
 

                             記入日  （西暦：ｃｃｙｙ―ｍｍ―ｄｄ）   2021 － 9 － 15 

 

 

Form  3.2:  Declaration  of  Schedule  3  Plant  Sites   

 

Please complete  one form for each plant  site.  
 

                         

Plant Site Code: 
99999999 

 

 

Name of plant site: 

Tokyo Factory, Keizaisangyokagaku Co., Ltd.  
 

 

 
The name of the owner, company, or enterprise operating the plant  site:                                

 
Keizaisangyokagaku Co., Ltd. 

 

                                  

Street address: 

123 Kagaku-cho  

 

 
City/district: 

Keisan-shi 
 

 
Province/state/other: Tokyo 

 
Latitude, longitude/Precise location:                              

Latitude: 35 / 40 / 20 N Longitude: 139 / 45 / 03 E 

 

Identify the attachment for additional information on this plant site (if available):  

  
 
 
 

Number of declared Schedule 2 Plants at the plant site: 0 

                                                                             

 

 

  

届出日（様式 18記載の日付）と同一日と

してください。 

Form3.2 は予定申告と実績申告ともに同

じ様式です。 

事業所ごとに記入してください。直近の申

告から変更がある場合は、変更内容がわか

るメモ を添付してください。 

表３剤(第二種指定物質)事業所の申告 

事業所ごとに１葉所コード 

管轄の経済産業局からお知らせした事業

所コード（8桁）を記載してください。 
事業所コード 

事業所を操業する、所有者、

会社名又は企業名 

事業所名 

町村及び番地 

市／郡 

都道府県 

緯度経度／正確な場所 

緯度 経度 

この事業所についての追加的情報（あれば） 

事業所内の申告された表２剤（第一種指定物質）施設の数 

ISO 認証書や公的な書類で確認できる名

称を記入してください。 

※事業所名のみでは他の事業所との区別

がつきにくいことから、会社名との併記を

お勧めしています。 

正門や事務所棟入り口等、貴事業所の代

表地点で測定した数値を記入してくださ

い。（分・秒の位は 60進法、整数で可） 

ＯＰＣＷの国際検査による測定があった

場合は、その際の値を記入してください。 

基本的に空欄で可 

cho／machi 等の住所表記を確認してくだ

さい。 

丁、番地、号等の順番は ISO等と同じにし

て下さい。 

「市」は「shi」と記述し、その前にハイ

フンを挿入して「-shi」としてください。 

「Ken」等は不要 

第一種指定物質の申告対象の施設がない

場合は”O”を記入してください。 

製造量が申告しきい値以下の場合”0”

です。 



 

  

                            記入日  （西暦：ｃｃｙｙ―ｍｍ―ｄｄ）  2021 － 9 － 15 

 

Form 3.3: Declaration of Schedule  3 Plant(s)   

 

 

Please complete  one form for each plant.  
 

 

Plant Code: 
9999999902 

 

Plant Site Code: 99999999 

 

 

 

Name of plant: 
No.１  Plant 

 

 

The name of the owner, company, or enterprise operating the plant:                                

 

Keizaisangyokagaku Co., Ltd. 
 

 
 

The precise location of the plant within the plant site:  

  

 

 
 Specific structure number, if any: 

 

 
Specific building number, if any:  

                            
 
Identify the attachments for additional information on a voluntary basis on this plant  (if 
available):  

  
 
 
 
Main activities of Schedule 3 plants: 
 
Use product  group codes (see Appendix 4) to describe main activities  of the plant  in terms 
of product group(s):  

 574         

 

 

 

 

表３剤(第二種指定物質)施設の申告 

施設（プラント）ごとに１葉 

施設（プラント）コード 

事業所コード 

施設（プラント）名 

施設（プラント）を操業する、

所有者、会社名又は企業名 

事業所内の施設(プラント)

の正確な場所 

構造物番号（あれば） 

建物番号（あれば） 

施設(プラント)についての追加的情報があれば記入 

表３剤施設(プラント)の主要活動 

施設(プラント)の主要活動（附表４の製品分類コードを使用） 

Form3.2と同一日にしてください。 
Form3.3 は予定申告と実績申告ともに

同じ様式です。 

施設（プラント）ごとに記入してくださ

い。 

直近の申告から変更がある場合は、変更

内容がわかるメモを添付してください。 

 

施設（プラント）ごとの番号となります。 

施設を新設した場合は、管轄の経済産業

局に御相談の上番号を決定して記入し

てください。 

施設の主要な活動に当てはまるものを最

大 5 つホームページ 5.(6)の製品分類コー

ドから選択してください。 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical

_management/cwc/todokede.html 

 

施設名称を英語で記入してくださ

い。 

空欄で可 

空欄でも可ですが、施設（プラント）

を特定する構造物番号や建物番号

があれば記入して下さい。 

空欄で可 



 

  

                            記入日  （西暦：ｃｃｙｙ―ｍｍ―ｄｄ）  2021 － 9 － 15 

 

Form 3.4:  Information on Each Schedule  3  Chemical  above the Declaration  
Threshold at the  Plant Site  
 

Please complete  one or more forms for each plant  site,  depending on the number of  declarable 
chemicals. 
 

Plant Site Code: 
99999999 

 

Please repeat  the following block(s) of  information as often as necessary to declare all 
Schedule 3 chemicals at  the plant site. 
 

  
 

IUPAC chemical name: 
Carbonyl dichloride 

 
 
Common or trade name used by the plant site:                                

 Phosgene 
 
CAS registry number: 77 －  44 － 5  

 
 

Production range for the Schedule 3 chemical (use code of production range, see Appendix 6):  

B 22  

 

Purpose of production (use production purpose codes B11 to B13 in Appendix 5,  or specify): 

 B 11 B  B  

 
  

 
 

IUPAC chemical name:  

 
 
Common or trade name used by the plant site:                                

  
 

CAS registry number:  －   －   
 

Production range for the Schedule 3 chemical (use code of production range, see Appendix 6):  

B   

 

Purpose of production (use production purpose codes B11 to B13 in Appendix 5 ,  or specify): 

 B  B  B  
 

 

 

申告しきい値を超える各表３剤に関する情報 

申告対象の表 3 剤の数に応じ、事業所ごとに本 Form を１枚以上記入 

事業所コード 

１物質ごとに１ブロック、必要に応じて追加 

IUPAC 化学物質名 

事業所での一般名又は取引名 

CAS 登録番号 

表 3 剤の生産数量区分（附表 6 より選択） 

表 3 剤の目的（附表５の B11～B13 を選択） 

Form3.4は予定申告と実績申告ともに同じ

様式で「事業所ごと、物質ごと」です。 

直近の届出から変更が生じた場合は、内容

がわかるメモを添付してください。 

 

Form3.2と同一日にしてください。 

以下１物質につき１ブロック 

ホームページ 5.(2)の英文の物質一覧は

必ずしも IUPAC名ではありません。IUPAC

名をご記入ください。 

ホームページ 5.(6)「表３剤数量区分コ

ード」から当てはまるものを選択して記

入してください。 

（例）Ｂ２２：３０＜Ｐ≦２００ｔ 

http://www.meti.go.jp/policy/chemic

al_management/cwc/todokede.html 

 

ホームページ 5.(6)「表３剤活動目的

コード」から当てはまるものを選択し

て記入してください。 

（例）Ｂ１１：製造後、同じ施設内で

消費（自家消費） 

貴事業所で使用している物質名称を記

入して下さい。 


