
割り振りシステム使用データ一覧
＜平成２７年度＞

パラメータ 業種・産業の設定 年度 名称
裾切り業種別排出量
水道 工場用
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 対象業種
製品の使用に伴う低含有物質 石炭火力発電所 石炭火力発電所が位置するメッシュを特定して配分する 平成26年 国土数値情報から作成したデータ

田 田
森林 森林

その他の非農耕地
その他の用地
幹線交通用地

果樹園
１．最新のH18年版では果樹園と畑の区分がなく「その他の
農用地」としてまとめられている。S62年版にて、農用地中
の果樹園と畑の割合を算出する

土地利用面積の割合 果樹園、畑等の利用
面積割合

昭和62年

畑 ２．上記の割合をH２６年版の「その他の農用地」に乗じて、
メッシュに配分する

土地利用面積 その他の農用地 平成26年

ゴルフ場 国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積 ゴルフ場 平成26年
防疫用殺虫剤（自治体） 国勢調査にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
防疫用殺虫剤（防除業者） １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
シロアリ防除剤（防除業者） ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

土木工事業 １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
塗装工事業 ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
海面養殖
定置網
界面活性剤（業務用洗浄剤） 事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 卸売・小売・飲食店
肥料(界面活性剤) 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、果樹園、畑 平成26年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
中和剤等（飲食店） 飲食業
中和剤等（建物サービス業） 建物サービス業
刈払機、チェーンソー 森林
動力脱穀機 田

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

水道 営業用、官公署・学校用、公衆浴場
用、船舶用、その他、共用栓、公共

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 非対象業種
農薬 家庭

家庭用殺虫剤
不快害虫用殺虫剤
シロアリ防除剤

接着剤 家庭
塗料 家庭

界面活性剤（化粧品）
界面活性剤（身体用洗浄剤）
界面活性剤（台所用洗浄剤）
界面活性剤（洗濯・住宅用等洗浄剤）
中和剤等（身体用）
中和剤等（洗濯・台所・住宅用等）
中和剤等（トイレタリー）
防虫剤 人口 －
消臭剤 世帯数 －

たばこの煙
水道 家庭（一般・集合）
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 たばこの煙

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成27年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 全車種 平成27年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成27年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する。

道路延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
燃料蒸発ガス
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
コールドスタート時増分
（バス、貨物、特種)
燃料蒸発ガス（バス、貨物、特種)

サブエンジン式機器（冷凍機） 交通量 貨物車、バス 平成27年 道路交通センサス

サブエンジン式機器（バス） 道路延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成27年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 二輪車 平成17年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成27年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する

道路延長 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
燃料蒸発ガス

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成27年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

農業機械 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、その他の農用地 平成26年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
産業機械 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 全業種 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
貨物船・旅客船等（特定重要港湾）
貨物船・旅客船等（重要港湾）
貨物船・旅客船等（地方港湾） ２．港湾統計の船舶入港数にてメッシュに配分する 船舶入港数 － 平成26年 港湾統計
プレジャーボート（小型特殊船舶） １．港湾区域メッシュに配分する － － 平成26年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

プレジャーボート
（プレジャーボート・プレジャーヨット)

２．小型船舶統計集の市区町村別登録数にて市区町村に
配分する
３．市区町村内の港湾区域メッシュに均等配分する

在籍船舶数 － 平成27年 小形船舶統計集（小形船舶検査機構）

漁船（船外機付き漁船） １．GISにて漁港ごとに作成したポリゴンから漁港区域メッ
シュを特定し、メッシュを配分する

－ － 平成18年 国土数値情報（C09）から作成したデータ

漁船（海水動力漁船） ２．漁業センサスの市区町村別漁船数にて市区町村に配分
し、市区町村内の漁港区域メッシュに均等配分

使用漁船数 － 平成25年 漁業センサス（農林水産省）

エンジン（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
ブレーキ（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
エンジン
（第１種、第2種、第3種、その他）

１．GISにて空港ごとに作成したポリゴンから空港区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

空港面積 － 平成27年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

補助動力装置
（第１種、第2種、第3種、その他）

２．同一都道府県内に複数の同種空港がある場合は運行
便数にて配分する

運行便数 － 平成27年 空港管理状況調書（国土交通省）

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 自動車排出ガス

※　下水道はメッシュ配分しない

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

平成20年 国土数値情報（N02）から作成したデータ

航空機

GISにてメッシュ毎の道路延長を算出し、各メッシュに
配分する

道路延長 － デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ平成27年

鉄道車両 GISにて鉄道線路ごとに作成したポリゴンから線路区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

鉄道延長 －

－ －

移動体
二輪車

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

自動車

平成22年

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

－

１．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成する。
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する。
３．市区町村別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等
配分する

