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Ⅰ.制度の概要  

 

 １ 報告の対象となる事業者 

   次の(1)～(3)の要件にすべて該当する事業者です。 

  

 (1) 業種 

    製造業など２４業種（p.14～p.15）のいずれかを営む事業者 

 (2) 従業員数 

    常時使用する従業員の数が２１人以上の事業者 

  ※ 従業員数は事業所でなく、嘱託・パートタイマー・アルバイトを含ん  

  だ事業全体（全社）の人数です。 

 (3) 取扱量 

    前年度（前年４月から今年の３月まで）において、事業活動に伴い取  

   り扱ったいずれかの特定化学物質の質量が５００キログラム以上である 

   事業所を有する事業者 

  ※ 特定化学物質 (一覧表：p.16～p.22) 

    化学物質管理促進法第一種指定化学物質４６２物質、第二種指定化学 

   物質１００物質、埼玉県が独自に指定した４４物質の合計６０６物質で 

   す。 

 

 ２ 報告の内容 

 

 (1) 特定化学物質取扱量報告書 

      事業所ごとに、前年度の取扱量が５００キログラム以上の特定化学物  

   質について取扱量を報告してください（様式第２５号： p.25～p.26）。 

   ① 提出期間 

    毎年４月１日から６月３０日まで 

   ② 提出部数 

    正本１部、副本1部。副本はコピーで差し支えありません。控えとし 

  てお返しします。 

 

 (2) 特定化学物質等適正管理手順書 

    取扱量の報告を行った特定化学物質について、事業所ごとに適正管理 

   の体制や取扱い方法などについて整理し、書面または図面にとりまとめ  

   て提出してください。 
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 (3) 環境負荷低減主任者選任届出書 

    事業活動による環境への負荷を低減するために、環境負荷低減に関す  

  る業務を管理する「環境負荷低減主任者」を事業所ごとに選任して、届    

 け出てください。 

 

  ※ (2)及び(3)については、初めて特定化学物質取扱量報告書を提出した 

   年の９月末日までに提出してください。原則として提出は初回限りです  

   が、変更があった場合は変更後速やかに改めて提出してください。詳細  

   については、提出先までお問い合わせください。  

 

 ３ 報告書等提出先 

   事業所がある市町村により提出先が異なります。 

 提  出  先  所  在  地  事業所がある市町村  

 

 

県  

 
環  

 
境  

 
管  

 
理  

 
事  

 
務  
 

所  

中央環境管理事務所  
（大気水質担当）  
☎048-822-5199 

〒330-0074 
さいたま市浦和区北浦和  
5-6-5（浦和合同庁舎）  

鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、  
桶川市、北本市、伊奈町  

西部環境管理事務所  
（大気水質担当）  
☎049-244-1250 

〒350-1124 
川越市新宿町1-17-7 
（ウェスタ川越  公共施設棟） 

飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、  
志木市、和光市、新座市、 
富士見市  
日高市、ふじみ野市、三芳町  東松山環境管理事務所  

（大気水質担当）  
☎0493-23-4050 

〒355-0024 
東松山市六軒町5-1 
（東松山地方庁舎）  

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、  
毛呂山町、越生町、滑川町、 
嵐山町、小川町、川島町、吉見町、  
鳩山町、ときがわ町、東秩父村  

秩父環境管理事務所  
（生活環境担当）  
☎0494-23-1511 

〒368-0042 
秩父市東町29-20 
（秩父地方庁舎）  

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、  
小鹿野町  

北部環境管理事務所  
（大気水質担当）  
☎048-523-2800 

〒360-0031 
熊谷市末広3-9-1 
（熊谷地方庁舎）  

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、  
神川町、上里町、寄居町  

越谷環境管理事務所  
（大気水質担当）  
☎048-966-2311 

〒343-0813 
越谷市越ケ谷4-2-82 
（越谷合同庁舎）  

草加市、八潮市、三郷市、吉川市、  
松伏町  

東部環境管理事務所  
（大気水質担当）  
☎0480-34-4011 

〒345-0025 
杉戸町清地5-4-10 

行田市、加須市、春日部市、 
羽 生 市 、久 喜 市 、蓮 田 市 、幸 手 市 、
白岡市、宮代町、杉戸町  

 
 

市  
 

役  
 

所  

川越市環境対策課  
（大気・土壌担当）  
☎049-224-5894 

〒350-8601 
川越市元町1-3-1 

川越市  

川口市環境保全課  
（大気係）  
☎048-228-5389 

〒332-0001 
川口市朝日4-21-33 
（リサイクルプラザ）  

川口市  

所沢市環境対策課  
（青空・化学物質ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
☎04-2998-9230 

〒359-8501 
所沢市並木1-1-1 

所沢市  

越谷市環境政策課  
☎048-963-9186 

〒343-8501 
越谷市越ヶ谷4-2-1 

越谷市  

 

さいたま市環境対策課  
（大気交通係） 
☎048-829-1330 

〒330-9588 
さいたま市浦和区常盤6-4-4 

※さいたま市 については、さいたま市
生 活 環 境 の保 全 に関 する条 例 に基
づき報告してください。  
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Ⅱ．報告書記入要領             記入例 

 
様式第25号（第57条関係） 

特 定 化 学 物 質 取 扱 量 報 告 書 

平成○○年 ○月 ○日  
 埼玉県○○環境管理事務所長                                                      ＊（１） 

＊（２）                                 〒344-0038   ＊（３）            

                      報告者  埼玉県春日部市大沼
さいたまけんかすかべしおおぬま

1-76 

                           株式会社   埼玉環境化学
さいたまかんきょうかがく

 

                            代表取締役  埼玉
さいたま

 太郎
たろう

 
                           （電話番号   048-700-0000 ）              
  埼玉県生活環境保全条例第74条第２項の規定により、特定化学物質の取扱量について、次のとお 
 り報告します。    
 

事 業 所 

事  業  者  の  名  称 ＊（４）  株式会社 埼玉環境化学 

前回の報告における名称 ＊（４）  

事  業  所  の  名  称 ＊（５）  行田工場 

前回の報告における名称 ＊（５）  

所 在 地 ＊（６）  〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20 

事業者が常時使用する従業員の数（全社）＊（７） 450 

事業所において常時使用される従業員の数＊（８）  80 

事業所におい 
 

て行われる 
 

事業が属する 
 

業 種 
＊（９） 

業    種    名 業種コード 

うち主たるもの  化学工業    2000 

   

  

  

前 年 度 の 特 定 化 学 物 質 の 取 扱 量 ＊（１０）  別紙のとおり。 

この報告が埼玉県生活環境保全条例施行規則第 58 条第１項の請求に 

係るものであることの有無（該当するものに○を付すこと。）＊（１1） 

 １ 有 

 ２ 無 

連 絡 先 
 

＊（１２） 

担 当 部 署  行田工場 環境課 

担当者氏名   東部 四郎 

電 話 番 号  048-500-0000 

※受理年月日  ＊（１３）  年  月  日 ※整 理 番 号  ＊（１３） 

 
備考 １ 報告書は、事業所ごとに作成すること。 
 ２ 「前回の報告における名称」の欄には、変更された場合に記載すること。 
 ３ 「事業者が常時使用する従業員の数（全社）」及び「事業所において常時使用される従業員の

数」の欄には、前年４月１日現在（前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始し
た日）における人数を記載すること。 

 ４ 「事業所において行われる事業が属する業種」の欄には、当該事業所における主たる事業が属
する業種を最上欄に記載し、２以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降にそ
の他の業種を記載すること。また、「業種コード」の欄には、業種に対応する日本標準産業分類
における分類番号を記載すること。 

 ５ ※印の欄には、記載しないこと。 
 ６ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

代
表
者
印 
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（１）提出日  

   ・報告書を提出先に提出する日付（郵送の場合は投函日）を記入してく

    ださい。 

 

（２）あて先 

   ・事業所がある市町村を所管する環境管理事務所長または市長（ p.2）を

    あて先として記入してください。 

  

（３）報告者 

   ・提出日現在の報告者（事業者）の住所、郵便番号（大口事業所等で取

    得した個別番号は不可）、氏名（法人の場合は法人名と代表者の氏名）、

    電話番号（法人の場合は本社）を記入してください。  

   ・地名、会社名、氏名等の固有名詞にはふりがなをつけてください。  

   ・報告者本人（法人の場合はその代表者）が署名した場合、押印の必要  

    はありません。 

   ・報告者は、対象事業所に関する報告を工場長など当該事業所において

    特定化学物質の管理に責任を有する者に委任することができます。そ

    の場合には以下のように記入してください。委任状の添付は必要あり

    ませんが、法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。  

  様式第25号（第57条関係）  

             特 定 化 学 物 質 取 扱 量 報 告 書              

 平成○○年 ○月○○日  

  埼玉県○○環境管理事務所長                           

                       〒344-0038    

                 報告者  埼玉県春日部市大沼
さいたまけんかすかべしおおぬま

1-76 

                                          株式会社 埼玉環境化学
さいたまかんきょうかがく

 

                                          代表取締役 埼玉
さいたま

 太郎
たろう

 

                                  代理人 行田
ぎょうだ

工 場
こうじょう

 工場長  日本
にほん

 次郎
じろう

 

（電話番号 048-500-0000 ）  

 埼玉県生活環境保全条例第74条第２項の規定により、特定化学物質の取扱量について、  

 次のとおり報告します。 

 

