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～本日の内容～～本日の内容～

１．化管法制定の背景

２．ＰＲＴＲ制度の概要

３．ＭＳＤＳ制度の概要
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第二次世界大戦（ 1945）

化学物質管理政策の系譜

毒性 ： 毒物劇物営業取締規則(1912) → 毒劇法(1960)
労働者の健康被害 ： 労働基準法(1947) → 安衛法(1972)

第二次世界大戦（～1945）

顕著な有害性への対応

ＤＤＴ、アルドリン等 ： 農取法(1948)

大気汚染(ＮＯｘ、ＳＯｘ)  ： 大防法(1968)
水質汚濁 (カドミウム 六価クロム) 水濁法(1970)

有害性が顕在化した化学物質(残留農薬)対策

公害への対応

水質汚濁 (カドミウム、六価クロム)  ： 水濁法(1970)

新規化学物質事前審査 ： 化審法(1973)、ＴＳＣＡ(1979) 、67／548／EEC(６次修正版、81施
行)

ハザード
ベースの管理

ＰＣＢ問題を契機とした予防的アプローチ

各国の事前審査制度の国際調和
有害性試験方法 ： ＯＥＣＤテストガイドライン(1981～)
試験データ受入れの条件整備 ： ＯＥＣＤ・ＧＬＰ(優良試験所制度、1981～)
試験データの受入れ ： ＯＥＣＤ・ＭＡＤ(1981～)
新規化学物質上市前最少データセット ： ＯＥＣＤ・ＭＰＤ(1982～)
評価結果の受入れ ： ＯＥＣＤ・ＭＡＮ(2002～検討中)

ボパール事件を契機とした情報開示
米ＴＲＩ(毒性物質排出目録、1985)
欧ＰＲＴＲ(80年代後半～90年代)
日ＰＲＴＲ(2001→2008見直し)

リスク評価ベースの管理 企業の自主管理促進

ボパール事件を契機とした情報開示

レスポンシブルケア(85に加で提唱、日95～)

既存化学物質の評価促進と有害性情報提供
ＯＥＣＤ・ＨＰＶ(1992、リフォーカス1999), ＨＰＶチャレンジプログラム(米1998)、
ジ パンチ レンジプ グラム（日2005） ＲＥＡＣＨ（欧2008) 新規化学物質審

リスク評価 スの管理
・有害性・暴露情報に基づいたリスク評価

・規制と自主管理の補完 リスクベースの化学物質管理

リスク ハザード 環境排出量
ジャパンチャレンジプログラム（日2005）、ＲＥＡＣＨ（欧2008)、新規化学物質審
査の合理化：ＴＳＣＡ1995、化審法改正2008

リスク ＝
ハザ ド

（危険有害性） ×
環境排出量
（暴露量）
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化管法制定の背景

■ 様々な化学物質の使用 → 環境汚染、関心の高まり

■ 環境規制法による規制 →限定的

■ 有害性（ハザ ド）が明らかになっても 環境に排出された■ 有害性（ハザード）が明らかになっても、環境に排出された
場合のリスクが不明な化学物質が多く存在する。

新しい手法が必要

平成１１年７月

特定化学物質の環境への排出量の把握等およ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、又は化管法）
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法律の構成

第１章 総則第１章 総則

第２章 第一種指定化学物質の排出量等の把握等

制度→ＰＲＴＲ制度

第３章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等

→ＭＳＤＳ制度

第４章 雑則第４章 雑則

第５章 罰則

附 則
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化管法の目的

事業者及び国民の理解のもとに、PRTR制度及びMSDS制度を導入し、

ー目的ー

－ 事業者による化学物質の自主的な管理の 改善を促進し、

－ 環境の保全上の支障を未然に防止する

◆ PRTR制度 （Pollutant Release and Transfer Register）
法により定められた有害の恐れのある化学物質について、環境への排出量及び

廃棄物に含まれての移動量を 事業者が自ら把握して届出し 国はこれを公表廃棄物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握して届出し、国はこれを公表

する仕組み

排出量→大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分

移動量→下水道への移動、事業所の外への移動量（廃棄物）

◆ MSDS制度 （Material Safety Data Sheet）
事業者が化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その化学物質の性状や

取扱いに関する情報の提供を義務つける制度取扱いに関する情報の提供を義務つける制度
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ＰＲＴＲ制度の体系

自社の排出量、移動量の位置づけを確認。
化学物質管理活動の評価・改善

個別事業所毎 対象物質毎に

事業者事業者 管理状況に対する評価

個別事業所毎、対象物質毎に

化学物質の環境中への排出量と

廃棄物に含まれての移動量を把握

化学物質の排出、

管理状況に関する

国民の理解の増進

国民国民

H22年度届出件数

38,141件

経済産業省及び環境省は届出データ以外
の排出源（家庭、農地、自動車等）
を推計

,

経済産業省及び

国国 個別事業所データの
開示請求・公表

経済産業省及び
環境省は
届出データを集計し、
結果を公表するとともに、
関係省庁及び都道府県へ通知

◎物質別、業種別、地域別等の
集計結果を公表

◎個別事業所データの公表
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ＰＲＴＲ届出の概要

届出 送付 記録・集計

公表

事業所 自治体 国
（NITE)

■ 把握期間 前年4月1日から1年間
※平成23年度届出の場合、平成22年4月1日～平成23年3月31日が把握期間

■ 届出期間 4月1日から6月30日まで

■ 対象物質 第１種指定化学物質462物質

（特定第１種指定化学物質15物質含む）

■ 届出要件 届出対象となる条件
業種 事業者規模 年間取扱量 特別要件施設
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排出量と移動量

■ 排出量 ： 事業活動により環境中へ排出される量

i. 大気
ii 公共用水域 ： 河川 湖沼 海域ii. 公共用水域 ： 河川、湖沼、海域

届出用の名称が、決められている

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/suiiki_name.html を参照

iii 土壌 （次のi を除く）

■ 移動量 ： 事業活動により発生した廃棄物を当該事業所の外に

iii. 土壌 （次のivを除く）
iv. 当該事業所における埋立処分

■ 移動量 ： 事業活動により発生した廃棄物を当該事業所の外に
おいて処理するため、当該事業所から外へ移動する量

i 下水道への移動 H23年度届出から 下水道終末処理施設の名称追加i. 下水道への移動

ii. 事業所の外への移動 ： 処理のため産業廃棄物処理業者等へ譲渡するもの

←H23年度届出から、下水道終末処理施設の名称追加

←H23年度届出から、廃棄物の種類と処理方法追加

※１ 届け出る数値は取扱量ではない

※２ 製品として事業所の外に搬出されるものは移動量ではない

度 、廃棄物 種類 法追

※３ 当該事業所においては廃棄物であっても、再生資源として対価を得て譲渡する場合は、移動量ではない

9

対象化学物質

「第一種指定化学物質」（４６２物質 ）

有害性（ハザード）＋暴露可能性 に着目して選定

※有害性 人 健康 動植物 生息 生育 オゾ 層破壊※有害性＝人の健康、動植物の生息・生育、オゾン層破壊

うち、
発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性

が認められるもの

※製品の要件 年間取扱量の要件が異なるので注意

が認められるもの
「特定第一種指定化学物質」（１５物質）（※）

※製品の要件、年間取扱量の要件が異なるので注意
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届出要件

■ 対象業種 ２４業種 （事業所としての業種）

例：金属鉱業 原油・天然ガス鉱業 製造業 電気業 ガス業 熱供給業例：金属鉱業、原油 天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、

下水道業、倉庫業、石油卸売業、燃料小売業、自動車整備業、自動車卸売
業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処分業、医療業・・・・

H23年度届出から追加

■ 事業者規模 事業者として常用雇用者数21人以上

※事業者全体の雇用者数であり 工場や支所等の事業所単位ではない

H23年度届出から追加

※事業者全体の雇用者数であり、工場や支所等の事業所単位ではない。

■ 年間取扱量 取扱量が1トン以上の事業所■ 年間取扱量 取扱量が1トン以上の事業所

● 把握年度の取扱量を対象 （ 製造量 ＋ 使用量 ）

● 特定第１種指定化学物質は0 5トン以上● 特定第１種指定化学物質は0.5トン以上

● 届け出る数値は、取扱量ではない
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届出要件の考え方 ①

 PRTR制度の実施に際しては 事業所ごとに対象化学物質の排出量等

事業者要件の考え方

 PRTR制度の実施に際しては、事業所ごとに対象化学物質の排出量等
を把握し届け出る義務がある。

 しかし、これらの届出義務を履行することは、指定化学物質の取扱量がしかし、 れらの届出義務を履行する とは、指定化学物質の取扱量が
少量の事業者や規模が小さい事業者等にとっては、過重な人的・経済
的負担となる恐れがある。