国勢調査国勢調査にてメッシュに配分する 一般世帯数

平成26年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

特殊自動車
建設機械

船舶

１．GISにて港湾ごとに作成したポリゴンから港湾区域
メッシュを特定し、メッシュを配分する

平成22年 国勢調査

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

－

－

平成22年

一般世帯数

事業所数

－

運輸業

国勢調査にてメッシュに配分する

事業所・企業統計にてメッシュに配分する

家庭

汎用エンジン

事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数

洗浄剤・化粧品等

防虫剤・消臭剤

国勢調査にてメッシュに配分する

世帯数

人口

世帯数

コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機

国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

殺虫剤
－

国勢調査

人口

－

平成26年

経済センサス基礎調査（経済産業省）

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

非対象業種

従業者数 一次産業

洗浄剤・化粧品等
事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 平成21年

平成26年

接着剤

塗料

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

土木工事業

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

農薬

推計分類 推計区分 割振手法

殺虫剤

国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積

事業所
（対象事業）

事業所
（非対象事業）

漁網防汚剤 事業所・企業統計にてメッシュに配分する
(メッシュに海域が含まれない場合は除く）

経済センサス基礎調査（経済産業省）事業所・企業統計にて対象業種ごとにメッシュに配分する 従業員数 届出対象業種 平成21年

割り振りに使用するデータ割振指標



割り振りシステム使用データ一覧
＜平成２６年度＞

パラメータ 業種・産業の設定 年度 名称
裾切り業種別排出量
水道 工場用
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 対象業種
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１．最新のH18年版では果樹園と畑の区分がなく「その他の
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畑 ２．上記の割合をH18年版の「その他の農用地」に乗じて、
メッシュに配分する

土地利用面積 その他の農用地 平成21年
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防疫用殺虫剤（防除業者） １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成26年 建築統計年報（国土交通省）
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１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成26年 建築統計年報（国土交通省）
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１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成26年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
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２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

土木工事業 １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
塗装工事業 ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
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定置網
界面活性剤（業務用洗浄剤） 事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 卸売・小売・飲食店
肥料(界面活性剤) 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、果樹園、畑 平成21年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
中和剤等（飲食店） 飲食業
中和剤等（建物サービス業） 建物サービス業
刈払機、チェーンソー 森林
動力脱穀機 田

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成26年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

水道 営業用、官公署・学校用、公衆浴場
用、船舶用、その他、共用栓、公共

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 非対象業種
農薬 家庭

家庭用殺虫剤
不快害虫用殺虫剤
シロアリ防除剤

接着剤 家庭
塗料 家庭

界面活性剤（化粧品）
界面活性剤（身体用洗浄剤）
界面活性剤（台所用洗浄剤）
界面活性剤（洗濯・住宅用等洗浄剤）
中和剤等（身体用）
中和剤等（洗濯・台所・住宅用等）
中和剤等（トイレタリー）
防虫剤 人口 －
消臭剤 世帯数 －

たばこの煙
水道 家庭（一般・集合）
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 たばこの煙

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成26年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 全車種 平成22年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成26年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する。

道路延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
燃料蒸発ガス
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
コールドスタート時増分
（バス、貨物、特種)
燃料蒸発ガス（バス、貨物、特種)

サブエンジン式機器（冷凍機） 交通量 貨物車、バス 平成22年 道路交通センサス

サブエンジン式機器（バス） 道路延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成26年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 二輪車 平成17年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成26年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する

道路延長 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
燃料蒸発ガス

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成26年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

農業機械 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、その他の農用地 平成21年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
産業機械 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 全業種 平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）
貨物船・旅客船等（特定重要港湾）
貨物船・旅客船等（重要港湾）
貨物船・旅客船等（地方港湾） ２．港湾統計の船舶入港数にてメッシュに配分する 船舶入港数 － 平成26年 港湾統計
プレジャーボート（小型特殊船舶） １．港湾区域メッシュに配分する － － 平成26年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

プレジャーボート
（プレジャーボート・プレジャーヨット)

２．小型船舶統計集の市区町村別登録数にて市区町村に
配分する
３．市区町村内の港湾区域メッシュに均等配分する

在籍船舶数 － 平成26年 小形船舶統計集（小形船舶検査機構）

漁船（船外機付き漁船） １．GISにて漁港ごとに作成したポリゴンから漁港区域メッ
シュを特定し、メッシュを配分する

－ － 平成18年 国土数値情報（C09）から作成したデータ

漁船（海水動力漁船） ２．漁業センサスの市区町村別漁船数にて市区町村に配分
し、市区町村内の漁港区域メッシュに均等配分

使用漁船数 － 平成25年 漁業センサス（農林水産省）

エンジン（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
ブレーキ（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
エンジン
（第１種、第2種、第3種、その他）