   ・代理人が報告する場合も代表者の住所、郵便番号、氏名等は必ず記入

    してください。  

   ・報告者の下に代理人の役職及び氏名を記入し、代理人の印を押してく

    ださい。この場合、代表者の押印は必要ありません。なお、代理人に

    ついても本人が署名することにより、押印に代えることができます。  

職
印 

ま
た
は 

認
印 
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（４）事業者の名称 

   ・事業者の名称は、報告を行う年の前年４月１日現在の法人名等（注）

    を記入してください。 

   ・「前回の報告における名称」の欄は、事業者の名称が前回の報告時に

    おける名称から変更された場合のみ記入し、変更がない場合は記入し

    ないでください（p.9～p.10 Ｑ５及びＱ６参照）。 

 

（５）事業所の名称 

   ・報告を行う年の前年４月１日現在の名称（注）を記入してください。 

   ・複数の事業所を有する事業者は、各事業所の区別がつくように名称を  

    記入してください（特に事業所に名称がないような場合にも、便宜上

    適切な名称を付してください）。 

   ・「前回の報告における名称」の欄は、事業所の名称が前回の報告時に

    おける名称から変更された場合のみ記入し、変更がない場合は記入し

    ないでください（p.9～p.10 Ｑ５及びＱ６参照）。 

 

（６）所在地 

   ・事業所の所在地を記入してください。  

 

（７）事業者が常時使用する従業員の数（全社）  

    ・報告を行う年の前年４月１日現在において全社で常時使用する従業員

     数（注）（嘱託・パートタイマー・アルバイトと呼ばれている人も含

    みます。）を記入してください。 

 

（８）事業所において常時使用される従業員の数  

    ・報告を行う年の前年４月１日現在において事業所で常時使用する従業

    員数（注）（嘱託・パートタイマー・アルバイトと呼ばれている人も

    含みます。）を記入してください。 

 

（注）   報告を行う年の前年４月１日時点で事業を行っておらず年度途中で

    新規に事業活動を開始した場合は、開始時点での名称または人数を記

    入してください。 
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（９）事業所において行われる事業が属する業種 

   ・事業所で営まれる事業のうち、主たる業種を「うち主たるもの」の欄  

    に、複数の業種が該当する場合は下欄に続いて記入してください。  

   ・業種コードは「埼玉県生活環境保全条例業種コード（ p.14～p.15）」 

        から必ず選択してください。一部の業種は分類される業種名及び業種

    コードが化学物質管理促進法の場合と異なります。間違えないように

    注意して記入してください。 

 

（１０）前年度の特定化学物質の取扱量 

   ・p.7「Ⅲ．報告書別紙記入要領」参照 

  

（１１）この報告が埼玉県生活環境保全条例施行規則第５８条第１項の請求に

    係るものであることの有無 

    ・「対応する化学物質の分類の名称への変更請求書」の提出を行わない

    場合は、「無」に○印をつけてください。 

    ・報告内容に秘密情報が含まれているために化学物質の名称を公表でき

    ない場合は「対応する化学物質の分類の名称への変更請求書」の提出

    が必要となります。別途窓口にご相談ください。  

 

（１２）連絡先 

   ・報告書の記載内容に関する照会に対して回答できる方の担当部署、担  

    当者氏名、電話番号を記入してください。  

  

（１３）受理年月日、整理番号 

   ・この欄には記入しないでください。 
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Ⅲ．別紙記入要領              記入例 

 

別紙 

※整理番号 ＊（１） 

特定化学物質の名称及び取扱量  

番 号＊（２） １ ２ ３ 

特 定化学物 質の 

名   称＊（３） 
塩化メチレン トリクロロエチレン 硝酸 

特 定化学物 質の 

区 分 

 

（該当の番号に○

を付し、号番号を

記載すること。） 

   ＊（４） 

１ 第一種指定化学物質 １ 第一種指定化学物質 １ 第一種指定化学物質 

         第 １８６号          第 ２８１号          第    号 

２ 第二種指定化学物質 ２ 第二種指定化学物質 ２ 第二種指定化学物質 

         第    号          第    号          第    号 

３ その他の特定化学物質          ３ その他の特定化学物質          ３ その他の特定化学物質          

         第    号          第    号          第  ２１号 

取 扱 量 

  ＊（５）  (kg) 
５，４００    １，４００    ５６０    

内     

 

 

訳 

＊ 

（５） 

使 用 量 

    (kg) 
５，４００    １，４００    ５６０    

製 造 量 

    (kg) 
０．０  ０．０  ０．０  

取り扱う量 

   (kg) 
０．０  ０．０  ０．０  

備考 １ 「取扱量」の欄には、「使用量」、「製造量」及び「取り扱う量」の合計を記載すること。 

   ２ 「使用量」の欄には、事業所において事業活動に伴い使用した量を記載すること。当該年度期

首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。 

    ３ 「製造量」の欄には、当該年度に事業所において製造した量（副生成物も含む。）を記載するこ

と。 

    ４ 「取り扱う量」の欄には、入荷した特定化学物質等を自ら使用しないで、事業所において取り

扱う量（例：石油卸売業、燃料小売業等において、卸売り、小売り等をするために事業所内で貯

蔵所、容器等に移し替える量）を記載すること。当該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算

し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。 

   ５ 別紙が２枚以上になる場合には、「番号」の欄の番号を通し番号とすること。 

     ６ 特定化学物質の号番号は、埼玉県生活環境保全条例施行規則別表第 20 並びに特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第１及び第２を参照して記

載すること。 

     ７ ※印の欄には、記載しないこと。 
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（１）整理番号 

   ・この欄には記入しないで下さい。 

 

（２）番号 

   ・報告する化学物質が複数の区分にわたる場合は、「第一種指定化学物

    質」→「第二種指定化学物質」→「その他の特定化学物質」の順に、

    同一区分で複数の化学物質が該当する場合は、化学物質の号番号が小

    さい順に並べて、１から順に番号を記入してください。特定化学物質

    の号番号ではありません。 

     

（３）特定化学物質の名称 

   ・特定化学物質の名称を記入してください（ p.16～p.22参照。別名が記

    載されている場合は当該別名を記入してください）。 

 

（４）特定化学物質の区分 

   ・化学物質の該当する分類に○を付け、号番号を記入してください。 

  

（５）取扱量、内訳 

   ・「取扱量」の欄には、事業所において前年度に取り扱った特定化学物

    質の質量を記入してください。  

   ・「取扱量」の内訳を「使用量」「製造量」「取り扱う量」の３種類に分  

    けて記入してください。 

     「 使 用 量 」…事業活動に伴い使用した量 

     「 製 造 量 」…事業所において製造した量（副生成物も含む） 

     「取り扱う量」…特定化学物質を自ら使用せず、卸売り、小売等の  

             ために貯蔵、移し替え等をした量。 

   ・単位は全て「ｋｇ」で記入してください。 

   ・数値は全て有効数字２桁で記入してください。例えば１２，３４５ｋｇの

    場合、１２，０００ｋｇとなります。 

   ・取扱量の把握については p.12のＱ１０を参照してください。 
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Ⅳ.よくある質問  

 【報告全般について】 

  Ｑ１：紙面以外の報告方法はありますか？  

  Ａ１：「電子申請・届出サービス」を利用して、インターネット経由で報  

     告を行うことができます。 

     詳細については、下記のホームページアドレスで確認をお願いし  

     ます。 

     http://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/hokoku-denshi.html 

  

  Ｑ２：報告書のあて先は埼玉県知事ですか？  

  Ａ２：事業所がある市町村を所管する環境管理事務所長または市長があ  

     て先となります。たとえば入間市、川越市にある事業所について報 

     告する場合は次のようになります。 

 

 事業所の所在地 あて先  

入間市 西部環境管理事務所長 

川越市 川越市長 

  

  Ｑ３：報告者として、代表者またはその代理人が自署せずに押印する場  

     合は、どのような印が適当ですか？ 

  Ａ３：報告者が法人の場合、代表者印または代表者個人の印を押印して  

     ください。ただし、代理人が報告する場合は、代理人の印を押印  

     してください。 

  

  Ｑ４：報告書の提出部数は何部ですか？ 

  Ａ４：正本1部、副本１部を提出してください。副本はコピーで差し支え 

     ありません。副本に収受印を押し、控えとしてお返しします。 

  

  Ｑ５：前年度の１０月１日付けで事業者及び事業所の名称が変更されま  

     した。今年度の報告では、報告者と事業所の「事業者名」と「事  

     業所名」はどのように記入したらいいですか？  

  Ａ５：報告者は変更後の名称で、事業所の「事業者の名称」及び「事業  

     所の名称」は変更前（前年の４月１日時点）の名称を記入してく  

     ださい。「前回の報告における名称」は記入しないでください。  
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  Ｑ６：前々年度の１０月１日付けで事業者及び事業所の名称が変更され  

     ました。今年度の報告では、報告者と事業所の「事業者名」と「事  

     業所名」はどのように記入したらいいですか？  

  Ａ６：報告者、事業所の「事業者の名称」及び「事業所の名称」は変更  

     後の名称を記入してください。過去に取扱量を報告したことがあ  

     れば、「前回の報告における名称」に変更前の名称をそれぞれ記入 

     してください。 

 

      ※ Ｑ５・Ｑ６の補足説明 

     平成２６年１０月１日付けで事業者及び事業所の名称が変更さ 

     れ、平成２７年と平成２８年に報告する場合は？ 

                 平成２６年    平成２７年                平成２８年  

                  (変更 )        報告期間                   報告期間  

 

