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• 人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環
境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が把握
し、国に報告。 

• 国は、事業者から届出された排出量・移動量の集計結果及び届出
対象外の推計排出量を併せて公表。 

• 有害性のおそれのある化学物質及び 当該化学物質を含有する
製品を、事業者間で譲渡・提供する際に、化学物質の性状及び
取扱い情報を提供することを義務づける制度。 
 

• 化学物質の適正管理に必要な情報提供を義務づけ、事業者によ
る自主管理を促進する。 

<対象化学物質＞ 

 第一種指定化学物質（462物質）が対象。 
 

＜対象事業者＞ 

・対象業種：政令で指定する24業種を営む事業者  

・従業員数：常用雇用者数21人以上の事業者 

・取扱量等：第一種指定化学物質の年間取扱量が１ｔ以上（特定
第一種指定化学物質の場合は０．５ｔ以上）ある事業
所を有する事業者等 

<対象化学物質＞ 
 第一種指定化学物質（462物質）及び第二種指定化学物質（100
物質）が対象。 

 

＜対象事業者＞ 
・対象業種・従業員数・取扱量等に関わらず、指定化学物質及び
指定化学物質を1質量％以上（特定第一種指定化学物質の場合
は0.1質量％以上）含有する製品を国内において他の事業者に
譲渡・提供する事業者が対象。 

【目的】 
事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止する。 

【指針（※）】※指定化学物質等取扱い事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針 

 
事業者は国が定める化学物質管理指針に留意した化学物質管理を実施するとともに、 
進捗状況等の情報提供を行う等国民の理解を図るよう努なければならない。 

ＰＲＴＲ制度          ＳＤＳ制度 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）の概要 
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有害化学物質の排出状況の情報提供について 

届出データの排出量等に基づき、大気中の濃度や排出量を地図上に表示するとともに、個別事業
所データを検索・閲覧ができるツールをインターネット上で公開している。 
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シュミレーションモデル：AIST-ADMER 

排出量マップ 濃度マップ 

NITE：PRTRマップより 

環境省：PRTRインフォメーション広場より 

事業所マップ 

排出量・移動量 経年変化 



 平成28年度に届出対象事業所（約3万5千）から届出された、平成27年度  
排出量と移動量の合計は378千トン（前年度比1.3％の減少）となり、排出量
は154千トン（対前年度比2.7％の減少）、移動量は224千トン（対前年度比0.4
％の減少）であった。 

＜届出排出量・移動量の推移＞ 

平成２７年度ＰＲＴＲ届出排出・移動量の概要 

＜継続物質の届出排出量・移動量の推移＞ 
※政令改正前後において継続して指定された物質（276物質）を集計。 

3 


Graph1

		H13FY		H13FY

		H14FY		H14FY

		H15FY		H15FY

		H16FY		H16FY

		H17FY		H17FY

		H18FY		H18FY

		H19FY		H19FY

		H20FY		H20FY

		H21FY		H21FY

		H22FY		H22FY

		H23FY		H23FY

		H24FY		H24FY

		H25FY		H25FY

		H26FY		H26FY

		H27FY		H27FY



継続物質（排出量）

継続物質（移動量）

308027.016

208038

286340.705

201605

288026.682

218832

267025.974

212374

257396.589

215751

244059.98

210315

233355.716

207249

199096

190114

174548

165269

164929

178425

158462

200566

147453.7

197986

144724.4

192769

142726.4

202583

138740.9

201846



有効数字（t）

		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,940		158,179		147,461		145,378		143,056		139,658		(18,521)		-11.7

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,777		8,616		7,770		7,469		7,260		7,093		(1,523)		-17.7

						土壌 ドジョウ		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		3		(151)		-98.0

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,106		7,698		7,681		7,702		7,423		(683)		-8.4

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,261		175,055		162,931		160,533		158,020		154,177		(20,878)		-11.9