１．GISにて空港ごとに作成したポリゴンから空港区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

空港面積 － 平成26年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

補助動力装置
（第１種、第2種、第3種、その他）

２．同一都道府県内に複数の同種空港がある場合は運行
便数にて配分する

運行便数 － 平成26年 空港管理状況調書（国土交通省）

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 自動車排出ガス

※　下水道はメッシュ配分しない

経済センサス基礎調査（経済産業省）事業所・企業統計にて対象業種ごとにメッシュに配分する 従業員数 届出対象業種 平成21年

割り振りに使用するデータ割振指標
推計分類 推計区分 割振手法

殺虫剤

国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積

事業所
（対象事業）

事業所
（非対象事業）

漁網防汚剤 事業所・企業統計にてメッシュに配分する
(メッシュに海域が含まれない場合は除く）

平成21年

接着剤

塗料

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

土木工事業

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

農薬

従業者数 一次産業

洗浄剤・化粧品等
事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 平成21年

平成21年

経済センサス基礎調査（経済産業省）

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

非対象業種

コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機

国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

殺虫剤
－

国勢調査

人口

－

家庭

汎用エンジン

事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数

洗浄剤・化粧品等

防虫剤・消臭剤

国勢調査にてメッシュに配分する

世帯数

人口

世帯数

一般世帯数

事業所数

－

運輸業

国勢調査にてメッシュに配分する

事業所・企業統計にてメッシュに配分する

平成22年 国勢調査

平成21年 経済センサス基礎調査（経済産業省）

－

－

平成22年

平成26年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

特殊自動車
建設機械

船舶

１．GISにて港湾ごとに作成したポリゴンから港湾区域
メッシュを特定し、メッシュを配分する

平成22年

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

－

１．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成する。
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する。
３．市区町村別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等
配分する

国勢調査国勢調査にてメッシュに配分する 一般世帯数

GISにて鉄道線路ごとに作成したポリゴンから線路区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

鉄道延長 －

－ －

移動体
二輪車

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

自動車

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

平成26年 国土数値情報（N02）から作成したデータ

航空機

GISにてメッシュ毎の道路延長を算出し、各メッシュに
配分する

道路延長 － デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ平成26年

鉄道車両



割り振りシステム使用データ一覧
＜平成２５年度＞

パラメータ 業種・産業の設定 年度 名称
裾切り業種別排出量
水道 工場用
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 対象業種
製品の使用に伴う低含有物質 石炭火力発電所 石炭火力発電所が位置するメッシュを特定して配分する 平成21年 国土数値情報から作成したデータ

田 田
森林 森林

その他の非農耕地 その他の用地
幹線交通用地

果樹園
１．最新のH18年版では果樹園と畑の区分がなく「その他の
農用地」としてまとめられている。S62年版にて、農用地中
の果樹園と畑の割合を算出する

土地利用面積の割合 果樹園、畑等の利用
面積割合

昭和62年

畑 ２．上記の割合をH18年版の「その他の農用地」に乗じて、
メッシュに配分する

土地利用面積 その他の農用地 平成21年

ゴルフ場 国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積 ゴルフ場 平成21年
防疫用殺虫剤（自治体） 国勢調査にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
防疫用殺虫剤（防除業者） １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
シロアリ防除剤（防除業者） ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

土木工事業 １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
塗装工事業 ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
海面養殖
定置網
界面活性剤（業務用洗浄剤） 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 卸売・小売・飲食店
肥料(界面活性剤) 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、果樹園、畑 平成21年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
中和剤等（飲食店） 飲食業
中和剤等（建物サービス業） 建物サービス業
刈払機、チェーンソー 森林
動力脱穀機 田

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

水道 営業用、官公署・学校用、公衆浴場
用、船舶用、その他、共用栓、公共

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 非対象業種
農薬 家庭

家庭用殺虫剤
不快害虫用殺虫剤
シロアリ防除剤

接着剤 家庭
塗料 家庭

界面活性剤（化粧品）
界面活性剤（身体用洗浄剤）
界面活性剤（台所用洗浄剤）
界面活性剤（洗濯・住宅用等洗浄剤）
中和剤等（身体用）
中和剤等（洗濯・台所・住宅用等）
中和剤等（トイレタリー）
防虫剤 人口 －
消臭剤 世帯数 －

たばこの煙
水道 家庭（一般・集合）
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 たばこの煙

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成25年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 全車種 平成22年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成25年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する。

道路延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
燃料蒸発ガス
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
コールドスタート時増分
（バス、貨物、特種)
燃料蒸発ガス（バス、貨物、特種)

サブエンジン式機器（冷凍機） 交通量 貨物車、バス 平成22年 道路交通センサス

サブエンジン式機器（バス） 道路延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成25年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 二輪車 平成17年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成25年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する

道路延長 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
燃料蒸発ガス

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成25年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

農業機械 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、その他の農用地 平成18年 土数値情報・土地利用面積（L03-a）
産業機械 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 全業種 平成18年 事業所・企業統計調査
貨物船・旅客船等（特定重要港湾）
貨物船・旅客船等（重要港湾）
貨物船・旅客船等（地方港湾） ２．港湾統計の船舶入港数にてメッシュに配分する 船舶入港数 － 平成25年 港湾統計
プレジャーボート（小型特殊船舶） １．港湾区域メッシュに配分する － － 平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

プレジャーボート
（プレジャーボート・プレジャーヨット)

２．小型船舶統計集の市区町村別登録数にて市区町村に
配分する
３．市区町村内の港湾区域メッシュに均等配分する

在籍船舶数 － 平成25年 小形船舶統計集（小形船舶検査機構）

漁船（船外機付き漁船） １．GISにて漁港ごとに作成したポリゴンから漁港区域メッ
シュを特定し、メッシュを配分する

－ － 平成18年 国土数値情報（C09）から作成したデータ

漁船（海水動力漁船） ２．漁業センサスの市区町村別漁船数にて市区町村に配分
し、市区町村内の漁港区域メッシュに均等配分

使用漁船数 － 平成25年 漁業センサス（農林水産省）

エンジン（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
ブレーキ（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
エンジン
（第１種、第2種、第3種、その他）

