
化学物質対策セミナー PRTR制度の改正について 

スライド 1：表紙 
事業者の皆様におかれましては、日頃より環境行政にご協力をいただき誠にありがとう
ございます。環境省といたしましても施策について情報共有させていただくことは重要な
ことであると考えており、このような機会をいただきました川崎市にも感謝申し上げます。
川崎市の講演でもありました通り、川崎市で独自の自主的な制度を作成しているとのこと
で、事業者の皆様もご協力いただけますと幸いです。それでは、PRTR制度の改正というテ
ーマでお話させていただきます。 

スライド 2：自己紹介 
現在、私は環境省の環境保健部、環境安全課に所属しております。担当としては、化管法
における PRTR 制度の運用あるいは化管法の見直しを行っており、本日はこれらを中心に
お話しします。また、災害時の化学物質の漏洩なども担当しております。前職は環境安全課
の隣の化学物質審査室で化審法に関連する業務を行っておりました。その前は、川崎市の環
境総合研究所で任期付きの職員をしておりました。 

スライド 3～5：本日お話しする内容～我が国の化学物質法体系（全体）
本日は、化学物質排出把握管理促進法（化管法）と PRTR 制度について、令和元年度の
PRTRデータの概要、PRTR制度の改正と今後の動向についてお話しします。 
まずは、化学物質規制に関する法体系の全体像についてですが、日本の化学物質管理には、
直接ばく露と環境経由のばく露の大きく 2 つの観点が有り、環境省では主に環境経由での
暴露を取り扱います。 

スライド 6：我が国の化学物質法体系（環境経由） 
環境経由のばく露について詳しくしたものになりますが、左側の製造・使用の部分、いわ
ゆる入口規制については化審法や農薬取締役法、中央部分の環境への排出については大気
汚染防止法・水質汚濁防止法等があり、この中に化管法が入っております。これらは、必ず
しも図のように分かれているものではなく、複数にまたがるものもございますが、全体像と
してはこのようになります。 

スライド 7～8：化管法の概要 
続きまして、化管法と PRTR制度の概要となります。 
今回は事業者の皆様にお越しいただいているため、すでにご存知かもしれませんが、簡単
に概要を説明させていただきます。 



化管法は、正式名称を「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」と言い、平成 11 年に制定されました。これまでに、2 回の改正がございまし
たが、二回目の改正が令和 3 年 10 月 20 日に公布されたものになります。改正の内容につ
いては後ほどご説明いたします。この法律の目的は、事業者による化学物質の自主的な管理
の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することでございます。化管法は、大きく
2 つの制度で構成されています。一つは PRTR 制度ですが、対象事業者が事業活動に伴う
化学物質の排出量を把握し、都道府県知事を経て国に提出するものです。国は届出されたデ
ータを集計し、公表する制度となっております。この制度は、化学物質の排出量を意識して
いただくことで、自主的な排出量の低減をしていこうというものになります。もう一つは
SDS（安全データシート）制度で、指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に譲渡提供
する際に当該シートを付けて情報伝達することでどのような化学物質を使用しているかを
意識付けすることにより、しっかりとした化学物質管理や排出量の低減を促すものとなっ
ております。 

スライド 9：PRTR制度の仕組み（概略図） 
PRTR制度の仕組みの概略図です。対象事業者が都道府県に届出を行い、それを国へ届け
出ます。国はそれらのデータを集計し、公表することで、例えば市民の皆様にどこでどのよ
うな化学物質が排出されているか等を把握していただく、というものです。そのほか、届出
の対象とならない事業者や家庭、自動車等の移動体からの排出される化学物質に関しては、
届出外として推計しております。 

スライド 10：PRTR届出対象事業者の要件 
届出の対象となる業種は、記載されている 24の業種となります。また、従業員数も対象
となっており、事業者が常時使用する従業員数が 21人以上であることで、こちらは本社及
び全国の支社・出張所等を含めた、すべての事業所の従業員を合算したものとなっておりま
す。更に、対象物質の年間取扱量や特別要件施設というものもあります。年間取扱量は事業
所毎に判定され、第一種指定化学物質で 1t/年以上、特定第一種指定化学物質で 0.5t/年以上
を取り扱う事業所が対象となります。また、特別要件施設については鉱山保安法、下水道法、
廃掃法、水濁法、ダイオキシン特措法等の法律で定義づけられているもので、第一種指定化
学物質のものについては報告することとなっております。 