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,207		224,943		220,453		214,169		223,307		222,447		(2,496)		-1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,685		1,433		1,379		1,303		1,146		1,195		(238)		-16.6

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,892		226,376		221,832		215,472		224,453		223,642		(2,734)		-1.2

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,153		401,431		384,763		376,005		382,473		377,819		(23,612)		-5.9

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,643		37,788		36,956		36,681		35,974		35,573		35,274		(1,682)		-4.6

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		148,093		142,053		132,312		129,774		127,950		124,431		(6,040)		-4.1		(17,622)		-12.4

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,311		8,167		7,442		7,264		7,073		6,884		(144)		-1.7		(1,283)		-15.7

						土壌 ドジョウ		49		44		8		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		3		48		45.3		(151)		-98.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,088		7,698		7,681		7,702		7,423		(331)		-3.9		(665)		-8.2

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,221		199,488		196,968		191,681		201,679		200,846		22,267		12.6		1,358		0.7

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,078		1,018		1,088		904		1,000		(126)		-10.5		(78)		-7.2

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,859		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,354		359,028		345,440		337,493		345,309		340,587		15,674		4.6		(18,441)		-5.1

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,643		37,788		36,956		36,681		35,974		35,573		35,274		(832)		-2.2		(1,682)		-4.6

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,027		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,929		158,462		147,454		144,724		142,726		138,741

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,425		200,566		197,986		192,769		202,583		201,846

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,859		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,354		359,028		345,440		337,493		345,309		340,587

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,767		58,754		54,825		54,396		54,019		52,452

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,429		31,958		30,081		28,390		28,360		28,058

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036





有効数字（t）

		0		0



単位：トン

移動量



有効数字（t）（西暦表示）

		



平成21年度まで：354物質、23業種
平成22年度以降：462物質、24業種

大気

公共用水域

土壌

埋立

廃棄物

下水道

単位：トン



有効数字（t）（西暦表示 英語）

		



大気

公共用水域

土壌

埋立



H22-H26製造・輸入数量との比較

		



継続物質（排出量）

継続物質（移動量）



		



大気

公共用水域

土壌

埋立



		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,759		158,009		147,307		145,216		143,895		(14,114)		-8.9

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,776		8,621		7,768		7,461		7,257		(1,364)		-15.8

						土壌 ドジョウ		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		(152)		-99.0

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,602		7,846		7,976		7,868		(734)		-8.5

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,079		175,386		162,923		160,658		159,022		(16,364)		-9.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,291		224,465		220,335		214,293		222,921		(1,544)		-0.7

						下水道 ゲスイドウ		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,679		1,434		1,380		1,304		1,149		(285)		-19.9

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,970		225,899		221,715		215,597		224,070		(1,829)		-0.8

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,049		401,285		384,638		376,255		383,092		(18,193)		-4.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		49		44		7		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,026		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036
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2009年度まで：354物質、23業種
2010年度以降：462物質、24業種

大気
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下水道
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継続物質（排出量）

継続物質（移動量）



		



大気

公共用水域

土壌

埋立



		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001FY		2002FY		2003FY		2004FY		2005FY		2006FY		2007FY		2008FY		2009FY		2010FY		2011FY		2012FY		2013FY		2014FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		Atmosphere		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,759		158,009		147,307		145,216		143,895		(14,114)		-8.9

						Public bodies of water		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,776		8,621		7,768		7,461		7,257		(1,364)		-15.8

						Soil		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		(152)		-99.0

						Landfill		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,602		7,846		7,976		7,868		(734)		-8.5

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,079		175,386		162,923		160,658		159,022		(16,364)		-9.3

				移動量 イドウリョウ		Waste		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,291		224,465		220,335		214,293		222,921		(1,544)		-0.7

						Sewage		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,679		1,434		1,380		1,304		1,149		(285)		-19.9

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,970		225,899		221,715		215,597		224,070		(1,829)		-0.8

