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１．化管法の概要 

   

２．ＰＲＴＲ制度の概要 

   

３．SDS制度の概要 

 

４．ＰＲＴＲデータの概要 
     

５．ＰＲＴＲデータの活用 

（ＰＲＴＲマップを用いたリスク評価） 
   

 

～本日の内容～ 
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１．化管法の概要 
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 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 

      →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 

      →ＳＤＳ制度 

 第４章 雑則 

 第５章 罰則 

 附 則 

法律の構成 
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事業者及び国民の理解のもとに、PRTR制度及びSDS制度を導入し、 

－ 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  

      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） 

◆ SDS制度 （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 

ー目的ー 

化管法の目的 
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２．ＰＲＴＲ制度の概要 
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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 

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 

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 

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 

ＰＲＴＲ制度の体系 

事業者 

国 

管理状況に対する評価 

 
 

平成27年度届出 

35,573件 

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 

個別事業所データの 
開示請求・公表 

◎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 

■ 把握期間   前年4月1日から1年間 

■ 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） 

※平成28年度届出の場合、平成27年4月1日～平成28年3月31日が把握期間 

■ 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    

事業所 

届出 送付 

自治体 国 

（NITE) 

記録・集計 

公表 

■ 届出期間   4月1日から6月30日まで 
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有害性（ハザード）と暴露可能性 に着目して選定 
 

 

「第一種指定化学物質」（４６２物質 ） 

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 

対象化学物質 
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発がん性、変異原性、経口慢性
毒性、吸入慢性毒性、作業環境
許容濃度から得られる吸入慢性
毒性、生殖発生毒性、感作性、
生態毒性、オゾン層破壊物質 

年間製造輸入量が１００トン（農
薬及び特定第一種指定化学物質に
ついては１０トン、オゾン層破壊
物質については累積製造輸入量が
１０トン）以上のもの又は一般環
境中で最近１０年間に複数地域か
ら検出されたもの。 
※見直しの際、上記選定要件を満た
していなくても、PRTR に基づく届
出・推計実績がある場合には、初期
リスク評価等におけるリスクの懸念
等を踏まえ、引き続き第一種指定化
学物質として残した。 

有害性 暴露 

「特定第一種指定化学物質」（１５物質） 



■ 対象業種   ２４業種 （事業所としての業種） 

■ 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。 

■ 年間取扱量   取扱量が1トン以上の事業所 

届出要件 ① 

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・・・・ 

● 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 

 

● 届け出る数値は、取扱量ではなく、環境への排出量と 廃棄物に含

まれての移動量となる。 

平成23年度届出から追加 
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■ 特別要件施設  特別要件施設を満たす施設を所有する。 

■ 把握の必要がない製品 

届出要件 ② 

● 取扱量に満たなくても届出が必要 

   下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、 

   ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設 

   鉱山保安法により規定される建設物等施設等 

● 対象物質の含有率が１質量％未満の製品 → 含有率が少ない場合 

   （特定第１種指定化学物質は０．１質量％未満） 

 

● 密封された状態で使用される製品 （バッテリー・コンデンサー等） 
 

● 取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または 

   粒状にならない製品 （管、板、組み立て部品等） 
 

● 一般消費者用の製品 （殺虫剤、防虫剤、洗剤等） 
 

● 再生資源 
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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～ 
 
◆平成15年3月20日 
 
◆平成16年4月～ 
 
◆平成20年11月 
 
◆平成21年2月 
 
 
◆平成22年4月 
 
◆平成28年3月 
 
◆平成28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 
 
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1トン以上の事業者による届出の開始 
 
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 
インターネットによる個別事業所データの公表の開始 
 
改正省令の公布 
 
第14回集計結果（平成26年度分）の公表、開示の開始 
 
平成27年度分の届出等の開始 
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○ 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 

 

○ 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 

 都道府県別 

公表内容 

■ 集計結果  
 

• 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 

• 大気への排出 

• 公共用水域への排出 

• 土壌への排出 

• 埋立処分 

• 下水道への移動 

• 廃棄物としての移動 

■ 個別事業所データ 
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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（無料） 