１．GISにて空港ごとに作成したポリゴンから空港区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

空港面積 － 平成25年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

補助動力装置
（第１種、第2種、第3種、その他）

２．同一都道府県内に複数の同種空港がある場合は運行
便数にて配分する

運行便数 － 平成25年 空港管理状況調書（国土交通省）

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 自動車排出ガス

※　下水道はメッシュ配分しない

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

平成20年 国土数値情報（N02）から作成したデータ

航空機

GISにてメッシュ毎の道路延長を算出し、各メッシュに
配分する

道路延長 － デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ平成25年

鉄道車両 GISにて鉄道線路ごとに作成したポリゴンから線路区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

鉄道延長 －

－ －

移動体
二輪車

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

自動車

平成22年

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

－

１．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成する。
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する。
３．市区町村別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等
配分する

国勢調査国勢調査にてメッシュに配分する 一般世帯数

平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

特殊自動車
建設機械

船舶

１．GISにて港湾ごとに作成したポリゴンから港湾区域
メッシュを特定し、メッシュを配分する

平成22年 国勢調査

平成18年 事業所・企業統計調査

－

－

平成22年

一般世帯数

事業所数

－

運輸業

国勢調査にてメッシュに配分する

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する

家庭

汎用エンジン

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数

洗浄剤・化粧品等

防虫剤・消臭剤

国勢調査にてメッシュに配分する

世帯数

人口

世帯数

コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機

国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積

平成18年 事業所・企業統計調査

殺虫剤
－

国勢調査

人口

－

平成21年

事業所・企業統計調査

平成18年 事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

非対象業種

従業者数 一次産業

洗浄剤・化粧品等
事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 平成18年

平成21年

接着剤

塗料

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

土木工事業

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

農薬

推計分類 推計区分 割振手法

殺虫剤

国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積

事業所
（対象事業）

事業所
（非対象事業）

漁網防汚剤 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する
(メッシュに海域が含まれない場合は除く）

事業所・企業統計調査事業所・企業統計調査にて対象業種ごとにメッシュに配分
する

従業員数 届出対象業種 平成18年

割り振りに使用するデータ割振指標



割り振りシステムシステム使用データ一覧
＜平成２４年度＞

パラメータ 業種・産業の設定 年度 名称
裾切り業種別排出量
水道 工場用
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 対象業種
製品の使用に伴う低含有物質 石炭火力発電所 石炭火力発電所が位置するメッシュを特定して配分する 平成21年 国土数値情報から作成したデータ

田 田
森林 森林

その他の非農耕地 その他の用地
幹線交通用地

果樹園
１．最新のH18年版では果樹園と畑の区分がなく「その他の
農用地」としてまとめられている。S62年版にて、農用地中
の果樹園と畑の割合を算出する

土地利用面積の割合 果樹園、畑等の利用
面積割合

昭和62年

畑 ２．上記の割合をH18年版の「その他の農用地」に乗じて、
メッシュに配分する

土地利用面積 その他の農用地

ゴルフ場 GISにてゴルフ場ごとに作成したポリゴンからゴルフ場存在
メッシュを特定し、メッシュを配分する

土地利用面積 ゴルフ場

防疫用殺虫剤（自治体） 国勢調査にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
防疫用殺虫剤（防除業者） １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
シロアリ防除剤（防除業者） ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

土木工事業 １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
塗装工事業 ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
海面養殖
定置網
界面活性剤（業務用洗浄剤） 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 卸売・小売・飲食店
肥料(界面活性剤) 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、果樹園、畑 平成21年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
中和剤等（飲食店） 飲食業
中和剤等（建物サービス業） 建物サービス業
刈払機、チェーンソー 森林
動力脱穀機 田

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

水道 営業用、官公署・学校用、公衆浴場
用、船舶用、その他、共用栓、公共

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 非対象業種
農薬 家庭

家庭用殺虫剤
不快害虫用殺虫剤
シロアリ防除剤

接着剤 家庭
塗料 家庭

界面活性剤（化粧品）
界面活性剤（身体用洗浄剤）
界面活性剤（台所用洗浄剤）
界面活性剤（洗濯・住宅用等洗浄剤）
中和剤等（身体用）
中和剤等（洗濯・台所・住宅用等）
中和剤等（トイレタリー）
防虫剤 人口 －
消臭剤 世帯数 －

たばこの煙
水道 家庭（一般・集合）
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 たばこの煙

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成24年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 全車種 平成22年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成24年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する。

道路延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
燃料蒸発ガス
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
コールドスタート時増分
（バス、貨物、特種)
燃料蒸発ガス（バス、貨物、特種)

サブエンジン式機器（冷凍機） 交通量 貨物車、バス 平成22年 道路交通センサス

サブエンジン式機器（バス） 道路延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成24年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 二輪車 平成17年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成24年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する

道路延長 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
燃料蒸発ガス

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成24年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