スライド 11：現行の対象化学物質 
どのような物質が対象となっているかについてですが、物質選定はリスクベース、つまり、
有害性（左下ピンクの欄）とばく露（右下の青色の欄）を勘案して選定しています。 

スライド 12～13：平成 13（2001）～令和元（2019）年度 届出排出量・移動量の経年変化 



続いて、PRTRデータの概要についてお話しします。 
平成 13年から令和元年までの排出量及び移動量を示しております。図中、薄青色が移動
量、橙色が排出量を示しております。排出量は経年的に減少傾向にあることが分かるかと思
います。これは、事業者の皆様が排出削減に関して、機材の導入や代替物質への変更、とい
った努力があった結果、減少傾向になったと考えております。薄青色の部分に関しては、経
年的な変化は見られませんが、こちらは、主に廃棄物の移動量によるものであるため、適切
に処理されているという見方もできると考えておりますが、このあたりについては今後の
検討課題となっております。 

スライド 14：令和元（2019）年度 総届出排出量・移動量 
こちらは令和元年度の総届出排出量と移動量を媒体別にまとめたものとなっております。
川崎市の講演にもありましたとおり、揮発性物質の大気への排出が多くなっております。 

スライド 15：令和元（2019）年度 届出排出量・移動量上位 10業種とその量 
続きまして、業種別上位１０業種についてです。輸送用機械器具製造業から 1 番多く排
出されており、約 35 千 t となっております。この理由としましては、脱脂や塗装に使われ
るトルエンやキシレン等の取り扱いが多くなっているためと考えられます。移動量に関し
ましては、上位 10 業種で全体の 95%を占めております。 

スライド 16：令和元（2019）年度 届出排出量・移動量上位 10物質とその量 
続きまして、物質別上位 10物質についてです。揮発性物質のトルエンやキシレンといっ
た物質が上位を占めているという傾向がございます。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、
塩化メチレン、ノルマルｰヘキサン、N,N-ジメチルホルムアミドの 6物質で大気への排出量
が 10万 8千 t であり、全体の８４％を占めております。 

スライド 17：国が推計する届出外排出量推計の位置づけ 
左上の灰色の部分が届出対象となっております。それ以外が届出対象外となっており、こ
ちらは国のほうで推計を行っております。 

スライド 18：令和元（2019）年度 届出外排出量の構成 
届出外の排出量の構成は、推計した部分となりますが、家庭から 18％、対象業種からは
21％出ているというのが分かります。 

スライド 19：PRTR排出量集計例（地域分布） 
神奈川県の PRTR 排出量を集計しました。神奈川県に関しましては、図の上から 3 番目
の濃い灰色となっており、神奈川県の排出量の合計は、13,188t/年となっております。これ



は、全国でいうとおおよそ 12 番目の中に入っております。右中央部に市ごとの排出量、移
動量を示しておりますが、横浜市・川崎市を足し合わせると排出量は約 2,000t/年となり、
神奈川県の届出排出量の約半分程度を 2 市で占めていることが分かります。移動量に関し
ては、川崎市が3,800t/年ですので、川崎市だけで神奈川県の半分弱を占めていることにな
ります。神奈川県での上位 10物質はトルエン、キシレン、エチルベンゼン、ノルマルｰヘキ
サン、ジクロロベンゼン、ポリ（オキシエテレン）=アルキルエーテル、ＬＡＳ（直鎖アル
キルベンゼンスルホン酸及びその塩）、ホルムアルデヒド、ベンゼン、２－アミノエタノー
ルでございます。 