「ＰＲＴＲデータ分析システム」  

（ＰＲＴＲけんさくん） 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html 



ＰＲＴＲけんさくんの機能① 

 業種、物質、住所、従業員数等で検索・抽出が可能 

 

例： 
・○○市で届け出している事業所を知りたい 

 →「提出先」検索、または、「事業所所在地」検索 

 

・化学工業で、トルエンを排出している上位事業所を 

 知りたい 

 →「主たる業種」検索 

 

 

・従業員数が多い事業所からの排出量を知りたい 

 →「従業員数」検索 

業種 

物質 

住所 

自治体 

～検索・抽出機能～ 

大臣 

従業員数 

事業者名 

   事業所名 
検索・抽出条件の設定 
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ＰＲＴＲけんさくんの機能② 

 検索・抽出したデータの集計 

 表・グラフの印刷も可能 

 事業者名称が同じ場合、経年変化の表示が可能 

例： 
・○○事業所からの排出量は去年より減っている 

 

・○○市のトルエンの経年変化を知りたい 

最大5年間の比較 

～集計機能～ 

～比較機能～ 

経年比較 

集計表 

集計グラフ 

比較表 
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３．ＳＤＳ制度の概要 
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 化学物質等の適正管理のためには、有害性、適切な取扱方法などの情報が必須 

 
 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 

 

 

 

 ＳＤＳ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） 

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
義務づけるもの 

SDS： Safety Data Sheet 

（安全データシート） 

ＳＤＳ制度 

ＳＤＳ制度の意義 
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「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 

   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 

   （PRTR制度と異なり除外要件はありません） 
 

 

 

 

 

■ PRTR制度の届出が必要か判断する資料になる 

  （取扱物質、取扱量を把握し、届出要件を満たすか確認できる） 

ＳＤＳ対象化学物質 合計 ５６２物質 

 ◆第一種指定化学物質        

  ＰＲＴＲ制度、ＳＤＳ制度の対象物質 ４６２物質 

 ◆第二種指定化学物質 

  ＳＤＳ制度のみの対象物質 １００物質 

 

ＳＤＳ対象事業者 
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 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。 

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 

ＳＤＳの対象製品 
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 ＳＤＳの提供方法 

 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 

 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 

 ＳＤＳの提供時期等 

ＳＤＳの提供方法及び提供時期 

 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。 
 
 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 
 
  SDSの提供に努めなければならない。 
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ＳＤＳ記載内容 

 提供しなければならない情報 

指定化学物質等取扱事業者は、性状取扱情報について、 

JIS Z 7253に適合する記載（GHS対応）を行うよう努めなければならない 
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１．化学品及び会社情報 
２．危険有害性の要約 
３．組成及び成分情報 
４．応急措置 
５．火災時の措置 
６．漏出時の措置 
７．取扱い及び保管上の注意 
８．ばく露防止及び保護措置 

９．物理的及び化学的性質 
１０．安定性及び反応性 
１１．有害性情報 
１２．環境影響情報 
１３．廃棄上の注意 
１４．輸送上の注意 
１５．適用法令 
１６．その他の情報 

 GHSに基づく対応 

【施行日】 
平成24年6月1日（純物質） 
平成27年4月1日（混合物（混合製品）） 



ラベル表示内容 
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 ラベル表示 

  指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ又は包装して、
譲渡し又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際、その容器又
は包装にJIS Z 7253に適合する表示（GHSに基づく表示）を行うよう努めなけ
ればならない。 

 
 １．危険有害性を表す絵表示 
 ２．注意喚起語 
 ３．危険有害性情報 
 ４．注意書き 
 ５．化学品（「製品」と同意）の名称 
 ６．供給者を特定する情報 
 ７．その他国内法令によって表示が求められる事項 
 