農業機械 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、その他の農用地 平成18年 土数値情報・土地利用面積（L03-a）
産業機械 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 全業種 平成18年 事業所・企業統計調査
貨物船・旅客船等（特定重要港湾）
貨物船・旅客船等（重要港湾）
貨物船・旅客船等（地方港湾） ２．港湾統計の船舶入港数にてメッシュに配分する 船舶入港数 － 平成24年 港湾統計
プレジャーボート（小型特殊船舶） １．港湾区域メッシュに配分する － － 平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

プレジャーボート
（プレジャーボート・プレジャーヨット)

２．小型船舶統計集の市区町村別登録数にて市区町村に
配分する
３．市区町村内の港湾区域メッシュに均等配分する

在籍船舶数 － 平成24年 小形船舶統計集（小形船舶検査機構）

漁船（船外機付き漁船） １．GISにて漁港ごとに作成したポリゴンから漁港区域メッ
シュを特定し、メッシュを配分する

－ － 平成18年 国土数値情報（C09）から作成したデータ

漁船（海水動力漁船） ２．漁業センサスの市区町村別漁船数にて市区町村に配分
し、市区町村内の漁港区域メッシュに均等配分

使用漁船数 － 平成18年 漁業センサス（農林水産省）

エンジン（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
ブレーキ（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
エンジン
（第１種、第2種、第3種、その他）

１．GISにて空港ごとに作成したポリゴンから空港区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

空港面積 － 平成23年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

補助動力装置
（第１種、第2種、第3種、その他）

２．同一都道府県内に複数の同種空港がある場合は運行
便数にて配分する

運行便数 － 平成24年 空港管理状況調書（国土交通省）

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 自動車排出ガス

※　下水道はメッシュ配分しない

平成21年

平成20年 国土数値情報（N02）から作成したデータ

航空機

GISにてメッシュ毎の道路延長を算出し、各メッシュに
配分する

道路延長 － デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ平成23年

鉄道車両 GISにて鉄道線路ごとに作成したポリゴンから線路区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

鉄道延長 －

－ －

移動体
二輪車

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

自動車

平成22年

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

－

１．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成する。
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する。
３．市区町村別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等
配分する

国勢調査国勢調査にてメッシュに配分する 一般世帯数

平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

特殊自動車
建設機械

船舶

１．GISにて港湾ごとに作成したポリゴンから港湾区域
メッシュを特定し、メッシュを配分する

平成22年 国勢調査

平成18年 事業所・企業統計調査

－

－

平成22年

一般世帯数

事業所数

－

運輸業

国勢調査にてメッシュに配分する

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する

家庭

汎用エンジン

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数

洗浄剤・化粧品等

防虫剤・消臭剤

国勢調査にてメッシュに配分する

世帯数

人口

世帯数

コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機

国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積

平成18年 事業所・企業統計調査

殺虫剤
－

国勢調査

人口

－

平成21年

事業所・企業統計調査

平成18年 事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

非対象業種

従業者数 一次産業

洗浄剤・化粧品等
事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 平成18年

平成21年

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

接着剤

塗料

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

土木工事業

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

農薬

推計分類 推計区分 割振手法

殺虫剤

国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積

事業所
（対象事業）

事業所
（非対象事業）

漁網防汚剤 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する
(メッシュに海域が含まれない場合は除く）

事業所・企業統計調査事業所・企業統計調査にて対象業種ごとにメッシュに配分
する

従業員数 届出対象業種 平成18年

割り振りに使用するデータ割振指標



割り振りシステムシステム使用データ一覧
＜平成２３年度＞

パラメータ 業種・産業の設定 年度 名称
裾切り業種別排出量
水道 工場用
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 対象業種
製品の使用に伴う低含有物質 石炭火力発電所 石炭火力発電所が位置するメッシュを特定して配分する 平成１8年 国土数値情報から作成したデータ

田 田
森林 森林

その他の非農耕地 その他の用地
幹線交通用地

果樹園
１．最新のH18年版では果樹園と畑の区分がなく「その他の
農用地」としてまとめられている。S62年版にて、農用地中
の果樹園と畑の割合を算出する

土地利用面積の割合 果樹園、畑等の利用
面積割合

昭和62年

畑 ２．上記の割合をH18年版の「その他の農用地」に乗じて、
メッシュに配分する

土地利用面積 その他の農用地 平成１8年

ゴルフ場 GISにてゴルフ場ごとに作成したポリゴンからゴルフ場存在
メッシュを特定し、メッシュを配分する

土地利用面積 ゴルフ場

防疫用殺虫剤（自治体） 国勢調査にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
防疫用殺虫剤（防除業者） １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
シロアリ防除剤（防除業者） ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 世帯数 － 平成22年 国勢調査
１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 住宅以外の建築物 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 全産業 平成18年 事業所・企業統計調査

土木工事業 １．建築統計年報にて、市町村別に配分する 道路実延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ
塗装工事業 ２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 製造業 平成18年 事業所・企業統計調査
海面養殖
定置網
界面活性剤（業務用洗浄剤） 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 卸売・小売・飲食店
肥料(界面活性剤) 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、果樹園、畑 平成18年 国土数値情報・土地利用面積（L03-a）
中和剤等（飲食店） 飲食業
中和剤等（建物サービス業） 建物サービス業
刈払機、チェーンソー 森林
動力脱穀機 田

