
No 分類 詳細分類 Q （質問） A（回答）

1 事前準備 全般

まず何から始めたらよいですか。 経済産業省のホームページに掲載している「一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物
質の製造数量等届出書の記載要領」、「第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質
使用製品の実績・予定数量等に係る届出要領」をご一読下さい。
「https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/manual_2021FY_.
pdf」
「https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/2toku/2toku_manu
al_2021FY.pdf」

2 事前準備 ＰＣのスペック

パソコンはどのようなスペックのものを用意したらよいですか。 支援ソフトマニュアルの「２．１．１」をご確認下さい。

3
届出書の
作成

作成方法

支援ソフトを使って届出書を作成する必要がありますか。 光ディスク、電子申請による届出をされる場合には、支援ソフトを利用してXML 形式のデータを出
力する必要があります。書面で届出をされる場合も、支援ソフトを利用することで、エラーチェック
機能や辞書機能により記載が容易になるだけでなく、届出内容の信頼性が高くなりますので、可
能な限りご使用ください。
なお、製造出荷数量等を管理する社内システムをお持ちの場合、一定のフォーマットで出力すれ
ば、支援ソフトに取り込むことができ、手作業で数値や用途を入力する手間が省けます。詳細は、
経済産業省までお問い合わせください。

4
届出書の
作成

作成方法

支援ソフトを利用せず、届出書（書面）の雛形を利用する場合、
注意する点はありますか。

下記ＵＲＬより記載要領をご参照下さい。その上で、記載漏れがないか、ありえない用途番号や都
道府県番号を記載していないか等、入念にお確かめください。
「https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/general-chemical.html」
「https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/class2specified.html」

5
届出書の
作成

作成方法
登録した物質を簡単に把握することはできないでしょうか。 メイン画面に登録物質の一覧が表示されます。

6
届出書の
作成

作成方法

用途番号「１０９」や「１９８」、詳細用途番号「ｙ」や「ｚ」を選択する
と具体的用途を記載するように警告が出ますが、必ず記載しな
いといけませんか。

当該用途番号や当該詳細用途番号を選択した場合には、必ず具体的用途をお書き下さい。

7
届出書の
作成

作成方法
国・地域番号について、川上、川下の事業者等に確認してもわ
かりません。どうしたらよいでしょうか。

経済産業省化学物質管理課化学物質安全室にご相談下さい。

8
届出書の
作成

作成方法
昨年度とほぼ同様の届出を行います。作業負担を減らす方法
はないでしょうか。

過去引用という機能があります。前年度までのデータを簡易に再利用することができます。

別紙５　Ｑ＆Ａ
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No 分類 詳細分類 Q （質問） A（回答）

9 届出方法
光ディスクによる届出
方法

光ディスクでの届出を予定していますが、物質区分ごとに１枚の
ディスクに記録するのでしょうか。それともすべてを1枚のディス
クに記録するのでしょうか。

一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質をまとめて1つのXMLファイルが出力されます
ので、それを１枚の光ディスクに保存してご提出ください。
ただし光ディスク１枚で容量が足りない場合は、２枚以上で提出いただいても構いません。その場
合は、光ディスクに番号を付けてください。

10 届出方法
電子申請による届出
方法

電子申請での届出を予定しています。電子政府の総合窓口（e-
Gov）を利用するのは、電子署名用の電子証明書の発行が必要
でしょうか。

本届出に関しましては、電子署名用の電子証明書の発行は不要です。ただし、事前に、電子申請
用の「届出者等コード」（電子情報処理組織用のID番号）を取得する必要があります。下記ＵＲＬよ
り「電子情報処理組織使用届」の様式をダウンロードの上、必要事項をご記入になり経済産業省
化学物質管理課化学物質安全室までご提出ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/denshitodokedey
oshiki-dai18.docx

11 届出方法
電子申請による届出
方法

電子情報処理組織の「届出者等コード」を本日受け取り、e-gov
に入ろうとしたが入れないのですが、どうしたらよいでしょうか。

e-govは総務省で管理しており、ID番号等の登録作業は当室から当省情報担当部局経由でe-gov
の事務局に連絡が行くこととなっています。このため、登録には多少のお時間がかかりますので、
今しばらくお待ち下さい。それでもアクセスできない場合には、当室にご連絡ください。この「届出
者等コード」とその暗証番号は毎年使用できますので記録しておいてください。

12 届出方法 紙による届出方法
支援ソフトを使用して、紙での届出はできますか。 可能です。届出内容のチェックが終了した段階で、届出媒体の選択を紙にしていただければ、結

