国（全データ）を一括で集計 全てのデータをまとめて集計します。 

都道府県別に集計 都道府県毎に集計します。 

市区町村別に集計 市区町村毎に集計します。市区町村毎に集計する場合は、１都道

府県のみとなります。 

 

【集計項目】 

排出先別 排出先別に集計します。グラフは円グラフになります。 

主たる業種別 主たる業種毎に集計します。グラフは棒グラフになります。 

第一種指定化学物質別 第一種指定化学物質毎に集計します。グラフは棒グラフになりま

す。 

 

上記の集計範囲と集計項目の組み合わせで集計が行われます。 

※検索・抽出を行った場合、検索結果一覧に対し上記の集計が行われます。取り込んだファイルのデ

ータを対象に集計を行う場合、検索・抽出条件の設定画面で「全レコード表示」ボタンをクリックし全

てのデータを一覧に表示した状態で集計を行ってください。 
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【例：市区町村別第一種指定化学物質別で集計を行った場合】 

ここでは、一例として市区町村別第一種指定化学物質別で集計を行った場合について説明します。 

「市区町村別に集計」オプションボタンと「排出先別」オプションボタンを選択します。さらに市区町村を

絞り込むために、「選択」ボタンをクリックします。第一種指定化学物質を絞り込みたい場合は、第一種

指定化学物質の「選択」ボタンをクリックして、第一種指定化学物質を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の市区町村のリスト画面が表示されます。対象となる都道府県を選択後市区町村にチェックを入れ

てください。（ここでは、北海道で札幌市中央区、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区を選択しま

す。）「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

※市区町村別集計で一度に集計可能な範囲は、同一都道府県内の市区町村のみとなります。また、

マスタにある（コード化されている）市区町村のみ対象になります。 
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「集計設定」画面に戻ります。「集計開始」ボタンをクリックします。集計処理が開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集計処理中は、次のボタンが表示されます。集計処理を中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリック

してください。 
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５．３．集計完了 

集計処理が正常に終了すると次の「市区町村別 第一種指定化学物質別 排出量・移動量一覧」画面

が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

【市区町村別 第一種指定化学物質別 排出量・移動量一覧画面ボタンの説明】 

※集計の種類に関係なく集計結果画面では、ボタンは全て同じです。 

No ボタン名称 機能 

① 戻る 集計設定画面に戻ります。 

② 絞込条件表示 集計元データの絞込条件を表示します。 

③ グラフ表示 グラフ表示を行います。（グラフ表示画面を表示します。） 

④ 印刷 印刷を行います。（印刷プレビュー画面を表示します。） 

⑤ ファイル出力 CSVまたは Excelファイルを出力します。（ファイル出力指示画面を表示し

ます。） 

⑥ 印刷時タイトル タイトル内容を編集できます。上段…全角５０文字以内（半角１００文字以

内）。下段…全角３０文字以内（半角６０文字以内）。ここで設定したタイト

ルはグラフ画面のタイトルになります。 

 

① ② ③ ④ 

「Ⅰ」へ 

⑤ 
タイトル内容を編

集できます。 

上段…全角 50

文字以内 

下段…全角 30

文字以内 

⑥ 

2010 年度より拡大、統合等が行われた物質で

あることを意味します。 

「*1」は注釈番号です。（次ページ参照） 

「こちら」をクリックすると、変更

前後の化学物質対照表が表示

されます。 



 

28 

 

一覧の最終行には、合計欄が出力されています。 

 

※第一種指定化学物質別の場合は、2010 年度からの対象物質の変更について、欄外に注釈が表示

されます。★ 

 

「Ⅰ」 

 

 

 

 

 

 

【市区町村別 第一種指定化学物質別 排出量・移動量一覧画面ボタンの説明・「Ⅰ」】 

※集計の種類によりボタンの数が違いますが、使用方法は同じです。 

No ボタン名称 機能 

① △▽ 一覧画面の表示を第一種指定化学物質番号順に並び替えます。△：昇順、

▽：降順 

② △▽ 一覧画面の表示を届出数順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

③ △▽ 一覧画面の表示を大気排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

④ △▽ 一覧画面の表示を水域排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑤ △▽ 一覧画面の表示を土壌排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑥ △▽ 一覧画面の表示を埋立量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑦ △▽ 一覧画面の表示を排出量合計順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑧ △▽ 一覧画面の表示を下水道移動量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑨ △▽ 一覧画面の表示を廃棄物移動量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑩ △▽ 一覧画面の表示を移動量合計順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑪ △▽ 一覧画面の表示を排出量移動量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑫ 上位チェック 絞り込みたい上位数値を入力後、チェックを入れることにより、上位数値に入

力されている数値の行数に一覧が絞り込まれます。 

⑬ 上位数値 絞り込みたい上位の数値を入力します。 

①       ②   ③    ④      ⑤    ⑥     ⑦      ⑧    ⑨    ⑩     ⑪ 

⑭ 

 
⑫  ⑬ 
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⑭ 印刷・ファイ

ル出力対象 

印刷、ファイル出力の対象となる項目をチェックします。チェックをはずした項

目は印刷・ファイル出力されません。 

 

【ご注意】第一種指定化学物質別で集計した場合で、1 物質のみしか条件指定していない場合は、①

～⑫のボタン及びチェックボックスをクリックしても、並び順等は変化しません。また、ソートは、都道府

県または、市区町村単位で行われ、都道府県、市区町村をまたぐソートはされません。 
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５．４．集計結果の丸め誤差対応について 

集計結果については、小数点以下１位までの桁を四捨五入して出力するようにしています。 

例えば、集計結果の合計値が１１７．５となる場合は１１８と出力されます。 

 

 

合計値が１１７．５ となる 

場合は、小数点第１位が四捨

五入され、１１８と出力されま

す。 



 

31 

 

５．５．グラフを表示 

「市区町村別 第一種指定化学物質 排出量・移動量一覧」画面で「グラフ表示」ボタンをクリックすると

「市区町村別第一種指定化学物質排出量・移動量グラフ」画面が開き、グラフが表示されます。 

（グラフは選択した市区町村別に市区町村の数だけ表示されます。） 

 

 

「閉じる」ボタンで、集計一覧画面にもどります。 

「印刷」ボタンで、グラフを印刷します。１グラフ１ページとなります。詳細は９．６をご参照ください。 

「ファイル出力」ボタンで、グラフを画像ファイル（BMP 形式または JPEG 形式）に保存します。１グラフ１

ファイルとなります。詳細は９．７をご参照ください。 

 

 

 

 

5.3 集計完了画

面で設定した 

タイトルが反映

されます。 
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５．６．グラフの種類 

グラフの種類は、円グラフと棒グラフがあり、集計の種類により決まります。 

５．６．１ 円グラフ 

全国（全データ）排出先別 排出量・移動量 

都道府県排出先別 排出量・移動量 

市区町村（全データ）排出先別 排出量・移動量 

【円グラフの例】 

 

 

５．６．２ 棒グラフ 

全国（全データ）業種別 排出量・移動量 

都道府県別 業種別 排出量・移動量 

市区町村別 業種別 排出量・移動量 

全国（全データ）物質別 排出量・移動量 

都道府県別 物質別 排出量・移動量 

市区町村別 物質別 排出量・移動量 

【棒グラフの例】 

 