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

水道 営業用、官公署・学校用、公衆浴場
用、船舶用、その他、共用栓、公共

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 非対象業種
農薬 家庭

家庭用殺虫剤
不快害虫用殺虫剤
シロアリ防除剤

接着剤 家庭
塗料 家庭

界面活性剤（化粧品）
界面活性剤（身体用洗浄剤）
界面活性剤（台所用洗浄剤）
界面活性剤（洗濯・住宅用等洗浄剤）
中和剤等（身体用）
中和剤等（洗濯・台所・住宅用等）
中和剤等（トイレタリー）
防虫剤 人口 －
消臭剤 世帯数 －

たばこの煙
水道 家庭（一般・集合）
オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 たばこの煙

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成23年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 全車種 平成22年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 車種別 平成23年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する。

道路延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
燃料蒸発ガス
（ガソリン・LPG－軽乗用・乗用）
コールドスタート時増分
（バス、貨物、特種)
燃料蒸発ガス（バス、貨物、特種)

サブエンジン式機器（冷凍機） 交通量 貨物車、バス 平成22年 道路交通センサス

サブエンジン式機器（バス） 道路延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて幹線道路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成23年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する

交通量 二輪車 平成17年 道路交通センサス

３．GISにて道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、市区町村
別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等配分する

道路延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

１．幹線道路カバー率にて細街路排出量を配分する 幹線道路カバー率 軽乗用車 平成23年 PRTRインフォメーション広場「届出外排出量推計方法の詳細」
２．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成し、幹線道
路以外の道路ポリゴンのメッシュ内延長距離にてメッシュに
配分する

道路延長 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

コールドスタート時増分
燃料蒸発ガス

１．建築統計年報にて、市町村別に配分する 着工建築物床面積 全建築物 平成23年 建築統計年報（国土交通省）
２．事業所・企業統計にてメッシュに配分する 従業者数 建設業 平成18年 事業所・企業統計調査

農業機械 国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積 田、その他の農用地 平成18年 土数値情報・土地利用面積（L03-a）
産業機械 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 全業種 平成18年 事業所・企業統計調査
貨物船・旅客船等（特定重要港湾）
貨物船・旅客船等（重要港湾）
貨物船・旅客船等（地方港湾） ２．港湾統計の船舶入港数にてメッシュに配分する 船舶入港数 － 平成23年 港湾統計
プレジャーボート（小型特殊船舶） １．港湾区域メッシュに配分する － － 平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

プレジャーボート
（プレジャーボート・プレジャーヨット)

２．小型船舶統計集の市区町村別登録数にて市区町村に
配分する
３．市区町村内の港湾区域メッシュに均等配分する

在籍船舶数 － 平成23年 小形船舶統計集（小形船舶検査機構）

漁船（船外機付き漁船） １．GISにて漁港ごとに作成したポリゴンから漁港区域メッ
シュを特定し、メッシュを配分する

－ － 平成18年 国土数値情報（C09）から作成したデータ

漁船（海水動力漁船） ２．漁業センサスの市区町村別漁船数にて市区町村に配分
し、市区町村内の漁港区域メッシュに均等配分

使用漁船数 － 平成18年 漁業センサス（農林水産省）

エンジン（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
ブレーキ（ＪＲ以外、JR貨物、JR旅客）
エンジン
（第１種、第2種、第3種、その他）

１．GISにて空港ごとに作成したポリゴンから空港区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する

空港面積 － 平成22年 デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ

補助動力装置
（第１種、第2種、第3種、その他）

２．同一都道府県内に複数の同種空港がある場合は運行
便数にて配分する

運行便数 － 平成23年 空港管理状況調書（国土交通省）

オゾン層破壊物質 発泡剤・冷媒等
ダイオキシン類 自動車排出ガス

※　下水道はメッシュ配分しない

事業所・企業統計調査事業所・企業統計調査にて対象業種ごとにメッシュに配分
する

従業員数 届出対象業種 平成18年

割り振りに使用するデータ割振指標
推計分類 推計区分 割振手法

殺虫剤

国土数値情報の面積にてメッシュに配分する 土地利用面積

事業所
（対象事業）

事業所
（非対象事業）

漁網防汚剤 事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する
(メッシュに海域が含まれない場合は除く）

平成１8年

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

接着剤

塗料

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

土木工事業

建設工事業（住宅）

建設工事業（非住宅）

農薬

従業者数 一次産業

洗浄剤・化粧品等
事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数 平成18年

平成１8年

事業所・企業統計調査

平成18年 事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（L03-a）

非対象業種

コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機

国土数値情報にてメッシュに配分する 土地利用面積

平成18年 事業所・企業統計調査

殺虫剤
－

国勢調査

人口

－

家庭

汎用エンジン

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する 従業者数

洗浄剤・化粧品等

防虫剤・消臭剤

国勢調査にてメッシュに配分する

世帯数

人口

世帯数 －

－

平成22年

自動車 一般世帯数

事業所数

－

運輸業

国勢調査にてメッシュに配分する

事業所・企業統計調査にてメッシュに配分する

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

平成22年 国勢調査

平成18年 事業所・企業統計調査

国勢調査

平成20年 国土数値情報（C02）から作成したデータ

特殊自動車
建設機械

船舶

１．GISにて港湾ごとに作成したポリゴンから港湾区域
メッシュを特定し、メッシュを配分する

国勢調査にてメッシュに配分する

二輪車

一般世帯数

鉄道延長 －

－ －

移動体

平成22年

ホットスタート（幹線道路）

ホットスタート（細街路）

－

１．GISにて、道路種別毎の道路ポリゴンを作成する。
２．交通センサスにて市区町村別に交通量を集計し、交通
量にて市区町村に配分する。
３．市区町村別排出量を各メッシュ内の道路延長にて均等
配分する

