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押印見直しの対象様式 令和3年9月10日現在

規程類名称 様式番号 様式名称 改正状況

様式第1 SFE/SFC認定申請書 実施済
様式第5 SFE/SFC認定証交付申請書 実施済
様式第6 SFE/SFC認定事項変更届 実施済
様式第7 SFE/SFC製造実績報告書 実施済
様式第8 SFE/SFC認定証再交付申請書 実施済

委託調査等マニュアル 様式第1 委託調査等申請書 実施済
一般高圧ガス保安規則等四規則基準審査規程 様式1 一般詳細基準審査申請書 実施済
耐震告示関係基準審査規程 様式1 一般詳細基準審査申請書 実施済

様式1 詳細基準事前評価（地震動の評価に係るものに限る）申請書 実施済
様式2 詳細基準事前評価（地震動の評価に係るものに限る）申請書（グループ申請用） 実施済
様式5 公開詳細基準事前評価（地震動の評価に係るものに限る）申請書 実施済
参考様式1 委任状 実施済
参考様式2 委任状 実施済
様式1 耐震構造計算プログラム認証申請書 実施済
様式3 耐震構造計算プログラム年次届書 実施済
様式4 耐震構造計算プログラム変更届書 実施済
様式5 災害届書 実施済
様式6 耐震構造計算プログラム確認調査申請書 実施済
様式7 耐震構造計算プログラム変更申請書 実施済
様式8 耐震構造計算プログラム軽微変更申請書 実施済
様式9 耐震構造計算プログラム廃止届出書 実施済
様式1 製造施設完成検査申請書 実施済
様式5 完成検査結果報告書 実施済
様式6 製造施設完成検査証再交付申請書 実施済
様式1 保安検査申請書 実施済
様式5 保安検査結果報告書 実施済
様式6 保安検査証再交付申請書 実施済
別添3 改善等の結果報告書 実施済
様式第1 冷凍機器試験申請書 実施済
様式第12 証明書再交付申請書 実施済
様式1 設計強度確認試験申請書 実施済
様式2 溶接施工法承認申請書 実施済
様式3 強度試験適用承認申請書 実施済
様式5 証明書等再交付申請書 実施済
様式6 溶接施工法確認試験記録 実施済
様式7 溶接施工法確認試験要領書 実施済

冷凍指定設備認定マニュアル 様式7 指定設備認定証返納届書 実施済
様式1 認定指定設備技術基準適合調査申請書 実施済
様式5 認定指定設備技術基準適合書再交付申請書 実施済
様式1 冷凍空調施設工事事業所新規認定申請書 実施済
様式6 冷凍空調工事保安管理者経歴書 実施済
様式7 誓約書 実施済
様式8 冷凍空調施設工事事業所更新認定（継続）申請書 実施済
様式9 冷凍空調施設工事事業所更新認定（拡大）申請書 実施済
様式10 冷凍空調施設工事事業所の区分変更申請書 実施済
様式16 事故報告書 実施済
様式17 冷凍空調施設工事事業所認定申請内容変更届 実施済
様式18 冷凍空調施設工事事業所認定承継届 実施済
様式19 冷凍空調施設工事事業所認定返納届 実施済
様式20 認定証・管理者証再交付申請書 実施済
様式第703-1 冷凍機器溶接士資格認定申請書 実施済
様式第703-5 冷凍機器溶接士資格認定証明書再交付申請書 実施済
様式第703-6 冷凍機器溶接士資格認定証明書返納届書 実施済
様式第1 配管用フレキ管講習修了者登録申請書 実施済
様式第3 配管用フレキ管講習修了者再交付申請書 実施済

配管用フレキ管講習実施者確認実施要領 様式第1 配管用フレキ管講習実施者確認申請書 実施済
様式1 液石法関係事前審査申請書 実施済
様式第2 LPガス器具等技術審査申請書 実施済

ポリエチレン管エレクトロ・フュージョン講習実施者確認実施要領 様式第1 ポリエチレン管エレクトロ・フュージョン講習実施者確認申請書 実施済
様式1 第1検定申請書 実施済
様式2 工場審査申請書 実施済
様式3 第2検定申請書 実施済
様式8 変更届 実施済
様式13 第2検定結果通知書 実施済
様式14 予備検査申請書 実施済
様式-3 液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器品質確認検査について（報告） 実施済
様式-4 液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器品質保証確認審査について（報告） 実施済
様式3 合格表示印刷等原版貸与書 実施済
様式5 合格表示印刷等印刷仕様等確認結果通知書 実施済
様式1 第1検定申請書 実施済
様式2 工場審査申請書 実施済
様式3 第2検定申請書 実施済
様式8 変更届 実施済
様式13 第2検定結果通知書 実施済
様式14 予備検査申請書 実施済
様式-3 液化石油ガス用不完全燃焼警報器品質確認検査について（報告） 実施済
様式-4 液化石油ガス用不完全燃焼警報器品質保証確認審査について（報告） 実施済
様式3 合格表示印刷等原版貸与書 実施済
様式5 合格表示印刷等印刷仕様等確認結果通知書 実施済