グラフ画面の機能（印刷、ファイル出力、クリップボードコピー）については「９．その他機能」の章をご参

照ください。 

5.3 集計完了画

面で設定した 

タイトルが反映

されます。 

5.3 集計完了画

面で設定した 

タイトルが反映

されます。 



 

33 

６．データを比較する 

ここでは、データの比較について説明します。 

「ＰＲＴＲけんさくん」では、届け出のファイルを複数セット取り込むことができます。データの比較を行う

場合は、２つ以上のファイルセットを取り込んでいる必要があります。比較機能には、「年度比較（物質

別）」「経年比較（事業所別）」「増減比較（事業所別）」と３種類の比較があります。 

【各比較機能の説明】 

(1) 経年比較 

①経年比較（地域別） （６．１～６．３参照） 

数年度分（５年度分まで可能）のデータを比較し,物質別の排出先別排出量及び移動量を並べて表

示します。排出量及び移動量は全国（全データ）、都道府県別又は市区町村別の合計値から選択

できます。 

※比較した年度のうち、いずれが元となるデータであるかに関わらず、比較結果は古い年度から

順に表示されます。★ 

※比較を行った結果、データに届出が存在しない場合は、空白表示されます。★ 

※2009年度以前と 2010年度以降のデータの比較を行った場合、拡大・統合・分割等によって表示

できない物質は、比較対象側の年度は‘-’表示されます。★ 

※市区町村別に比較を行う場合、市区町村合併により、市区町村に変更があると比較されないデ

ータがあります。 

例）「埼玉県浦和市」が「埼玉県さいたま市」に合併された場合。 

②経年比較（事業所別） （６．４～６．６参照） 

数年度分（５年度分まで可能）のデータを比較し、事業所別に物質別の排出先別排出量及び移動

量★を並べて表示します。 

※「事業所の名称」等の変更があった事業所については、「前回の届出における名称」等の届出

情報に基づき比較を行っているため、変更後の届出において、「前回の届出における名称」の届

出情報がない場合等は事業所データが比較されないことがあります。 

※比較した年度のうち、いずれが元となるデータであるかに関わらず、比較結果は古い年度から

順に表示されます。★ 

※基準とする年度に届出が存在しない物質は、比較対象の年度に存在しても表示されません。 

※比較を行った結果、比較対象データに届出が存在しない場合は、比較対象側は空白表示され

ます。★ 

※2009年度以前と 2010年度以降のデータの比較を行った場合、拡大・統合・分割等によって表示

できない物質は、比較対象側の年度は‘-’表示されます。★ 

(2) 増減比較 （６．７～６．９参照） 

２年度分のデータを比較し、事業所別に物質別の排出先別排出量及び移動量を並べて表示し、そ

の排出量及び移動量の増減量を併せて表示します。 

※「事業所の名称」等の変更があった事業所については、「前回の届出における名称」等の届出

情報に基づき比較を行っているため、変更後の届出において「前回の届出における名称」等の届
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出情報がない場合等は事業所データが比較されないことがあります。 

※比較対象データが左に、比較の元となるデータが中央に、増減量が右に表示されます。 

※比較を行った結果、比較元データに届出が存在しない場合は、比較元側は空白表示されます。 

※比較対象の年度に届出が存在しない物質は、比較元の年度に存在しても表示されません。 

※2009年度以前と 2010年度以降のデータの比較を行った場合、拡大・統合・分割等によって表示

できない物質は、比較元側の年度は‘-’表示されます。★ 

 

※まだ「ＰＲＴＲけんさくん」にファイルを取り込んでいない場合は、「３．ファイルを取り込む」を参照して、

ファイルを取り込んでおいてください。 
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データ比較の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動直後の画面の「年度比較」ボタンをクリックします。 

または 

起動直後の画面でプルダウンメニューの「集計・比較」→「比較」→「１※」をクリックします。 

１※：「経年比較（地域別）」「経年比較（事業所別）」「増減比較（事業所別）」 

「比較設定」画面で比較項目をします。 

 

「比較設定」画面で「OK」ボタンをクリックします。 

 

比較処理の結果画面が開きます。 

 

検索・抽出を行う。※比較は、検索・抽出の結果に対しても行うことができます。 
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６．１．データの比較方法（経年比較）★ 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「比較」ボタンをクリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「経年

比較（地域別・事業所別）」をクリックします。 

 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「集計・比較」→「比較」→「経年比較（地域別・事業所

別）」をクリックします。 
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６．２．比較条件の設定（経年比較（地域別））★ 

次の「経年比較設定」画面が表示されますので、「地域の経年変化を表示」を選択します。 
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比較する範囲は次のとおりです。 

【集計する範囲、対象】 

全国（全データ）を一括で集計 全てのデータをまとめて集計します。 

都道府県別に集計 都道府県ごとに集計します。 

市区町村別に集計 市区町村ごとに集計します。市区町村毎に集計する場合は、１都

道府県のみとなります。 

第一種指定化学物質を指定

★ 

比較時に第一種指定化学物質を選択することができます。チェック

を入れて、リストボックスより化学物質を選択してください。 

 

【比較対象】 

元となるデータ 比較の元となるファイルセットです。選択できません。一覧画面で

直前に表示されていた画面のファイルセットが自動選択されます。 

比較対象データ（４つまで） 比較の対象となるファイルセットです。チェックを入れて選択してく

ださい。最大４つまで選択できます。 

 

上記の集計範囲と比較対象の組み合わせで比較が行われます。 

※検索・抽出を行った場合、検索結果一覧に対し上記の比較が行われます。取り込んだファイルのデ

ータを対象に比較を行う場合、検索・抽出条件の設定画面で｢全レコード表示｣ボタンをクリックし全て

のデータを一覧に表示した状態で比較を行ってください。 
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【例：全国（全データ）を一括集計で比較を行った場合】 

ここでは、一例として全国（全データ）を一括集計したデータで比較を行った場合について説明します。 

「全国（全データ）を一括で集計」オプションボタンと「比較対象データ」のシートを選択し「OK」ボタンをク

リックします。 

 

 

比較処理中は、次のボタンが表示されます。比較処理を中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリック

してください。 
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６．３．比較完了（経年比較（地域別））★ 

比較処理が正常に終了すると次の「全国（全データ）排出先別排出量経年比較一覧」画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【全国（全データ）排出先別排出量経年比較一覧画面ボタンの説明】 

No ボタン名称 機能 

① 戻る 比較設定画面に戻ります。 

② 印刷 印刷を行います。（印刷プレビュー画面を表示します。） 

③ ファイル出力 CSVまたは Excelファイルを出力します。（ファイル出力指示画面を表示し

ます。） 

 

① ② ③ 

「Ⅰ」へ 

2010 年度より拡大、統合等が行われた物質で

あることを意味します。 

「*1」は注釈番号です。（次ページ参照） 

「こちら」をクリックすると、変更

前後の化学物質対照表が表示

されます。 
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「Ⅰ」 

 

 

 

 

 