 PRTR制度の制定にあた ては 届出義務を課すことによる事業者の PRTR制度の制定にあたっては、届出義務を課すことによる事業者の

負担が、排出量等の把握により期待される効果に比べて加重とならな
いように対象業種や対象事業者要件を設定することが重要。

また、適切な対象業種や対象事業者要件を設定するため、事前にパイ
ロット事業や実態調査を実施するなどして実態を把握することが重要と
なる

12

なる。
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届出要件の考え方 ②

対象業種の考え方（制定時）

事業活動において指定化学物質を排出すると見込まれる工程等を有す事業活動において指定化学物質を排出すると見込まれる工程等を有す
る業種を指定することが必要。

我が国では パイロット事業や化学物質使用実態調査で得られた化学我が国では、パイロット事業や化学物質使用実態調査で得られた化学
物質の取扱いや排出の実態等から、以下の業種を指定。

 金属鉱業及び原油・天然ガス工業（採掘時、洗浄・排水工程）

 製造業

 電気業、ガス業、熱供給業（燃焼工程、ボイラー等の清掃時）

 倉庫業のうち、農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合（薫蒸時、タンクへの搬入・搬出時）

 石油卸売業及び燃料小売業（ガソリン等の燃料の供給時）

 鉄スクラップ卸売業及び自動車卸売業のうち、自動車エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うもの（自動車解体時）

 下水道業及び廃棄物処理業のうちごみ処分業、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業（下水又は廃棄物の処理時）

 鉄道業、自動車整備業、機械修理業（鉄道車両、自動車、航空機の整備時等）

 洗濯業（ドライクリーニング時）

 写真業（写真現像）

H23年度から医療業が追加
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 商品券作業、計量証明業、高等教育機関、自然科学研究所（各種分析、試験研究）

届出要件の考え方 ③

対象業種の考え方（制定時）

なお 事業活動に伴 て指定化学物質を環境に排出する可能性が高いなお、事業活動に伴って指定化学物質を環境に排出する可能性が高い
業種であっても、業種ごとの取扱いの実態を勘案して、事業者に届出義
務を課すことが期待される効果よりも相対的に過重な負担となる業種も
存在存在。

 これらの業種については、事業者に届出義務を課すのではなく、国が推
計により排出量を把握する計により排出量を把握する。

主な排出先が事業所外で行われ 定点における排出量の把握が困難な業種主な排出先が事業所外で行われ、定点における排出量の把握が困難な業種

（例）建設業、各種運送業、建物サービス業（シロアリ駆除等）等

個々の事業者による取扱量が一般的に少ない業種

（例）農業 林業 ゴルフ場 保健衛生等

14

（例）農業、林業、ゴルフ場、保健衛生等
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届出要件の考え方 ④

事業者規模：常用雇用者数２１人以上

 PRTR制度の効果的な実施を確保する観点からは、ある程度の規模以上の事

業者を届出義務対象者とすることにより、排出量等の大部分を把握することが
可能。

 我が国で実施されたパイロット事業によると 常用雇用者数２１人以上の事業所 我が国で実施されたパイロット事業によると、常用雇用者数２１人以上の事業所
における化学物質の取扱量は、全体の９９．４％を占める。

年間取扱量等 ：１ｔ以上（特定第一種指定化学物質は０ ５ｔ以上）年間取扱量等 ：１ｔ以上（特定第 種指定化学物質は０．５ｔ以上）

 我が国で実施されたパイロット事業の結果によると、年間取扱量１ｔ以上の事業
所を指定することにより、大半の物質で取扱量及び排出量の８０％以上を占め
る。

 だたし、発がん性のある物質については特に重篤な障害をもたらす可能性があ
ることから より慎重にすそ切り値を設定することが必要ることから、より慎重にすそ切り値を設定することが必要。

→発がん性のある物質では、年間取扱量０．５ｔ以上の事業所で取扱量の９８％
以上、排出量の９０％以上を占めることから、年間取扱量を０．５ｔ以上と設定。

15
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数値の算出方法

①物質収支による方法
対象物質の年間取扱量から製品としての搬出量及び実測や排出係数等から
算出 た他 排出量 移動量を差 算出する方法算出した他の排出量、移動量を差し引いて算出する方法

②実測による方法
事業所の主要な排出口における排ガス 排水または廃棄物中の対象物質濃度を事業所の主要な排出口における排ガス、排水または廃棄物中の対象物質濃度を
実測し、排ガス量、排水量または廃棄物量とをかけ合わせて算出する方法

③排出係数による方法③排出係数による方法
対象物質の年間取扱量にモデル実験などで別途算出した取扱量と排出量の
比（排出係数）をかけ合わせて算出する方法

④物性値を用いた計算による方法
飽和蒸気圧や水への溶解度等により対象物質の排ガスまたは排水中の濃度を測定し、
それに排ガス量や排水量をかけ合わせて算出する方法それに排ガス量や排水量をかけ合わせて算出する方法

※ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアルより
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ＰＲＴＲ制度の施行状況

◆平成11年7月
◆平成13年4月～
◆平成14年4月～

化学物質排出把握管理促進法の公布
年間取扱量5トン以上の事業者による排出量等の把握開始
事業者による排出量等の届出開始◆平成14年4月～

◆平成15年3月20日
◆平成15年4月～
◆平成16年3月29日

事業者による排出量等の届出開始
第1回集計結果（平成13年度分）の公表、開示の開始
年間取扱量を1トン以上に変更
第2回集計結果（平成14年度分）の公表、開示の開始

◆平成16年4月～
◆平成17年3月18日
◆平成18年2月24日
◆平成19年2月23日

年間取扱量1トン以上の事業者による届出の開始
第3回集計結果（平成15年度分）の公表、開示の開始
第4回集計結果（平成16年度分）の公表、開示の開始
第5回集計結果（平成17年度分）の公表 開示の開始◆平成19年2月23日

◆平成20年2月22日
◆平成20年11月
◆平成21年2月

第5回集計結果（平成17年度分）の公表、開示の開始
第6回集計結果（平成18年度分）の公表、開示の開始
改正政令の公布
第7回集計結果（平成19年度分）の公表、開示の開始

◆平成22年2月
◆平成22年4月
◆平成23年2月

インターネットによる個別事業所データの公表の開始
第8回集計結果（平成20年度分）の公表、開示の開始
改正省令の公布
第9回集計結果（平成21年度分）の公表 開示の開始◆平成23年2月

◇平成24年3月（予定）
第9回集計結果（平成21年度分）の公表、開示の開始
第10回集計結果（平成22年度分）の公表、開示の開始
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公表内容

排出 移動先 対象化学物質 集計結果

■ 集計結果

届出先自治体

■ 個別事業所データ

○排出・移動先の対象化学物質別集計結果
・全国・全業種
・都道府県別・全業種
・全国・業種別
都道府県別 業種別

届出先自治体
事業者名称
事業所名称
事業所所在地
届出物質数・都道府県別・業種別

○従業員数区分別の集計
・全国・業種別
都道府県別 業種別

届出物質数
従業員数
業種
物質名称
大気への排出・都道府県別・業種別

○届出外排出量の推計値の対象化学物質別集計結果
・算術事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別

集計

大気への排出
公共用水域への排出
埋立処分
土壌への排出
下水道への移動の集計

○移動体の区分（自動車・二輪車・特殊自動車・船舶・
鉄道車両航空機）別の集計

全国

下水道への移動
廃棄物としての移動

・全国
・都道府県別

http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/21lawtotal.htmlホームページ上で公表（H22年度公表の場合）
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平成21年度把握公表データの全体像

対象業種

◇ 排出量 総排出量 441,000ｔ（100%）

非対象業種

農業、建設、飲食業 等

家庭

農薬、塗料、洗剤 等

対象業種

金属鉱業、製造業、電気業 等

届出対象

【届出事業所数 38,141（全国）】

届出対象外

事業者規模20人以下

取扱量1トン未満】

87,400t（20%） 53,300t（12%）176,000t（40%） 40,400t（9%）

83,800t（19%）

移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機

83,800t（19%）

事業者からの届出 国による推計◇ 移動量

届出対象 176 000ｔ届出対象 176,000ｔ

19

兵庫県のＰＲＴＲデータ ①

～ 排出量・移動量の特徴 ～

兵庫県

全国との
値

排出・移動量
全国全国

兵庫県

36.1%

61 7%

0.2%
大気

水域

土壌

大気 6,912 36.1% -8.2% 4.4% 5

水域 381 2.0% -0.5% 4.4% 6

土壌 0 0.0% -0.1% 0.0% 31

割合差分

（A)-(B)

排出・移動の区分
値

（単位：トン）
合計に占める

割合（A)

全国

順位

全国

割合

排出量

2.0%

0.0%

61.7%
埋立

廃棄物

下水道

埋立 1 0.0% -3.2% 0.0% 11

合計 7,294 38.1% -11.9% 4.1% 5

廃棄物 11,819 61.7% 12.1% 6.8% 2

下水道 38 0.2% -0.2% 2.7% 13

合計 11 857 61 9% 11 9% 6 7% 2

移動量

0.0%

全国

値

（単位：トン）

排出・移動量

合計に占める

割合（B)

排出・移動の区分

合計 11,857 61.9% 11.9% 6.7% 2

排出・移動量合計 19,151 100.0% 0.0% 5.4% 2

全国

大気 155,907 44.2%

水域 8,615 2.4%

土壌 463 0.1%

埋立 11,126 3.2%

（単位 トン）
割合（B)