スライド 20～22：データの入手（PRTRインフォメーション広場） 
データの入手は環境省が設置している PRTR インフォメーション広場をご活用ください。
そこでは様々なデータを入手、利用することが可能となっております。ページにアクセスし
ていただきますと、スライドのようになっておりまして、例えばどのような手続きが必要か
も分かりますし、集計データを地図上で表示することもできます。 

スライド 23：PRTRの意義とデータの活用事例 
PRTRの意義とデータ活用の事例についてご紹介します。1番目の環境保全上の基礎デー
タについてですが、排出量のデータを化学物質分野の取り組み推進に向けた指標とするこ
とが考えられます。これは OECD（経済協力開発機構）の PRTR のグループで、例えば
SDGs の化学物質分野において、世界でどのくらいの削減効果があるのか、といった指標と
することもできるのではないかという議論もされております。2番目の行政による化学物質
対策の優先度の決定に関連した事例で、PRTR制度で届出いただいたデータは、例えば化審
法に基づく優先評価化学物質のリスク評価等に利用されており、どのあたりからどの程度
出ているのか、といったばく露の推計等に用いられております。また、環境モニタリングの
対象物質、地点の選定時にデータが使用されています。3番目の事業者による自主的管理の
改善促進の事例として、どこからどの程度出ているのかが明らかになるため、事業者が排出
削減に努めていただくことや地方公共団体から事業者指導を行う際の資料として活用され
ていることもございます。4・５番目として、国民への情報提供と化学物質に係る理解の促
進や、大気汚染防止法等で優先取組物質となっている物質の排出量がどの程度削減されて
いるかを把握する、等にも活用されております。また、災害時、例えば化学物質の漏洩とい
った事故があった際に、どこからどの程度どの物質が排出されているのかを把握するため
の情報としても活用がされております。 

スライド 24～25：PRTR制度の見直しの検討結果について 
PRTR制度の改正と今後の動向について説明します。 
PRTR制度の見直しの検討結果についてですが、まず見直しの背景として、第 55 回規制改



革会議において、平成 30年度に化管法の見直しすることを報告しております。また、前回
の見直しが平成 20 年であり、10年経過していることや第 5次環境基本計画において、化学
物質のライフサイクル全体のリスクの最小化に向けた取組の推進、化学物質の管理やリス
クの理解促進と対話の推進等について重点的に取り組むこととされたことを受けまして、
これらのことを踏まえ、今後の化学物質環境対策として化管法の在り方について検討が必
要となったため、今回の改定に至りました。主な検討結果として、対象化学物質の見直しの
考え方、特別要件施設の点検、届出データの正確性向上、災害に対する既存の PRTR 情報
の活用及び情報共有、廃棄物に移行する化学物質の情報提供の在り方等が検討されてまい
りました。制度全体に関しては、令和元年 6月 28日に答申をいただいております。物質選
定に関しては、令和 2年 8月 31 日に答申をいただいております。 

スライド 26：①対象化学物質の見直しの検討について 物質選定の考え方 
対象物質の見直しについて、大きく変更された点は有害性の判断基準であり、従来の特定第
一種指定化学物質の判断基準に一定以上の生態毒性を有し難分解、高蓄積である物質やユ
スリカの情報を追加しております。ばく露につきましても、製造輸入量から判断していたも
のが、排出量へ変更されます。これというのは、これまで PRTR 制度によってデータが蓄
積してきたということから、第一種指定化学物質については、届出排出量と届出外排出量を
用いて集計することとなります。現行の第一種指定化学物質ではない物質につきましては、
化審法用途のみの物質は化審法で用いている排出係数によって算出した推計排出量を用い
て判断することとしております。これらに従い、専門委員会で検討を行い、対象物質の選定
が進められました。また、化審法用途でないものは、従来どおり製造輸入量で判断をしてお
ります。また、環境基準が設定されている化学物質や化審法の優先評価化学物質等の環境保
全施策上必要な物質につきましても化管法の対象物質の候補としております。以上を勘案
して物質の選定を行ったところであります。 

スライド 27：PRTR 対象物質等専門委員会における検討結果の概要（厚生労働省、経済産
業省との 3省合同審議） 
繰り返しになりますが、こちらのスライドに詳細な数字等が記載されておりますので、後ほ
どご覧いただければと思います。 