平成20年 国土数値情報（N02）から作成したデータ

航空機

GISにてメッシュ毎の道路延長を算出し、各メッシュに
配分する

道路延長 － デジタル道路地図、国土数値情報等から作成したデータ平成22年

鉄道車両 GISにて鉄道線路ごとに作成したポリゴンから線路区域メッ
シュを特定し、メッシュに配分する



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成22年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成23年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車
合計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成23年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

割り振り指標

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成14年

推計分類 推計区分
出典

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

家庭 平成12年 国勢調査統計

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電
機）

非対象業種を営む事業所

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成12年 国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

平成12年 国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成21年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成22年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車
合計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成22年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成14年

推計分類 推計区分
出典 割り振り指標

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電
機）

平成12年

国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

家庭 平成12年 国勢調査統計

平成14年

非対象業種を営む事業所

平成12年

国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成20年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成22年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車
合計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成22年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立
行政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年 国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成12年 国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

家庭 平成12年 国勢調査統計

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電
機）

非対象業種を営む事業所

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成14年

推計分類 推計区分
出典 割り振り指標

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成19年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成21年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車合
計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成21年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

塗料（建築工事業・非住宅）

平成14年

塗料（建築工事業・住宅）

推計分類 推計区分
出典 割り振り指標

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査

非対象業種を営む事業所

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

家庭 平成12年 国勢調査統計

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電機）

平成12年

平成12年

国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

平成14年

国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成18年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成20年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車合
計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成20年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成12年 国勢調査統計

家庭 平成12年 国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電機）

平成12年 国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査

非対象業種を営む事業所

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

推計分類 推計区分
出典 割り振り指標



届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ

＜平成17年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成19年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車合
計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成19年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

割り振り指標

対象業種を営む事業所 平成13年 事業所・企業統計調査

推計分類 推計区分
出典

接着剤（建築工事業・非住宅）

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成1年

接着剤（建築工事業・住宅）

国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

家庭 平成12年 国勢調査統計

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成14年

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電機）

非対象業種を営む事業所

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

平成12年 国勢調査統計

平成13年 事業所・企業統計調査

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成12年 国勢調査統計

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

平成12年 港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ



＜平成16年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成18年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車合
計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成18年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

※　ＮＩＴＥ・・・製品評価技術基盤機構

国勢調査統計平成12年

推計分類 推計区分

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電機）

特殊自動車（建設機械）

平成12年

塗料（建築工事業・非住宅）

非対象業種を営む事業所

割り振り指標

事業所・企業統計調査平成13年

国勢調査統計平成12年

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成13年

対象業種を営む事業所 事業所・企業統計調査平成13年

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

塗料（建築工事業・住宅）

事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）平成1年

出典

家庭 国勢調査統計平成12年

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年



＜平成15年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾切り業種別排出量 事業所数 届出対象業種
水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種
発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種
製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成14年度※が作成したデータ ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業者数 全産業

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 一次産業

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業

医薬品 従業員数 医薬業

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食店

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

防疫用殺虫剤（防除業者） 一般世帯数 －

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 －

肥料(界面活性剤) 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）
土地利用面積（田、畑、果
樹園）

－

洗浄剤_飲食店 従業員数 飲食業

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 －

洗浄剤_身体用 一般世帯数 －

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 －

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法人　土地価格調
査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 建設業

特殊自動車（農業機械） 平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1） 田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成13年 事業所・企業統計調査 従業員数 全産業

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 登録船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 －

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨット) 平成12年 港湾統計 船舶入港数

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

自動車（ホットスタート）（幹線路） 平成17年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG車合計 軽自動
車・乗用車)

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディーゼル車合
計　バス等上記以外)

平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート）（幹線路） 平成17年
デジタル道路地図、道路センサスデータ、PRTR届出
外排出量の推計手法等（概要・詳細）等を基に独立行
政法人製品評価技術基盤機構が作成したデータ

交通量（THC排出量） －

二輪車（コールドスタート時増分） 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 －

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成13年 事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業

燃料蒸発ガス_二輪車 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

※　ＮＩＴＥ・・・製品評価技術基盤機構

国勢調査統計平成12年

推計分類 推計区分

デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレックス、発電機）

特殊自動車（建設機械）

平成12年

塗料（建築工事業・非住宅）

非対象業種を営む事業所

割り振り指標

事業所・企業統計調査平成13年

国勢調査統計平成12年

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成1年 国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）

