
 

 

2022年３月31日に優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質と2022年４月１

日に指定を行った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出等について（お知

らせ） 

 

2022年４月１日 

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 

 

2022年４月１日に指定を行った優先評価化学物質における、化学物質の審査及

び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）第８条及び第９条に基づく

製造数量等の届出について、お知らせいたします。 

 

１．2022年４月１日に指定を行った優先評価化学物質について 

2022年４月１日に指定を行った優先評価化学物質についての届出における取り

扱いは表１のとおりとなります。 

2022年度は一般化学物質としての前年度実績の製造数量等の届出を「一般化学

物質製造数量等届出書」にて行うこととなります。 

2023年度からは優先評価化学物質としての製造数量等の届出を行うこととなり

ます。製造・輸入を行う物質のCAS登録番号（CAS RN）が優先評価化学物質に該当

するか否かについては、別紙を確認してください。 

 

表１ 新たに指定した優先評価化学物質について 

優先評価化学物質

通し番号 
指定日 製造・輸入数量等の届出 

No.264～No.267 2022年４月１日 

・2022年度（2021年度実績）は一般化学物質と

して届出。 

・2023年度（2022年度実績）から優先評価化学

物質として届出。 

 

 

２．2022年３月31日に優先評価化学物質の指定を取消した物質について 

2022年３月31日に優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質についての届

出における取り扱いは表２のとおりになります。 

2022年度の届出から一般化学物質として前年度実績の製造数量等の届出を「一

般化学物質製造数量等届出書」にて行うこととなります。 

 

  



 

 

表２ 優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質について 

 

 

３．2021年４月１日に指定した優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS 

RN）及び製造・輸入数量等の届出における留意点について 

2021年４月１日に優先評価化学物質に指定された物質は、2022年度から優先評

価化学物質として「優先評価化学物質製造数量等届出書」にて2021年度実績の製

造数量等について届出することとなります。 

その際、優先評価化学物質の指定範囲が複雑なものについては、該当するCAS登

録番号（CAS RN）や届出における留意点を記載した「2021年４月１日に指定を行

った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出等について（お知らせ）」（2021

年４月１日公表）を参照し、製造・輸入を行う物質のCAS登録番号（CAS RN）が優

先評価化学物質に該当するか否かを確認の上、届出を行ってください。ただし、

ここに記載されているものは、2021年３月時点で把握しているCAS登録番号（CAS 

RN）のみとなっておりますのでご留意ください。 

 

 

（参考）一般化学物質、優先評価化学物質の製造数量等の届出方法について 

一般化学物質、優先評価化学物質の届出方法については以下のページを参照く

ださい。 

※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の届出に関するページ

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/general-chemical.html 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 

（電話）０３－３５０１－０６０５ 

（ＦＡＸ）０３－３５０１－２０８４ 

（mail）qqhbbfa@meti.go.jp 

 

※（参考）経済産業省化審法ホームページ 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html 

優先評価化学物質通し番号 取消日 製造・輸入数量等の届出 

No.21,58,89,90,103,111,114

,115,142,154,158,194,215 
2022年３月31日 

2022年度（2021年度実績）から一般

化学物質として届出。 



 

 

 

別紙 

 

2022年４月１日に指定した優先評価化学物質に該当する 

CAS登録番号（CAS RN）及び製造・輸入数量等の届出における留意点 

 

 

2022年４月１日に指定した優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS RN）

と製造・輸入数量等の届出における留意点について整理しましたので、2023年度

（2022年度実績）からの製造・輸入数量等の届出の参考にしてください。 

ただし、ここに記載されているものは、2022年３月時点で把握しているCAS登録

番号（CAS RN）のみとなっておりますので、製造・輸入を行う物質のCAS登録番号

（CAS RN）が優先評価化学物質に該当するか否かを必ず確認の上、届出を行って

ください。 

  



 

 

＜優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS RN）について＞ 

優先評価化学物質通し番号：264 

ジアゼンジカルボキシアミド 

 

 

CAS登録番号（CAS 

RN）（注）  
届出の留意点 

123-77-3 ― 

（注）2022年３月時点で把握しているCAS登録番号（CAS RN）のみ記載 

  



 

 

＜優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS RN）について＞ 

優先評価化学物質通し番号：265 

メチル＝（１Ｈ－１，３－ベンゾイミダゾール－２－イル）カルバマート

（別名カルベンダジム） 

 

 

CAS登録番号（CAS 

RN）（注）  
届出の留意点 

10605-21-7 ― 

37574-18-8 届出書の官報整理番号１に 5-465と記載し、官報整理番号

２に 1-215と記載してください。 

85187-34-4 届出書の官報整理番号１に 5-465と記載し、官報整理番号

２に 1-105と記載してください。 

（注）2022年３月時点で把握しているCAS登録番号（CAS RN）のみ記載 

  



 

 

＜優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS RN）について＞ 

優先評価化学物質通し番号：266 

α，α′－［（アルキル（Ｃ＝８～18、直鎖型）アザンジイル）ジ（エタ

ン－２，１－ジイル）］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，

２－ジイル）］（繰り返し単位の繰り返し数は０以上の整数とする。）（数平

均分子量が1,000未満のものに限る。） 

 

 

CAS登録番号（CAS 

RN）（注）  
届出の留意点 

1541-67-9 ― 

9003-93-4 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

10213-78-2 ― 

15520-05-5 ― 

18924-66-8 ― 

18924-67-9 ― 

26635-92-7 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

26635-94-9 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

29933-69-5 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

31017-83-1 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

31727-16-9 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し



 

 

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

51290-41-6 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

52001-65-7 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

60097-32-7 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61790-82-7 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61791-14-8 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61791-24-0 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61791-26-2 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61791-31-9 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

61791-44-4 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し



 

 

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

68155-33-9 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

68439-72-5 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

71786-60-2 ― 

72968-37-7 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

73246-96-5 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

74139-37-0 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

90367-28-5 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

91993-34-9 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

120968-16-3 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 



 

 

届出書の官報整理番号１に7-60と記載し、官報整理番号２

に7-126と記載してください。 

（注）2022年３月時点で把握しているCAS登録番号（CAS RN）のみ記載 

  



 

 

＜優先評価化学物質に該当するCAS登録番号（CAS RN）について＞ 

優先評価化学物質通し番号：267 

｛２－ヒドロキシ－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチル

エタン－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝10～20、直鎖型）（又は不飽

和脂肪酸（Ｃ＝16～18、直鎖型））］のエステル｝の塩 

 

 

CAS登録番号（CAS 

RN）（注） 
届出の留意点 

32208-04-1 届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

91995-81-2 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

94095-35-9 

この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

130567-74-7 届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

157905-74-3 この CAS 登録番号のものは、優先評価化学物質に該当し

ない一般化学物質を含む可能性があります。その場合は合

理的な比率に按分し、優先評価化学物質と一般化学物質に

分けて届出を行ってください。 

届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

161294-46-8 届出書の官報整理番号１に7-72と記載し、官報整理番号２

に2-4111と記載してください。 

（注）2022年３月時点で把握しているCAS登録番号（CAS RN）のみ記載 

 