スライド 28：見直しによる主な化管法対象物質の選定根拠  
見直しによる主な化管法対象物質の選定根拠ですが、まずは特定第一種指定化学物質です
が、ヒトの健康の観点に関する新たな知見等を追加し、例えば発がん性で区分 2 から 1 に
なった等により 9物質、生体毒性の観点によりビス（トリブチルスズ）=オキシドが追加の
候補となっております。新規追加の第一種指定化学物質ですが、環境保全上必要な物質とし
て化審法の優先評価化学物質あるいは環境リスク初期評価で情報収集が必要とされた物質、



一般環境中の複数地点で検出された物質や推計排出量、製造輸入量が増加した物質が追加
の候補となっております。最後に第二種指定化学物質には、第一種指定化学物質と同様に一
般環境中での検出がある物質、推計排出量、製造輸入量から追加の候補となっております。 

スライド 29： 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
施行令の改正概要 
これらを踏まえまして、最新の有害性に関する知見に基づいた対象物質の見直しの結果、有
害性が現行の選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は 649 物質
となります。これには第一種指定化学物質、第二種指定化学物質を含み、そのうち特定指定
化学物質は 23 物質となっております。前回の見直しから除外された物質は 164 物質で、第
一種から 86 物質、第二種から 78 物質となっております。除外された主な要因としては、
排出量が減少したことが挙げられます。第一種指定化学物質に関しましては前回の 462 物
質から 515 物質に、第二種指定化学物質に関しましては 100 物質から 134 物質に増加して
おります。公布日は令和 3 年 10 月 20 日、施行日は令和 5年 4 月 1 日となっております。
そのため、届出自体は令和 6 年度から行っていただくこととなっておりますので、よろし
くお願いいたします。 

スライド 30～31：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
法律施行令の改正（報道発表資料） 
これらの公表の結果は、環境省のHP等で公開されております。物質選定のパブリックコメ
ントでは、令和 2年 12月 4 日～令和 3年 1月 4日で行っており、意見としては2918 通、
内容は 4199 件いただきました。 

スライド 32：法律施行令の改正（物質見直し）のトピックス 
その中でのトピックを紹介します。まず、脂肪酸ナトリウムと脂肪酸カリウムでございま
す。これらは答申の段階では候補に挙がっていましたが、パブリックコメントのご指摘を受
けまして候補から除外した物質になっております。いわゆる石鹸成分で、皆様のご関心が高
く、9割以上がこれらの物質に関するご意見でございました。続いて、酸と塩について、例
えば EDTAについては、もともと EDTAの酸で指定されていた物質が、今回ナトリウム塩
も候補として挙がりました。これらの物質は、水に溶けた際に酸と塩に解離すると考えられ、
酸の状態で有害性を有する場合には、いくつかの塩についてもまとめて指定するというこ
とにし、例えば EDTA についてはナトリウム塩とカリウム塩が新たに指定物質となってお
ります。先ほどユスリカの情報が追加されたことをご紹介しましたが、それによりネオニコ
チノイド系の農薬も指定対象物質に追加されております。また、PFOA（ペルフルオロオク
タン酸）も今回から対象物質となります。 



スライド 33～35：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
法律施行令の改正（NITE HP） 
NITE（製品評価技術基盤機構）のHPでは、表示のようにエクセルで化管法番号等の情
報が得られますので、ご参考にしていただければと思います。また、今回から物質ごとに管
理番号を付与しました。以前までは、政令番号というものを設けておりましたが、改正によ
って番号が変わってしまうという課題があり、パブリックコメントでも多数のご意見をい
ただいておりました。そのため、物質ごとに統一の番号があったほうが適当であろうという
ことから付与したものであります。 

スライド 36～37：特別要件施設の点検 
続いて、②の特別要件施設の点検について、特別要件施設である廃棄物焼却処理施設は、
水俣条約に基づく大気汚染防止法の措置があることから、水銀の測定を実施した際は届出
をしていただくことになります。特別要件施設というのは、取扱量の把握が困難である等の
特殊性が認められる事業者・施設のことで、化学物質の測定等が他法令により義務付けられ
ている物質については、届出をいただくことになります。先ほど述べました内容は、省令の
改正によって定めることを予定しております。 