排出量
44.2%

49.6%

0.4%
大気

水域

土壌

立
埋立 11,126 3.2%

合計 176,110 50.0%

廃棄物 174,824 49.6%

下水道 1,421 0.4%

合計 176,244 50.0%

移動量 2.4%

0.1%

3.2%

埋立

廃棄物

下水道

20

排出・移動量合計 352,354 100.0%
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兵庫県のＰＲＴＲデータ ②

～ 大気への排出量の過年度比較 ～

排出年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

大気（トン） 10 008 9 645 9 654 8 881 8 831 8 659 8 720 7 997 6 912大気（トン） 10,008 9,645 9,654 8,881 8,831 8,659 8,720 7,997 6,912

事業所数 1,515 1,541 1,862 1,849 1,818 1,856 1,831 1,765 1,693

事業所数（0抜き） 1,239 1,262 1,361 1,364 1,358 1,354 1,334 1,286 1,238

対前年比 － -3.6% 0.1% -8.0% -0.6% -2.0% 0.7% -8.3% -20.7%

対H13比 － -3.6% -3.5% -11.3% -11.8% -13.5% -12.9% -20.1% -30.9%

1,500

2,000

8,000

10,000

12,000

事大
気

全国割合 3.6% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 4.0% 4.1% 4.4% 4.4%

0

500

1,000

0

2,000

4,000

6,000

, 事
業
所
数

気
（
ト
ン
）

大気（トン）

事業所数

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

10.0%
対前年比兵庫県 全国

30 0%

‐20.0%

‐10.0%

0.0%

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

21

‐30.0%

ＭＳＤＳ制度

MSDS：Material Safety Data Sheet
（化学物質等安全データシート）

有害性のおそれのある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者に
譲渡 提供する際に化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供を

（化学物質等安全データシート）

譲渡、提供する際に化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供を
義務づけるもの

 化学物質等の適正管理のためには、有害性、適切な取扱法などに関する情報が必須

ＭＳＤＳ制度の意義

 化学物質等の製造等を自ら行う者は、有害性等の情報を入手しやすいが、取引の際
には積極的に提供されにくい

 ＭＳＤＳは自主管理に必要な情報伝達を確保
（労働者の安全確保 安全な製品の製造 環境管理の向上）（労働者の安全確保 → 安全な製品の製造、環境管理の向上）
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ＭＳＤＳ対象事業者

「指定化学物質等取扱事業者」「指定化学物質等取扱事業者」

■ 化管法での第一種指定化学物質 第二種指定化学物質■ 化管法での第一種指定化学物質、第二種指定化学物質
及びそれらを含有する製品を取り扱うすべての事業者

■ 業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はなし
除外要件はありません

ＭＳＤＳ対象化学物質 合計 ５６２物質
◆第一種指定化学物質

度 度 象物 物ＰＲＴＲ制度、ＭＳＤＳ制度の対象物質 ４６２物質
◆第二種指定化学物質
ＭＳＤＳ制度のみの対象物質 １００物質

23

ＭＳＤＳの対象製品

指定化学物質（第一種、第二種）を1％以上（特定第一種指定化学物質は0.1％以上）
含み、以下のいずれにも該当しない製品

 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状
又は粒状にならない製品

 指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

 主として 般消費者の生活用の製品 主として一般消費者の生活用の製品

 再生資源

＊これらの製品については、
ＰＲＴＲの把握も不要です。

24 12ページ



ＭＳＤＳの提供方法及び提供時期

 ＭＳＤＳの提供方法

文書によるもの•文書によるもの

•磁気ディスクによるもの

•ファックスによるものファックスによるもの

•電子メールによるもの

•ホームページへの掲載

受領者側の承諾が必要

 ＭＳＤＳの提供時期等

•指定化学物質等を他の事業者に譲渡、提供する時までに提供。

•指定化学物質等を他の事業者に譲渡、提供するごとに提供。

ただし、同一の事業者に同一の指定化学物質等を継続的又は反復

して譲渡提供する場合はこの限りではないして譲渡提供する場合はこの限りではない。

•内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の内容を含む

MSDSの提供に努めなければならない。MSDSの提供に努めなければならない。

25

ＭＳＤＳへ記載する内容

① 製品名、含有する対象物質の名称・政令上の号番号・種類、含有率（有効

 提供しなければならない情報

① 製 、含有す 象物質 称 令 号番号 種類、含有 有効
数字２けた）

② ＭＳＤＳを提供する事業者の名称、住所、連絡先
③ 化学物質が漏出した際に必要な措置
④ 取扱い上及び保管上の注意
⑤ 物理的・化学的性状
⑥ 安定性・反応性
⑦ 害 響⑦ 有害性・環境影響
⑧ 廃棄上及び輸送上の注意

 提供することができる情報 提供することができる情報

⑨ 有害性・環境影響の概要
⑩ 応急措置、火災時に必要な措置、労働者に対する暴露防止措置等⑩ 応急措置、火災時に必要な措置、労働者に対する暴露防止措置等
⑪ 適用される法令
⑫ ⑨～⑪の他、ＭＳＤＳを提供する事業者が必要と認める事項

26

※JIS Z7250に準拠したMSDSを作成・提供することを推奨します） GHS対応の推進
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PRTR届出の留意点PRTR届出の留意点

平成２４年３月平成２４年３月

化学物質管理センター リスク管理課 武部 文美

1

内容

届出１．ＰＲＴＲ届出
提出と作成方法について

における届出内容の確認２．ＮＩＴＥにおける届出内容の確認
形式的な確認
内容的な確認内容的な確認

（参考）データの確認と活用事例
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ＰＲＴＲにおけるＮＩＴＥの役割

ＮＩＴＥの役割 ＰＲＴＲ制度に基づく届出の集計から公表に至る一連の事業を行う我が国の唯一の
機関として化管法の施行が円滑に施行できるように、以下のような業務を実施

ＰＲＴＲ届出の流れ 経済・環境・厚労・防衛・文科・財務・国交・農水

ＰＲＴＲ対象事業者
都道府県等 事業所管大臣

経済産業省
環境省

届出

公表

通知

法所管大臣

届出

ＰＲＴＲ対象事業者
都道府県等 事業所管大臣 公表法所管大臣

・書面届出の電子化
・届出内容確認
・疑義照会等

・受付
・事業所管大臣へ移送・排出量等の把握

問合わせ

・集計結果公表

・記録、集計

・疑義照会等

PRTR届出関係業務
届出 記録 集計用電算機の維持 管理

化管法のサポート
＊問い合わせ対応
届出要件 排出量算出等 技術的 ポ＊届出・記録・集計用電算機の維持、管理

・ＰＲＴＲ届出システムの開発、改良
・システムの維持管理

＊届出データの内容確認、電子化
事業所管大臣の依頼により

届出要件、排出量算出等の技術的サポート
ＰＲＴＲ届出システム利用のためのサポート

＊問合わせ内容の整理
ＱＡ集作成

・事業所管大臣の依頼により
届出書の受理、内容確認、電子化、
届出内容の疑義照会等を実施

＊届出データの記録・集計
＊公表用資料案の作成

化管法関連情報の収集解析
・リスク評価
・PRTRマップの作成

プ プ プ＊公表用資料案の作成 （発生源マップ・濃度マップ・排出量マップ）
・過年度データの比較報告書

3

１ ＰＲＴＲ１ ＰＲＴＲ届出届出１．ＰＲＴＲ１．ＰＲＴＲ届出届出

提出と作成方法について提出と作成方法について提出と作成方法に て提出と作成方法に て
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数値 年度 出分総届出数 件（兵庫県と神 市 件）

ＰＲＴＲ届出の提出方法

■ 電子届出 ： 18,907件（49.6%）
送信 送信

※数値はH22年度届出分総届出数：38,141件（兵庫県と神戸市で1,693件）

兵庫県と神戸市で943件（55.7%)

届出書作成 届出チェック

都道府県等

届出チェック

※電子届出を行うためには事前届出（＝電子情報処理組織使用届出書）が必要です

送信 送信
事業所管大臣事業者

■ 磁気届出 ： 671 件（1.8%）

※電子届出を行うためには事前届出（＝電子情報処理組織使用届出書）が必要です。

送

届出書作成（FD、CD-R）

事業者

届出チェック

都道府県等

届出チェック届出ファイル登録

送付 送信
事業所管大臣

届出チ ック

■ 書面届出 ： 18,563件（48.7%）

届出書作成

届出チェック

事業所管大臣

届出台帳登録

送付
都道府県等

送信

届出内容電子化

事業者

届出チェック

5

①電子情報処理組織使用届出書を提出（イ タ ネ ト方式）

電子届出のお願い①
①電子情報処理組織使用届出書を提出（インターネット方式）
※様式はhttp://www.prtr.nite.go.jp/prtr/itdtp.htmlから入手可能。