 JIS Z 7253 ラベルに必要な情報  

＜絵表示例＞ 

【施行日】 
平成24年6月1日（純物質） 
平成27年4月1日（混合物（混合製品）） 



ＳＤＳ提供の流れ 
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４．ＰＲＴＲデータの概要 
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86,000t（22%） 

非対象業種 

農業、建設、飲食業 等 

46,000t（11%） 

家庭 

農薬、塗料、洗剤 等 

届出対象 

【届出事業所数 35,573】 

159,000t（40%） 

届出対象外 

【事業者規模20人以下 

取扱量1トン未満】 

47,000t（12%） 

対象業種 

金属鉱業、製造業、電気業 等 

61,000t（15%）   

移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機 

◇ 排出量 
総排出量 399,000ｔ（100%）  

事業者からの届出 国による推計 ◇ 移動量 

届出対象 224,000t 

平成27年度公表データ 
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平成27年度届出排出量・移動量 

排出量（媒体別） 移動量（媒体別） 

159,000t 224,000t 

排出量（物質別） 移動量（物質別） 
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平成27年度届出排出量・移動量（業種別） 

排出量（業種別） 移動量（業種別） 

排出量（都道府県別） 移動量（都道府県別） 



～ＰＲＴＲデータの経年変化～ 

◆ 平成27年度に公表された平成26年度把握の排出量は、 
  平成15年度把握と比べ、133,000トン（45. 6％）減少している。 
 
◆ 平成27年度に公表された平成26年度把握の移動量は、 
  平成15年度把握と比べ、 12,000トン（5.0％）減少している。 
 
◆ 排出量上位の物質（主にVOC)は、平成15年度以降、着実に減少している。 
   事業者による排ガス処理装置等の削減対策が施した事業所の減少が顕著。 
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どこまで排出量を削減 
すればよいのか？ 

リスク評価の実施 



５．ＰＲＴＲデータの活用 
（ＰＲＴＲマップを使ったリスク評価） 
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PRTR制度の活用方法 

（１）環境保全上の基礎データ 

 環境基本計画（第3次、第4次）において、PRTR排出量データを化学物質分
野の取組推進に向けた指標に位置付け 

 

（２）行政による化学物質対策の優先度決定のための基礎データ 

 化審法におけるリスク評価 

  環境モニタリングの対象物質・地点の選定 

 

（３）事業者による自主的な管理の改善の促進 

 事業者自ら把握することによる排出抑制、自主管理 

 事業所周辺の環境濃度予測ツールによるリスク評価 

 

（４）国民への情報提供と化学物質に係る理解の促進 

 PRTRデータの個別事業所データ及び集計結果の公表 

 排出量及び予測大気濃度のマップの公表 

 

（５）環境保全対策の効果・進捗状況の把握 

 有害大気汚染物質の優先取組物質について、削減対策の進捗状況を把握 
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

総排出量の推移 

５ｔ以上 １ｔ以上 

取扱量の届出要件 

政令改正（２００８年） 
２０１０年度把握分以降 
 対象物質：３５４⇒４６２ 
 対象業種：２３⇒２４ 

経過措置 

ＰＲＴＲ制度施行から１０年以上が経過し、排出量は当初の約半分となったが… 
 この先どこまで排出量を削減すれば良いのだろうか？ 

※リスク評価を行えば答えがでます。 
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化学物質による様々なリスク 

①作業者リスク 作業者が、取り扱っている化学物質を吸い込んだり、接触したりす
ることで、作業者の健康に生じるリスク 
［例：急性毒性×作業環境濃度］ 

②環境（経由）リスク 大気や水域などの環境中に排出された化学物質によって、周辺
環境における人の健康及び環境中の生物に生じるリスク 
［例：慢性毒性×経口摂取量］ 

③製品（経由）リスク 製品に含まれる化学物質によって、人（消費者）の健康及び環境
中の生物に生じるリスク 
［例：皮膚への刺激×製品使用頻度］ 

④事故時のリスク 
（フィジカルリスク） 

爆発や火災などの事故によって、設備や建物などの物（財）、及び
人の健康（人命）や環境中の生物に生じるリスク 
［例：影響（死）の大きさ（人/回）×事故の発生頻度（回/年）］ 
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リスク評価の手順 