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,049		401,285		384,638		376,255		383,092		(18,193)		-4.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		49		44		7		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,026		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036
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Until   FY2009 ：354  substances ,  23  industries
From   FY2010：462   substances ,  24  industries

Trend of notification amounts of release and transfer

Atmosphere

Public bodies of water

Soil

Landfill

Waste

Sewage

Unit： ton
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						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ						トルエン、キシレン、エチルベンゼンの排出量と製造輸入数量との比較 ハイシュツリョウセイゾウユニュウスウリョウヒカク

				排出量 ハイシュツリョウ				109,599		105,391		98,915		96,774		97,475		(7,916)		-7.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ		7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

								7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H25FY

								7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						トルエン		865,868		793,743		932,058		1,219,313		1,362,443

						キシレン		4,693,555		5,953,387		5,844,896		6,485,455		4,930,794

						エチルベンゼン		1,975,937		1,335,987		1,329,738		1,190,129		1,504,060
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排出量

製造・輸入数量
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有効数字（t）

		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,940		158,179		147,461		145,378		143,056		139,658		(18,521)		-11.7

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,777		8,616		7,770		7,469		7,260		7,093		(1,523)		-17.7

						土壌 ドジョウ		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		3		(151)		-98.0

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,106		7,698		7,681		7,702		7,423		(683)		-8.4

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,261		175,055		162,931		160,533		158,020		154,177		(20,878)		-11.9

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,207		224,943		220,453		214,169		223,307		222,447		(2,496)		-1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,685		1,433		1,379		1,303		1,146		1,195		(238)		-16.6

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,892		226,376		221,832		215,472		224,453		223,642		(2,734)		-1.2

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,153		401,431		384,763		376,005		382,473		377,819		(23,612)		-5.9

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,643		37,788		36,956		36,681		35,974		35,573		35,274		(1,682)		-4.6

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		148,093		142,053		132,312		129,774		127,950		124,431		(6,040)		-4.1		(17,622)		-12.4

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,311		8,167		7,442		7,264		7,073		6,884		(144)		-1.7		(1,283)		-15.7

						土壌 ドジョウ		49		44		8		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		3		48		45.3		(151)		-98.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,088		7,698		7,681		7,702		7,423		(331)		-3.9		(665)		-8.2

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,221		199,488		196,968		191,681		201,679		200,846		22,267		12.6		1,358		0.7

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,078		1,018		1,088		904		1,000		(126)		-10.5		(78)		-7.2

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,859		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,354		359,028		345,440		337,493		345,309		340,587		15,674		4.6		(18,441)		-5.1

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,643		37,788		36,956		36,681		35,974		35,573		35,274		(832)		-2.2		(1,682)		-4.6

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,027		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,929		158,462		147,454		144,724		142,726		138,741

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,425		200,566		197,986		192,769		202,583		201,846

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,859		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,354		359,028		345,440		337,493		345,309		340,587

								H13FY		H14FY		H15FY		H16FY		H17FY		H18FY		H19FY		H20FY		H21FY		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY		H27FY

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,767		58,754		54,825		54,396		54,019		52,452

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,429		31,958		30,081		28,390		28,360		28,058

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036





有効数字（t）

		0		0



単位：トン

移動量



有効数字（t）（西暦表示）

		



平成21年度まで：354物質、23業種
平成22年度以降：462物質、24業種

大気

公共用水域

土壌

埋立

廃棄物

下水道

単位：トン



有効数字（t）（西暦表示 英語）

		



大気

公共用水域

土壌

埋立



H22-H26製造・輸入数量との比較

		



継続物質（排出量）

継続物質（移動量）



		



大気

公共用水域

土壌

埋立



		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,759		158,009		147,307		145,216		143,895		(14,114)		-8.9

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,776		8,621		7,768		7,461		7,257		(1,364)		-15.8

						土壌 ドジョウ		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		(152)		-99.0

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,602		7,846		7,976		7,868		(734)		-8.5