愛媛県知事殿

事業所A
事業所B

・

②ユーザID・パスワード受領（郵送）

・

ID：○○○
パス：＊＊＊

〒
自治体

ＰＲＴＲ対象事業者
③クライアント証明書入手

（ダウンロード）

〒

④登録

クライアント証明書とは？

以下の目的でインターネットブラウザに登録する電子ファイル

ＮＩＴＥ④登録

⑤アクセス
① 行政側が事業者のパソコンを特定可能 → 不正アクセス防止

② 暗号化通信が可能 → 情報漏洩防止

PRTR電子届出システムログインページ

⑤アクセス

PRTR電子届出システムログインページ
http:// www.prtr.nite.go.jp/prtr/dtp.html

24時間 登録、申請に係届出書
届出ＯK

※パソコン等の機器・インターネット接続料金は届出者の負担となります。

る料金は無料※らくらく作成
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電子届出のお願い②

電子届出の特徴
①自動チェック機能付き
（記入ミスが減少します。）（記入ミスが減少します。）

②電子情報処理組織使用届出の情報がはじめから表示
（会社名や住所が入力不要になります。）

③いつでも電子ファイルで保存が可能。印刷も可能。
（電子媒体でも紙媒体でも管理できます。）

④前年度データが確認可能④前年度デ タが確認可能。
（前年度データを参考にして入力できます。）

⑤受領証をダウンロード可能
（届出の証明書になります。）

7

届出方法別の経年変化

50000

書面届出 磁気ディスク届出 電子届出

取扱量の届出要件

40000

届

取扱量の届出要件

５トン以上 １トン以上

20000

30000
届
出
件
数

0

10000 H21電子化率
49.6％

H21電子化率
49.6％

0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

把握年度
（届出年度マイナス１）

電子届出の推進活動（ダイレクトメール等）

※普及活動を行っているが、※普及活動を行っているが、
セキュリティ等の問題からか、普及率は頭打ち・・・
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書面届出書の電子化

書面届出書に電子届出書の特徴（利点）を取り入れるため、

二次元コード付き書面届出書を開発しました！！二次元コ ド付き書面届出書を開発しました！！

9

ＰＲＴＲ届出作成支援プログラム①

ＰＲＴＲ届出作成支援プログラムを配布
→ＰＲＴＲ届出書を作成するためのソフトウェア

届出用ＸＭＬファイルで保存

磁気届出 電子届出

印刷

PRTR届出作成支援プログラムのページ
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/shien.html

二次元コード付き書面届出書作成
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ＰＲＴＲ届出作成支援プログラム②

ＰＲＴＲ届出作成支援プログラムは、
全ての届出方法（書面届出、 磁気ディスク届出、電子届出）で使用できます。

特徴１ 基本機能

●直感的な入力が可能

特徴２ 省令改正に伴う改良

●選択方式を採用●直感的な入力が可能

●印刷時に文字サイズやレイアウトを

自動調整

●選択方式を採用

●二次元コード印刷機能を装備

特徴３ 届出書作成を支援する
●プルダウン選択式による簡単入力

●記入内容のチェック機能

●変更届出書を容易に作成

特徴３ 届出書作成を支援する
新機能

●複数事業所の管理機能を装備●変更届出書を容易に作成
●燃料小売業用排出量算出機能を装備

毎年更新しておりますので、 新版のPRTR届出作成支援プログラムを使用してください。

３月２１日頃送付（予定）ダイレクトメールに同封されています。

経済産業省、環境省の承認を得ておりますので、安心してご利用ください。

11

ＰＲＴＲ届出作成支援プログラム③

○燃料小売業用排出量算出機能について

①入力 ②計算 ③印刷①入力 ②計算

受入量・給油量を入力するだけで、

自動的に排出量計算 届出書印刷することができます！！自動的に排出量計算、届出書印刷することができます！！
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２２ NITENITEにおける届出内容の確認における届出内容の確認２．２．NITENITEにおける届出内容の確認における届出内容の確認

形式的な確認形式的な確認

内容的な内容的な確認確認内容的な内容的な確認確認

（参考）（参考） データの確認と活用事例データの確認と活用事例

13

形式確認と内容確認

①形式確認 ②内容確認

対象物質 区分（大気 水域等）届出書の体裁をチェックします。 対象物質、区分（大気、水域等）、
数値、業種から、

届出物質の過不足、異常値等の確認を行う。

届出書の体裁をチェックします。
届出書を受理できるかどうか確認を行う。

軽微な疑義・・・職権訂正で対応

疑義・・・照会

照会の流れ

軽微な疑義 職権訂 対応
例：郵便番号、誤字脱字、有効数字２桁に変換

解決しない疑義・・・照会

～照会の流れ～

ＰＲＴＲ対象事業者
届出先自治体

事業所管大臣

法律所管大臣
照会

届出管理システムで照会（電子届出）
FAX・電話等で照会（書面・磁気届出）

届出先自治体 法律所管大臣

回答

「変更不要」照会回答
「変更届出」提出

「取り下げ願い」提出

ＰＲＴＲ届出書提出後、数ヵ月後に「照会」となるケースがほとんどです。

「取り下げ願い」提出

ＰＲＴＲ届出書提出後、数ヵ月後に 照会」となるケ スがほとんどです。
照会時期が異なるため、複数回の照会を行うこともあります。

照会回答にご協力願います。
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形式確認による照会の事例

照会内容 件数

形式確認とは、届出書の体裁のチェックです。

法改正１年目のため、多発した照会事例

照会内容 件数

届出者欄に事業所情報が
記載されている。

349

○物質名称と 物質号番号不一致

⇒旧番号記入 改正前の名称記入

物質名称と号番号が一致しない。 262

本紙で記入されている別紙枚数と
実際の別紙枚数が 致しない

245 ⇒旧番号記入、改正前の名称記入、

改正後届出不要となった物質を届出
実際の別紙枚数が一致しない。

245

「代理人役職」未記入・不明 102

「廃棄物」未選択 90 ○必須項目空欄

⇒廃棄物の種類・下水道処理施設名称

「廃棄物」未選択 90

「下水道処理施設」未記入・不明 67

「河川名」未記入・不明 52

「提

電子届出では ほとんど形式確認での照会はありません

「提出日」未記入 51

総数 1962

電子届出では、ほとんど形式確認での照会はありません。

二次元コード付き書面届出書もありません。
15

① 届出先大臣

ＰＲＴＲ届出項目（本紙）

③ 提出日 ： ４月１日～６月末

④ 届出者住所 ： 本社住所

① 届出先大臣：主たる業種に対応した大臣

② 提出先：事業所が所在する自治体
→神戸市在住の事業所：神戸市に届出

神戸市以外在住の事業所：兵庫県に届出
大口郵便番号は不可！！

⑤ 届出者名称 ： 法人名称

⑥ 代表者役職 代表権を持つ役職

神戸市以外在住の事業所：兵庫県に届出

⑥ 代表者役職 ： 代表権を持つ役職

⑦ 代理人役職 ： 化学物質の管理責任者

⑧ 事業者名称 ： 把握年度4月１日時点の本社名称⑧ 事業者名称 把握年度 月 時点 本社名称

⑨ 事業所名称 ： 把握年度4月１日時点の工場名称

⑩ 事業所住所 ： 把握年度4月１日時点の工場住所

⑪ 従業員数 ： 事業所の従業員数

⑫ 業種 ： 出荷額・売上額が も多い事業
複数業種の場合は 従たる事業複数業種の場合は、従たる事業へ

⑬ 別紙枚数 ： 届出物質数と同じ

⑭ 法第６条第１項請求（通常は「無」を選択）⑭ 法第６条第１項請求（通常は「無」を選択）
⑮ 担当者 ： 連絡先氏名
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①

ＰＲＴＲ届出項目（別紙）

② 物質名称：号番号（改正後の番号を記入！）

① 別紙番号 ：対象物質の号番号の順番

③ 河川名 ：河川リストから選択③ 択
（数値の記載がある場合は必須）

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/suiiki_name.html

④埋立型 ：管理型を選択
（数値の記載がある場合は必須）（数値の記載がある場合は必須）

⑤ 下水道終末処理施設の名称 ：
下水道名リストから選択
（数値の記載がある場合は必須）

⑥ 数値全般 ：有効数字は２桁
（ダイオキシン類以外は小数第一位まで）

（数値の記載がある場合は必須）
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/gesui_name.htm

例 ： 1051kg→1100kg、 0.46kg→0.5kg
ダイオキシン類 ： 0.00234mg-TEQ →0.0023mg-TEQ

0.0125mg-TEQ →0.012mg-TEQ
0 0mg-TEQ0.0mg-TEQ

⑦ 廃棄物の処理方法、廃棄物の種類
：該当するものを選択
（数値の記載がある場合は必須）

※書面の場合
数値、小数点は罫線に重ならないようハッキリと記入しましょう！

（数値の記載がある場合は必須）

17

変更届出

変更届出書 

 
平成２４年 ７月 １日 

 
     経済産業大臣 （神奈川県知事） 殿 

提出物
○変更届出書
○新たな届出書一式

                                             〒 １００－００１３ 
 (ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき    

                                     届出者  住  所 東京都千代田区霞が関１－２－２ 
                                             (ふりがな)   かすみがせきかぶしきがいしゃ 
                                             氏  名  霞ヶ関株式会社  
                                        だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう  

                                   代表取締役社長 環境 太郎 

 
平 成 ２４年  ４月  １６日 付 けの特 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 第 ５条 第 ２項 の規 定 による届 出 について、以 下 のとおり変 更 しま