【全国（全データ）排出先別排出量年度比較一覧画面ボタンの説明・「Ⅰ」】 

※比較の種類によりボタンの数が違いますが、使用方法は同じです。 

No ボタン名称 機能 

① △▽ 一覧画面の表示を第一種指定化学物質番号順に並び替えます。△：昇順、

▽：降順 

② △▽ 一覧画面の表示を大気排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

③ △▽ 一覧画面の表示を水域排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

④ △▽ 一覧画面の表示を土壌排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑤ △▽ 一覧画面の表示を埋立排出量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑥ △▽ 一覧画面の表示を下水道移動量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑦ △▽ 一覧画面の表示を廃棄物移動量順に並び替えます。△：昇順、▽：降順 

⑧ 上位チェック 絞り込みたい上位数値を入力後、チェックを入れることにより、上位数値に入

力されている数値の行数に一覧が絞り込まれます。 

⑨ 上位数値 絞り込みたい上位の数値を入力します。 

 

 

※2010 年度からの対象物質の変更について、欄外に注釈が表示されます。★ 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ 
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６．４．比較条件の設定（経年比較（事業所別））★ 

６．１より開いた「経年比較設定」画面から、「個別事業所の経年変化を表示」を選択します。 

 

 

比較する範囲は次のとおりです。 

【比較対象】 

元となるデータ 比較の元となるファイルセットです。選択できません。一覧画面で

直前に表示されていた画面のファイルセットが自動選択されます。 

比較対象データ（４つまで） 比較の対象となるファイルセットです。チェックを入れて選択してく

ださい。最大４つまで選択できます。 

 

【集計する範囲、対象】 

都道府県を選択 比較したい事業所の所在地の都道府県を選択してください。経年

比較（事業所別）は１都道府県のみ比較可能です。 
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事業所を選択 データを比較する際の事業所を選択することができます。（事業所

選択画面を表示します。） 

第一種指定化学物質を指定 比較時に第一種指定化学物質を選択することができます。チェック

を入れて、コンボボックスより化学物質を選択してください。 

排出先を指定 比較時に排出先・移動先を選択することができます。チェックを入

れて、コンボボックスより排出先・移動先を選択してください。 

上記の集計範囲と比較対象の組み合わせで比較が行われます。 

※検索・抽出を行った場合、検索結果一覧に対し上記の比較が行われます。取り込んだファイルのデ

ータを対象に比較を行う場合、検索・抽出条件の設定画面で「全レコード表示」ボタンをクリックし全

てのデータを一覧に表示した状態で比較を行ってください。 

 

【事業所を指定して経年比較を行った場合】 

特定の事業所のみを指定して経年比較を実施することができます。ここでは、事業所の指定方法につ

いて説明します。 

経年比較設定画面の「事業所を選択」の「選択」ボタンをクリックして下さい。 

次の「事業所選択」画面が開きます。  

 

① 
② 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 
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「事業所チェック」を入れて「OK」ボタンを押下すると、経年比較設定画面の事業所選択リストに選択し

た事業所の一覧が表示されます。 
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【例：北海道 ○○町 ２２○○町浄化センター、３３○○町浄化センターで 2008 年度・2009 年度・2010

年度のデータの比較を行った場合】 

ここでは、一例として北海道 ○○町 ２２○○町浄化センター、３３○○町浄化センターの比較を行っ

た場合について説明します。 

「比較対象データ」で対象となるデータを選択します。「都道府県」コンボボックスより北海道を選択し

「事業所を選択」の「選択」ボタンを押下します。 
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事業所選択画面が表示されますので、まず事業所リストの絞込を行います。 

事業所検索に「○○町浄化センター」と入力し、「絞込検索」ボタンを押下します。 

 

すると事業所リストに「○○町浄化センター」を含む事業所が表示されますので、「○○町 ２２○○町

浄化センター」、「３３○○町浄化センター」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。
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経年比較設定画面にて「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

比較処理中は、次のボタンが表示されます。比較処理を中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリック

してください。 
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６．５．比較完了（経年比較（事業所別））★ 

比較処理が正常に終了すると次の「物質別経年比較（事業所別）（北海道）」画面が表示されます。 

※経年比較(事業所別)一覧画面に表示されるデータは、小数点以下を四捨五入しておりますの 

で、実際の届出データは個別業所ごとのデータをご確認ください。 

  

 

 

 

 

 

「Ⅰ」 項６．３ p41 の全国（全データ）排出先別排出量年度比較一覧画面ボタン「Ⅰ」参照 

 

 

 

「Ⅰ」へ 

① ② ③ ④ 

「こちら」をクリックすると、変更

前後の化学物質対照表が表示

されます。 

2010 年度より拡大、統合等が行われた物質で

あることを意味します。 

「*7」は注釈番号です。（次ページ参照） 
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【物質別経年比較(事業所別)一覧画面ボタンの説明】 

No ボタン名称 機能 

① 戻る 比較設定画面に戻ります。 

② グラフ表示 比較グラフ表示を行います。（比較グラフ画面を表示します。） 

③ 印刷 印刷を行います。（印刷プレビュー画面を表示します。） 

④ ファイル出力 CSVまたは Excelファイルを出力します。（ファイル出力指示画面を表示し

ます。） 

 

 

※2010 年度からの対象物質の変更について、比較対象に該当の物質が含まれる場合は欄外に注釈

が表示されます。★ 
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６．６．グラフを表示（経年比較（事業所別）） 

「物質別経年比較(事業所別)一覧」画面で「グラフ表示」ボタンをクリックすると「物質別経年比較(事業

所別)グラフ」画面が開き、棒グラフが表示されます。 

（グラフは比較した事業所の物質が各年度分表示されます。） 

 

 

「閉じる」ボタンで、集計一覧画面にもどります。 

「印刷」ボタンで、グラフを印刷します。 

「ファイル出力」ボタンで、グラフを画像ファイル（BMP 形式または JPEG 形式）に保存します。 

グラフ画面の機能（印刷、ファイル出力、クリップボードコピー）については９．「その他機能」の章をご参

照ください。 
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６．７．データの比較方法（増減比較） 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「比較」ボタンをクリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「増減

比較（事業所別）」をクリックします。 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「集計・比較」→「比較」→「増減比較（事業所別）」をク

リックします。 
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６．８．比較条件の設定（増減比較）★ 

次の「増減比較設定」画面が表示されます。 

 

 

比較する範囲は次のとおりです。 

【比較対象】 

比較対象データ 比較の対象となるデータのファイルセットです。選択できません。一

覧画面で直前に表示されていた画面のファイルセットが自動選択

されます。 

比較元データ 比較の元となるファイルセットです。この年度のデータが比較元と

なるデータになります。コンボボックスで選択してください。 

 

 

【集計する範囲、対象】 

都道府県を選択 比較したい都道府県を選択してください。増減比較（事業所別）は１

都道府県のみ比較可能です。 
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事業所を選択 データを比較する際の事業所を選択することができます。（事業所