平成13年

対象業種を営む事業所 事業所・企業統計調査平成13年

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

塗料（建築工事業・住宅）

事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－200－1）平成1年

出典

家庭 国勢調査統計平成12年

平成14年
デジタル道路地図等から平成14年度※が作成した
データ

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

港湾統計

昭和57年　漁港(C09-59P)データ

平成10年　第10次漁業センサス

平成14年



＜平成14年度ＰＲＴＲデータ＞

年 名称 割り振り指標 業種・産業の設定
裾きり推計第Ⅲ・Ⅳ分類（小規模事業者） 事業所数 ○

○

○

○

水道（対象業種） 従業員数（対象業種） ○

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数（対象業種） ○

製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 ○

農薬（田） 田の面積 －

農薬（果樹園） 果樹園の面積 －

農薬（畑） 畑の面積 －

農薬（ゴルフ場） 平成14年 地図データ等から平成１４年度
※
が作

成したデータ
ゴルフ場面積 －

農薬（森林） 森林の面積 －

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成8年 事業所・企業統計調査 従業者数 ○

接着剤（土木工事業） 平成14年
デジタル道路地図等から平成１４年

度
※
が作成したデータ

道路実延長 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「住宅」の着工建築物床面
積

－

平成8年 事業所・企業統計調査 従業者数 ○

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「住宅以外の建築物」の着
工建築物床面積

－

平成8年 事業所・企業統計調査 従業者数 ○

塗料（土木工事業） 道路実延長 －

塗料（舗装工事業） 道路実延長 －

漁網防汚剤（養殖） 従業員数 ○

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 ○

医薬品 従業員数 ○

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 ○

水道（非対象業種） 従業員数（非対象業種） ○

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数（非対象業種） ○

防疫用殺虫剤 平成12年 国勢調査統計 一般世帯数 －

汎用エンジン（刈払機、チェーンソー） 森林の面積 －

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成8年 事業所・企業統計調査 従業員数 ○

農薬（家庭） 一般世帯数 －

接着剤（家庭） 一般世帯数 －

塗料（家庭） 一般世帯数 －

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 －

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 －

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 －

家庭用洗浄剤（中和剤） 一般世帯数 －

家庭用防虫剤 夜間人口 －

家庭用消臭剤 一般世帯数 －

水道（家庭） 夜間人口 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 －

家庭用殺虫剤 一般世帯数 －

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 －

たばこの煙 夜間人口 －

平成12年
建築統計年報（国土交通省・財団法
人　土地価格調査会）

「全建物種類」の着工建築
物床面積

－

平成8年 事業所・企業統計調査 従業員数 ○

特殊自動車（農業機械） 平成1年
国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－
２００－１）

田の面積 －

特殊自動車（産業機械） 平成8年 事業所・企業統計調査 従業員数 ○

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 船舶数 －

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶数 －

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶数 －

船舶（漁船－船外機付き漁船） 船舶数 －

船舶（漁船－海水動力漁船） 船舶数 －

鉄道車両（ＪＲ以外） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 －

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 －

航空機 空港面積 －

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 －

自動車（ホットスタート） 道路延長 －

自動車（コールドスタート時増分） 道路延長 －

自動車（サブエンジン式機器） 道路延長 －

二輪車（ホットスタート） 道路延長 －

二輪車（コールドスタート時増分） 道路延長 －

※　ＮＩＴＥ・・・製品評価技術基盤機構

裾きり推計第Ⅱ分類（少量取扱事業者）

推計分類 推計区分

事業所数

平成8年 事業所・企業統計調査

割り振り指標

対象業種を営む事業所

出典

移動体（自動車、二輪車、
鉄道車両、船舶、航空機、

特殊自動車）

特殊自動車（建設機械）

昭和57年 漁港関連データ

平成10年 漁業関係データ

平成14年
デジタル道路地図等から平成１４年

度
※
が作成したデータ

平成14年

非対象業種を営む事業所

デジタル道路地図等から平成１４年

度
※
が作成したデータ

事業所・企業統計調査

国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－
２００－１）

平成1年

汎用エンジン（コンクリートミキサ、大型コンプレック
ス、発電機）

接着剤（建築工事業・住宅）

接着剤（建築工事業・非住宅）

塗料（建築工事業・住宅）

塗料（建築工事業・非住宅）

平成1年
国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－
２００－１）

平成1年
国土数値情報・土地利用面積（ＫＳ－
２００－１）

家庭 平成12年 国勢調査統計

平成8年



＜平成13年度ＰＲＴＲデータ＞

推計区分 出典 使用した指標

対象業種を営む事業所
平成8年事業所・企業統計調査　地域メッシュ統
計

出典における対象業種の事業所数合計
から届出事業所数を引いた事業所数

非対象業種を営む事業所
平成8年事業所・企業統計調査　地域メッシュ統
計

第１次産業、卸・小売業・飲食店、旅
館、その他の宿泊所、洗濯業・理容・
浴場業、医療業の事業所数合計

家庭 平成7年国勢調査　地域メッシュ統計 人口（夜間人口）
移動体（自動車、二輪車、鉄
道車両、船舶、航空機）

デジタル道路地図及び市区町村界データから平
成14年度ＮＩＴＥが作成したデータ等※１

交通量等

移動体（特殊自動車）
平成8年事業所・企業統計調査　地域メッシュ統
計

全産業の事業所数合計

※１　ＮＩＴＥ・・・製品評価技術基盤機構


