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NITE化学物質管理センターリスク管理課

【機密性1】

PRTR電子届出についての
新たな発信情報・ツールのご紹介
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安全とあなたの未来を支えます

製品安全

バイオテクノロジー

適合性認定

認定を通して製品などの信頼性確保を図り、
産業活動の促進、安全な社会の構築に貢献

生物遺伝資源を産業に活かす

化学物質管理

化学物質管理に関する
◼法施行支援
◼技術基盤の整備と情報提供
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化学物質のリスク評価と安全管理を推進

より安全な消費生活用製品の普及によって
安心な社会づくりに貢献

国際評価技術

新技術の評価方法の確立により、
新たなビジネス、産業の発展に貢献

独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）とは・・・



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

ＰＲＴＲ届出の流れ

公表

通知

法所管大臣

・書面届出の電子化
・届出内容確認
・疑義照会等

・集計結果公表

・届出内容確認
・疑義照会
・記録、集計

・排出量等の把握

PRTR届出関係業務
＊届出・記録・集計用電算機の維持、管理
・電子届出システム、届出管理システム、ファイル記録シ
ステム（法第８条第１項の規定）、集計システム
（法第８条第３項の規定）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

問合せ

化管法関連情報の収集解析
＊リスク評価
・PRTRマップ（濃度マップ・排出量マップ）の作成
・PRTRマップデータを活用したリスク評価の実施
・地方自治体との連携によるリスク管理促進

化管法の普及啓発活動
＊問合わせ対応
・届出要件、排出量算出等の技術的サポート
・電子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
・質問事項のとりまとめ

経済・環境・財務・防衛・文科・厚労・国交・農水

・受付
・事業所管大臣へ移送

受理・送付

PRTR制度におけるNITEの役割
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処理 電子届出 書面届出

基本情報は登録済 手書き

入力補助＆ミス防止機能つき or　word等（PCソフト）

or　届出作成支援システム※で作成

※当システムでの作成のみ入力補助＆ミス防止機

能つき。

2.届出書印刷 不要（印刷は可能） 必要

届出システムからボタンをクリック！ 郵送（切手必要）

※新規届出提出の利用期間は、

4/1～6/30
or　直接自治体へ持参

多い

形式的な入力ミス

届出システムで回答
（ご自身の都合のよい時間に回答可能）

６.過去の届出と比較
過去の届出データ（電子届出の

み）と比較可能。
毎年コピー（紙）保管なら比較可

電話＆FAX等で回答

1.届出書作成

3.提出方法

4.照会 少ない

5.照会への対応

==期間限定==
令和４-6年度の電子届出のみ7/31まで

電子届出のメリット
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PRTR排出量等の届出って、必要なのはわ
かるけど、毎年、同じ会社情報を記入した
届出書を作るのは面倒ね・・・。

PRTR排出量等届出とは・・・
・事業所ごとに、4月から１年間の化学物質の環境への排出・移動量を把握。
・翌年度の届出期間（４－６月）に、自治体経由で国へ提出が必要。

ワンクリックで届出できる、電子
届出があるのは知っているけれ
ど、操作が複雑なんじゃないか

なぁ。

PRTRの届出って正直面倒、
電子届出は操作が難しい、

と思っているあなたに・・・

是非、知っていただきたい情報を、詰め込みました！!
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電子届出を開始するのは面倒なのでは？？？

事業者 都道府県等

書面による
使用届出

使用届出を都道府県に提出することで、登録できる！
（提出方法は自治体にもよりますが、郵送などで行えるため直接行かなくても問題ありません！）

申請用紙※は
(PDF版)https://www.nite.go.jp/data/000008923.pdf
(Word版)https://www.nite.go.jp/data/000008921.doc

からダウンロードできます！
※申請用紙＝使用届出＝電子情報処理組織使用届出書

その後・・・

事業者

都道府県
※クライアント証明書の登録が今年度からなくなり

ました。
・・・インストール済みの証明書について 特に何の操作をしてい
ただかなくても、問題無く届出いただけます。

思ったより簡単だ！

登録情報(IDなど）

使 用 届 出

5

https://www.nite.go.jp/data/000008923.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000008921.doc


電子届出のメリット(届出書作成時点)

毎回同じ情報を
入力しなくでも
大丈夫！！

届出書作成時は、『届出者の情報』、『事業所の情報』、
（昨年度も届出している場合）『別紙の情報』が入っているので作成がとても簡単！
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例えば・・・ 電子届出のメリット(届出書作成時点)

過去の届出と比較し疑義があった場合、警告が表示される。

例えば・・・（去年の値より約１０００倍の数値を入力した場合）

担当者が単位を誤って登録
した場合、ここで間違いに気
づけるかも？

例えば・・・（誤って取扱量を入力してしまった場合）

確認を求められることで、誤
りに気づけるチャンスが！
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例えば・・・ 電子届出のメリット(届出書作成時点)

記入漏れがあった場合、警告が表示されます！

これがもし書面届出の場合・・・
最悪の場合、もう一度別紙を作成し
自治体に提出しないといけなくなる！？

電子届出の場合、入力漏れ
があると届出ができないため、
記入漏れの心配がない！
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例えば・・・電子届出のメリット(届出書作成時点)