選択画面を表示します。） 

第一種指定化学物質を指定

★ 

比較時に第一種指定化学物質を選択することができます。チェック

を入れて、コンボボックスより化学物質を選択してください。 

増減範囲を指定★ 増減比較するデータの排出量・移動量の範囲指定が可能です。 

増減範囲は-9,999,999～99,999,999 の間で増減割合(%単位)、また

は増減量(kg 単位)を指定可能です。 

増減割合（量）に正の値を設定すると増加分を、負の値を設定する

と減少分を抽出します。 

ただし、増減割合は-100%で届出値 0 となるため、-101%以下の指

定はできません。 

上記の集計範囲と比較対象の組み合わせで比較が行われます。 

※検索・抽出を行った場合、検索結果一覧に対し上記の比較が行われます。取り込んだファイルのデ

ータを対象に比較を行う場合、検索・抽出条件の設定画面で「全レコード表示」ボタンをクリックし全

てのデータを一覧に表示した状態で比較を行ってください。 

 

※増減範囲指定における増減割合（％）の設定方法において、比較元となるデータを 100(kg)とした  

場合に、比較対象年度のデータより抽出される範囲は以下のとおりです。 

（前年度のプログラムと指定方法が変わっていますので、注意してください） 

 

 

① 増減割合 50％以上 

 

 

 

 

 

 

② 増減割合 50％以上 100％以下 

 

 

 

 

 

 

 抽出される比較対象年度のデータ 
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③ 増減割合 50％以下 

 

 

 

 

 

 

④ 増減割合-50％以上 50％以下 

 

 

 

 

 

 

⑤ 増減割合-50%以上 

 

 

 

 

 

 

⑥ 増減割合-50%以下 

 

 

 

 

 

 

⑦ 増減割合-75%以上-50％以下 
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【例：神奈川県内で 2008 年度・2009 年度のデータで比較を行った場合】 

ここでは、一例として神奈川県内で 2008 年度に対して 2009 年度で大気への排出量が 100kg～

10,000kg 増加したデータの比較を行った場合について説明します。 

「比較するデータを選択」で比較元データとして 2008年度を選択します。「都道府県」コンボボックスより

神奈川県を選択します。 

「増減範囲を指定」チェックボックスにチェックを入れ、ラジオボタンにてそれぞれ「大気」「増減量(kg)」を

選択します。 

増減量の「以上」エディットボックスに’100’、 「以下」エディットボックスに’10000’をそれぞれ入力して、

「OK」ボタンをクリックします。 

※排出量が 100kg～10,000kg 減少したデータの比較を行う場合は、「以上」エディットボックス

に’-10000’、 「以下」エディットボックスに’-100’をそれぞれ入力してください。 

 

比較処理中は、次のボタンが表示されます。比較処理を中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリック

してください。 
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６．９．比較完了（増減比較）★ 

比較処理が正常に終了すると次の「増減比較（事業所別）一覧」画面が表示されます。 

※増減比較(事業所別)一覧画面に表示されるデータは、小数点以下を四捨五入しておりますの

で、実際の届出データは個別業所ごとのデータをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

「Ⅰ」 項６．３ p41 の全国（全データ）排出先別排出量年度比較一覧画面ボタン「Ⅰ」参照 

 

【増減比較(事業所別）一覧画面ボタンの説明】 

No ボタン名称 機能 

① 戻る 比較設定画面に戻ります。 

② 印刷 印刷を行います。（印刷プレビュー画面を表示します。） 

③ ファイル出力 CSVまたは Excelファイルを出力します。（ファイル出力指示画面を表示し

ます。） 

 

 

「Ⅰ」へ 

① ② ③ 

「こちら」をクリックすると、変更

前後の化学物質対照表が表示

されます。 
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※2010 年度からの対象物質の変更について、比較対象に該当の物質が含まれる場合は欄外に注釈

が表示されます。★ 
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７．データを印刷する 

ここでは、データの印刷について説明します。 

データの印刷には、４種類の帳票（印刷）レイアウトがあります。 

○個別事業所毎の帳票印刷 

○画面一覧の印刷 

○集計画面の印刷（各集計ごとにレイアウトが異なる） 

○比較画面の印刷（各比較ごとにレイアウトが異なる） 
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７．１．個別事業所ごとの帳票を印刷する  

まず印刷を行う前に、印刷の対象となるレコードの左端（整理番号の左）にあるチェックボックスにチェ

ックを入れてください。「４.データを検索・抽出する」を行った場合、抽出した全レコードに既にチェックが

入っています。 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「印刷プレビュー」ボタンをクリックします。ポップアップメニューが表示されますの

で、「個別事業所ごとに帳票印刷」をクリックします。 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「ファイル」→「印刷プレビュー」→「個別事業所ごとに

帳票印刷」をクリックします。 
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次の「印刷対象レコードの選択方式を選択」画面が開きます。印刷対象レコードの選択を行い、「印刷

プレビュー」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一覧画面に表示されていないレコードも含めて事業所からの届出に関する情報について印刷する場

合は、「チェックしたレコードを含む届出のすべてのレコードを印刷」を選択してください。また一覧画面

に表示されているレコードにチェックを入れたデータのみ印刷する場合は、「チェックしたレコードのみ印

刷」を選択してくだい。 

※「チェックしたレコードのみを印刷」を選択した際には、当該事業所から届け出られたその他の別紙

のレコードにチェックが入っていない場合、別紙情報（第一種指定化学物質の排出量等）が一部しか

含まれません。 
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次の「プレビュー」画面が開きます。まずは、「プレビュー」で印刷イメージを確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅱ」へ 

「Ⅲ」へ 

「Ⅰ」へ 
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「Ⅰ」【印刷画面ボタンの説明「Ⅰ」】 

 

 

 

No ボタン名称 機能 

① 印刷 プリンターの選択画面が表示されます。プレビュー画面の内容を印刷すること

ができます。 

② 次ページ 次のページに移動します。 

③ 前ページ 前のページに移動します。 

④ 2 ﾍﾟｰｼﾞ プレビューを 2 枚表示します。 

⑤ 拡大 プレビューを拡大します。 

⑥ 縮小 プレビューを縮小します。 

⑦ 閉じる プレビュー画面を閉じます。 

 

「Ⅱ」【印刷画面ボタンの説明「Ⅱ」】 

 

 

 

 

No ボタン名称 機能 

①  最初の届出書に移動します。 

②  前の届出書に移動します。 

③ 現在の届出位置 現在表示している届出書の位置を表示しています。 

④ 総届出書数 総届出書数を表示しています。 

⑤  次の届出書に移動します。 

⑥  最後の届出書に移動します。 

⑦  届出書単位で最初のページに移動します。 

⑧  届出書単位で前のページに移動します。 

⑨ 現在のページ 届出書単位で現在表示しているページを表示しています。 

⑩ 総ページ数 届出書単位の総ページ数を表示しています。 

⑪  届出書単位で次のページに移動します。 

⑫  届出書単位で最後のページに移動します。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
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「Ⅲ」【印刷イメージ】 

 

※事業所単位の個票形式で印刷イメージを確認することができます。 

 