                  10/1        4/1    6/30                 4/1    6/30 

                                   平成２７年４月～６月     平成２８年４月～６月  

                                   に提出する報告書          に提出する報告書  

 変更前の  

    名称  

変更後の  

    名称  

 

  報告者：Ｃ（株）  

 事業者名称：Ａ（株）  

 前回の名称：  

 事業所名称：Ｂ事業所  

 前回の名称：  

  報告者：Ｃ（株）  

 事業者名称：Ｃ（株）  

 前回の名称：Ａ（株）  

 事業所名称：Ｄ事業所  

 前回の名称：Ｂ事業所  

 

 事業者  Ａ（株）  Ｃ（株）  

 事業所  Ｂ事業所  Ｄ事業所  

 

 

 

  Ｑ７：同一の敷地内に２つの事業者・事業所がありましたが、前年度の  

     １０月１日付けで吸収合併があり、うち一つの事業者・事業所と  

     して存続することになりました。今年度の報告はどのように記入  

     したらいいですか？  

  Ａ７：別個の事業所として、１年間のそれぞれの取扱量を報告してくだ  

     さい（２つの報告書を提出してください）。  

 

      ※ Ｑ７の補足説明  

     平成２６年１０月１日付けで吸収合併され、平成２７年に報告す 

     る場合は？ 
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               平成２６年                 平成２７年               

                      吸収合併          今回の報告期間  

             4/1         10/1              4/1    6/30               Ａ社a工場として稼働  

 

 

                  Ａ社a工場としての取扱量                         Ｂ社b工場として稼働  

                     

             4/1         10/1             4/1    6/30               

 

 

                  Ｂ社b工場としての取扱量  

               （Ａ社 a工場の報告書）  （Ｂ社b工場の報告書）  

  報告者：Ａ社  

 事業者名称：Ａ社  

 前回の名称：  

 事業所名称： a工場  

 前回の名称：  

  報告者：Ａ社  

 事業者名称：Ｂ社  

 前回の名称：  

 事業所名称：b工場  

 前回の名称：  

 

 

 ※ 平成２８年４月～６月に行う報告は、Ａ社 a工場のみとなります。前回の報告の名 

  称欄に、「Ａ社a工場」と「Ｂ社b工場」を併記してください。  

 

 【報告要件について】 

  Ｑ８：対象となる事業者が複数の事業所を有しており、いずれかの特定  

     化学物質の年間取扱量が５００ｋｇ以上の事業所については報告を行 

     いました。一方、どの特定化学物質の取扱量も５００ｋｇに満たない 

     事業所について報告は必要ですか？ 

  Ａ８：必要ありません。報告は、いずれかの特定化学物質の年間取扱量  

     が５００ｋｇ以上の事業所に限り必要です。  

 

  Ｑ９：事業所にダイオキシン類対策特別措置法の特定施設があります。  

     ダイオキシン類について化学物質管理促進法に基づく届出を行い 

     ましたが、取扱量の報告も必要ですか？   

  Ａ９：必要ありません。  
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 【取扱量の把握について】 

  Ｑ10：特定化学物質の取扱量をどのように把握したらいいですか？  

  Ａ10：下記のような塗料とシンナーを使用している場合で説明します。  

 ① 原材料の取扱量の確認 

    事業所で取り扱った原材料の年間取扱量を把握します。  

              塗料Ａ                        シンナーＢ  

 前年度の購入量  ２０  トン  前年度の購入量  １０  トン  

前年度期首在庫量    ４．５トン  前年度期首在庫量    １．１トン  

前年度期末在庫量    ２．４トン  前年度期末在庫量    １．８トン  

年間取扱量  ２２．１トン  年間取扱量    ９．３トン  

                         4.5+20-2.4=22.1                   1.1+10-1.8=9.3 

 

 ② 原材料のＳＤＳの確認  

    原材料中の特定化学物質の含有率を把握します。  

          塗料ＡのＳＤＳ              シンナーＢのＳＤＳ  

     対象物質名    含有率      対象物質名    含有率  

キシレン   ２０  ％ エチルベンゼン    １．０％ 

六価クロム化合物    ０．８％  キシレン  ４０  ％ 

トルエン   １０  ％ トルエン  １０  ％ 

鉛化合物     ２．５％  

    ※ 六価クロム化合物は特定第一種指定化学物質です。  

 

 ③ 各特定化学物質の取扱量  

   含有率が規定以上の特定化学物質について取扱量を把握します。  

     含有率  

特定第一種指定化学物質（p.16～p.20の●で示した物質）   ０．１％以上 

その他の特定化学物質    １．０％以上 

 

   塗料Ａ及びシンナーＢに含まれる特定化学物質を合算して求めます。  

 塗料Ａ シンナーＢ  取扱量  報告の要否  

エチルベンゼン   9.3×1.0% =0.093    93kg × 

キシレン  22.1×20% = 4.42 9.3× 40% =3.72 8,100kg ○ 

六価クロム化合物  22.1×0.8%= 0.18    180kg × 

トルエン  22.1× 10%= 2.21 9.3× 10% =0.93 3,100kg ○ 

鉛化合物  22.1×2.5%= 0.55    550kg ○ 

  注１ 取扱量はkg単位の有効数字２ケタで報告してください。  

  注２ 取扱量が０．５トン(５００ｋｇ)未満の物質は報告不要です。 
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  Ｑ11：年間の取扱量が２５，３００ｋｇで、その内訳は使用量が２５，０００ｋｇ、 

     取り扱う量が３００ｋｇとなっています。それぞれの値を有効数字２  

     ケタに直すと取扱量と内訳の合計は一致しなくなりますが、どの  

     ように記入したらいいですか？ 

  Ａ11：四捨五入で差異が生じる場合でも有効数字２ケタに直した値をそ  

     のまま記入してください。 

  

    Ｑ12：ガソリンスタンドで取り扱う特定化学物質の取扱量の内訳は使用  

          量ですか？ 

    Ａ12：事業者自ら使用せず小売り等のため事業所において取り扱うので、 

     内訳は「取り扱う量」としてください。  

 

  Ｑ13：エチレンオキシドを充填したボンベを使用しています。使用済み  

     のボンベは購入元の業者が引き取りますが、若干の残圧がありま  

     す。この場合、取扱量はどのように把握したらいいですか？  

  Ａ13：購入時点でボンベに充填されているエチレンオキシドの全量を取  

     扱量（内訳は使用量）としてください。  

  

  Ｑ14：鉛を含有する板を加工し製品を製造しています。この場合の取扱  

     量はどのように把握したらいいですか？  

  Ａ14：研磨、切削される金属材料の母材全体に含有される特定化学物質  

     の質量を把握し、取扱量（内訳は使用量）としてください。  

 

  Ｑ15：次亜塩素酸ナトリウムを水に希釈して使用しています。この場  

     合、塩素として取扱量を報告する必要がありますか？  

  Ａ15：次亜塩素酸ナトリウムは塩素とは別の化学物質です。したがって  

     特定化学物質には該当しませんので、取扱量の報告は不要です。  
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＜資 料 編＞ 
 
 

 

○業種の判断は、注記のない限り日本標準産業分類（第１０回改訂）に準拠して下さい。  

規則番号  業種名  業種ｺｰﾄﾞ 

一  金属鉱業  0500 

二  原油・天然ガス鉱業  0700 

三  製造業   

食料品製造業  1200 

飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。）  1300 

酒類製造業  1320 

たばこ製造業  1350 

繊維工業  1400 

衣服・その他の繊維製品製造業  1500 

木材・木製品製造業  1600 

家具・装備品製造業  1700 

パルプ・紙・紙加工品製造業  1800 

出版・印刷・同関連産業  1900 

化学工業（以下を除く。）  2000 

塩製造業 2025 

医薬品製造業 2060 

農薬製造業 2092 

石油製品・石炭製品製造業  2100 

プラスチック製品製造業  2200 

ゴム製品製造業  2300 

なめし革・同製品・毛皮製造業  2400 

窯業・土石製品製造業  2500 

鉄鋼業  2600 

非鉄金属製造業  2700 

金属製品製造業  2800 

一般機械器具製造業  2900 

電気機械器具製造業（以下を除く。）  3000 

電子応用装置製造業  3060 

電気計測器製造業  3070 

生活環境保全条例報告用業種コード 
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規則番号  業種名  業種ｺｰﾄﾞ 

三  輸送用機械器具製造業（以下を除く。）  3100 

鉄道車両・同部分品製造業  3120 

船舶製造・修理業、舶用機関製造業  3140 

精密機械器具製造業（以下を除く。）  3200 

医療用機械器具・医療用品製造業  3230 

武器製造業  3300 

その他の製造業  3400 

四  電気業  3500 

五  ガス業  3600 

六  熱供給業  3700 

七  下水道業  3830 

八  鉄道業  3900 

九  倉庫業（農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。） 4400 

十  石油卸売業  5132 

十一  
鉄スクラップ卸売業  

（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｲｼｮﾅｰに封入された物質を回収し又は自動車の車体に装着された自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを取り外すものに限る。） 
5142 

十二  自動車卸売業（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｲｼｮﾅｰに封入された物質を回収するものに限る。） 5220 