①シナリオ設定 
どの化学物質をどのような目的、
条件で評価するかを決定する。 

③暴露評価 
どのくらいの量（濃度）の化学物質
にさらされているか暴露量を調査
する。 

④リスク判定 
有害性の強さと暴露量を勘案し、リ
スクが許容できるかどうかを判定
する。 

②有害性評価 
どのくらいの量でどのような影響が
みられるのか有害性の強さを調査
する。 

①シナリオ 
ト リ ク ロ ロ エチレンによる
「NITE」周辺住民の健康影響を
評価する。 ②評価基準値の設定 

トリクロロエチレンの有害
大気汚染物質に係る環
境基準を採用する。 

③暴露量（濃度）の推定 
ＰＲＴＲマップによるNITE周辺
のトリクロロエチレンの大気中
濃度を採用する。 

④リスク判定 
大気環境基準とＰＲＴＲ
マップの濃度を比較する。 

リスク評価のレベルは、その目的に応じて簡易なものから高度なものまで多様な手法がある。 
ここでは、ＰＲＴＲマップを活用した簡易的なリスク評価手法を紹介する。 
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ステップ１：シナリオ設定 

 対象物質：トリクロロエチレン［化管法政令番号１－２８１］（大気への届出排出量第７位） 
 対象地域：「NITE」周辺（渋谷区西原）の住民（一般環境） 
 対象影響：人健康影響 
 暴露経路：呼吸による大気からの吸入暴露 

①シナリオ 

【物質情報の収集】 
◆化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲＩＰ）の活用 
ＣＨＲＩＰは、ＮＩＴＥが独自にデータを収集、ホームページを通じ無料で公開しているデータベースである。

有害性情報、法規制情報及び国際機関によるリスク評価情報等を検索することができる。 

【CHRIP】 
http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

一般情報、国内法規制情報、各外
国法規制情報、有害性・リスク評価
情報、試験結果・試験報告書  
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トリクロロエチレンの国内法規制情報 

第二種特定化学物質 
製造・輸入の予定及び実
績数量、用途等の届出 

ＰＲＴＲ届出対象、ＳＤＳ義務 

ラベル表示及び
SDS義務 

ばい煙排出基準 

排出状況把握及び排出抑制 
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トリクロロエチレンの健康毒性 

ＩＡＲＣ（国際がん研究機構）
の評価ランクの解説 

発がん分類の情報 
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ＩＡＲＣ（国際がん研究機関）による分類結果 

※ ＩＡＲＣ (International Agency for Research on Cancer)は、ＷＨＯ（世界保健機関）の機関であり、ヒトのがんの原因、発がん性のメカ

ニズム、発がんの制御の科学的方法の開発についての研究を行い、公表しています。 
※ ＩＡＲＣの発がん性評価は、発がん性の強さではなく、発がん性の証拠の強さを評価しています。ヒトにおける証拠（疫学研究）と実
験動物における証拠の強さに基づき分類されています。 

※厚生労働省では、独自に化学物質の発がん性に関する調査を実施しており、今回問題となったジクロロメタンや１，２－ジクロロプ
ロパンを含む、がん原性（がんを誘発する性質）が認められた２６物質を「がん原性に係る指針対策物質」として指定している。 

 厚生労働省 職場の安全サイト がん原性に係る指針対象物質［http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc05.htm］ 

 
 
 

 
 
 

分類 これまでに分類された因子の例 

グループ１： 
ヒトに対して発がん性を示す 

１，２－ジクロロプロパン、トリクロロエチレン、ｏ－トルイジン、カドミ
ウム、ダイオキシン（２，３，７，８－ＴＣＤＤ）、ホルムアルデヒド、エッ
クス線・ガンマ線、紫外線、タバコの喫煙、アルコール飲料、アスベ
スト、ＰＣＢなど  