スライド 38～39：届出正確性の向上 
③の届出正確性の向上につきまして、PRTR制度は情報的手法であり、届出・公表される
情報の信頼性の確保は、制度の信頼性確保の観点から重要であります。そのために、届出様
式の変更を予定しております。具体的には、管理番号の記入欄を追加すること等です。次に
電子届出の普及促進を行っていきたいと考えております。この電子届出ですと、電子的にチ
ェックする機能をつけることができるため、誤り等を防止することができるのではないか
と考えております。3つ目の国の届出排出・移動量公表後に生じている排出量・移動量の変
更の要因解析についてですが、これまで届出後の修正もある程度いただいておりますので、
それらに関して要因の解析を行うことで今後正確性をどのように担保していくかを検討し
ているところでございます。これらを通じて、環境保全施策の企画立案や事業者の自主的な
管理の改善・促進、リスクコミュニケーションの基盤としての活用へのより正確なデータの
提供、化管法の対象物質の正確な物質選定への貢献、地方公共団体の作業負担の軽減が可能
なのではないかと考えております。 

スライド 40～41：災害に対する既存の PRTR情報の活用及び情報共有 
④として、災害に対する既存の PRTR 情報の活用及び情報共有についてです。令和元年
６月の答申において、事業者・地方公共団体の災害対応措置を強化する観点から、スライド
の内容が盛り込まれました。具体的には PRTR データの活用や平時から情報共有を行うこ
と等が盛り込まれました。これを受けまして、環境省では、化学物質管理指針を位置づけて、



一層の促進を図る予定でございます。また、二点目は地方公共団体向けでありますが、環境
部局における化学物質に係る事故対応マニュアル策定の手引きを策定予定でございます。 

スライド 42：④災害に対する既存の PRTR情報の活用及び情報共有 災害による事故への
備えとして 
平時からの備えにつきまして、具体的には東京都では平時からの情報を十分に把握する
ことで、災害・事故等により化学物質が漏洩した際に迅速な対応に繋がったり、漏洩物質の
回収等の事故後の対処方法の準備に繋がったりすることを想定したものになります。 

スライド 43：④災害に対する既存の PRTR情報の活用及び情報共有 化学物質管理指針 
化学物質管理指針にこれらのことを位置付けると述べましたが、これは化管法第 3条第 1
項の規定に基づき、事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置を定めたものです。事業者
はこの指針に留意をして、化学物質の取扱い等に係る管理等を行っていただければ、と考え
ております。この中に、災害や事故時の対応を記載していきたいと考えている次第でござい
ます。 

スライド 44～45：⑤移動量（廃棄物）に移行する化学物質の情報提供の在り方 
続きましては、⑤の廃棄物に移行する化学物質の情報提供の在り方という点です。先ほど
もお話ししましたとおり、移動量はなかなか減少してきていない現状がございます。これは
適切に処理されていることも考えられますが、移動量に関することも重要ということで、廃
棄物の処理委託時に SDS の情報を活用して必要な情報を自主的に提供することが考えられ
ます。この取組は廃掃法の所管とも連携しながら進めてまいりたいと考えております。先ほ
どこちらは検討課題と述べましたが、移動量についての管理を強化するために、排出量から
移動量へどのように移行しているのか、移動量の経年変化の要因等の分析を今後していこ
うと考えております。 

スライド 46：化管法見直しに係る今後の課題への対応 
化管法の見直しに係る今後の課題への対応につきまして、引き続き化管法の目的に照ら
してより実効性のある制度となるよう、検討を行っていこうと考えております。今回の見直
しの過程で生じた以下のような課題につきましては早期に着手し、定期的な進捗管理を行
いつつ、計画的に検討を進めていければと考えております。 

スライド 47
引き続き、化管法（PRTR制度）届出等についてのご協力を、よろしくお願いいたします。 