十三  燃料小売業  5930 

十四  洗濯業  7210 

十五  写真業  7430 

十六  自動車整備業  7700 

十七  機械修理業  7810 

十八  商品検査業  8620 

十九  計量証明業（一般計量証明業を除く。） 8630 

二十  一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 8716 

二十一  産業廃棄物処分業  8722 

特別産業廃棄物処分業  8724 

二十二  医療業 8800 

二十三  高等教育機関（付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。） 9140 

二十四  自然科学研究所  9210 

 

（注） 国の機関又は地方公共団体の公務については、公務の具体的内容に対応した業  

種を分類し、法の対象となる業種に属する事業を営んでいる場合には、当該対象業  

種のコード番号を記載して下さい。  
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号番号 物質名 別名 号番号 物質名 別名

1 亜鉛の水溶性化合物 51 ２－エチルヘキサン酸

2 アクリルアミド 52
エチル＝（Ｚ）－３－（Ｎ－ベンジル－Ｎ－｛［メチル（１－メチルチ

オエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ］チオ｝アミノ）プロピオ

ナート

アラニカルブ

3 アクリル酸エチル 53 エチルベンゼン

4 アクリル酸及びその水溶性塩 54
Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝（２－オキソ－３－チアゾリ

ジニル）ホスホノチオアート
ホスチアゼート

5 アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル 55 エチレンイミン

6 アクリル酸２－ヒドロキシエチル ●  56 エチレンオキシド

7 アクリル酸ノルマル－ブチル 57 エチレングリコールモノエチルエーテル

8 アクリル酸メチル 58 エチレングリコールモノメチルエーテル

9 アクリロニトリル 59 エチレンジアミン

10 アクロレイン 60 エチレンジアミン四酢酸

11 アジ化ナトリウム 61 Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン マンネブ

12 アセトアルデヒド 62
Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’－

エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物
マンコゼブ又はマンゼブ

13 アセトニトリル 63 １，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド
ジクアトジブロミド又はジ

クワット

14 アセトンシアノヒドリン 64
２－（４－エトキシフェニル）－２－メチルプロピル＝３－フェノキシ

ベンジルエーテル
エトフェンプロックス

15 アセナフテン 65 エピクロロヒドリン

16 ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル 66 １，２－エポキシブタン

17 オルト－アニシジン 67 ２，３－エポキシ－１－プロパノール

18 アニリン 68 １，２－エポキシプロパン 酸化プロピレン

19 １－アミノ－９，１０－アントラキノン 69 ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル

20 ２－アミノエタノール 70 エマメクチン安息香酸塩

エマメクチンＢ１ａ安息香

酸塩及びエマメクチンＢ

１ｂ安息香酸塩の混合物

21
５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３（２Ｈ）－オン

クロリダゾン 71 塩化第二鉄

22
５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロメチル）フェ

ニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメチル）スルフィニル］ピラ

ゾール

フィプロニル 72
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混合物

に限る。）

23 パラ－アミノフェノール 73 １－オクタノール

24 メタ－アミノフェノール 74 パラ－オクチルフェノール

25
４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，２，４－

トリアジン－５（４Ｈ）－オン
メトリブジン ●  75 カドミウム及びその化合物

26 ３－アミノ－１－プロペン 76 イプシロン－カプロラクタム

27
４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－トリアジン－５

（４Ｈ）－オン
メタミトロン 77 カルシウムシアナミド

28 アリルアルコール 78 ２，４－キシレノール

29 １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン 79 ２，６－キシレノール

30
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭

素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） 80 キシレン

31 アンチモン及びその化合物 81 キノリン

32 アントラセン 82 銀及びその水溶性化合物

●  33 石綿 83 クメン

34
３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル＝イ

ソシアネート
84 グリオキサール

35 イソブチルアルデヒド 85 グルタルアルデヒド

36 イソプレン 86 クレゾール

37 ４，４’－イソプロピリデンジフェノール ビスフェノールＡ 87 クロム及び三価クロム化合物

38
２，２’－｛イソプロピリデンビス［（２，６－ジブロモ－４，１－フェニ

レン）オキシ］｝ジエタノール
●  88 六価クロム化合物

39
Ｎ－イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ－エチル－Ｏ－（３－メチル－

４－メチルチオフェニル）
フェナミホス 89 クロロアニリン

40
イソプロピル＝２－（４－メトキシビフェニル－３－イル）ヒドラジノ

ホルマート
ビフェナゼート 90

２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，３，５

－トリアジン
アトラジン

41 ３’－イソプロポキシ－２－トリフルオロメチルベンズアニリド フルトラニル 91
２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジン－２－イ

ル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル
シアナジン

42 ２－イミダゾリジンチオン 92
４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（パラトリルオキ

シ）ベンジル］ピラゾール－５－カルボキサミド
トルフェンピラド

43 １，１’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン イミノクタジン 93
２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエチル）

－６’－メチルアセトアニリド
メトラクロール

44 インジウム及びその化合物 ●  94 クロロエチレン 塩化ビニル

45 エタンチオール 95
３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチル－２－ピリ

ジル）－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジ

ニトロ－パラ－トルイジン

フルアジナム

46
エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－キノキサリニルオキシ）フェノ

キシ］プロピオナート
キザロホップエチル 96

１－（｛２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）フェニル］－４

－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル｝メチル）－１Ｈ－１，２，

４－トリアゾール

ジフェノコナゾール

47
Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリ－ブチ

ルホスホルアミドチオアート
ブタミホス 97 １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン

48
Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオアート

ＥＰＮ 98 クロロ酢酸

49
Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４－キシリジン

ペンディメタリン 99 クロロ酢酸エチル

50
Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カルボチオアー

ト
モリネート 100

２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキシエチル）ア

セトアニリド
プレチラクロール

【第一種指定化学物質】

埼玉県生活環境保全条例　特定化学物質　一覧表

最左欄の●印は、特定第一種指定化学物質を示します。
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号番号 物質名 別名 号番号 物質名 別名

101
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチル）アセトアニ

リド
アラクロール 146

Ｏ－２－ジエチルアミノ－６－メチルピリミジン－４－イル＝Ｏ，Ｏ

－ジメチル＝ホスホロチオアート
ピリミホスメチル

102 １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン 147 Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－４－クロロベンジル
チオベンカルブ又はベ

ンチオカーブ

103 １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン ＨＣＦＣ－１４２ｂ 148
Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－トリメチルフェニルスルホニ

ル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カルボキサミド カフェンストロール

104 クロロジフルオロメタン ＨＣＦＣ－２２ 149 四塩化炭素

105 ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン ＨＣＦＣ－１２４ 150 １，４－ジオキサン

106 クロロトリフルオロエタン ＨＣＦＣ－１３３ 151 １，３－ジオキソラン

107 クロロトリフルオロメタン ＣＦＣ－１３ 152
１，３－ジカルバモイルチオ－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－プロ

パン
カルタップ

108 （ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン酸 メコプロップ 153

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝（１

ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパ

－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート
テトラメトリン

109 オルト－クロロトルエン 154 シクロヘキシルアミン

110 パラ－クロロトルエン 155 Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド

111 ２－クロロ－４－ニトロアニリン 156 ジクロロアニリン

112 ２－クロロニトロベンゼン 157 １，２－ジクロロエタン

113
２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－トリアジン

シマジン又はＣＡＴ 158 １，１－ジクロロエチレン 塩化ビニリデン

114
（ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェニル）－２，３－エポキシプロピ

ル］－２－エチルインダン－１，３－ジオン
インダノファン 159 シス－１，２－ジクロロエチレン

115
４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ－エチル－

４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール－１－カルボキ

サミド

フェントラザミド 160 ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン

116
（４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル

－４－メチル－２－オキソ－１，３－チアゾリジン－３－カルボキサ

ミド

ヘキシチアゾクス 161 ジクロロジフルオロメタン ＣＦＣ－１２

117
（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－（１Ｈ

－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３－オール
テブコナゾール 162

３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメチル－２－プロピニル）ベンズ

アミド
プロピザミド

118
２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－

１－イルメチル）ヘキサンニトリル
ミクロブタニル 163 ジクロロテトラフルオロエタン ＣＦＣ－１１４

119
（ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）－２－フェニル－２－（１Ｈ－

１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ブチロニトリル フェンブコナゾール 164 ２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロエタン ＨＣＦＣ－１２３

120 オルト－クロロフェノール 165 ２，４－ジクロロトルエン

121 パラ－クロロフェノール 166 １，２－ジクロロ－４－ニトロベンゼン

122 ２－クロロプロピオン酸 167 １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン

123 ３－クロロプロペン 塩化アリル 168
３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ－イソプロピル－２，４－ジオ

キソイミダゾリジン－１－カルボキサミド
イプロジオン

124
１－（２－クロロベンジル）－３－（１－メチル－１－フェニルエチ

ル）ウレア
クミルロン 169 ３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿素 ジウロン又はＤＣＭＵ

125 クロロベンゼン 170
（ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェニル）－３－（１Ｈ－１，２，４－ト

