
 
 

 

 

 

 

 

 

ＰＲＴＲ届出の手引き 
 

 

 

～届出書の作成・提出の方法について～ 

 

 

 

 

 

 

 

この手引きは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法）」に基づくＰＲＴＲの届出

に関して、届出書の作成方法や提出方法を解説したものです。各事業者の皆様

におかれましては、この手引きをご活用いただき、正しく届出を行っていただ

きますようお願いいたします。 

ＰＲＴＲの届出期間は毎年４月１日から６月３０日までとなっております。

お早めの届出にご協力ください。ただし、６月３０日が土日の場合は、次の月

曜日となります。 
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－ 情 報 入 手 先 － 

 

経済産業省及び環境省のＰＲＴＲ関連ホームページには、 

○化学物質排出把握管理促進法についての紹介 

○ＰＲＴＲ制度の紹介 

○排出量・移動量の算出方法（ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアルほか） 

○各種届出書及び磁気ディスクによる届出や電子による届出に必要な 

「ＰＲＴＲ届出作成支援システム」「ＰＲＴＲ排出量等算出システム」 

などの情報が掲載されておりますので、ご活用ください。 

□経済産業省ホームページ 

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

□環境省ホームページ 

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 

 

 

 

※独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のホームページにおいて

も、参考となる情報が掲載されています。 

□ＮＩＴＥ化学物質管理センターホームページ 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr.html 

 

－ お 問 い 合 わ せ 先 － 

 

ＰＲＴＲ制度、届出についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。 

□経済産業省製造産業局化学物質管理課 

TEL:０３－３５０１－００８０ 

FAX:０３－３５８０－６３４７ 

E-mail:qqhbbf@meti.go.jp 

 

□環境省大臣官房環境保健部環境安全課 

TEL:０３－３５８１－３３５１（内線 ６３５８） 

FAX:０３－３５８０－３５９６ 

E-mail:ehs@env.go.jp 

ゼロ 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr.html
tel:%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%98%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%88%E5%86%85%E7%B7%9A
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