（変更頁が限定される場合はその頁のみでも可）

別紙を削除するとき
改 善 の促 進 に関 する法 律 第 ５条 第 ２項 の規 定 による届 出 に いて、以 下 のとおり変 更 しま

したので、変 更 後 の届 出 書 を別 添 のとおり再 提 出 いたします。 

    
       （ふりが

な） 

事業所の名称

       

 ふじさわだいいちこうじょう 

 

 藤沢第一工場 

排出量・移動

量の把握対象

年度 

 

 平成 ２３ 年度分 

○変更届出書のみ

変更届出書の押印は必須であるが、
変更の内容 その理由 

 

 ○第一種指定化学物質の排出量及び移動量

の届出書（様式第１本紙） 

  別紙番号 １～８のとおり→１～９のとおり 

 

 ○第一種指定化学物質の排出量及び移送量

の届出書（別紙１） 

  排出量 イ 大気への排出 

  

 ○届出物質の追加のため。 

 

 

 

 ○単位を間違えたため。 

変更後の本紙の押印はコピー又は無くてもよい。

排出 排出

       １４０→０．１ 

 

担当者 

（問い合 

わせ先） 

部  署 藤沢第一工場環境安全部管理第一係 

氏  名 化学 花子 

電話番号 123-456-7890 

※受理日  

(当該年度の初

 

     平成  年   月   日 

注意！！

変更届出書の「変更の内容」および「その理由」に
回受理日) 

※変更届の受

理日 

 

 

 

 

     年   月   日 

 

      年   月   日 

 

      年   月   日 

 

      年   月   日 

 

      年   月   日 

 

      年   月   日 

 

※整理番号 

 

 

変更届出書の 変更の内容」および その理由」に
記入した事項以外は

変更しないでください！！
    

※の欄には、記載しないこと。 
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取下げ願い

取下げ願い 

提出物
取り下げ願い１枚のみ

 

平成２４年１０月 １日 

経済産業大臣 （神奈川県知事） 殿 

 〒 １００－００１３   

(ふりがな) とうきょうとちよだくかすみがせき 

届出者  住  所 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 
(ふりがな) かすみがせきかぶしきがいしゃ

取り下げの理由
○取扱量が１トン未満のため( ) すみ ゃ

                             氏  名 霞ヶ関株式会社                

だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう 

                                   代表取締役社長 環境 太郎 

             
平 成 ２４年  ４月 １６日 付 けで提 出 した特 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 第 ５条 第 ２項 の規 定 による届 出 につ

いて 次 のとおり取 り下 げをお願 いいたします

○取扱量が１トン未満のため
○対象業種でなかったため
○事業者全体の常用雇用者数が20人であったため
（届出対象事業者でなかったため）いて、次 のとおり取 り下 げをお願 いいたします。    

事業所の名称 藤沢第一工場 

事業所の所在地 神奈川県藤沢市朝日町 １－２－３ 

提出年月日     平成２４年    ４月    １６日 

（届出対象事業者でなかったため）

注意！！

担当者 

（問い合わせ先） 

部署 藤沢第一工場 環境安全部管理第一係 

氏名 化学 花子 

電話番号 １２３－４５６－７８９０ 

取扱量が１トン未満のため 

一度、「取下げ願い」を提出すると、その届出書の
情報のすべてが取り消されます。

度 取り消した届出書のデ タを復活させるためには
取り下げの理由 

※ 整理番号  

一度、取り消した届出書のデータを復活させるためには、

再度、届出書を提出いただくことになりますので、

十分ご確認の上、ご提出ください。
    

    ※の欄には、記載しないこと。 

十分ご確認の上、ご提出ください。

19

変更届出と取り下げ願い

変更届出（過去５年分対象 ４月１日～１２月１５日まで）

届出を行った後、その届出内容に変更（追加・修正・削除等）が生じた場合、
５年前の届出分まで「変更届出」の提出が可能です５年前の届出分まで「変更届出」の提出が可能です。

届出様式・変更対象年度の確認（H24年度の場合）

H18 H19 H20 H21 H22 H23（把握年度）H18 H19 H20 H21 H22 H23（把握年度）

新 新
旧 旧 旧 旧

P07 P08 P09 P10 P11 P12

取下げ願い（過去５年分対象 ４月１日～１２月１５日まで）

届出を行った後、その届出を取り消す場合、
年前の届出分まで「取下げ願い の提出が可能です５年前の届出分まで「取下げ願い」の提出が可能です。

注意！！！

２物質以上届出をし、そのうち１物質を削除する場合は、

「取下げ願い」ではなく、「変更届出」をご提出ください。
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ＮＩＴＥが実施している内容確認の事例

対象物質、区分（大気、水域等）、数値、業種から、
届出物質の過不足 異常値等の確認を行う

内容確認とは？？？

届出物質の過不足、異常値等の確認を行う。

例１：届出物質が足りないのでは？ 例２：この数値は異常に多い！
単位はKgです！

業種別Ｔｏｐ１０
１位 Ａ社 １００００ｋｇ
位 社

塗料や溶剤の混合キシレンには、
エチルベンゼンも含まれています。

⇒ＭＳＤＳ確認

２位 B社 １００ｋｇ
３位 Ｃ社 ７０ｋｇ
・・・

例３：取扱量ではありませんか？ 例４：取扱量１ｔ未満の物質では？

前年度 ⇒ 今年度
12kg 10,000kg

屋外で使用した場合、
揮発性の高い物質は、
ほとんど大気への排出となります。

取扱量≒大気への排出量＞１０００kg

21

⇒条例と混同していませんか？

内容チェックの手順

内容チェックから照会までの流れ

チェック条件検討
前年度条件、前年度照会事例からチェック条件
を改良する。

プログラムチェック実行
（機械チ ック）

全届出（約40,000件）をプログラムにかけ、整理番号
ごとにチェック条件ごとのチェック番号を付ける。

（機械チェック）

目視チェック すべての届出を目視チェックする。

（ＰＲＴＲサポートセンター） 過去の届出、過去の照会、意見書、確認事項を
参照し、必要があれば照会へ。

照会

すべての届出書の内容チ クを行 ておりますすべての届出書の内容チェックを行っております。
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Ｈ２３年度内容確認の実例

キシレン第一種指定化学物質の名称

業種：一般機械器具製造業 塗料･溶剤としてのキシレンの取り扱い？

塗料用キシレンにはエチルベンゼンも含有
第一種指定化学物質の号番号

イ 大気への排出

８０
塗料用キシレンにはエチル ンゼンも含有

一定量のキシレンの届出があれば、
エチルベンゼンの届出も必要

５，０００

排
出
量

ロ 公共用水域への排出

ハ 当該事業所における
土壌への排出

０

０

エチルベンゼンの届出も必要

エチルベンゼンの届出が不足している
が

土壌への排出

ニ 当該事業所における
埋立処分

０

可能性があります。

チェック条件（例）
チェック条件 （例）キシレンの大気排出が５トン以上、かつ、エチルベンゼンがない届出（化学工業を除く）

照会文（実例）
通常、溶剤として使われるキシレンには多い場合数十％のエチルベンゼンが含まれます。
エチルベンゼンを含まないキシレンは高価で化学合成原料以外に使われないと思われます。
MSDS等をご確認の上 チルベンゼンを年間１トン以上使用していないか ご確認下さい

23

MSDS等をご確認の上、エチルベンゼンを年間１トン以上使用していないか、ご確認下さい。

大気への排出量の経年変化（上位５物質）

大気への排出量の物質別経年変化
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参考

ＰＲＴＲ届出データを活用するツールを紹介します。

システム等の名称 提供元 機能

ＰＲＴＲけんさくん 経済産業省 ＰＲＴＲデータの条件による
抽出と検索

ＰＲＴＲマップ ＮＩＴＥ ＰＲＴＲデータ排出量、大気濃度の
地図表示

リスク評価体験ツール ＮＩＴＥ 暴露量、有害性データからの
リスク評価

25

ＰＲＴＲ届出データの活用
「けんさくん」の紹介

けんさくんとは？
→ＰＲＴＲデータ（個別事業所データ）を閲覧・集計・比較・印刷・ファイル出力を行うため
のアプリケーション（ＰＲＴＲデータ専用）
→けんさくんのインストールと各年度の届出データが必要（単年度3ファイル 20MB）

大気への排出量
公共用水域への排出量

事業者・事業所名称

事業所住所

物質

公共用水域 の排出量
土壌への排出量
埋立処分
下水道への移動量
廃棄物としての移動量業種

けんさくん

事業者 事業所名称 物質 廃棄物 し 移動量

届出データ
けんさくんの表示画面例http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr-kaizi.html
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ＰＲＴＲ届出データの活用
「けんさくん」の活用事例

例：けんさくんで「業種」で排出量の多い順に並び替える。

①検索・抽出
③プラスチック製品製造業からのトルエン③プラスチック製品製造業からのトルエン
届出事業者一覧

②業種を選択
他にも 「けんさくん で こんなことがわかります

②業種を選択
他にも、「けんさくん」で、こんなことがわかります。
・自社からの排出が全国でどれくらいか？
・同業他社は自社より排出量が多い？少ない？
・○○市から届け出されている排出量が知りたい！