リアゾール－１－イル）プロピル＝１，１，２，２－テトラフルオロエ

チル＝エーテル

テトラコナゾール

126 クロロペンタフルオロエタン ＣＦＣ－１１５ 171

（２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－プロ

ピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－１Ｈ－１，２，４－

トリアゾール及び（２ＲＳ，４ＳＲ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェ

ニル）－４－プロピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－

１Ｈ－１，２，４－トリアゾールの混合物

プロピコナゾール

127 クロロホルム 172
３－［１－（３，５－ジクロロフェニル）－１－メチルエチル］－３，４

－ジヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２Ｈ－１，３－オキサジン

－４－オン

オキサジクロメホン

128 クロロメタン 塩化メチル 173
（ＲＳ）－３－（３，５－ジクロロフェニル）－５－メチル－５－ビニル

－１，３－オキサゾリジン－２，４－ジオン
ビンクロゾリン

129 ４－クロロ－３－メチルフェノール 174
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１－メトキシ－１－メチル尿素

リニュロン

130 （４－クロロ－２－メチルフェノキシ）酢酸 ＭＣＰ又はＭＣＰＡ 175 ２，４－ジクロロフェノキシ酢酸
２，４－Ｄ又は２，４－ＰＡ

131 ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン 176 １，１－ジクロロ－１－フルオロエタン ＨＣＦＣ－１４１ｂ

132 コバルト及びその化合物 177 ジクロロフルオロメタン ＨＣＦＣ－２１

133 酢酸２－エトキシエチル

エチレングリコールモノ

エチルエーテルアセテー

ト

178 １，２－ジクロロプロパン

134 酢酸ビニル 179 １，３－ジクロロプロペン Ｄ－Ｄ

135 酢酸２－メトキシエチル

エチレングリコールモノメ

チルエーテルアセテート 180 ３，３’－ジクロロベンジジン

136 サリチルアルデヒド 181 ジクロロベンゼン

137 シアナミド 182
２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピ

ラゾリルオキシ］アセトフェノン
ピラゾキシフェン

138
（ＲＳ）－２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－１－（２，４－ジクロロフェニル）

エチル］－３，３－ジメチルブチラミド
ジクロシメット 183

４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピラゾ

リル＝４－トルエンスルホナート
ピラゾレート

139
（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－

２，２－ジメチル－３－（１，２，２，２－テトラブロモエチル）シクロ

プロパンカルボキシラート

トラロメトリン 184 ２，６－ジクロロベンゾニトリル ジクロベニル又はＤＢＮ

140
（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝２，２，３，３

－テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート
フェンプロパトリン 185 ジクロロペンタフルオロプロパン ＨＣＦＣ－２２５

141
トランス－１－（２－シアノ－２－メトキシイミノアセチル）－３－エ

チルウレア
シモキサニル 186 ジクロロメタン 塩化メチレン

142 ２，４－ジアミノアニソール 187 ２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアントラキノン ジチアノン

143 ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル 188 Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン

144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） 189 Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド

145 ２－（ジエチルアミノ）エタノール 190 ジシクロペンタジエン

【第一種指定化学物質】 最左欄の●印は、特定第一種指定化学物質を示します。
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191 １，３－ジチオラン－２－イリデンマロン酸ジイソプロピル イソプロチオラン 241
２－スルホヘキサデカン酸－１－メチルエステルナトリウム塩

192 ジチオりん酸Ｏ－エチル－Ｓ，Ｓ－ジフェニル
エディフェンホス又はＥＤ

ＤＰ
242 セレン及びその化合物

193 ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－（２－エチルチオエチル）
エチルチオメトン又はジ

スルホトン
● 243 ダイオキシン類

194
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－［（６－クロロ－２，３－ジヒド

ロ－２－オキソベンゾオキサゾリニル）メチル］
ホサロン 244

２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラヒドロ－２Ｈ－１，３，５－チア

ジアジン
ダゾメット

195
ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プ

ロピル
プロチオホス 245 チオ尿素

196
ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－５－メトキシ－２－オキソ－

１，３，４－チアジアゾール－３－イル）メチル－Ｏ，Ｏ－ジメチル メチダチオン又はＤＭＴＰ 246 チオフェノール

197
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－１，２－ビス（エトキシカルボ

ニル）エチル
マラソン又はマラチオン 247

チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－Ｏ－

エチル－Ｓ－プロピル
ピラクロホス

198
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカルバモイル）メ

チル］
ジメトエート 248

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル－６－メチル

－４－ピリミジニル）
ダイアジノン

199
ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス［５－（４－モルホリノ－６－

アニリノ－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）ベンゼンスルホ

ナート］

ＣＩフルオレスセント２６０ 249
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２－ピ

リジル）
クロルピリホス

200 ジニトロトルエン 250
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３－イソオキサ

ゾリル）
イソキサチオン

201 ２，４－ジニトロフェノール 251
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－ニトロフェニ

ル）

フェニトロチオン又はＭ

ＥＰ

202 ジビニルベンゼン 252
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－メチルチオ

フェニル）
フェンチオン又はＭＰＰ

203 ジフェニルアミン 253
チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ

－プロピル
プロフェノホス

204 ジフェニルエーテル 254 チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソプロピル
イプロベンホス又はＩＢＰ

205 １，３－ジフェニルグアニジン 255 デカブロモジフェニルエーテル

206
Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ

－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル
カルボスルファン 256 デカン酸

207 ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール 257 デシルアルコール デカノール

208 ２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール 258
１，３，５，７－テトラアザトリシクロ［３．３．１．１（３，７）］デカン

ヘキサメチレンテトラミン

209 ジブロモクロロメタン 259 テトラエチルチウラムジスルフィド ジスルフィラム

210 ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド 260 テトラクロロイソフタロニトリル
クロロタロニル又はＴＰＮ

211 ジブロモテトラフルオロエタン ハロン－２４０２ 261
４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン

フサライド

212
（ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート

アセフェート 262 テトラクロロエチレン

213 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド 263 テトラクロロジフルオロエタン ＣＦＣ－１１２

214 ２，４－ジメチルアニリン 264 ２，３，５，６－テトラクロロ－パラ－ベンゾキノン

215 ２，６－ジメチルアニリン 265 テトラヒドロメチル無水フタル酸

216 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン 266
２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－３－

（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－２，２－

ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

テフルトリン

217 ５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリチアン チオシクラム 267
３，７，９，１３－テトラメチル－５，１１－ジオキサ－２，８，１４－トリ

チア－４，７，９，１２－テトラアザペンタデカ－３，１２－ジエン－

６，１０－ジオン

チオジカルブ

218 ジメチルアミン 268 テトラメチルチウラムジスルフィド チウラム又はチラム

219 ジメチルジスルフィド 269
３，７，１１，１５－テトラメチルヘキサデカ－１－エン－３－オール

イソフィトール

220 ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 270 テレフタル酸

221

２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－７－イル

＝Ｎ－［Ｎ－（２－エトキシカルボニルエチル）－Ｎ－イソプロピル

スルフェナモイル］－Ｎ－メチルカルバマート
ベンフラカルブ 271 テレフタル酸ジメチル

222
Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバミン酸Ｓ－４－フェノキシブチル

フェノチオカルブ 272 銅水溶性塩（錯塩を除く。）

223 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン 273 １－ドデカノール
ノルマル－ドデシルアル

コール

224 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド 274 ターシャリ－ドデカンチオール

225
ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナー

ト
トリクロルホン又はＤＥＰ 275 ドデシル硫酸ナトリウム

226 １，１－ジメチルヒドラジン 276 ３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジアミン
テトラエチレンペンタミン

227 １，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジニウム＝ジクロリド
パラコート又はパラコー

トジクロリド
277 トリエチルアミン

228
３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイル＝ジイソシアネート

278 トリエチレンテトラミン

229
ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニレン）ビス（３－チオアロファ

ナート）
チオファネートメチル 279 １，１，１－トリクロロエタン

230
Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニレ

ンジアミン
280 １，１，２－トリクロロエタン

231 ３，３’－ジメチルベンジジン オルト－トリジン 281 トリクロロエチレン

232 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド 282 トリクロロ酢酸

233
２－［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］－２－フェニル酢酸エ

チル
フェントエート又はＰＡＰ 283 ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン

234 臭素 284 トリクロロトリフルオロエタン ＣＦＣ－１１３

235 臭素酸の水溶性塩 285 トリクロロニトロメタン クロロピクリン

236 ３，５－ジヨード－４－オクタノイルオキシベンゾニトリル アイオキシニル 286 （３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）オキシ酢酸 トリクロピル

237 水銀及びその化合物 287 ２，４，６－トリクロロフェノール

238 水素化テルフェニル 288 トリクロロフルオロメタン ＣＦＣ－１１

239 有機スズ化合物 289 １，２，３－トリクロロプロパン

240 スチレン 290 トリクロロベンゼン

最左欄の●印は、特定第一種指定化学物質を示します。【第一種指定化学物質】
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291
１，３，５－トリス（２，３－エポキシプロピル）－１，３，５－トリアジ

ン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン
346 ２－フェニルフェノール

292 トリブチルアミン 347 Ｎ－フェニルマレイミド

293
アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－

Ｎ，Ｎ－ジプロピル－パラ－トルイジン
トリフルラリン 348 フェニレンジアミン

294 ２，４，６－トリブロモフェノール 349 フェノール

295 ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール 350
３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－

ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
ペルメトリン

296 １，２，４－トリメチルベンゼン ● 351 １，３－ブタジエン

297 １，３，５－トリメチルベンゼン 352 フタル酸ジアリル

298 トリレンジイソシアネート 353 フタル酸ジエチル

299 トルイジン 354 フタル酸ジ－ノルマル－ブチル

300 トルエン 355 フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）

301 トルエンジアミン 356 フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル

302 ナフタレン 357
２－ターシャリ－ブチルイミノ－３－イソプロピル－５－フェニルテ

トラヒドロ－４Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４－オン ブプロフェジン

303 １，５－ナフタレンジイル＝ジイソシアネート 358
Ｎ－ターシャリ－ブチル－Ｎ’－（４－エチルベンゾイル）－３，５

－ジメチルベンゾヒドラジド
テブフェノジド

304 鉛 359 ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル

● 305 鉛化合物 360
Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－ベン

ゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル
ベノミル

306 二アクリル酸ヘキサメチレン 361
ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ－２－フルオロフェノキシ）

フェノキシ］プロピオナート
シハロホップブチル

307 二塩化酸化ジルコニウム 362
１－ターシャリ－ブチル－３－（２，６－ジイソプロピル－４－フェノ

キシフェニル）チオ尿素
ジアフェンチウロン

308 ニッケル 363
５－ターシャリ－ブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポ

キシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン オキサジアゾン

● 309 ニッケル化合物 364
ターシャリ－ブチル＝４－（｛［（１，３－ジメチル－５－フェノキシ－

４－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝メチル）ベンゾアート フェンピロキシメート

310 ニトリロ三酢酸 365 ブチルヒドロキシアニソール ＢＨＡ

311 オルト－ニトロアニソール 366 ターシャリ－ブチル＝ヒドロペルオキシド

312 オルト－ニトロアニリン 367 オルト－セカンダリ－ブチルフェノール

313 ニトログリセリン 368 ４－ターシャリ－ブチルフェノール

314 パラ－ニトロクロロベンゼン 369
２－（４－ターシャリ－ブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝２－プ

ロピニル＝スルフィット

プロパルギット又はＢＰ

ＰＳ

315 オルト－ニトロトルエン 370
２－ターシャリ－ブチル－５－（４－ターシャリ－ブチルベンジルチ

オ）－４－クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン
ピリダベン

316 ニトロベンゼン 371
Ｎ－（４－ターシャリ－ブチルベンジル）－４－クロロ－３－エチル

－１－メチルピラゾール－５－カルボキサミド
テブフェンピラド

317 ニトロメタン 372
Ｎ－（ターシャリ－ブチル）－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミ

ド

318 二硫化炭素 373 ２－ターシャリ－ブチル－５－メチルフェノール

319 １－ノナノール
ノルマル－ノニルアル

コール
374 ふっ化水素及びその水溶性塩

320 ノニルフェノール 375 ２－ブテナール

321 バナジウム化合物 376
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリ

ド
ブタクロール

322
５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２’－（２

－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４’－メトキシアセトア

ニリド

377 フラン

323
２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，５－トリアジ

ン
シメトリン 378 Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物 プロピネブ

324 １，３－ビス［（２，３－エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン 379 ２－プロピン－１－オール

325 ビス（８－キノリノラト）銅
オキシン銅又は有機銅

380 ブロモクロロジフルオロメタン ハロン－１２１１

326
３，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，２，４，５－テトラジン

クロフェンチジン 381 ブロモジクロロメタン

327 １，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒドラジン 382 ブロモトリフルオロメタン ハロン－１３０１

328 ビス（Ｎ，Ｎ’－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛 ジラム 383
５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－６－メチル－１，２，３，４－

テトラヒドロピリミジン－２，４－ジオン
ブロマシル

329
ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ，Ｎ’－エチレンビス

（チオカルバモイルチオ亜鉛）
ポリカーバメート 384 １－ブロモプロパン

330 ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）＝ペルオキシド ● 385 ２－ブロモプロパン

331
Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝Ｏ－エチル＝ホスホロジチオ

アート
カズサホス 386 ブロモメタン 臭化メチル

● 332 砒素及びその無機化合物 387
ヘキサキス（２－メチル－２－フェニルプロピル）ジスタノキサン

酸化フェンブタスズ

333 ヒドラジン 388
６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘ

キサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチエピン＝

３－オキシド

エンドスルファン又はベ

ンゾエピン

334 ４－ヒドロキシ安息香酸メチル 389 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド

335 Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセトアミド 390 ヘキサメチレンジアミン

336 ヒドロキノン 391 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート

337 ４－ビニル－１－シクロヘキセン 392 ノルマル－ヘキサン

338 ２－ビニルピリジン 393 ベタナフトール

339 Ｎ－ビニル－２－ピロリドン ● 394 ベリリウム及びその化合物

340 ビフェニル 395 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩

341 ピペラジン 396 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸） ＰＦＯＳ

342 ピリジン ● 397 ベンジリジン＝トリクロリド

343 ピロカテコール カテコール 398 ベンジル＝クロリド 塩化ベンジル

344 フェニルオキシラン 399 ベンズアルデヒド

345 フェニルヒドラジン ● 400 ベンゼン

最左欄の●印は、特定第一種指定化学物質を示します。【第一種指定化学物質】
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401 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物 451 ２－メトキシ－５－メチルアニリン

402
２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセトアニリド

メフェナセット 452 ２－メルカプトベンゾチアゾール

403 ベンゾフェノン 453 モリブデン及びその化合物

404 ペンタクロロフェノール 454 ２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール

405 ほう素化合物 455 モルホリン

406 ポリ塩化ビフェニル ＰＣＢ 456 りん化アルミニウム

407
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数

が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） 457 りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル
ジクロルボス又はＤＤＶ

Ｐ

408 ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル 458 りん酸トリス（２－エチルヘキシル）

409
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム

459 りん酸トリス（２－クロロエチル）

410 ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル 460 りん酸トリトリル

● 411 ホルムアルデヒド 461 りん酸トリフェニル

412 マンガン及びその化合物 462 りん酸トリ－ノルマル－ブチル

413 無水フタル酸

414 無水マレイン酸

415 メタクリル酸

416 メタクリル酸２－エチルヘキシル

417 メタクリル酸２，３－エポキシプロピル

418 メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル

419 メタクリル酸ノルマル－ブチル

420 メタクリル酸メチル

421 ４－メチリデンオキセタン－２－オン

422
（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－２－ピリミジ

ニルヒドラゾン
フェリムゾン

423 メチルアミン

424 メチル＝イソチオシアネート

425 Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル
イソプロカルブ又はＭＩＰ

Ｃ

426
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベ

ンゾ［ｂ］フラニル
カルボフラン

427 Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル カルバリル又はＮＡＣ

428 Ｎ－メチルカルバミン酸２－セカンダリ－ブチルフェニル
フェノブカルブ又はＢＰ

ＭＣ

429
メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルカ

ルバモイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４－カルボ

キシラート

ハロスルフロンメチル

430

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，４ａ，５－テトラヒドロ－２－［メ

トキシカルボニル（４－トリフルオロメトキシフェニル）カルバモイ

ル］インデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサジアジン－４ａ－カルボ

キシラート

インドキサカルブ

431
メチル＝（Ｅ）－２－｛２－［６－（２－シアノフェノキシ）ピリミジン－

４－イルオキシ］フェニル｝－３－メトキシアクリラート アゾキシストロビン

432
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペ

ンタ－１，４－ジエン
アミトラズ

433 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸 カーバム

434
メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－［（メチルカルバモイル）オキ

シ］－１－チオオキサムイミデート
オキサミル

435
メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオキシ）－６－

［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート
ピリミノバックメチル

436 アルファ－メチルスチレン

437 ３－メチルチオプロパナール

438 メチルナフタレン

439 ３－メチルピリジン

440 １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド

441 ２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノール

442
２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミド

メプロニル

443
Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミダー

ト
メソミル

444
メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２－｛［（｛（Ｅ）－１－［３－（トリフ

ルオロメチル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニ

ル）アセタート

トリフロキシストロビン

445
メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－（オルト－トリルオキシメチル）

フェニル］アセタート
クレソキシムメチル

446 ４，４’－メチレンジアニリン

447
メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート

448 メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート

449
３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝３’－メチルカルバニラー

ト
フェンメディファム

450
Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカルバミン酸

Ｏ－３－ターシャリ－ブチルフェニル
ピリブチカルブ

最左欄の●印は、特定第一種指定化学物質を示します。【第一種指定化学物質】
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1 アセトアミド 51
（４－｛［４－（ジメチルアミノ）フェニル］（フェニル）メチリデン｝シクロヘ

キサ－２，５－ジエン－１－イリデン）（ジメチル）アンモニウム＝クロリド
マラカイトグリーン塩酸

塩

2 パラ－アニシジン 52 ジメチルカルバモイル＝クロリド

3
５－アミノ－１－（２，６－ジクロロ－４－トリフルオロメチルフェニル）－

４－エチルスルフィニル－１Ｈ－ピラゾール－３－カルボニトリル エチプロール 53
Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－メチルスルフィニルフェニル）

－チオホスフェイト
メスルフェンホス

4 ３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール アミトロール 54
臭素化ビフェニル（臭素数が２から５までのもの及びその混合物に限

る。）

5 ３’－アミノ－４’－メトキシアセトアニリド 55
２－（１，３－チアゾール－４－イル）－１Ｈ－ベンゾイミダゾール

6 ４－アリル－１，２－ジメトキシベンゼン 56 チオアセトアミド

7
アルキル硫酸エステルナトリウム（アルキル基の炭素数１６から１８まで

のもの及びその混合物に限る。）
57 ２－（チオシアナートメチルチオ）－１，３－ベンゾチアゾール ＴＣＭＴＢ

8 ウレタン 58
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（６－オキソ－１－フェニル－１，６－