「印刷」ボタンをクリックすると、次の「印刷」画面が開きます。この画面は、使用しているＯＳによって若

干レイアウトが違う場合があります。プリンターを選択し「印刷」ボタンをクリックすると、印刷が始まりま

す。 
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７．２．画面一覧を印刷する  

「ＰＲＴＲけんさくん」の「印刷プレビュー」ボタンをクリックします。ポップアップメニューが表示されますの

で、「画面一覧を印刷」をクリックします。 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「ファイル」→「印刷プレビュー」→「画面一覧を印刷」を

クリックします。 
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次の「プレビュー」画面が開きます。「印刷」ボタンをクリックし、印刷を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅰ」p61 の印刷画面ボタン「Ⅰ」参照 

以下、「７．１個別事業所ごとの帳票を印刷する」と同様となります。 

p58 から p62 を参照してください。 

 

 

 

 

「Ⅰ」へ 

一覧画面と同じです。 
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７．３．集計画面を印刷する  

集計には、集計単位で「全国（全データ）を一括で集計」「都道府県別に集計」「市区町村別に集計」、集

計項目で「排出先別」「主たる業種別」「第一種指定化学物質別」と９種類の集計があります。印刷の方

法は、同じになりますので、ここでは、「全国・第一指定化学物質別」の集計を使い説明します。 

※まず「全国・第一種指定化学物質別」に集計を行ってください。「５．データを集計する」を参照してくだ

さい。 

【例：全国・第一種指定化学物質別で集計を行った場合】 

集計画面の「印刷」ボタンをクリックします。 

 

 

タイトルを変更することができます。制限文字数は 1 行目が全角 50 文字（半角 100 文字）で、2 行目が

全角 30 文字（半角 60 文字）までとなっています。ここで設定したタイトルはグラフ画面のタイトルにもな

ります。 

集計結果一覧画面と同じものが、印刷イメージとして表示されます。 

以下の処理及び表示ボタンは、「７．１個別事業所ごとの帳票を印刷する」と同様となります。 

p58 から p62 を参照してください。 

 

 

 

タイトル内容を編

集できます。 

上段…全角 50 文

字以内 

下段…全角 30 文

字以内 
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７．４．比較画面を印刷する  

比較には、比較単位で「経年比較（地域別）」「経年比較（事業所別）」「増減比較（事業所別）」と主に３

種類の比較があります。印刷の方法は同じになりますので、ここでは、「経年比較（地域別）」で「全国

（全データ）を一括集計」の比較を使い説明します。 

※まず「全国（全データ）を一括集計」で比較を行ってください。「６．データを比較する」を参照してくださ

い。 

【例：全国（全データ）を一括集計で比較を行った場合】 

比較画面の「印刷」ボタンをクリックします。 

 

 

比較結果一覧画面と同じものが、印刷イメージとして表示されます。 

以下の処理及び表示ボタンは、「７．１個別事業所ごとの帳票を印刷する」と同様となります。 

p58 から p62 を参照してください。 

 

※「経年比較（地域別）」および「経年比較（事業所別）」の結果印刷では、最大 5 年度分の排出先別・ 

移動先別データを横 1 ページに印刷できるようにしているため、文字が小さくなっています。 

A3 判の印刷が可能な環境がある場合、A4 判から A3 判へ拡大印刷することでみやすくなります。 
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８．ファイルを出力する 

ここでは、ファイル出力について説明します。「ＰＲＴＲけんさくん」では、本紙（様式）ファイル、別紙ファ

イル、他業種ファイルの３ファイルを取り込んで、１つに統合してファイルを出力することや、検索・抽出

を行ってレコードを絞り込んで、ファイルに出力すること、また集計結果の画面をファイル出力すること

ができます。 

※参考資料として、ファイル出力のレイアウトを“操作マニュアル別紙１”にて添付します。 

  また、集計値については、異なる単位を取り扱うことがありますのでご注意下さい。 

 

（１）統合ファイルで出力 

３つのファイルを統合し、１つのファイルで出力します。 

※一般的な表計算ソフトを利用して容易に扱えるレイアウトです。ただし、全国データを統合する

とレコード数が多く、表計算ソフトで読み込めない場合がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）統計用ファイルで出力 

３つのファイルを統合し、統計処理に必要な項目に絞った上で１つのファイルで出力します。 

※一般的な表計算ソフトを利用して容易に扱えるレイアウトです。 

 

 

 

 

 

 

※統計処理が可能なようにダイオキシン類の排出・移動量を mg-TEQ から kg に換算していま

す。 

 

統合ファイル 

本紙ファイル 

別紙ファイル 

他業種ファイル 検索・抽出 

統計用ファイル 

本紙ファイル 

別紙ファイル 

他業種ファイル 検索・抽出 
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（３）基本ファイルで出力 

取り込む際と同じ３つのファイルレイアウトで出力します。 

※再度「ＰＲＴＲけんさくん」に取り込むことができます。 

 

 

 

 

 

 

（４）集計結果を出力 

集計画面のレイアウトのままファイルを出力します。 

※一般的な表計算ソフトに取り込んで、罫線を引くだけで、集計画面と同様な表が作成できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙ファイル 

別紙ファイル 

他業種ファイル 

本紙ファイル 

別紙ファイル 

他業種ファイル 検索・抽出 

集計結果ファイル 

本紙ファイル 

別紙ファイル 

他業種ファイル 集計 
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８．１．「一覧」画面のファイルの出力方法 

「ＰＲＴＲけんさくん」の「ファイル出力」ボタンをクリックします。 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「ファイル」→「ファイル出力」をクリックします。 
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次の「ファイルの出力」画面が開きます。 

「一覧」画面で表示されたデータは「統合ファイル」、「統計用ファイル」及び「基本ファイル」の３種類の

ファイル出力が可能です。ファイル出力の方法は同じになりますので、ここでは、「統合ファイル」の出

力について説明します。 

【ファイル出力設定画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅰ」へ 「Ⅱ」へ 
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「Ⅰ」【ファイル出力設定画面「Ⅰ」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出力フォルダ 

CD から実行した場合、出力フォルダは当初 CD 内になっています。この場合、ファイルが保存でき

ませんので、フォルダを変更します。「参照」ボタンをクリックします。フォルダ選択画面が開きます

ので、ファイルを出力したいフォルダを選択して、「OK」ボタンをクリックします。 

・ファイル形式の選択とファイル名設定 

「統合ファイルで出力」を選択します。デフォルトでファイル名が入力されています。変更したい場合

は、変更したいファイル名を拡張子付きで入力してください。「戻す」ボタンをクリックすると、ファイ

ル名がデフォルトのファイル名に戻ります。「クリア」ボタンをクリックすると、ファイル名がクリアされ

ます。 

※統計ファイルまたは基本ファイルを出力したい場合、ここでそれぞれ項目を選択してください。 

ボタンの機能は統合ファイルの場合と同じです。 
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「Ⅱ」【ファイル出力設定画面「Ⅱ」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出力レコードの選択と出力順 