構です。

13 届出方法 代表者印

一般化学物質等の届出を行う場合、代表者印の押印は必要で
すか。

2020年12月に押印を不要とする様式の改正を行いました。書面の届出書、光ディスク提出票（様
式第２１）ともに押印の必要はありません。

14 届出方法 届出先
どこに届け出ればよいですか。 経済産業省化学物質管理課化学物質安全室に郵送又はご持参ください。また、e-Gov を通じて

届出を行うこと（電子申請）も可能です。詳細は、記載要領をご確認下さい。

15
届出書の
保存

届出書の保存方法等

提出済みの届出書はコピー等を保存しておいた方がよいです
か。
また、いつまで保存すればよいですか。

当該年度後半に経済産業省又は独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）より照会や確認を
させて頂くことがありますので、紙媒体であればコピーを、光ディスクであれば光ディスク用のXML
やCSVファイルを、電子申請であれば電子申請用のXMLやCSVファイルを保存しておいて下さい。
できれば届出以降３年間は保存をお願いします。

16 支援ソフト インストール

セキュリティの関係で、個人で外部からのシステムをインストー
ルすることはできません。そのような場合、支援ソフトの使用は
不可能でしょうか。

ZIP版をダウンロードしてご使用ください。ダウンロードができない環境をお使いの場合には、CD
版をご提供することができます。
なお、ＣＤ版を郵送で希望される場合には、「化審法一般化学物質等製造（輸入）実績等届出シス
テムＣＤ－ＲＯＭ版申込用紙」に必要事項をご記入の上、郵送費用相当分の切手を貼った封筒を
同封してお送り下さい。
▼ZIP 版は以下のURL からダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/mensekijikou.html
▼CD をご希望の場合、下記URL にある申し込み用紙に必要事項を記入の上、経済産業省化学
物質管理課化学物質安全室(送付先も同URL に記載されています）までご送付ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippansystem/cd-
rom_requestform-H31.docx.docx

17 支援ソフト インストール

支援ソフトをうまくインストールできません。どうすればよいでしょ
うか。

支援ソフトマニュアルの「２．３」をご確認下さい。
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No 分類 詳細分類 Q （質問） A（回答）

18 支援ソフト インストール(C Ｄ版）
CD の初期起動時に、保存ホルダーを聞いてきません。どこに
保存されているのでしょうか。

無条件に C ドライブにｋａｓｈｉｎｈｏｕフォルダを作成します。
なお、Cドライブが存在しない場合には、CD版の支援ソフトを利用することはできません。

19 支援ソフト 稼働環境
支援ソフトの動作環境を教えて下さい。 支援ソフトマニュアルの「２．１．１． 」をご確認ください。

20 支援ソフト 辞書更新
なぜ辞書の更新が必要となるのでしょうか。 届出る必要がある物質、届出る必要の無い物質に変更があるためです。辞書を最新に更新する

ことにより、こうした変化に対応した届出書の作成が可能になります。

21 支援ソフト バージョンアップ
なぜプログラムのバージョンアップが必要となるのでしょうか。 支援ソフトの利便性を向上するため、メニュー構成等を見直しています。

22 支援ソフト  バージョンアップ

プログラムをアップデートしようとすると、
"C\CSCLSetUp\kashinho\heip\todokede.chmへのアクセスが
拒否されました"とのエラーメッセージが表示され、アップデート
出来ません。対処方法を教えて下さい。

現在使用している支援ソフトに入っている、昨年のデータ及び必要に応じて個別辞書をエクスポー
ト（デスクトップ上等に保存）した後、現在使用している支援ソフトをアンインストールしてください。
その後、最新バージョンの支援ソフトをセットアップしてください。更に、出力しておいたデータを取
り込んでいただければと思います。

23 支援ソフト  バージョンアップ

バージョンアップを行った際、 下記のエラーメッセージが表示さ
れ、先に進めません。どうしたらよいですか。
「日付の構文エラーです」

お使いのPC の動作環境に問題があるようにお見受けします。動作環境（支援ソフトマニュアルの
「２．１．１」をご覧ください)をご確認いただき、必要なバージョンアップをお願いいたします。

24 支援ソフト 起動時エラーの対応

インターネットを利用できるPCにも関わらず、支援ソフトの起動
時に下記のエラーメッセージが表示されます。どうしたらよいで
すか。
「ネットワーク接続が行えない環境です。プログラム情報を最新
の状態にしたい場合、ネットワーク接続の方法についてシステ
ム管理者にご相談ください」