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,079		175,386		162,923		160,658		159,022		(16,364)		-9.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,291		224,465		220,335		214,293		222,921		(1,544)		-0.7

						下水道 ゲスイドウ		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,679		1,434		1,380		1,304		1,149		(285)		-19.9

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,970		225,899		221,715		215,597		224,070		(1,829)		-0.8

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,049		401,285		384,638		376,255		383,092		(18,193)		-4.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		49		44		7		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,026		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036





		0		0



単位：トン

移動量



		



2009年度まで：354物質、23業種
2010年度以降：462物質、24業種

大気

公共用水域

土壌

埋立

廃棄物

下水道

単位：トン



		



大気

公共用水域

土壌

埋立

トルエン

キシレン



		



継続物質（排出量）

継続物質（移動量）



		



大気

公共用水域

土壌

埋立



		

						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001FY		2002FY		2003FY		2004FY		2005FY		2006FY		2007FY		2008FY		2009FY		2010FY		2011FY		2012FY		2013FY		2014FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		Atmosphere		279,876		256,143		251,915		234,562		227,405		218,624		211,552		180,829		156,176		164,759		158,009		147,307		145,216		143,895		(14,114)		-8.9

						Public bodies of water		12,704		12,148		12,647		11,243		10,749		10,131		9,932		9,507		8,616		8,776		8,621		7,768		7,461		7,257		(1,364)		-15.8

						Soil		234		299		250		252		234		166		344		381		463		116		154		2		5		2		(152)		-99.0

						Landfill		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,428		8,602		7,846		7,976		7,868		(734)		-8.5

						小計 ショウケイ		313,265		291,019		292,102		270,568		260,564		246,826		236,029		201,614		176,815		182,079		175,386		162,923		160,658		159,022		(16,364)		-9.3

				移動量 イドウリョウ		Waste		212,585		207,362		232,691		225,644		226,199		221,492		218,636		200,344		173,821		203,291		224,465		220,335		214,293		222,921		(1,544)		-0.7

						Sewage		3,973		2,977		3,100		2,847		2,529		2,166		1,744		1,444		1,406		1,679		1,434		1,380		1,304		1,149		(285)		-19.9

						小計 ショウケイ		216,559		210,339		235,791		228,491		228,728		223,658		220,380		201,788		175,227		204,970		225,899		221,715		215,597		224,070		(1,829)		-0.8

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				529,824		501,359		527,893		499,059		489,292		470,484		456,409		403,402		352,042		387,049		401,285		384,638		376,255		383,092		(18,193)		-4.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ																				115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		277,022		253,365		249,240		232,325		225,377		216,694		209,740		179,142		154,769		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		10,505		10,503		11,489		10,186		9,841		9,433		9,305		8,904		8,091		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		49		44		7		4		4		27		110		153		128		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		20,451		22,429		27,290		24,511		22,175		17,906		14,201		10,897		11,560		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		204,486		198,969		216,146		209,914		213,575		208,449		205,811		188,911		164,096		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		3,552		2,636		2,686		2,460		2,176		1,866		1,438		1,203		1,173		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				34,820		34,497		41,114		40,446		41,027		41,346		41,263		40,016		38,652		37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		308,027		286,341		288,026		267,026		257,397		244,060		233,356		199,096		174,548		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		208,038		201,605		218,832		212,374		215,751		210,315		207,249		190,114		165,269		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				516,065		487,946		506,858		479,400		473,148		454,375		440,605		389,210		339,817		343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		132,569		122,915		119,285		109,900		106,459		103,004		99,196		83,085		71,127		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		52,392		47,521		48,547		46,615		44,867		44,252		43,355		38,323		32,543		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

																										115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ																				H22FY		H23FY		H24FY		H25FY