「一覧」画面で、チェックしたレコードには、当該事業所から複数の物質の届出がある場合がありま

す。チェックしたレコードの事業所の届出に係る全ての物質分のレコードを出力する場合、「チェッ

クしたレコードを含む届出書の全てのレコードを出力」を選択してください。チェックしたレコードの

み出力したい場合は、「チェックしたレコード」のみを選択してください。 

・データの冒頭に項目名を挿入 

「データの冒頭に項目名を挿入」にチェックすると、出力されるレコードの１レコード名に項目名のレ

コードが挿入されます。 

※ 基本ファイル出力を選択した場合にも、項目名を挿入すると当プログラムで再度データを取り込む

ことはできません。 

・ 出力形式 

「テキスト形式」が選ばれていますが、Microsoft Excel がインストールされている環境では「Excel

形式」も選ぶことができます。Microsoft Excelがインストールされていない環境では「Excel形式」の
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チェックはグレーになって選択できなくなっています。 

テキスト形式で出力する場合は「テキスト形式」をクリックします。Excel 形式で出力する場合は

「Excel 形式」をクリックします。（Excel 形式で出力する場合の制限事項は８．３を参照） 

・「ファイル出力」ボタンをクリックしてください。統合ファイルが出力されます。 

※基本ファイルで出力を選択した場合、「従たる業種ファイル」は、対象のレコードが無い場合、 

ファイルが出力されません。 

ファイルの出力処理中は、次のボタンが表示されます。出力処理を中止する場合は「キャンセル」

ボタンをクリックして、処理を中止することができます。 

 

 

 

 

 

 

ファイル出力が終了すると、「一覧」画面に戻ります。 
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８．２．集計・比較結果ファイルの出力方法 

集計には、集計単位で「全国（全データ）を一括で集計」「都道府県別に集計」「市区町村別に集計」、集

計項目で「排出先別」「主たる業種別」「第一種指定化学物質別」と９種類の集計があります。 

比較には、「地域別の経年比較(全国/都道府県/市区町村)」「事業所別の経年比較（第一種指定化学

物質指定 (排出先指定/指定なし)/指定なし）」「増減比較」の７種類があります。  

ファイルの出力方法は、それぞれ同じになりますので、ここでは、「都道府県・第一指定化学物質別」の

集計を使い説明します。 

※まず「都道府県・第一種指定化学物質別」に集計を行ってください。「５．データを集計する」を参照し

てください。 

【例：都道府県・第一種指定化学物質別で集計を行った場合】 
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次の「ファイルの出力」画面が開きます。 

 

・出力フォルダ 

CD から実行した場合、出力フォルダは当初 CD 内になっています。この場合、ファイルが保存でき

ませんので、フォルダを変更します。「参照」ボタンをクリックします。フォルダ選択画面が開きます

ので、ファイルを出力したいフォルダを選択して、「OK」ボタンをクリックします。 

・ファイル形式 

テキスト形式で出力する場合はCSV形式をクリックし、Excel形式で出力する場合は、Excel形式を

クリックします。（Excel 形式で出力する場合の制限事項は８．３を参照） 

なお、Microsoft Excel がインストールされていない PC で本システムを起動した場合は、「Excel 形

式」は選択不可になります。 

・出力単位 

都道府県別・市区町村別の集計を行っている場合は、都道府県・市区町村毎にファイルを出力す

るか、出力ファイルを 1 つにまとめるかを指定することができます。 

※「全国（全データ）を一括で集計」を実行した場合はこの選択ができません。 

 

次の「メッセージ」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。終了です。 
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８．３．Excel 出力時の制限事項について 

Excel 出力実行時、出力レコード数が 65000 行を超える場合は、以下のメッセージが表示され、出力が

中止されます。 

 

※Microsoft Excel の”シート”は最大で 65000 行までしか表示できないため 65000 行を超えるデータの

場合出力不可となっています。 

 

【Excel の書式を保存したい場合】 

出力した Excel ファイルはテキスト形式で作成されているため、書式を変更して上書き保存をしても変

更した書式は保存されません。 

書式を変更した場合は、出力 Excel ファイルの保存時にファイルの種類を Excel ブック形式(Excel2003

までは「*.xls」、Excel2007 以降は「*.xlsx」)で保存してください。 
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８．４．CD-ROM から起動している場合の注意事項 

CD-ROMから本システムを起動して作業している場合、規定の出力先がCD-ROMのパスになることが

ありえます。そのまま気づかずに、ファイル出力しようとした場合には、以下のメッセージが表示され、

ファイル出力が中止されます。 

 

このような場合には、「参照」ボタン（８．２画面参照）をクリックして、出力フォルダを書込み可能なドライ

ブ、フォルダに選択しなおしてから、再度ファイル出力して下さい。 
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９．その他機能 

 

９．１．「一覧」画面のツールバーの表示/非表示を切り替える 

「ＰＲＴＲけんさくん」は、「一覧」画面がメインの画面となります。「一覧」画面上部のメニューバーから各

機能を呼び出すことができますが、主な機能を呼び出せるツールバーを表示すること、非表示にするこ

とができます。 

 

画面上部のメニューバーから、「表示」→「ツールバー」をクリックします。 

 

 

「ツールバー」に v（チェック）が付いていると表示中です。付いていない場合は、表示されていません。

クリックすることで、チェックを付けたり、チェックを外したりします。 

 

チェックをつけた場合は、次の「一覧」画面に「ツールバー」が表示されます。 
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９．２．「一覧」画面にステータスバーを表示する 

「一覧」画面下部にステータスバーを表示することができます。 

 

画面上部のメニューバーから、「表示」→「ステータスバー」をクリックします。 

 

 

ステータスバーには、「一覧」画面において選択されているレコード行／表示されている総レコード数が

表示されます。また、印刷プレビュー時には表示しているページ番号が表示されます。 
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９．３．「一覧」画面で取り込んだデータを並べ替えて表示する 

 

 

「一覧」画面で並び替えたい項目のヘッダーをクリックします。「昇順で並び替え」「降順で並び替え」を

表示されますので、並べ替えたい順序をクリックして下さい。 

表示されているデータの件数により並べ替える時間がかかる場合があります。並び替えをキャンセル

する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。並び替え処理をキャンセルすることができます。 

取込み時は整理番号昇順で並んでいます。 
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９．４．「一覧」画面のデータをクリップボードにコピーする 

「一覧」画面で表示されているデータをクリップボードにコピーして、表計算ソフトなどに直接コピーする

ことができます。 

一覧画面でコピーしたいレコードを選択します。複数選択も可能です。 

 

 

選択されているレコードの上で、右クリックをします。「クリップボードにコピーする」をクリックします。 

 

※クリップボードにコピーしたデータは、表計算ソフトなどに貼り付けることができます。 
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クリップボードにコピー中に「キャンセル」ボタンが表示されます。クリップボードへのコピー処理を中止

したい場合は、「キャンセル」ボタンをクリックすることで処理を中止できます。 
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９．５．「グラフ」画面のグラフをクリップボードにコピーする 

「グラフ」画面で表示されているグラフをクリップボードにコピーして、表計算ソフトなどに直接コピーする

ことができます。 

グラフ画面でコピーしたいグラフ上で右クリックします。「このグラフをクリップボードへコピー」メニュー

が表示されますので、クリックします。表計算ソフトなどへ貼り付けることができます。グラフ画面全てで

共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クリップボードへコピーされたグラフイメージ】 
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９．６．「グラフ」画面のグラフを印刷する 