プロキシサーバーを経由する場合は、貴社のプロキーサーバーがどのような条件下で使用されて
いるか不明のため、貴社のシステム管理者にお問い合わせください。支援ソフトは、ブラウザ
（Internet Explorer）のプロキシ設定、またはMicrosoft Windows HTTP Services (WinHTTP)のプロ
キシ設定を用います。WinHTTPのプロキシ設定が正しく設定されているか、システム管理者に相
談する等、ご確認ください。IEでインターネット接続できている場合には、下記のコマンドで修正で
きる場合もあります。
netsh winhttp import proxy source=ie
プロキシサーバーを経由しない場合は、プロキシ設定で、経済産業省及びNITE のアドレス
（https://www.meti.go.jp/, https://www.nite.go.jp)を例外条件に入力すれば解決しますが、そのよ
うな設定をして良いかどうかは、貴社のシステム管理者にご確認ください。
また、当該メッセージは、プログラム及び辞書のバージョンが最新であるかのチェックができない
（サイトを接続した際にプロキシサーバーに拒否されているため）というものであり、ソフトを使用す
る上では問題はありません。したがって、このままお使いいただき、バージョンが最新かどうかの
チェックは、別途、独立行政法人製品評価技術基盤機構のメールマガジン（毎週水曜日、無料）
で、リリース情報をウォッチするという方法でカバーしていただいてもよろしいと思います。

25 支援ソフト ヘルプ

ヘルプを起動すると下記のメッセージが表示され、先に進めま
せん。どうしたらよいですか。「Web ページのナビゲーションは取
り消されました」

① インストールフォルダの「kashinho¥help¥todokede.chm」ファイルを右クリックして、[プロパティ]
をクリックします。
② [ブロックの解除]をクリックします。
③ 「kashinho¥help¥todokede.chm」ファイルをダブルクリックして開きます。

26 支援ソフト 物質の登録

未公示新規物質の場合には、どのように届出書を作成すれば
よいですか。

未公示新規物質については、個別辞書登録機能で登録を行ってください。個別辞書登録のやり方
については支援ソフトマニュアルの「９．１．１． 個別辞書を登録する」に記載があります。
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No 分類 詳細分類 Q （質問） A（回答）

27 支援ソフト 物質の登録

第八改訂日本薬局方に該当する化学物質の場合には、どのよ
うに届出書を作成すればよいですか。

薬局方に該当する物質については、個別辞書登録機能で登録を行ってください。個別辞書登録の
やり方については支援ソフトマニュアルの「９．１．１． 個別辞書を登録する」に記載があります。

28 支援ソフト 物質の登録

どうしても１物質だけ支援ソフトに登録できません。当該物質に
ついては、届出書の雛形をダウンロードして直接記入し、書面
による届出を行ってもよいでしょうか。

個別辞書登録できない1物質について、届出書の雛形に直接記入し、書面による届出を行ってい
ただいても結構です。ただし、個別辞書登録できた他の物質につきましては、書面による届出では
なく、XML形式のデータを作成し、電子申請（e-gov）若しくは光ディスクで届出くださいますよう、お
願いいたします。

29 支援ソフト 登録

支援ソフトで「一般化学物質」として２－２３４を登録しようとした
が、検索結果に出てこず、登録できません。どうすればよいで
しょうか。

２－２３４は、平成24年12月21日付けで優先化学物質になったため、「優先化学物質」として検索
すれば登録できます。このように、年度途中で、例えば一般化学物質から優先評価化学物質へと
カテゴリーが変わる場合等がありますので、適宜当省HPで直近情報をご確認下さい。

30 支援ソフト 登録

輸入商品（溶剤）に以下の　CAS.NO.　及び　MITI番号　がふら
れています。

①商品A（溶剤）　　CAS. 　64742-47-8      MITI 　 9-1700
②商品B（溶剤）　　CAS.　 64742-46-7      MITI 　 9-1702

この商品を支援ソフトで登録しようとしますと、システムより「選
択された物質のCAS番号とMITI番号は不適切な組み合わせで
す。」、「登録対象の物質は届出不要なCAS番号とMITI番号の
組み合わせです。」と表示されます。
この場合の処理の仕方を教えて下さい。

MITI 9-1700、9-1702は届出不要物質です、輸入した化学物質がこのMITI番号であるならば届出
の必要はありません。年度途中で、一般化学物質から届出不要物質にカテゴリーが変わる場合
がございますので、適宜当省HPで直近情報をご確認下さい。