																								製造・輸入数量合計 セイゾウユニュウスウリョウゴウケイ		115,859,829		107,165,993		105,773,668		107,157,702

																								一般物質（製造） イッパンブッシツセイゾウ		78,186,867		73,976,646		65,703,734		67,018,864

																								一般物質（輸入） イッパンブッシツユニュウ		10,140,362		7,937,463		6,063,520		5,502,204

																								優先物質（製造） ユウセンブッシツセイゾウ		19,608,010		17,030,525		25,842,501		29,050,683

																								優先物質（輸入） ユウセンブッシツユニュウ		662,570		2,521,497		3,100,334		3,086,445

																								監視物質（製造） カンシブッシツセイゾウ		3,337,229		1,306,530		879,422		1,173,470

																								監視物質（輸入） カンシブッシツユニュウ		3,924,791		4,393,332		4,184,157		1,326,036
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Until   FY2009 ：354  substances ,  23  industries
From   FY2010：462   substances ,  24  industries

Trend of notification amounts of release and transfer

Atmosphere

Public bodies of water

Soil

Landfill

Waste

Sewage

Unit： ton



		



大気

公共用水域

土壌

埋立

トルエン

キシレン



		



継続物質（排出量）
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						ＰＲＴＲ届出排出量・移動量 トドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY				対前年比（％） タイゼンネンヒ						トルエン、キシレン、エチルベンゼンの排出量と製造輸入数量との比較 ハイシュツリョウセイゾウユニュウスウリョウヒカク

				排出量 ハイシュツリョウ				109,599		105,391		98,915		96,774		97,475		(7,916)		-7.5

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(1,442)		-3.9

						製造・輸入数量 セイゾウユニュウスウリョウ		7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						ＰＲＴＲ継続物質届出排出量・移動量 ケイゾクブッシツトドケデハイシュツリョウイドウリョウ

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY				対2011年比（％） タイネンヒ				対2012年比（％） タイネンヒ

				排出量 ハイシュツリョウ		大気 タイキ		147,918		141,901		132,156		129,637		128,387		(6,017)		-4.1		(13,514)		-9.5

						公共用水域 コウキョウヨウスイイキ		8,309		8,172		7,440		7,257		7,069		(137)		-1.6		(1,103)		-13.5

						土壌 ドジョウ		106		154		2		5		1		48		45.3		(153)		-99.1

						埋立 ウメタテ		8,419		8,584		7,845		7,976		7,868		165		2.0		(716)		-8.3

				移動量 イドウリョウ		廃棄物 ハイキブツ		177,170		198,796		196,546		191,479		200,964		21,626		12.2		2,168		1.1

						下水道 ゲスイドウ		1,204		1,079		1,020		1,090		907		(125)		-10.4		(172)		-15.9

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				343,126		358,686		345,009		337,444		345,196		15,560		4.5		(13,490)		-3.8

				届出事業者数 トドケデジギョウシャスウ				37,846		37,015		36,753		36,059		35,573		(831)		-2.2		(1,442)		-3.9

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY

				排出量 ハイシュツリョウ		継続物質（排出量） ケイゾクブッシツハイシュツリョウ		164,752		158,811		147,443		144,875		143,325

				移動量 イドウリョウ		継続物質（移動量） ケイゾクブッシツイドウリョウ		178,374		199,875		197,566		192,569		201,871

				排出・移動量合計 ハイシュツイドウリョウゴウケイ				343,126		358,686		345,009		337,444		345,196

								H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H26FY

				排出量 ハイシュツリョウ		トルエン		63,588		58,662		54,706		54,324		54,473

						キシレン		31,433		31,939		30,078		28,383		28,403

								7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						化審法届出数量 カシンホウトドケデスウリョウ		H22FY		H23FY		H24FY		H25FY		H25FY

								7,535,360		8,083,117		8,106,692		8,894,897		7,797,297

						トルエン		865,868		793,743		932,058		1,219,313		1,362,443

						キシレン		4,693,555		5,953,387		5,844,896		6,485,455		4,930,794

						エチルベンゼン		1,975,937		1,335,987		1,329,738		1,190,129		1,504,060
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製造・輸入数量
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 ＧＨＳ関連文書の作成等 
●ＪＩＳの作成 