ジヒドロ－３－ピリダジニル）
ピリダフェンチオン

9 Ｎ－エチルアニリン 59 チオりん酸Ｏ－３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル－Ｏ，Ｏ－ジメチル クロルピリホスメチル

10
２－エチルアミノ－４－イソプロピルアミノ－６－メチルチオ－１，３，５－

トリアジン
アメトリン 60 １，１，２，２－テトラクロロエタン

11 エチル＝３－フェニルカルバモイルオキシカルバニラート デスメディファム 61
テトラナトリウム＝３，３’－［（３，３’－ジメトキシ－４，４’－ビフェニリ

レン）ビス（アゾ）］ビス（５－アミノ－４－ヒドロキシ－２，７－ナフタレン

ジスルホナート）

ＣＩダイレクトブルー１５

12
Ｎ－［３－（１－エチル－１－メチルプロピル）－１，２－オキサゾール－

５－イル］－２，６－ジメトキシベンズアミド
イソキサベン 62 テトラブロモメタン

13
５－エトキシ－３－トリクロロメチル－１，２，４－チアジアゾール

エクロメゾール 63 オルト－テルフェニル

14 １，２－エポキシ－３－（トリルオキシ）プロパン 64
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－メトキシフェニル）エタン

メトキシクロル

15 ４，４’－オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド 65 トリス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバメート）鉄 ファーバム

16 クロロアセトアルデヒド 66 トリブロモメタン ブロモホルム

17

（ＲＳ）－１－［３－クロロ－４－（１，１，２－トリフルオロ－２－トリフル

オロメトキシエトキシ）フェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）

ウレア

ノバルロン 67

ナトリウム＝３－（｛Ｎ－［４－（［４－（ジメチルアミノ）フェニル］［４－｛Ｎ

－エチル－Ｎ－［（３－スルホナトフェニル）メチル］アミノ｝フェニル］メチ

レン）－２，５－シクロヘキサジエン－１－イリデン］－Ｎ－エチルアンモ

ニオ｝メチル）ベンゼンスルホナート

ＣＩアシッドバイオレット４

９

18
（１’Ｓ－トランス）－７－クロロ－２’，４，６－トリメトキシ－６’－メチル

スピロ［ベンゾフラン－２（３Ｈ），１’－シクロヘキサ－２’－エン］－３，

４’－ジオン

グリセオフルビン 68 ナトリウム＝１，１’－ビフェニル－２－オラート

19 １－クロロナフタレン 69 メタ－ニトロアニリン

20 酢酸ベンジル 70 Ｎ－ニトロソジフェニルアミン

21 サフロール 71 メタ－ニトロトルエン

22
（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（Ｓ）－２－（４－ク

ロロフェニル）－３－メチルブチラート
エスフェンバレレート 72 パラ－ニトロフェノール

23
アルファ－シアノ－４－フルオロ－３－フェノキシベンジル＝３－（２，２

－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート シフルトリン 73 パリゴルスカイト アタパルジャイト

24 トランス－１，２－ジクロロエチレン 74
３，３－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１，３－ジヒドロイソベンゾフラ

ン－１－オン
フェノールフタレイン

25 ジクロロ酢酸 75 ４，４’－ビピリジル

26
１－（３，５－ジクロロ－２，４－ジフルオロフェニル）－３－（２，６－ジフ

ルオロベンゾイル）尿素
テフルベンズロン 76

１－（４－ビフェニリルオキシ）－３，３－ジメチル－１－（１Ｈ－１，２，４

－トリアゾール－１－イル）－２－ブタノール
ビテルタノール

27
１，３－ジクロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオン

77 パラ－フェネチジン

28
２－［４－（２，４－ジクロロ－メタ－トルオイル）－１，３－ジメチル－５

－ピラゾリルオキシ］－４－メチルアセトフェノン
ベンゾフェナップ 78 フタル酸ジシクロヘキシル

29 ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン 79 １，３－プロパンスルトン

30
２，２－ジクロロ－Ｎ－［２－ヒドロキシ－１－（ヒドロキシメチル）－２－

（４－ニトロフェニル）エチル］アセトアミド
クロラムフェニコール 80

Ｎ－プロピル－Ｎ－［２－（２，４，６－トリクロロフェノキシ）エチル］イミ

ダゾール－１－カルボキサミド
プロクロラズ

31
Ｎ－（２，３－ジクロロ－４－ヒドロキシフェニル）－１－メチルシクロヘキ

サンカルボキサミド
フェンヘキサミド 81 ３－ブロモ－１－プロペン 臭化アリル

32
２，４’－ジクロロ－アルファ－（５－ピリミジニル）ベンズヒドリル＝ア

ルコール
フェナリモル 82 ヘキサクロロエタン

33
２－（２，４－ジクロロフェニル）－１－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－

１－イル）－２－ヘキサノール
ヘキサコナゾール 83 ヘキサクロロシクロペンタジエン

34 ２，４－ジクロロフェノール 84
１，４，５，６，７，７－ヘキサクロロビシクロ［２．２．１］－５－ヘプテン－

２，３－ジカルボン酸
クロレンド酸

35 （ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェノキシ）プロピオン酸 ジクロルプロップ 85 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝ブロミド

36 １，３－ジクロロ－２－プロパノール 86
５－ベンジル－３－フリルメチル＝（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－

ジメチル－３－（２－メチルプロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボ

キシラート

レスメトリン

37
（ＲＳ）－１－［２，５－ジクロロ－４－（１，１，２，３，３，３－ヘキサフル

オロプロポキシ）フェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）ウレ

ア

ルフェヌロン 87 パラ－ベンゾキノン

38 ３，３’－ジクロロベンジジン二塩酸塩 88 ペンタクロロニトロベンゼン
キントゼン又はＰＣＮＢ

39
ジナトリウム＝４－アミノ－３－［４’－（２，４－ジアミノフェニルアゾ）－

１，１’－ビフェニル－４－イルアゾ］－５－ヒドロキシ－６－フェニルア

ゾ－２，７－ナフタレンジスルホナート

ＣＩダイレクトブラック３８ 89 ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム

40

ジナトリウム＝８－（３，３’－ジメチル－４’－｛４－［（パラ－トリル）ス

ルホニルオキシ］フェニルアゾ｝－１，１’－ビフェニル－４－イルアゾ）

－７－ヒドロキシ－１，３－ナフタレンジスルホナート
ＣＩアシッドレッド１１４ 90 Ｎ－メチルアニリン

41 ２，４－ジニトロアニリン 91
６－メチル－１，３－ジチオロ［４，５－ｂ］キノキサリン－２－オン

42 ジニトロナフタレン 92 ２－メチル－５－ニトロアニリン

43 メタ－ジニトロベンゼン 93 メチルヒドラジン

44 ２，３－ジヒドロ－６－プロピル－２－チオキソ－４（１Ｈ）－ピリミジノン プロピルチオウラシル 94
２－メチル－１，１’－ビフェニル－３－イルメチル＝（Ｚ）－３－（２－ク

ロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－２，２－ジメチルシク

ロプロパンカルボキシラート

ビフェントリン

45 １，２－ジブロモエタン
ＥＤＢ又は二臭化エチレ

ン
95 メチル＝ベンゾイミダゾール－２－イルカルバマート カルベンダジム

46 １，４－ジブロモブタン 96 ４，４’－メチレンビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン）

47 ２，３－ジブロモ－１－プロパノール 97 ４，４’－メチレンビス（２－メチルシクロヘキサンアミン）

48 １，３－ジブロモプロパン 98 硫酸ヒドラジン

49 ジベンジルエーテル 99 りん酸（２－エチルヘキシル）ジフェニル

50 ２，３－ジメチルアニリン 100 りん酸ジ－ノルマル－ブチル＝フェニル

【第二種指定化学物質】
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号番号 物質名 別名 号番号 物質名 別名

1 アルミニウム（粉状のものに限る。） 23 炭化けい素（繊維状のものに限る。）

2 アンモニア（アンモニア水を含む。） 24 テトラヒドロフラン

3 イソオクタン 25 テトラメチルエチレンジアミン

4 イソホロン 26 トリメチルアミン

5 塩化水素（塩酸を含む。） 27 二酸化硫黄（燃焼生成物を除く。）

6 塩素 28 パラ-ニトロトルエン

7 キャプタン 29 フタル酸ジメチル

8 クロルスルホン酸 30 オルト-フタロジニトリル

9 クロロプレン 31 ふっ化けい素

10 コールタール 32 ふっ素

11 コールタールピッチ 33 2-ブトキシエタノール

12 五塩化りん 34 マグネシウム

13 三塩化りん 35 メタノール

14 ジエタノールアミン 36 メチルイソブチルケトン

15 ジエチルサルフェート 37 メチルエチルケトン ＭＥＫ

16 シクロヘキサノン 38 メチル-ターシャリ-ブチルエーテル

17 ジメチルアミノエタノール 39 ヨウ化メチル

18 N,N-ジメチルエチルアミン 40 硫化水素

19 1,1-ジメチルグアニジン 41 硫酸（三酸化硫黄を含む。）

20
臭素化ビフェニル（臭素数が二から五までのもの及びその

混合物を除く。）
42 硫酸ジメチル

21 硝酸 43 りん化水素 ホスフィン

22 タルク（アスベスト様繊維を含むものに限る。） 44 ロックウール

【特定化学物質のうち規則で定める物質】 ※ 埼玉県が独自に定めた物質です。
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埼玉県生活環境保全条例 特定化学物質取扱量報告書チェックシート 
このシートは記入例（p3,7）をもとに作成しました。 