グループ２Ａ： 
ヒトに対しておそらく発がん性を示す 

ジクロロメタン、アクリルアミド、テトラクロロエチレン、エピクロロヒド
リン、ディーゼルエンジン排ガスなど 

グループ２Ｂ： 
ヒトに対して発がん性を示す可能性がある 

クロロホルム、鉛、コーヒー、漬物、ガソリンエンジン排ガス、超低周
波磁界、無線周波電磁界など 

グループ３： 
ヒトに対する発がん性について分類できない 

カフェイン、原油、水銀、サッカリン、お茶、コレステロール、蛍光灯、
静磁界、静電界、超低周波電界など 

グループ４： 
ヒトに対しておそらく発がん性を示さない  

カプロラクタム（ナイロンの原料）［１物質のみ］ 

発がん性評価に関する情報 
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ステップ２：評価基準値の設定 

評価基準値： ０．２ｍｇ/ｍ３（年平均値） 

 有害性評価では、人の健康に対して有害な影響を示さない量を求める。 

 ここでは、トリクロロエチレンの有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準である０．

２ｍｇ/ｍ３（年平均値）を採用する。 

②評価基準値 

【環境基準等の検索】 
◆ｃｈｅｍｉ ＣＯＣＯ（ケミココ） 
基準値・指針値は環境省化学物質情報検索支援システム（ケミココ）より調べることができる 

【ケミココ】 http://www.chemicoco.go.jp/ 
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ステップ３：暴露量（濃度）の推定 

 暴露評価では、課が卯物質が影響を受ける対象へ至る道筋（経路）と暴露する量
（濃度）を求める。 

 ここでは、ＰＲＴＲマップより求められた「あざれあ」周辺の大気中濃度を採用する。 

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

 ◆PRTR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） 

排出量マップ 

PRTRデータの排出量とPRTR届出外データの排出量を合計した
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、5km×5km又は1km×1kmの
メッシュ単位で地図上に表示。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）」 

濃度マップ 

推定暴露量（濃度）： ０．６２５μｇ/ｍ３＝０．０００６２５ ｍｇ/ｍ３ 
 暴露評価では、化学物質が影響を受ける対象へ至る道筋（経路）と暴露する量（濃度）を
求める。 

 ここでは、ＰＲＴＲマップより求められた「NITE」周辺の大気中濃度を採用する。 

③推定暴露量（濃度） 
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関東地域のトリクロロエチレンの大気中濃度 
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NITE周辺（渋谷区西原）のトリクロロエチレンの大気中濃度 

NITE 
代々木上原駅 

笹塚駅 

推定暴露濃度として採用する。 
0.000625[mg/m3] 

41 



④リスク判定 

 ステップ２で設定した評価基準値とステップ３で推定した暴露量（濃度）を比較する。 

 推定された暴露量（濃度）が評価基準値より高いかどうかをみることにより、環境リスク

が懸念されるか判定する。 

④リスク判定 

 

評価基準値 ＜ 推定暴露量（濃度）  リスクの懸念あり 

評価基準値 ＞ 推定暴露量（濃度）  リスクの懸念なし 

リスク判定の基準 

【リスク判定の結果】 

評価基準値：０．２ｍｇ/ｍ３ ＞ 推定暴露量：０．０００６２５ ｍｇ/ｍ３ 
 

• NITE周辺におけるトリクロロエチレンの推定暴露量（濃度）は、評価基
準値よりも小さい。 

• したがって、トリクロロエチレンによるNITE周辺住民の呼吸による吸入
経路での健康リスクの懸念はないと判断する。 
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43 

まとめ 

 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ことを目的として化管法を制定 

 
 届出排出量は制度開始当初の半分になり、自主管理は促進されて

いると言えるが、一方で事業者は排出量削減が目的となり、どこま
で削減すべきか戸惑っている。 

 
 リスク評価を実施することにより削減目標を決定するのが望ましい

が、事業者（特に中小企業）が自らリスク評価を実施するのは困難 
 

 PRTRマップを使った簡易的なリスク評価方法を紹介 