自動的に有効数字を２桁に変換してくれます！！

【参考】届出の手引き４２ページ
排出量等の数値は有効数字２桁で
記載する必要があります。
詳細については
『届出の手引き』
と検索すると上位に表示されますので、
そちらからご確認いただくか、下のURL
からご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical
_management/law/prtr/pdf/tebiki/R2teb
iki_download_all.pdf
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https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/tebiki/R2tebiki_download_all.pdf


よくある質問

今年度は取扱量が少なかったので、届出は不要。
でも、届出しないのは不安だな・・・。どうしよう・・・。
国(自治体)には届出不要の連絡したいけど。

その悩み・・・

『お知らせ登録』を行うことで、
自治体（国）に、何故届出が
不要なのかを連絡できます！！

他にも内部メモが残せるので、担当者が変わって
も引継が簡単♪
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国（自治体）が
届出書をチェックしていたところ誤り（？）を発見！

国/自治体

大気排出量は誤りでは？？？

国/自治体から
事業者へ照会をすることに・・・・
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電子届出の場合・・・

デフォルトでメール設定されているので、自治体から照会があればすぐに通知が届き、
照会内容もシステムからすぐに確認ができ、すぐに回答ができる。

一方、書面届出の場合・・・ ○×反応が考えられるから廃棄物は
△□！？
専門家でないのでわからない！！

専門的な照会を電話で説明されるので、回答する
のが難しいケースもある。
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書面届出の場合・・・

排出量誤りでは・・・？

国/自治体

１回で終わらない可能性もある。

一方、電子届出の場合・・・
国/自治体

時間があるときに対応すればいいね！

届出を修正しないと！！！
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電子届出ご利用時に、便利な新しい発信情報やツールのご紹介
~No.1 Youtube操作説明動画３部作~

『PRTR 電子 初めて』
と検索すると当該ページが上位に表示されます。
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＜＜電子届出が初めての方へ＞＞
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html

＜＜ＰＲＴＲ電子届出の操作方法(説明動画プレイリスト)＞＞
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS

PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて（入門編）
＜＜初めての方向け＞＞

電子届出のシステムを利用するための申請書はどこからダウンロードできるのかを検索サ
イトのところから実際に操作しご説明。また、初めてログインをしてから届出をするまでの
流れも実際に操作をしてご紹介。

PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて（実践編）
＜＜利用されたことがある方向け＞＞

利用申請をしたときの情報から変更があった（例えば代表者、担当者が変わった等）
場合の、手続き等や、燃料小売業の届出方法などご紹介

PRTR電子届出の手続きから申請までの流れについて （解決編）
＜＜警告メッセージの対応方法がわからない方向け＞＞

PRTR届出システム利用中に、時々警告メッセージが表示された場合の対応方法
等について事例形式でご紹介（FAQからよくあるご質問を抜粋し作成）

電子届出ご利用時に、便利な新しい発信情報やツールのご紹介
~No.1 Youtube操作説明動画３部作~
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https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS


実際の画面

PRTR電子届出の操作方法（再生リスト）
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS

3種類あります!
(詳細は前のスライドへ)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS


＜＜参考：YouTubeのチャプター機能について＞＞

再生ボタン右側のチャプタータイトルを
クリックすると・・・・

右側にチャプターが
表示されます。
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＜＜参考：動画の内容について＞＞
～入門編～

https://www.youtube.com/watch?v=mWA32a_TXDY&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=1

1:16-1:54:STEP1パソコンの準備
1:55-4:46:STEP2事前届出の提出
4:47-5:29:STEP3ユーザID等の受領
5:30-8:14:STEP4届出システムへログイン
8:15-14:59:STEP5排出量等届出の入力と届出

～実践編～
https://www.youtube.com/watch?v=Hduh-GjLWWY&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=2

0:50-08:15:過去に届出をしている場合の届出の流れ
8:16-10:50:XML形式のファイルを読み込んで届出する場合
10:51-17:11:会社名や担当者など登録情報を変更する場合
17:12-(残り):登録済みの事業所情報を変更・削除する場合

～解決編～
https://www.youtube.com/watch?v=UyNXXjGg2Ys&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=3

0:47-2:41：ユーザID・パスワードが分からない（一致しない）
2:42-3:56：ログイン時にロックがかかってしまったとき
3:57-8:37:本紙の入力中にメッセージが表示されたとき
8:38-11:10:別紙の入力ができないとき
11:11-14:55:間違えて届出してしまったとき（内容を変更したい）
14:56-20:47:照会が届いた場合の回答手順
20:48-23:24:変更した登録情報が反映されていないとき
23:25-25:29:登録している事業所が届出対象外になったとき
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https://www.youtube.com/watch?v=mWA32a_TXDY&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Hduh-GjLWWY&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UyNXXjGg2Ys&list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS&index=3


電子届出ご利用時に、便利な新しい発信情報やツールのご紹介
～No.２ PRTR届出システムチャットボット～
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操作方法を確認したい場合、どこを見たらいいかすぐわかります！
※3/31公開で、現在学習中です。公開当初よりは正答率が高くなっておりますので是非
ご活用ください。

電子届出ご利用時に、便利な新しい発信情報やツールのご紹介
～No.２ PRTR届出システムチャットボット～
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これからも、より使い易い届出システムの運用や、
そのための情報発信を続けていく予定です。

是非、電子届出をご利用頂きたく、よろしくお願いします。

最後に・・・・
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