物質を選択

同業他社と同規模の排出量から 数値が適正かどうか確認することができます！

○○市から届け出されて る排出量が知りた
・あの工場の排出量は去年より減少している？

同業他社と同規模の排出量から、数値が適正かどうか確認することができます！

27

ＰＲＴＲ届出データの活用
「ＰＲＴＲマップ」の紹介

ＰＲＴＲマップ

http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.dohttp://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do

排出量マップ 濃度マップ発生源マップ

◆PRTR届出データとPRTR届出外データ
（推計）を5km×5kmのメッシュごとに割
り振り、地図上に表示。

◆PRTR届出データを市区町村単位で
地図上に表示。
（排出量合計・大気への排出量・
水域 の排出量を表示）

◆発生源マップのデータをもとに、
気象データや物性データを加味した
大気モデルにより、大気中の濃度を
推定し 地図上に表示水域への排出量を表示） 推定し、地図上に表示。

数値シュミレーションモデル：

AIST-ADMER
暴露・リスク評価大気拡散モデル
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ＰＲＴＲ届出データの活用
「ＰＲＴＲマップ」の画面例

【移動】
・地域（都道府県・自治体）へ移動

http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.dohttp://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do

地域（都道府県 自治体）へ移動
・全国 大地点へ移動

【発生量】【発生源】【濃度】
PRTRマップ切替

年度選択

PRTRマップ切替

縮尺調整

中心地点の情報

【物質一覧】
物質選択（旧物質・５０音順検索）

29

ＰＲＴＲ届出データの活用
「リスク評価体験ツール」の紹介

化学物質のリスク評価を
簡易的に体験することができます簡易的に体験することができます。

① ②

③

評価体験

http://www.safe.nite.go.jp/
management/risk/taiken html

リスク評価体験ツール

management/risk/taiken.html
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ＰＲＴＲ届出データの活用
「リスク評価体験ツール」の事例紹介

リスク評価体験ツール体験結果

～結果～
リスクの懸念は、
ありません。

大気濃度マップ（モニタリングデータ）
をリスク評価に使えます。をリスク評価に使えます。

自主管理→化学物質の使用の継続

31

ＮＩＴＥのサポート体制

◆ ＰＲＴＲ届出システムに関する問合わせ
『ＰＲＴＲシステムサポート』『 システムサポ ト』

ＴＥＬ ０３－５４６５－１６８３（平日９：００～１２：１５、１３：１５～１７：３０）
E-mail info_prtr@nite.go.jp

◆ ＰＲＴＲ届出物質、届出要件、排出量算出方法等に関する問合わせ
『ＰＲＴＲサポートセンター』

ＴＥＬ ０３－５４６５－１６８１（平日９：００～１２：１５、１３：１５～１７：３０）
E-mail support_prtr@nite.go.jp

◆ ＰＲＴＲ届出作成支援プログラムに関する問合わせ
『ＰＲＴＲプログラムサポート』

ＴＥＬ ０３－５７３８－５４８２（平日９：００～１２：１５、１３：１５～１７：３０）

（共通）

ＴＥＬ ０３ ５７３８ ５４８２（平日９：００ １２：１５、１３：１５ １７：３０）
E-mail prtr_td@nite.go.jp

ＦＡＸ ０３－３４８１－１９５９（共通）
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ご清聴ありがとうございました。清聴ありがとう ざ ました。

Ｈ２４年度ＰＲＴＲ届出（Ｈ２３年度把握分）が、来月から始まります！！

届出期間４月１日～６月３０日届出期間４月１日 ６月３０日
（電子使用届出申請書は、６月２０日まで）

期間内での届出を よろしくお願いいたします期間内での届出を、よろしくお願いいたします。

33

ダイレクトメールの紹介

～ＤＭ紹介～
○ ＰＲＴＲ届出の手引き○ ＰＲＴＲ届出の手引き
○ 電子使用届出申請書
○ ＰＲＴＲ届出作成支援プログラム（Ｈ２４年度版）
・・・ｅｔｃｅｔｃ

送付時期３月２１日～２３日（予定）

～ＮＩＴＥＨＰの紹介～
ＰＲＴＲ制度（届出関連）ＰＲＴＲ制度（届出関連）
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr.html

ＮＩＴＥＨＰ→化学物質管理分野ＮＩＴＥＨＰ→化学物質管理分野
左上から３番目、
「○化管法関連業務」をクリック
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PRTRデータの活用と
リスクコミュニケーション

平成２４年３月平成２４年３月

化学物質管理センター 米野 洋平

1

～本日の内容～

１．化学物質のリスクコミュニケーション

２．リスクコミュニケーションの現状と課題

３．ＰＲＴＲデータのリスクコミュニケーションへの活用

４．リスクコミュニケーションに活用できる情報と事例
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１．化学物質のリスクコミュニケーション１．化学物質のリスクコミュ ケ ション

3

リスクコミュニケーション

■ リスクコミュニケーション
社会に取り巻くリスクに関する正確な情報を社会に取り巻くリスクに関する正確な情報を、
関係者間で情報を共有し、相互の意思疎通を図る。

立場が異なると 理解や認識が異なる

公表すべきじゃない！
数値が1人歩きする！

立場が異なると、理解や認識が異なる

安全ですか？
説明がわかりにくい！数値が1人歩きする！

マニュアルがあるから大丈夫！
問題はありません！

説明がわかりにくい！
使わないで！
データは本当？

■ 例
・災害時のリスクコミュニケーション
・食品のリスクコミュニケーション
・化学物質のリスクコミュニケーション
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化学物質の二面性

～化学物質の二面性～

ベネフィット：化学物質の利用による 快適さや便利さなどの有用性ベネフィット：化学物質の利用による、快適さや便利さなどの有用性

ハザード：化学物質が潜在的に持つ毒性や爆発性などの危険性・有害性

◆ 化学物質は、わたしたちの生活に密接に関わっており、その
性質を利用して生活を便利で豊かなものにしている

潜

性質を利用して生活を便利で豊かなものにしている。

◆ 一方、使い方を誤ると、人の健康や環境に対して悪い影響を
及ぼすおそれがある及ぼすおそれがある。

二面性を理解して、上手に付き合うこと（利用及び管理）が重要

5

環境リスクとリスクコミュニケーション

化学物質のリスクコミュニケーション

化学物質による環境リスクに関する正確な情報を 事業者が地域住民化学物質による環境リスクに関する正確な情報を、事業者が地域住民
や行政と共有し、相互に意思疎通を図ること（環境リスクに関するコミュ
ニケーションを行うこと）。

理解と信頼のレベルの向上・環境リスクの低減

環境リ ク 有害性 暴露量環境リスク ＝ 有害性 × 暴露量

（化学物質固有）

環境中濃度一般環境の場合・・・・化学物質の管理の目標は環境中濃度

管理の対象は排出量管理の対象は排出量

化学物質を十分に管理して、暴露の程度を小さくすれば、（人や環境
への）支障が発現する可能性（リスク）を小さくできる。

6

）支障 発現する可能性（リ ク）を さく る。
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リスクコミュニケーションの背景

◆ 化学物質に関する関心の高まり

◆ トラブルの未然防止と企業イメージの向上

◆ 化管法による届出デ タの公表◆ 化管法による届出データの公表

第四条 （事業者の責務）

指定化学物質等取扱事業者は 第 種指定化学物質指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質
及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあ
るものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当るものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当
するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針
に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱、 定 質 製 、使
い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関す
る国民の理解を深めるよう努めなければならない。

7

化学物質管理とリスクコミュニケーション①

まず知ることが大切

～リスクに基づく化学物質の適正な管理～

 リスク評価
優先的にリスクを管理すべき対象（物質、地域）を洗い出し、その化
学物質の性質や暴露の条件に基づいた評価を行う学物質の性質や暴露の条件に基づいた評価を行う。

相談しながら相談しながら
みんなの納得のいく管理を

 リスク管理
評価 る管 優先度 基づき 適 な 扱 削減 管リスク評価による管理の優先度に基づき、適切な取扱い（削減や管

理）をすることが必要。

リスク ミ ケ シ ン リスクコミュニケーション
管理の必要性や方法などについて、リスク情報に基づく関係者間の
情報共有や対話（コミュニケーション）をすることが大切情報共有や対話（コミュニケ ション）をすることが大切。
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リスク評価