報告書を提出する前に、記入項目の最終チェックに利用してください。 

 

 様式第２５号（第５７条関係） 

 チェック項目 チェック内容 ﾁｪｯｸ

欄 

(1) 提出日  窓口に提出する日付（郵送の場合は投函する日付）を記入したか。  

(2) 

 

 

(3) 

あて先 

 事業所が所在する市町村を所管する環境管理事務所の長を記入したか（「○
○環境管理事務所長」となっているか）。 
 ただし、事業所が川越市、川口市、所沢市、越谷市に所在する場合は「○
○市長」とすること。 

 

報 

 

告 

 

者 

郵便番号  郵便番号を記入したか（大口事業所等で取得した個別郵便番号は不可）。  

住所  事業者（本社）の住所を記入したか。  

氏名  法人の場合、法人名と代表者名を記入したか。  

ふりがな  住所、氏名にふりがなを記入したか。  

代理人  代理人で報告した場合、役職を記入したか。  

押印または署 

名 

 代表者（代理人の場合は代理人）印または代表者（代理人の場合は代理人）
個人の印を押印したか、または自署したか。 

 

(4) 

事業者の名称 

 法人の場合、法人名（会社名等）を記入したか。 

 ただし、前回の報告時における名称から変更された場合、変更前の名称を
記入したか。 

 

(5) 

事業所の名称 

 報告を行う工場、事業場などの名称を記入したか。（事業者名は省略） 

 ただし、前回の報告時における名称から変更された場合、変更前の名称を
記入したか。 

 

(6) 事業所 

の所在 

地 

郵便 

番号 
 郵便番号を記入したか（大口事業所等で取得した個別郵便番号は不可）。 

 

住所  報告を行う工場、事業場などの住所を記入したか。  

(7) 事業者が常時使
用する従業員の
数（全社） 

 会社全体の従業員数を記入したか。 

 

(8) 事業所において
常時使用される
従業員の数 

 報告を行う工場、事業場などの従業員数を記入したか。 

 

(9) 事業所において
行われる事業が
属する業種 

 業種名及び対応する業種コードを記入したか。 

 ただし、複数の事業を営む事業所の場合は、出荷額、売上額が最も多い業
種名及び業種コードを「うち主たるもの」の欄に記入すること。 

 

(10) 前年度の特定化
学物質の取扱量 

 必要な別紙をすべて添付したか。 
 

(11) 条例規則第５８
条第１項の請求
の有無 

 「無」に○を付したか。 

 ただし、別途、秘密情報の請求の手続きを行った場合は「有」に○を付す
こと。 

 

(12) 
連 

絡 

先 

担当部署 
 担当者が所属する部署を記入したか。 

 ただし、代表者などが担当者となっている場合は役職を記入すること。 

 

担当者氏名  報告内容を把握している者を担当者として記入したか。  

電話番号  担当部署の直通電話など、担当者に連絡をとることのできる電話番号か。  

(13) 受理年月日 （この欄には記入しないでください）  
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別紙 

 チェック項目 チェック内容 ﾁｪｯｸ

欄 

(1) 整理番号 （この欄には記入しないでください）  

(2) 

番号 

 報告する物質が複数の場合、「第一種指定化学物質」「第二種指定化学物質」

「その他の特定化学物質」の区分の順に、さらに同一の区分では号番号（p16～

22参照）が１から小さい順に、連続する番号を記入したか。 

 

(3) 特定化学物質の

名称 

 特定化学物質の名称を記入したか。 

 ただし、複数の名称がある場合は、別名（p16～22参照）を記載したか。 

 

(4) 特定化学物質の

区分 

 該当する区分（p16～22参照）の番号（1,2,3のいずれか）に○をつけ、号

番号（p16～22参照）を記入したか。 

 

(5) 

取扱量 

内訳 

把握 

 特定化学物質の把握に誤りはないか。 

 ※取り扱う製品で特定化学物質を含む製品のうち、下記に該当するものは

対象外ですので除外します。 

 ① 特定化学物質の質量％が１％未満（ただし、特定第一種指定化学物質

の場合は0.1質量％未満）の製品 

 ② 取扱いの過程で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（例：組立部品） 

 ③ 特定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品 

  （例：バッテリー） 

 ④ 主として一般消費者の生活用の製品（例：家庭用殺虫剤） 

 ⑤ 再生資源（例：有償物の金属くず） 

 

計算  計算に間違いはないか（もう一度、検算をお願いします）。  

物質 
 取扱量５００kg以上の特定化学物質をすべて記入したか（取扱量５００kg

未満の特定化学物質の報告は不要）。 

 

単位 

 単位に間違いはないか（kgで記入する）。 

 ※グラムでは１０００倍、トンでは１０００分の１になってしまいますの

で、単位には十分気を付けてください。 

 

有効 

数字 
 有効数字２ケタ（上から３ケタ目を四捨五入）で記入したか。 

 

その他  空欄はないか（該当がない項目は「0.0」と記入）。  

 

  ※ 最後に、様式第２５号（第５７条関係）とすべての別紙 を重ね、左上１箇所をホチキスでとじて提出

してください。 
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様式第25号（第57条関係） 

特 定 化 学 物 質 取 扱 量 報 告 書                 

年  月  日  

（あて先） 

   環境管理事務所長 

 

報告者  氏名又は名称及び住所                     印  

並びに法人にあっては 

その代表者の氏名 

（電話番号                         ） 

 埼玉県生活環境保全条例第 74 条第２項の規定により、特定化学物質の取扱量について、 

次のとおり報告します。 

事 業 所 

事 業 者 の 名 称  

前回の報告における名称  

事 業 所 の 名 称  

前回の報告における名称  

所 在 地  

事業者が常時使用する従業員の数（全社）  

事業所において常時使用される従業員の数  

事業所におい 

て 行 わ れ る 

事業が属する 

業 種 

業    種    名 業種コード 

うち主たるもの   

 

  

  

  

前年度の特定化学物質の取扱量 別紙のとおり。 

この報告が埼玉県生活環境保全条例施行規則第58条第１項の請求に

係るものであることの有無（該当するものに○を付すこと。） 

１ 有 

２ 無 

連 絡 先 

担 当 部 署  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号  

※受理年月日       年   月   日 ※ 整 理 番 号  

 備考 １ 報告書は、事業所ごとに作成すること。 
       ２ 「前回の報告における名称」の欄には、変更された場合に記載すること。 
       ３ 「事業者が常時使用する従業員の数（全社）」及び「事業所において常時使用される従業員の

数」の欄には、前年４月１日現在（前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始
した日）における人数を記載すること。 

        ４ 「事業所において行われる事業が属する業種」の欄には、当該事業所における主たる事業が
属する業種を最上欄に記載し、２以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降
にその他の業種を記載すること。また、「業種コード」の欄には、業種に対応する日本標準産業
分類における分類番号を記載すること。 

    ５ ※印の欄には、記載しないこと。 
       ６ 報告書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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別紙 

※整理番号  

特定化学物質の名称及び取扱量  

番 号      

特 定 化 学 物 質 の 

名 称 

   

特 定 化 学 物 質 の 

区 分 

 

（該当の番号に○を付

し、号番号を記載する

こと。） 

１ 第一種指定化学物質 １ 第一種指定化学物質 １ 第一種指定化学物質 

         第    号          第    号          第    号 

２ 第二種指定化学物質 ２ 第二種指定化学物質 ２ 第二種指定化学物質 

         第    号          第    号          第    号 

３ その他の特定化学物質          ３ その他の特定化学物質          ３ その他の特定化学物質          

         第    号          第    号          第    号 

取 扱 量 

            (kg) 
   

内     

 

 

訳 

使 用 量 

     (kg) 
   

製 造 量 

     (kg) 
   

取 り 扱 う 量 

     (kg) 
   

備考 １ 「取扱量」の欄には、「使用量」、「製造量」及び「取り扱う量」の合計を記載すること。 

   ２ 「使用量」の欄には、事業所において事業活動に伴い使用した量を記載すること。当該年度期

首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。 

    ３ 「製造量」の欄には、当該年度に事業所において製造した量（副生成物も含む。）を記載するこ

と。 

    ４ 「取り扱う量」の欄には、入荷した特定化学物質等を自ら使用しないで、事業所において取り

扱う量（例：石油卸売業、燃料小売業等において、卸売り、小売り等をするために事業所内で貯

蔵所、容器等に移し替える量）を記載すること。当該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算

し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。 

   ５ 別紙が２枚以上になる場合には、「番号」の欄の番号を通し番号とすること。 

     ６ 特定化学物質の号番号は、埼玉県生活環境保全条例施行規則別表第 20 並びに特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第１及び第２を参照して記

載すること。 

     ７ ※印の欄には、記載しないこと。 
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生活環境保全条例（特定化学物質適正管理）のホームページ  

 

 埼玉県環境部大気環境課（化学物質担当） 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/gaiyou.html 

 

 

 

 埼玉県環境部  

 大気環境課化学物質担当  

 

 〒３３０－９３０１  

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１  

 電 話 ０４８－８３０－２９８６（ダイヤルイン）  

 ＦＡＸ ０４８－８３０－４７７２  

 

 


