
今、求められているのは、誠実な企業行動
―見落としてはいませんか？

法令アラート

許認可管理マニュアル
2 0 0 8 ［企画・編集］許認可管理標準化プロジェクト

2 分野別法令手続チェックリスト
▼許認可等が規定されている法令を「法務」「総務」「人事労務」「財務経理」「購買」
　「環境」の６つの分野に大別し、法令単位にチェックリストとして整理。
▼各チェックリストでは、①法令名②手続③業務場面④様式等⑤期限⑥提出先
　⑦根拠（法律、政令、省令）⑧罰則等⑨除外条件 を掲載。

▼許認可手続に関係する法律の目的とその手続について、①法律名②法令分野
　③法概要④制定、最終改正⑤法と許認可手続等の概要⑥関係法令⑦主な関係
　資格⑧法律所管省庁 を概説。

1 法令と手続の概要解説

許認可管理
自社で把握すべき申請・届出等の許認可事務手続を標準化し、法改正に準拠した迅速な対応を
実現するＷＥＢ管理システム！
§ 許認可チェックリストで許認可担当部門別・許認可別・法令別・期限別・届出提出先別に一覧化
§ 申請、届出のみならず許認可事務に必要な手続を掲載し、基本法令（約300本）に加え、業種対応版
　 （約200本）も収録！　＊単行本に未収録の法令を豊富に掲載しています。
§ 法改正情報に連動した許認可事項の変更確認

カスタマイズ機能 ○部門・部署等の設定、変更　○許認可該当法令の選択　○企業独自に登録できるメモ

B5判・単行本・270頁　定価6,300円（税込）

法令アラート

8月オープン予定

年度版

WEBシステム

申請・届出手続

数々の企業様のご要望に応え、
年度版とあわせてご活用いただけます

好評発売中！

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640

東京都港区南青山2‒11‒17　〒107‒8560
http://www.dai ichihoki .co. jp

§ 約180の法令に規定される業種共通の許認可手続を洗い出し
§ 自社で把握・管理・運用が必要とされる許認可手続をチェックリストで確認
§ 各企業の管理部門や現場での管理と手続漏洩防止に必須の内容

定価▶1ID ～ 5 ID　年間利用料 163,800円（税込）　※次年度以降同額
　　　＊6ID以上でご利用の場合は、別途御見積もりいたします。



法律名 悪臭防止法

法令分野 環境

法概要
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必
要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することを目的としている。

制定、最終改正

法と許認可等手続の概要
法規制の適用を受けるものとして、規制地域内に事業場を設置する者を
定め、事故により悪臭原因物が排出した場合の市町村長への通報等につ
いて規定している。

関係法令 悪臭防止法施行令／悪臭防止法施行規則

主な関係資格 臭気判定士

法律所管省庁 環境省

登載ページ

法律名 意匠法

法令分野 法務

法概要
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業
の発達に寄与することを目的としている。

制定、最終改正

法と許認可等手続の概要 意匠登録及び意匠登録出願の要件、審査、登録等について規定している。

関係法令 意匠法施行令／意匠法施行規則

主な関係資格 特になし

法律所管省庁 経済産業省特許庁

登載ページ

法令と手続の概要

期限 提出先
根拠

罰則等 除外条件
法律 政令 省令
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法務分野

等式様面場務業続手令法

新案

提出 参加の申請を取り下げていない間に ―
２―６の期間内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げら
れた場合に参加申請の手数料の返還を求めるとき

既納手数料（登録料）返還
請求書

新案

提出 過誤納の手数料の返還を請求しようとするとき 既納手数料（登録料）返還
請求書

新案

提出 実用新案登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、
書類の閲覧若しくは謄本又は実用新案登録原簿の磁気テープ
をもって調整した部分の記録を記載した書類の交付を請求す
るとき

―

新案

提出 実用新案登録に係る考案が実用新案登録をすることができな
い旨の情報を提供しようとするとき
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、刊行物若しくはその

写し又は実用新案登録出
願若しくは特許出願の願
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用新案登録請求の範囲若
しくは特許請求の範囲若
しくは図面の写し

新案

提出 実用新案登録が新案 ―１（１）～（４）のいずれかに該
当する旨の情報を提供しようとするとき

刊行物等提出書（様式第
、刊行物、実用新案登

録出願又は特許出願の願
書に添付した明細書、実
用新案登録請求の範囲若
しくは特許請求の範囲若
しくは図面の写しその他
の書類

独禁
届出 事業者団体を成立したとき 事業者団体成立届出書

（様式第１号）

独禁

届出 事業者団体の届出事項に変更を生じたとき 事業者団体変更届出書
（様式第２号）

独禁
届出 事業者団体が解散したとき 事業者団体解散届出書

（様式第３号）

独禁
届出 公正取引委員会の指定する再販売指定商品 ―１）につ

き、再販売価格を決定し、これを維持するための契約（再販売
価格維持契約）をしたとき

届出書（様式第１号）

独禁
届出 再販売価格維持契約の内容に変更を生じたとき 届出書（様式第２号）

独禁
届出 再販売価格維持契約をした旨の届出をした者が、他の事業者

と当該契約と同一の内容の契約を締結したとき
届出書（様式第３号）

法務分野

部
取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままＦＡＸで下記宛お送り
ください。

■宛先
〒107-8560
東京都港区南青山2-11-17
第一法規株式会社
FAX　　0120-302-640
（FAXはお近くの支社へ届きます）

書店印

申込部数

キ　リ　ト　リ　線

ホームページからのお申し込みは
＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ http://www.daiichihoki.co.jp

平成　　   年　　  月　　   日

申 

込 

書 

〈
第
一
法
規
刊
〉

上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

ご住所

様　㊞
　　　　  ―　　　　  ―  　　　　

〒　　　‒　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名 部署名

ＴＥＬ
E-mail

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
　サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりし
ました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。 　フリーダイヤル TEL　 0120-203-696　FAX　 0120-202-974 許認可管理'08 （023960）2008.5 SE

@

法令アラート　許認可管理マニュアル2008
定　　価書　　名

6,300円（税込）
WEBシステム　法令アラート　許認可管理 資料請求　□する　□しない

［023960］

法令と手続の概要 分野別法令手続チェックリスト

§ 約180の法令に規定される業種共通の許認可手続をチェックリストで確認
§ 許認可手続に関する法律を許認可手続等との関係で概説

＜本書のポイント＞

許認可管理法令アラート

WEBシステ
ム

いよいよ

8月リリース
！

現場と管理部門をつなぐ共通インフラ
許認可事務手続の標準化をサポート

基本法令300本に加え、業種対応法令200本から必要な法令（許認可）が選択可能！
定価▶1ID ～ 5 ID　年間利用料 163,800円（税込）　※次年度以降同額
　　　＊6ID以上でご利用の場合は、別途御見積もりいたします。
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