リスク評価の考え方

動物実験などで求められた、

「 害 響

摂取量の方が
少ないと
安全

「それ以下では有害影響を
生じないとされている量」

と、あるケースの生活等を
想定して推定された、 摂取量の方が

多いと
危険

「実際の摂取量」

の大小を比べることによっ

危険

の大小を比べることによっ
て、リスクを評価する。

9

化学物質管理とリスクコミュニケーション②

リスク評価の流れ
PRTRマップ

から
初期リスク
評価書から

から
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化学物質管理とリスクコミュニケーション③

１． 対象とする化学物質を選択する。

～リスク管理の考え方～

有害性、排出量、法制度、社会・経済状況、費用対効果等を考慮。

２． リスク評価結果を検討する。

① リスクの定量的な評価① リスクの定量的な評価

② 社内、社外の様々な要因の検討 ・・・リスクヘッジ

３ 具体的な対策を行う ・・・自主管理の推進３． 具体的な対策を行う。・・・自主管理の推進

① リスクが懸念される。

⇒ 低減策（施設改修、代替物質、社内体制等）の検討低減策（施設改修、代替物質、社内体制等）の検討

② リスクが懸念されない。

⇒ 現在の低いリスクを継続するための対策

③ リスクの状況を問わず。

⇒ 住民への情報提供の方法の検討（リスクコミュニケー

CSR報告書など）ション、CSR報告書など）

11

化学物質管理とリスクコミュニケーション④

化学物質の管理を適正に行 ていくた

～リスクコミュニケーション～

化学物質の管理を適正に行っていくた
めには、その化学物質に関係する全て
の人（事業者、行政、地域住民、…）と
化学物質 リ クに関する情報を共有化学物質のリスクに関する情報を共有
する必要があります。

そのために行なわれる対話がリスクコ
ミ ケ シ ですミュニケーションです。

コミュニケーションを通じて、より具体的
な対策に結びつけ、化学物質による環
境負荷の低減を図ることができます境負荷の低減を図ることができます。
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リスクコミュニケーションの役割

～ステークホルダーとその役割～

◆ 事業者（工場）
社員、地域、消費者への配慮と情報公開

◆ 地域住民・消費者◆ 地域住民 消費者
地域の環境管理と監視
事業者、行政の化学物質管理の是非への意思表示

◆ 自治体・国
リスクコミュニケーションの場(事業者と市民の仲介)の提供
市民の理解増進の支援 人材育成市民の理解増進の支援、人材育成
地域レベルの環境管理、監視、施策の実施

◆ ＮＧＯ ＮＰＯ 専門家◆ ＮＧＯ・ＮＰＯ・専門家
リスクコミュニケーションの場(事業者と市民の仲介)の提供
専門家としての解説、普及啓発等
事業者、行政の化学物質管理の是非への意思表示

13

２ リスクコミュニケ ションの現状と課題２．リスクコミュニケーションの現状と課題
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リスクコミュニケーションの現状①

通常のコミュニケーション

～様々なリスクコミュケーションの形～

通常のコミュニケ ション
交流会・お祭り
清掃・美化活動
緑化活動 環境情報開示緑化活動
啓発活動
防災訓練
等･･･

環境情報開示
CSR報告書（社会、環境）等
ホームページ、パンフレット

等
リスクコミュニケーション
工場見学会
環境報告書を読む会
環境 タ パ環境モニター・パトロール
地域対話・環境懇談会
JRCC地域対話 等…

現場の公開
工場見学
職場体験

対話
懇談会
環境学習支援職場体験 環境学習支援

15

リスクコミュニケーションの現状②

～リスクコミュケーション（対話・会合型）の実施状況～

実施率31%
(189事業者)

16

環境報告書を用いた調査（H18年度 ＮＩＴＥ）
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リスクコミュニケーションの現状③

～リスクコミュケーション（イベント型）の実施状況～

実施率92%
（553事業者）

17

リスクコミュニケーションの現状④

～リスクコミュニケーションの重要性の確認～

◆ 住民が何を考えているか知ることが重要◆ 住民が何を考えているか知ることが重要◆ 住民が何を考えているか知ることが重要
◆ 関係者間でリスクの低減を図る。
◆ 正しい情報を共有する。

◆ 住民が何を考えているか知ることが重要
◆ 関係者間でリスクの低減を図る。
◆ 正しい情報を共有する。

リスクコミュニケ ションの重要性リスクコミュニケーションの重要性

リスクコミュニケーションにより、意見や認識の違いが必ずしも合意されるわけではなく、
関係者間の対立が解消されるとは限らない。関係者が相互に情報を要求、提供、説明し
合い、意見交換を行って関係者全員が問題や行為に対して理解と信頼のレベルを上げて
リスク低減に役立てること。

・通常のコミュニケーションでも、効果が得られれば構わない。
化学物質のリスクに関する情報を共有しつつ 信頼関係を築くこと・化学物質のリスクに関する情報を共有しつつ、信頼関係を築くこと。
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リスクコミュニケーションの課題①

◆ コストや手間がかかる◆ コストや手間がかかる
資料はＣＳＲ報告書、リスコミの場は交流会や工場見学 → 今あるもの、身
近なコミュニケーションの場の活用

◆ 効果が分かりにくい
アンケートをとる → リスコミに参加して、化学物質・事業者への意識がどう
変わったか分かる 住民の本音が分かる（事前アンケ トをとれば 資料作変わったか分かる、住民の本音が分かる（事前アンケートをとれば、資料作
成への活用、質問対策ができ、市民の要望が分かる等、効果的）

◆ 何をしたらいいか分からない◆ 何をしたらいいか分からない
まずは他の事業者の事例のまねでもいい → 反省点や住民の意見を参考
にしてその事業所、地域に合った形にしていけばよい

◆ 分かりやすく説明するのが難しい
視覚的に見せる（図・絵の活用）、化学物質アドバイザーの活用、ＮＩＴＥパン
フレ トの活用等 情報量のギ プを考慮するフレットの活用等 → 情報量のギャップを考慮する

19

リスクコミュニケーションの課題②

◆ マニュアルの整備・事例集の充実◆ アル 整備 事例集 充実
初めてリスコミを行う事業者、または、開催を予定している事業者に
対して、基本的な流れのわかるマニュアルが必要。
→経済省と環境省のHPや一部の自治体HPで公開されている→経済省と環境省のHPや 部の自治体HPで公開されている。

リスコミを行った事業者のCSRレポートや環境報告書。

◆ 情報源の充実◆ 情報源の充実
事業者及び住民が事前に知識を得るための情報源が必要。
→初期リスク評価書では化学物質の詳しい性状を知ることができる。

法律に基づいて公表されたPRTRデータの個別事業所データを使えば、
事業者と同等の情報を住民も事前に入手することが出来る。
それを用いて解析することも可能。そ を用 解析す 能。

具体的には？

20

具体的には？
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３．ＰＲＴＲデータのリスクコミュニケーションへの活用

けんさくんを使った例
PRTRマップを使った例
体験ツールを使った例

21

ＰＲＴＲデータの特徴

ＰＲＴＲデータは・・・・・
◆ 法律により届出され、公表されている。

じデ タを事業者 自治体 住民が確認する とが きる同じデータを事業者・自治体・住民が確認することができる。

◆ 事業者が自ら把握・管理し、届出している。
事業者が責任を持 て届出しているデ タ事業者が責任を持って届出しているデータ。

◆ 他社のデータも知ることができる。
客観的デ タと比較することにより 信頼性を増すことができる客観的データと比較することにより、信頼性を増すことができる。

◆ 解析ができる（集計・抽出）。
データを加工して 知りたい情報を得ることができるデ タを加工して、知りたい情報を得ることができる。
（ランキング・経年変化等）

ＰＲＴＲデータをリスクコミュニケーションで活用している事例は少ないが、
今後 活用する事業所が増えると考えられる
ＰＲＴＲデータをリスクコミュニケーションで活用している事例は少ないが、
今後 活用する事業所が増えると考えられる

22

今後、活用する事業所が増えると考えられる。今後、活用する事業所が増えると考えられる。

43ページ



ＰＲＴＲデータの活用

個別事業所データの内容は？

届出先自治体

個々の事業所のＰＲＴＲ届出内容が公表（過去の届出すべて）

届出物質数 大気への排出届出先自治体
事業者名称
事業所名称
事業所所在地

届出物質数
従業員数
業種
物質名称

大気 の排出
公共用水域への排出
埋立処分
土壌への排出
下水道 の移動

ＮＩＴＥホームページ上から各年度のデータを入手

下水道への移動
廃棄物としての移動

どんなことがわかるか？
自社からの排出が全国でどれくらいか？

データを活用するためには、
ＰＲＴＲデ タを閲覧 集計

http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr-kaizi.html

・自社からの排出が全国でどれくらいか？
・同業他社は自社より排出量が多い？少ない？
・○○市から届け出されている排出量が知りたい！
・あの工場の排出量は去年より減少している？

ＰＲＴＲデータを閲覧・集計・
比較・印刷・ファイル出力を

行うためのアプリケーション（無料）が必要
です。

「ＰＲＴＲデ タ分析システム

個々の事業所の届出デ タを事業者 自治体 国民が簡単に入手可能に！

あの工場の排出量は去年より減少している？
「ＰＲＴＲデータ分析システム」
（ＰＲＴＲけんさくん）

個々の事業所の届出データを事業者、自治体、国民が簡単に入手可能に！

23

けんさくんの活用例①

けんさくんで「物質」で排出量の多い順に並び替え

① ③大気の排出量で①
降順に並び替え

④トルエンの大気への
排出量の一覧表（降順）
（全業種・全国）

順位

②物質を選択

②

事業者：より客観的に自社のデータを示すことができる②物質を選択事業者：より客観的に自社のデ タを示すことができる。
住民 ：リスコミ対象事業者が届出をしているか確認することができる。

数値の大小も確認することができる。
自治体：排出量の多い事業所をスクリーニングすることができる。

24

自治体：排出量の多い事業所をスクリ ニングすることができる。
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けんさくんの活用例②