31 支援ソフト 登録

一般化学物質について、数量を０で登録しましたが、届出書を
作成できません。どうすればよいでしょうか。

一般化学物質について、製造数量と輸入数量と製造・輸入合計数量の値がいずれも0の場合に
は、化審法上の届出の必要がありません。このため、支援ソフトでは届出書を作成できなくなって
います。

32 支援ソフト データの取り込み

自社で独自に整理したCSV ファイルを支援ソフトに取り込むこと
はできませんか。

支援ソフトのフォーマットに従っていない場合取り込むことができません。

33 支援ソフト 届出情報の確認方法

支援ソフトで、入力した情報を確認したいのですが、届出書（1
物質）単位ではなく、一覧形式で確認することはできませんか。

CSV形式にて出力することができますので、表計算ソフトウェア等で読込み、ご確認ください。表計
算ソフトウェアで修正し、読込むことで支援ソフトのデータを修正することも可能です

34 支援ソフト Excelでの編集

届出データをエクスポートし、Excelにて編集し、支援ソフトにイン
ポートしようといたところ、エラーが発生します。どうすればよい
でしょうか。

データエクスポートでの編集は奨励しておりません。

35 支援ソフト データ移管

PC のリプレースにあたり、本年度使用したデータを新たなPC
に移行したいのですが、どうすればよいでしょうか。

CSV形式にて出力し、新たなPCでインポートする方法が使えます。
また、kashinho\databaseフォルダにあるdodokedeDB.mdbファイルを新しいPCの同フォルダにコ
ピーする方法も使えます。

36 支援ソフト その他

アクセスD/B[todokedeDB.mdb]を確認することができません。 アクセスD/B[todokedeDB.mdb]は確認できないようにしています。
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No 分類 詳細分類 Q （質問） A（回答）

37 支援ソフト その他

マスタ辞書は現在パスワードが掛かっていますが、今後公開さ
れますか。

マスタ辞書は、支援ソフトを用いた一般化学物質等製造数量等届出書の作成を支援することを目
的として本来利用するものでありますので、それ以外の目的で利用されることが無いよう、パス
ワードを設定して管理する仕様になっています
ただし、以下のサイトにおいてExcel形式で同じ内容のマスタ辞書情報をダウンロードすることが可
能ですので、必要がありましたらこちらをご利用ください。
https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/ippan_todokede/jisyo04.html（独立行政法人製品評価技術
基盤機構のサイト）

38 支援ソフト インポート
ソフトに読み込ませるCSVフォーマット(以下、CSV)のテンプレー
トはありますか。

CSVフォーマットを作成するテンプレートがございますので、そちらを参照をお願い致します。

39 支援ソフト インポート
CSVの項目の説明、入力すべき値の種類を教えてください。 CSVフォーマットを作成するテンプレートがございますので、そちらを参照をお願い致します。

40 支援ソフト インポート

支援ソフトに読み込ませるCSVの仕様について、物質区分(監
視、優先評価、一般)における必須項目はありますか。

用途や地域などの詳細項目を入力する場合としない場合により必須項目が変わってきますので、
全てのパターンを記載するのは厳しいです。目安としてですが、CSVフォーマットを作成するテンプ
レートがございますので、そこに記載している項目が概ね必須項目となっております。
（物質管理番号、物質連番、辞書区分は判明しているときは、記載して下さい。）

41 支援ソフト 作成方法

CSVに実数登録か数値丸め登録かを識別する項目はあります
か。

登録した数量について、CSVフォーマット上は「実数値」若しくは「有効数字一桁に丸めた数値」を
識別するための項目はありません。

42 支援ソフト インポート
支援ソフト（Ver.03）を使用して作成した個別辞書ファイルはイン
ポートできますか。

支援ソフト（Ver.03）を使用して作成した個別辞書ファイルデータを一旦エクスポートした後、インス
トール後の最新版の支援ソフト（ver.04）にインポートすることは可能です。

43 支援ソフト インポート
支援ソフト（Ver.03）を使用して作成したデータはインポートでき
ますか。

支援ソフト（Ver.03）を使用して作成した届出データを一旦エクスポートした後、インストール後の最
新版の支援ソフト（ver.04）にインポートすることは可能です。

44 支援ソフト 一覧画面の操作

メイン画面のソートキーを二つ以上指定できるようにしてほしい
です。こちらで整理する場合に化審法番号でソートするが、ポリ
マの場合は同一化審法番号が多く２つキーが必要と感じていま
す。

「Shift」 を押せば複数のソートキーを指定できます。
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