グラフ画面をファイルに保存するには、「印刷」ボタンをクリックします。グラフ画面全てで共通です。 

 

 

以下のプレビュー画面が表示されますので、「印刷」ボタンをクリックして印刷を実行します。 

 

プリンタの出力設定は「印刷」ボタンをクリックして表示される印刷ダイアログより、お使いのプリンタの

プロパティを設定してください。 

この画面を終了するには「閉じる」ボタンをクリックします。
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９．７．「グラフ」画面のグラフをファイル出力する 

グラフ画面を印刷するには、グラフ画面で「ファイル出力」ボタンをクリックします。グラフ画面全てで共

通です。 

 

以下の画面が表示されます。 

 

・出力フォルダ及びファイル名 

ファイル出力先フォルダが表示されています。 

出力先フォルダを変更するには「参照」ボタンをクリックしてフォルダを指定します。 

ファイル名は、    で囲んだタイトルの 1 行目と 2 行目で自動生成されます。 

ファイル名を変更したいときは、タイトルを変更します。 

例：上記では “全国（全データ）排出先別 排出・移動量合計_排出年度：平成 16 年度.bmp”と

なります。 

・ファイル形式 

BMP 形式か JPEG 形式のいずれかを選択できます。BMP 形式でファイル出力するには「BMP 形

式」をクリックします。JPEG 形式でファイル出力するには「JPEG 形式」をクリックします。 

「OK」ボタンをクリックすると、指定したファイル形式で、出力フォルダ先にグラフ画面がファイル出力さ

れます。 

ファイルを出力せずに、この画面を終了するには「キャンセル」ボタンをクリックします。
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９．８．取り込んだファイルを破棄する 

ここでは、取り込んだデータ（本紙(様式)・別紙・他業種）を破棄する方法を説明します。 

【１データだけ破棄する】 

破棄したい年度のデータのタブを右クリックします。 

 

 

メニューが表示されますので、「このタブを閉じる」をクリックします。 

 

 

次の確認メッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 
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【全てのデータを破棄する】 

どれでも構いませんので、タブを右クリックします。 

 

 

メニューが表示されますので、「全てのタブを閉じる」をクリックします。 

 

 

次の確認メッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 
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９．９．事業所の詳細情報を表示する  

一覧画面、比較画面で、事業所名称等が途中で表示されていない場合でも、別画面にて事業所の詳

細情報を確認することができます。 

 

【一覧表で確認する】 

詳細情報を確認したい事業所のあるレコードを選択し、右クリックします。 

 

次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ボタンで画面を閉じてください。 
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【比較画面で確認する】 

まず比較画面を表示してください。※「６．データを比較する」を参照してください。 

詳細情報を確認したい、事業所名称をクリックしてください。 

 

 

以降は【一覧表で確認する】と同じ操作になります。 
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９．１０．事業所ごと一覧表示と物質ごと一覧表示を切り替える 

「ＰＲＴＲけんさくん」のメインの画面は、事業所ごとに一覧になった状態と、物質ごとに一覧になった状

態に切り替えて表示することが可能です。 

事業所ごとに一覧表示するには、「ＰＲＴＲけんさくん」の「表示切替」ボタンをクリックして、「事業者ごと

一覧」を選択します。 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「表示」→「事業所ごと一覧」をクリックします。 
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メインの画面が、事業所ごとの一覧表示になります。 
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物質ごとに一覧表示するには、「ＰＲＴＲけんさくん」の「表示切替」ボタンをクリックして、「物質ごと一

覧」を選択します。 

 

または「ＰＲＴＲけんさくん」のプルダウンメニュー「表示」→「物質ごと一覧」をクリックします。 
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メインの画面が、物質ごとの一覧表示になります。 

 

※物質番号は「2010 年度からの新号番号（2009 年度までの旧号番号）」の形式で表示されます。★ 

※ツールバー右の注釈の下にある「こちら」をクリックすると、第一種指定化学物質の新旧対照表 PDF

が表示されます。★ 
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１０．「ＰＲＴＲけんさくん」のバージョン情報に関して 

「PRTR けんさくん」のプルダウンメニュー「ヘルプ」→「PRTR データ分析システムのバージョン情報」を

クリックすると、本システムのバージョン情報と著作権が表示されます。 

 

１１．「ＰＲＴＲけんさくん」のヘルプに関して  

「PRTR けんさくん」のプルダウンメニュー「ヘルプ」→「PRTR データ分析システムのヘルプ」をクリックす

ると、本システムのヘルプが表示されます。 

※「PRTR けんさくん」をネットワーク経由で起動した場合、ヘルプの内容が表示されません。 

  「PRTR けんさくん」をネットワーク経由で利用する場合は、操作マニュアルを参照してください。 

 

 

１２．「ＰＲＴＲけんさくん」に関する情報 

「ＰＲＴＲけんさくん」の改定、マスタファイル追加等に関する最新情報は、下記の URL により提供いたし

ます。 

※マスタファイルに関しては、年度ごとに適合したものをそろえるのが望ましいので、最新情報を確認し

てください。 

 

URL http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
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１３．参考情報 

※第一種指定化学物質情報に関する詳細情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構が提供する

化学物質総合情報提供システム（CHRIP:CHemical Risk Information Platform）にてご確認できます。 

 

URL：http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html 

 

http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
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別紙１ 出力データファイルレイアウト 
 
(1) 統合ファイル 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 排出年度 金属鉱業 全角  

3 届出先名称 経済産業省 半角  

4 提出先名称 東京都知事 全角  

5 届出者・氏名（法人に

あっては名称） 

○○○○株式会社 全角  

6 届出者・法人にあって

は代表者の氏名 

代表取締役社長○○ 

○○ 

全角 代理人も含む 

7 届出者・郵便番号 000-0000 半角  

8 届出者・都道府県コー

ド 

13 半角  

9 届出者・市区町村コー

ド 

101 半角  

10 届出者・都道府県名称 東京都 全角  

11 届出者・市区町村名称 千代田区 全角  

12 届出者・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

13 事業者の名称 ○○○○株式会社 全角  

14 前回の届出における

事業者の名称 

××××株式会社 全角  

15 事業所の名称 ○○○○東京事業所 全角  

16 前回の届出における

事業所の名称 

××××東京事業所 全角  

17 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

18 事業所・都道府県コー

ド 

13 半角  

19 事業所・市区町村コー

ド 

101 半角  

20 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

21 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  
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22 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

23 従業員の数 1000 半角  

24 主たる業種名 金属鉱業 全角  

25 主たる業種コード 0500 半角  

26 届出物質数 1 半角  

27 別紙番号 1 半角  

28 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

29 化学物質番号 1 半角 政令番号を示す 

30 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

31 イ．大気への排出 100 半角  

32 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

33 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

34 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

35 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

36 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

37 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

38 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

39 イ．下水道への移動 100 半角  

40 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角 ※2010 年度以降：届出書の内容（施設名又は空欄） 

 2009 年度以前：“－” 

41 ロ．当該事業所の外へ

の移動（イ以外） 

100 半角  

42 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

43 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 
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44 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

45 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

46 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

47 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

48 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

49 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

50 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

51 廃棄物の種類: 