けんさくんで「業種」で排出量の多い順に並び替え

①①

③プラスチック製品製造業からのトルエンの
届出事業者一覧

②業種を選択

届出事業者 覧

②業種を選択

物質を選択事業者：同業他社と同規模の排出量で、数値が適正であることを示すことができる。
住民 ：同業他社と比べることにより、データの信頼性を確認することができる。

25

住民 同業他社 比 る より、デ タ 信頼性を確認する きる。
自治体：データの精度をチェックすることができる。

けんさくんの活用例③

けんさくんで「住所」で地域の事業所を抽出

①①

③例 東京都渋谷区からの届出事業所 覧③例：東京都渋谷区からの届出事業所一覧

②住所を入力

事業者：地域での排出量と自社の排出量を比べることができる。
住民 ：住んでいる地域の届出データと事業所を確認することができる。
自治体 地域で突出している届出デ タがあれば 該当事業者に確認するき かけとなる

26

自治体：地域で突出している届出データがあれば、該当事業者に確認するきっかけとなる。
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ＰＲＴＲマップの紹介

PRTRマップ
http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.dohttp://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do

排出量マップ 濃度マップ発生源マップ

デ デデ プ デ◆PRTR届出データとPRTR届出外データ
（推計）を5km×5kmのメッシュごとに割
り振り、地図上に表示。

◆PRTR届出データを市区町村単位で
地図上に表示。
（排出量合計・大気への排出量・
水域への排出量を表示）

◆発生源マップのデータをもとに、
気象データや物性データを加味した
大気モデルにより、大気中の濃度を
推定し、地図上に表示。

数値シュミレーションモデル：

AIST-ADMER
暴露・リスク評価大気拡散モデル

27

ＰＲＴＲマップ（排出量マップ）の活用例

① 「届出データ」をクリック

排出量マップで事業所の届出情報を調べる

② 「届出事業所検索」をクリック

③ 市区町村から事業所を選択

④ データ表示を選択
事業所の届出情報が表示される

事業者：地域の他社データを確認することができる。
住民 ：Ｗｅb上で簡単に事業所データを確認することができる。

事業所の届出情報が表示される

28

住民 簡単 事業所デ タを確認する きる。
自治体：市区町村ごとに届出データの大小を把握することができる。
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ＰＲＴＲマップ（濃度マップ）の活用例

地域の濃度の経年変化を調べる

トルエンの埼玉県内濃度の経年変化トルエンの埼玉県内濃度の経年変化

H14年度 H17年度 H20年度

経年変化を視覚的にとらえることができる。

29

埼 県濃度 プ

濃度マップ×排出量マップの活用例

色が薄い地域は何もしなくていいのでしょうか？

埼玉県濃度マップ

・情報収集はしておくべき
・リスクコミュニケーションに関心を持つ。

周辺に、工場がないにもかかわらず濃度マップの色が濃
い地域を発見したときは？

埼玉県排出量マップ

・周辺住民は、近くに工場がないと
リスクコミュニケーションには無関心になりがち

事業者は 周辺住民が広範囲にわたることを・事業者は、周辺住民が広範囲にわたることを
考えるきっかけになる。
・自治体は、リスク評価のスクリーニングや

タリ グ地点や物質 参考となるモニタリング地点や物質の参考となる。
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リスク評価体験ツール①

～リスク評価体験ツール～
物質と条件が揃えば、リスク評価を簡易的に行うことが可能

デフォルトとして格納された初期リスク評価書（有害性、暴露量）のデータにより、
化学物質の初期的なスクリーニングを行うことができる（１５０物質）化学物質の初期的なスクリ ニングを行うことができる（１５０物質）。

また、有害性、暴露量とも、ユーザーの設定が可能で、より地域性や現状に即し
た評価を行うことができる。

ヒト健康、環境生物とも評価可能です。

解説資料：解説資料：
「化学物質のリスク評価について －よりよく理解するために－」

http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/yoriyoku.html

リスク評価の考え方や方法を、人の健康に対する影響に限定して、簡単に解説。

31

リスク評価体験ツール②

ＮＩＴＥ化学物質管理センター トップページ

～リスク評価体験ツールの流れ～

ＮＩＴＥ化学物質管理センタ トップ ジ
http://www.safe.nite.go.jp/index.html

リスク評価体験ツ ル トップペ ジリスク評価体験ツール トップページ
http://www.safe.nite.go.jp/management/risk/taiken.html
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リスク評価体験ツール③（トルエン）

～リスク評価体験ツールの流れ～

環境中濃度
を使って評価

物質の選択

33

リスク評価体験ツール④（トルエン）

～濃度データは濃度マップから～

濃度

34

※場合によっては、モニタリングデータを使うときもある。
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リスク評価体験ツール⑤（トルエン）

～リスク評価体験ツールの流れ～

濃度マップで調べた濃度を入力
（東京都北区 17μｇ／ｍ３）（東京都北区 17μｇ／ｍ ）

モニタリング結果を用いれば、よ
り実態に即した評価ができます。

35

リスク評価体験ツール⑥（トルエン）

結果

～リスク評価体験ツールの流れ～

～結果～

東京都北区のリスクの
懸念はありません

大気濃度マップ（モニタリングデータ）
をリスク評価に使います。

自主管理→化学物質の使用の継続自主管理→化学物質の使用の継続
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まとめ①

リスク評価体験ツ ルを用いたリスク評価結果から

～リスク評価の結果からリスク管理・リスクコミュニケーションへ～

リスク評価体験ツールを用いたリスク評価結果から
具体的な対策を行う。 自主管理の推進

① リスクが懸念される。
⇒ 詳細リスク評価の実施

管理の見直し
改善策の検討（施設改修、代替物質、社内体制等）

② リスクが懸念されない。
⇒ 現在の低いリスクを継続するための対策

③ リスクの状況を問わず。
⇒ 住民への情報提供の方法の検討（リスクコミュニケーション

CSR報告書など）、CSR報告書など）

37

まとめ②

◆ リスクコミュニケーションは、住民の関心の高まりと情報公開、化管法制定以降、
事業者や自治体の中でリスクコミュニケーションの重要性が広がっている。

◆ マニュアルや事例集も増え 非常に様々なリスクコミュニケーションが行われている。◆ マニュアルや事例集も増え、非常に様々なリスクコミュニケ ションが行われている。

◆ リスクコミュニケーションは事業者単独では難しいので、中立である自治体と
連携することが重要。

◆ 住民と事業者の情報量の差と目的・関心に違いがあるために、まずは、お互いが
何を考えているかを知ることが重要。

今後は・・・・

◆ ＰＲＴＲデータは事業者・住民・自治体が同じ質のデータを持つことが出来るので、
化学物質に関するリスクコミュニケーションを行うことができる。

今後は

◆ そのためにも、自治体が住民の知識を向上させることが重要。関心が高まれば、
住民のリスクコミュニケーションへの働きかけも増え、より一層、化学物質の
リスクコミュニケーションを行うことができる。

◆ 事業者の意識を高めることも重要。自治体の協力が必須。

◆ 自治体にも、国や他自治体からの連携も必要。

38

◆ わかりやすいデータの公表方法の検討。
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４．リスクコミュニケーションに
活用できる情報と事例

39

リスクコミュニケーションの情報源（ＮＩＴＥ）①

リスクコミュニケーションの解説のページ
h // f i j / / i k/ h lhttp://www.safe.nite.go.jp/management/risk/rc.html
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事業者 ク 事例

リスクコミュニケーションの情報源（ＮＩＴＥ）②

～事業者のリスクコミュニケーションの事例～

環境活動 化学物質
環境対話集会

環境活動、化学物質
排出状況について報告

化学物質の

リスクに関する情報

化学物質の
排出量の話

自治体や自治会の自治体や自治会の
協力を得るのは
非常に効果的

41

ポ

リスクコミュニケーションの情報源（ＮＩＴＥ）③

～自治体の化学物質管理関連活動のポータルサイト～

各自治体の化学物質関各自治体の化学物質関
連活動のページへリンク

しています。
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リスクコミュニケーションの情報源（ＮＩＴＥ）④

初期リスク評価書は、日本国内のワーストケースを想定した評価

によるスクリーニングを目的に作られたものです。

化学物質の初期リスク評価書 目次

1.化学物質の同定情報
Ver. 1.0

No. 94

トルエン

化学物質の同定情報

2.一般情報

3.物理化学的性状トル ン
Toluene

化学物質排出把握管理促進法政令号番号：
1-227

4.発生源情報

5.環境中運命

CAS 登録番号： 108-88-3

2006年7月

6.暴露評価

7.環境中の生物への影響

新エネルギー・産業技術総合開発機構
委託先 財団法人化学物質評価研究機構
委託先 独立行政法人製品評価技術基盤機構

8.ヒト健康への影響

9.リスク評価

43

リスクコミュニケーションの情報源（ＮＩＴＥ）⑤

ヒト健康への影響はないと判断されるが、新築
住宅の室内などで高濃度のトルエンが検出され
る場合があるので、急性または短期間の高濃度
暴露によるリスクに注意が必要である暴露によるリスクに注意が必要である。
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