
電子申出等様式  通常中間物等

様式第８（第５条第１号関係） 

新規化学物質 

令和  年  月  日

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

該当する場合の新規化学物質の取扱いについて、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出

等に関する省令第５条第１号の規定により、次のとおり報告します。 

１．新規化学物質の名称 

・物質名称に係る別紙の有無：

２．確認を受けた年月日  年  月  日

・とりやめ報告の有無：

（とりやめ報告をした年度：    年度）

・報告対象年度内の変更の有無：

（変更前整理番号／受付番号： ） 

整理番号；

報告書

に

（法人番号：   ） 



３．　　実績数量 

（申出書の数量： kg） 

※輸入数量中の返品数量： kg

・特記事項の有無：

４．新規化学物質の使用した者

における使用実績数量（同令

第３条第１項第３号の場合に

あつては、輸出先毎の輸出実

績数量 ） 

・ 実績に係る別紙の有無：

　　実績（１） 

：

実績値　： kg 

　　実績（２） 

：

 実績値　： kg 

　　実績（３） 

： 

実績値　： kg 

　　実績（４） 

： 

実績値　： kg 

　　実績（５） 

：

実績値　： kg 

５． 、使用等の取扱いの過

程において新規化学物質の施

設外への排出又は移動がある

場合には、その概況 

Ⅰ．　　過程（精製、混合等の工程を含む）での環境

放出量

・ 過程に係る別紙の有無：

実績値（１）

事業所名等：

           kg/1t ×       t = 
（申出書の数値：

 kg以下/年 

実績値（２）

事業所名等：

（申出書の数値：

kg 

kg以下/年） 

kg/1t × t = kg以下/年 

kg以下/年） 



実績値（３）

事業所名等：

 kg/1t × t = 
（申出書の数値：

実績値（４）

事業所名等：

 kg/1t ×  t = 
（申出書の数値：

実績値（５）

事業所名等：

 kg/1t ×  t = 

（申出書の数値：

Ⅱ．使用過程（精製、混合等の工程を含む）での環境

放出量

・使用過程に係る別紙の有無：

実績値（１）

　　　kg/1t × 

（申出書の数値：

 kg以下/年               t  =  

kg以下/年）

実績値（２）

            kg/1t × t =  kg以下/年

（申出書の数値：            kg以下/年） 

実績値（３）

 kg/1t × t =  kg以下/年
       kg以下/年）

kg/1t × t =            kg以下/年
（申出書の数値：             kg以下/年）

実績値（５）

kg/1t × t =  kg以下/年

（申出書の数値：          kg以下/年） 

　： 

　： 

　： 

 （申出書の数値：

実績値（４）

　： 

　：

kg以下/年 

kg以下/年） 

kg以下/年） 

kg以下/年） 

kg以下/年 

kg以下/年 



Ⅲ．廃棄等に伴う環境放出の有無：

・廃棄等数量： kg

・実績値： kg

Ⅳ．総合計

実績値：            kg以下/年

（申出書の数値：             kg以下/年） 

・特記事項の有無：

６．確認を受けた内容について

軽微な変更があつた場合には

、その変更内容 

①代表者の氏名の変更：

②担当者の氏名の変更：

③代表権移転を伴わない社名、事業所名の
変更：

④廃棄物処理業者の変更：

⑤組織体制の変更：

⑥輸入国の変更：

⑦輸出先会社の変更：

⑧商流の変更：

⑨製造（輸入）予定数量の減少：

               kg →               kg

⑩環境放出量の増加を伴わない反応経路や閉鎖系工程

等の変更等： 

⑪その他、確認基準に照らし影響のない

変更：

・特記事項の有無：

当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先 

担当部署 ：

担当者名 ：

：電話連絡先  ：         ＦＡＸ：

Ｅ-mail :
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