03.廃油 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

52 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

53 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

54 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

55 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

56 廃棄物の種類: 

08.木くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

57 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

58 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

59 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

60 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 



4 

 

61 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

62 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

63 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

64 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

65 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

66 廃棄物の種類: 

18.その他 

1 半角 ※2010 年度以降： 1：該当する、2：該当しない 

 2009 年度以前： 0：届出対象外 

67 業種名（従たるもの

１） 

金属鉱業 全角  

68 業種コード（従たるも

の１） 

0500 半角  

69 業種名（従たるもの

２） 

金属鉱業 全角  

70 業種コード（従たるも

の２） 

0500 半角  

71 業種名（従たるもの

３） 

金属鉱業 全角  

72 業種コード（従たるも

の３） 

0500 半角  

73 業種名（従たるもの

４） 

金属鉱業 全角  

74 業種コード（従たるも

の４） 

0500 半角  

75 業種名（従たるもの

５） 

金属鉱業 全角  

76 業種コード（従たるも

の５） 

0500 半角  
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(2) 統計用ファイル 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 届出先名称 経済産業省 半角  

2 事業者の名称 ○○○○株式会社 全角  

3 事業所の名称 ○○○○東京事業所 全角  

4 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

5 事業所・都道府県コー

ド 

13 半角  

6 事業所・市区町村コー

ド 

101 半角  

7 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

8 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  

9 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

10 従業員の数 1000 半角  

11 主たる業種名 金属鉱業 全角  

12 主たる業種コード 0500 半角  

13 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

14 化学物質番号 1 半角 政令番号を示す 

15 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

16 イ．大気への排出 100 半角  

17 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

18 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

19 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

20 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

21 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

“有” 全角 “有”、“無” 

22 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

“有” 全角 “有”、“無” 
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23 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

“有” 全角 “有”、“無” 

24 イ．下水道への移動 100 半角  

25 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角 ※2010 年度以降：届出書の内容（施設名又は空欄） 

 2009 年度以前：“－” 

26 ロ．当該事業所の外へ

の移動（イ以外） 

100 半角  

27 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

28 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

29 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

30 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

31 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

32 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

33 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

34 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

35 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

36 廃棄物の種類: 

03.廃油 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

37 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

38 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

39 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

40 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 
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41 廃棄物の種類: 

08.木くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

42 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

43 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

44 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

45 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

46 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

47 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

48 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

49 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

50 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 

51 廃棄物の種類: 

18.その他 

“該当する” 全角 ※2010 年度以降：“有”、“無” 

 2009 年度以前：“－” 
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(3) 基本ファイル（本紙ｏｒ様式） 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 排出年度 2002 半角  

3 届出先名称 経済産業大臣 全角  

4 提出先名称 東京都知事 全角  

5 届出者・氏名（法人に

あっては名称） 

○○○○株式会社 全角  

6 届出者・（法人にあっ

ては代表者の氏名） 

代表取締役社長○○ 

○○ 

全角 代理人も含む 

7 届出者・郵便番号 000-0000 半角  

8 届出者・都道府県名称 東京都 全角  

9 届出者・市区町村名称 千代田区 全角  

10 届出者・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

11 事業者名称 ○○○○株式会社 全角  

12 前回の届出における

事業者名称 

××××株式会社 全角  

13 事業所名称 ○○○○東京事業所 全角  

14 前回の届出における

事業所名称 

××××東京事業所 全角  

15 事業所・郵便番号 000-0000 半角  

16 事業所・都道府県名称 東京都 全角  

17 事業所・市区町村名称 千代田区 全角  

18 事業所・町域名称 ○○１－１－１ 全角  

19 従業員の数 1000 半角  

20 主たる業種名 金属鉱業 全角  

21 主たる業種コード 0500 半角  

22 最後の別紙番号 1 半角  
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(4) 基本ファイル（別紙） 
 

（2009 年度まで） 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 別紙番号 1 半角  

3 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

4 化学物質コード 1 半角 政令番号を示す 

5 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

6 イ．大気への排出 100 半角  

7 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

8 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

9 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

10 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

11 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

12 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

13 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

14 イ．下水道への排水の

移動 

100 半角  

15 ロ．廃棄物の当該事業

所の外への移動（イに

よるものを除く。） 

100 半角  
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（2010 年度から） 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 別紙番号 1 半角  

3 化学物質名称 亜鉛の水溶性化合物 全角  

4 化学物質コード 1 半角 政令番号を示す 

5 単位 1 半角 1：kg、2：mg-TEQ 

6 イ．大気への排出 100 半角  

7 ロ．公共用水域への排

出 

100 半角  

8 排出先の河川、湖沼、

海域等の名称 

東京湾 全角  

9 ハ．当該事業所におけ

る土壌への排出（ニ以

外） 

100 半角  

10 ニ．当該事業所におけ

る埋立処分 

100 半角  

11 埋立処分を行う場所

の種類(安定型) 

1 半角 １：有、2：無 

12 埋立処分を行う場所

の種類(管理型) 

1 半角 １：有、2：無 

13 埋立処分を行う場所

の種類（遮断型） 

1 半角 １：有、2：無 

14 イ．下水道への排水の

移動 

100 半角  

15 移動先の下水道終末

処理施設の名称 

○○浄化センター 全角  

16 ロ．廃棄物の当該事業

所の外への移動（イに

よるものを除く。） 

100 半角  

17 廃棄物の処理方法: 

01.脱水・乾燥 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

18 廃棄物の処理方法: 

02.焼却・溶融 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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19 廃棄物の処理方法: 

03.油水分離 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

20 廃棄物の処理方法: 

04.中和 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

21 廃棄物の処理方法: 

05.破砕・圧縮 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

22 廃棄物の処理方法: 

06.最終処分 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

23 廃棄物の処理方法: 

07.その他 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

24 廃棄物の種類: 

01.燃え殻 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

25 廃棄物の種類: 

02.汚泥 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

26 廃棄物の種類: 

03.廃油 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

27 廃棄物の種類: 

04.廃酸 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

28 廃棄物の種類: 

05.廃アルカリ 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

29 廃棄物の種類: 

06.廃プラスチック類 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

30 廃棄物の種類: 

07.紙くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

31 廃棄物の種類: 

08.木くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

32 廃棄物の種類: 

09.繊維くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

33 廃棄物の種類: 

10.動植物性残さ 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

34 廃棄物の種類: 

11.動物系固形不要物 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

35 廃棄物の種類: 

12.ゴムくず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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36 廃棄物の種類: 

13.金属くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

37 廃棄物の種類: 

14.ガラスくず・コン

クリートくず・陶磁器

くず 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

38 廃棄物の種類: 

15.鉱さい 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

39 廃棄物の種類: 

16.がれき類 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

40 廃棄物の種類: 

17.ばいじん 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 

41 廃棄物の種類: 

18.その他 

1 半角 １：該当する、2：該当しない 
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(5) 基本ファイル（他業種ｏｒ従たる業種） 
 

No 項目名 例 属性 備考 

1 整理番号 E0300000-00000-00 半角  

2 業種名称 金属鉱業 全角  

3 業種コード 0500 半角  
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