-  JIS Z 7252：2014 ＧＨＳに基づく化学品の分類方法、JIS Z 7253：2012 ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法の
作成（現在、改訂作業中） 

●ＧＨＳ分類ガイダンス（事業者向け）の作成 
-  ＧＨＳ分類をより正確かつ効率的に実施するための手引き 
-   国連GHS文書改訂第４版に基づくJIS Z 7252に対応。平成２７年３月改訂  

 

 ＧＨＳ分類等に関する支援 
●混合物分類判定システムの開発 

- 混合物のＧＨＳ分類を実施するための支援ソフト。JIS Z 7252及びGHS分類ガイダンスに基づき、混合物のGHS分類判定、ラベ
ル情報の出力等が可能。 

●政府によるＧＨＳ分類結果の公表 
- 約３０００物質のＧＨＳ分類結果を（独）製品評価技術基盤機構より公表。 

●目安箱等への問合せ対応（対応件数：約１００件/月） 
●Ｑ＆Ａの充実・公表（化管法ＳＤＳ制度に関するＱ＆Ａ：１０６問、ＧＨＳ混合物分類判定システムに関するＱ＆Ａ：１４問掲載） 
 

 普及・啓発 
●全国キャラバン（化学物質管理セミナー）の実施 

- 化管法に関するリスク評価、化管法関係法令、GHSに基づくＳＤＳ作成方法、GHS混合物分類判定 

    システム等の概要説明を実施（東京、大阪、名古屋）。   
 ●パンフレット類の作成  

  ・－ＧＨＳ対応－ 化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・ＳＤＳ提供制度 の作成 

- 経済産業省と厚生労働省との共同で作成・ＨＰで公開 

・ＳＤＳ・ラベル作成ガイドの作成 
-  ＳＤＳ・ラベル作成方法、作成例を記載したガイドの作成・ＨＰで公開 

ＳＤＳ作成、ＧＨＳ導入に関する取組 
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○ 前回見直しでは、平成20年度の見直し検討の結果、対象物質の見直し、対象業種の追加を実施。 

○ その際の産構審・中環審合同会合報告においては、更に、化審法を中心に審議を行い、必要に応じ
て両方の一体的な改正を指向することとされている。 

 

（参考）産構審・中環審合同会合報告（抄） 

   なお、本合同会合では、化管法に絞って審議を行ったが、化学物質管理に関連する主要な法律である化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（
化審法）についても、見直しの時期が近づいている。今後は、更に、化審法を中心に審議を行い、化学物質管理政策の新たな方向性を示し、必要に応じて
化審法及び化管法の一体的な改正を目指していくべきである。 

     

   
 

 

 

 

化管法の見直しについて 

 
 

○ 前回の化管法見直し以降の化審法の主な改正内容は以下のとおり。 

【平成21年改正】 

○ 既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量以上製造・輸入した事業者に対して、
その数量等の届出を新たに義務づけ。国は、上記届出を受けて、詳細なリスク評価の対象となる化学
物質を、優先度を付けて絞り込み。 

○ 化学物質の「有害性（ハザード）」のみに着目した規制体系から、人及び生態系にどれだけ影響を与
える可能性があるかの「環境排出量（暴露量）」を加味した、「リスクベースの評価体系」に見直し。 

 

【平成29年改正】 

○ 少量新規や低生産量新規等の審査特例制度の国内総量規制について、「製造・輸入数量」から、「
環境排出量（製造・輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量）」に変更。 

 

前回見直し時の合同会合報告について 

（参考）化審法の改正について 

5 

今回の見直しでは、この間の化審法の見直し内容も踏まえつつ、検討を行っていく必要。 
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○ 日本は、他の先進国に先駆けて化審法を策定・運用。このため、我が国及び企業には、化審法40年間の運用に
よって蓄積された他の先進国にはない膨大な量の精緻なインビボ試験の毒性データが存在。 

 
○ これらの毒性情報をビッグデータ化し、AI技術を用いて毒性情報と化学物質の構造情報、各種反応（核内反応、細
胞内反応等）との関係性を解析することによって、最先端の有害性予測システムの開発を目指す。 

毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測の開発① 
（平成29年度より実施） 

 
事業実施の背景 

（１年目、２年目） 
○ 国が実施したインビボ試験の毒性データ（HESS）や公開されている主要ビッグデータ（TOX21）等を基に、化審法試

験で発現する毒性のうち５割を占める肝毒性をターゲットとして、事業開始２年目までに肝毒性予測に関するプロトタ
イプモデルを構築。 

 
（３年目～５年目） 
○ 民間企業（化学メーカー）が実施したインビボ試験の毒性データを当該ビッグデータに盛り込むことで、精度を向上
させるとともに、他の毒性予測モデルについても開発。最先端の有害性予測システムを開発。 

開始（２９年度）        ２年目（３０年度）                     ５年目（３３年度）    

化審法毒性デー 
タ・内外データ 
ベースの毒性 
データをAI 解析 

プ
ロ
ト
タ
イ
プ 

モ
デ
ル 

検証 
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

予
測
シ
ス
テ
ム 

化学メーカーが保有する 
インビボデータを反映 

不足データ取得・モデル改修 

アウトプット 



化学物質 究極毒性物質の
組織分布 

吸収、分布、排泄、代謝 

細胞内での反応 
酸化ストレス、 
酵素機能異常、 
膜障害、等 

生体応答 
（毒性） 

肝傷害、脂肪肝、等 

ヒト
毒性 

毒性発現機序に基づくラット毒性予測 

化学物質の特徴と紐付いた 
ヒト/ラットの代謝動態を 
動物実験により解明 
（AIを用いて分析）→モデル化 

【 ブラックボックス 】 
【 統計的な結びつけ 】 毒性 従来の 

QSAR 

毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測の開発② 
 

対応した情報がある化審法データ（数百～数千物質）/HESSを有効活用 

毒性発現機序情報 体内分布・代謝情報 ラット臓器毒性 
メカニズムデータ（予測結果のエビデンス） 予測結果 

ヒト臓器毒性 化学構造入力 

化学物質の特徴と紐付いた 
細胞内の毒性発現機序を大量 
の既存データベースにより解明 
（AIを用いて分析）→モデル化 

化学物質の特徴と紐付いた 
細胞応答と臓器毒性の関係性 
を細胞実験により解明 
→モデル化 
 

化学物質の特徴を
示す数値データ＊ 

約5000/物質 

研究開発項目⑤ 

各データを統合し、最先端の毒性性予測システムを開発 
※精度・信頼性が大幅に向上 

東京大学 

動態・機序に
基づく外挿 

化学物質の特徴と紐付いた 
機序・動態の種差情報データを
入力 

インプット・アウトプットのイメージ 

*分子量、脂溶性、電
荷、原子・結合・官
能基数、部分化学構
造等 

毒性発現機序と予測手法 

Tox21データ（約１万物
質）を活用した関連性解析 

動物実験（ヒト肝キ
メラマウス等）・イ
ンビトロ代謝試験の
実施 

化審法物質を利用したラッ
ト・ヒト細胞実験の実施 

細胞実験データを利用 
①③データ利用 
（既存データも存在） 

研究開発内容 

曝露 

研究開発項目① 研究開発項目② 研究開発項目③ 研究開発項目④ 

システム計画研究所 

昭和薬科大学 
富士通九州 
静岡県立大学 

明治薬科大学 
富士通 

静岡県立大学 
産業技術総合研究所 
化学物質評価研究機構 
システム計画研究所 

化学物質評価研究機構 
システム計画研究所 
昭和薬科大学 

問題点： 
精度・信頼性 
に欠ける 

化学物質 

In  put out put out put out put out put 
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