SFE/SFC 認定申請マニュアル

配管用フレキ管講習修了者登録要領

LPガス設備等技術審査要領

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器検定規程
（運用基準等)　検定規程第7条及び第12条に係る運用要領

液化石油ガス用不完全燃焼警報器検定規程（運用基準等)検定規程
第7条及び第12条に係る運用要領

詳細基準事前評価（地震動の評価に係るものに限る）実施要領

冷凍空調施設工事事業所認定申請マニュアル

冷凍機器溶接士マニュアル

冷凍認定指定設備技術基準適合調査マニュアル

設計強度確認試験、溶接施工法承認及び強度試験適用承認申請
マニュアル

冷凍装置試験実施規程

液化石油ガス用不完全燃焼警報器検定規程

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器検定規程
（運用基準等)　検定規程第16条に係る運用要領

液化石油ガス用不完全燃焼警報器検定規程（運用基準等)検定規程
第16条に係る運用要領

冷凍完成検査マニュアル

冷凍保安検査マニュアル

耐震構造計算プログラム認証実施要領

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器検定規程
基本規程
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押印見直しの対象様式 令和3年9月10日現在

規程類名称 様式番号 様式名称 改正状況

様式1 型式検定申請書 実施済
様式2 工場審査申請書 実施済
様式3(その1) 個別検定申請書 実施済
様式3(その2) 検知部個別検定申請書 実施済
様式6 変更届 実施済
様式9(その1) 個別検定結果通知書 実施済
様式9(その2) 個別検定結果通知書 実施済
様式10 予備検査申請書 実施済

液石法関係詳細基準審査要領 様式1 詳細基準審査申請書 実施済
液石法関係詳細基準事前評価実施要領 様式1 完成検査等事前評価申請書 実施済

様式1 刻印棒借用申請書 実施済
様式2 刻印棒使用誓約書（例） 実施済
様式5 刻印棒製作許可申請書 実施済
様式10 刻印機器製作許可申請書 実施済
様式1 一般詳細基準審査申請書 実施済
様式2 一般詳細基準審査申請書 実施済
様式3 詳細基準審査申請書 実施済
様式1 容器検査等事前評価申請書 実施済
様式2 特定設備検査事前評価申請書 実施済
様式3 登録事前評価申請書（ 則(1)関係） 実施済
様式4 登録事前評価申請書（特定設備検査規則関係） 実施済
様式5 詳細基準事前評価申請書（ 則(1)関係） 実施済
様式6 詳細基準事前評価申請書（ 則(1)関係） 実施済
様式7 型式承認事前評価申請書 実施済
様式8 耐震性能事前評価申請書 実施済
様式9 特定設備検査事前評価申請書（グループ申請用） 実施済
様式10 詳細基準事前評価申請書（ 則(1)関係）（グループ申請用） 実施済
様式11 耐震性能事前評価申請書（グループ申請用） 実施済
様式22 公開詳細基準事前評価申請書（ 則(1)関係） 実施済
参考様式1 委任状 実施済
参考様式2 委任状 実施済
様式1 特定案件事前評価申請書 実施済
様式2 特定案件事前評価申請書 実施済
様式3 特定案件事前評価申請書 実施済
様式1 事前評価における現地審査の一部省略に関する資料の提出について 実施済
様式4 確認調査における現地審査の一部省略に関する資料の提出について 実施済
様式1 高圧ガスプラント検査事業者認定申請書 実施済
様式2 高圧ガスプラント検査事業者再認定申請書 実施済
様式3 高圧ガスプラント検査事業者拡大認定申請書 実施済
様式7 高圧ガスプラント検査員（認定・更新）申請書 実施済
様式9 事故届書 実施済
様式10 認定検査事業者廃止届書 実施済
様式11 変更届書 実施済
様式12 精密検査実施年次届書 実施済
様式13 普通検査実施年次届書 実施済
様式14 承継申請書 実施済
様式15 高圧ガスプラント検査事業者確認調査申請書 実施済
様式16 高圧ガスプラント検査事業者認定証再交付申請書 実施済
様式17 検査員証再発行申請書 実施済
様式1 液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定申請書 実施済
様式2 液化石油ガスタンクローリ検査事業者再認定申請書 実施済
様式6 液化石油ガスタンクローリ検査員（認定・更新）申請書 実施済
様式8 事故届書 実施済
様式9 認定検査事業者廃止届書 実施済
様式10 変更届書 実施済
様式11 精密検査実施年次届書 実施済
様式12 普通検査実施年次届書 実施済
様式13 承継申請書 実施済
様式14 液化石油ガスタンクローリ検査事業者確認調査申請書 実施済
様式15 液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定証再交付申請書 実施済
様式16 検査員証再発行申請書 実施済
様式1 液化石油ガスバルク供給用附属機器型式認定申請書 実施済
様式5 申請者又は製造事業所の名称等に係る変更届書 実施済
様式6 認定蒸発器に係る変更届書 実施済
様式7 製造実績報告書 実施済
様式8 事故等届書 実施済
様式9 重大クレーム届書 実施済
様式10 認定蒸発器廃止届 実施済

容器等型式試験マニュアル 様式4 容器等型式試験合格証再発行申請書 実施済
様式1 アセチレン容器多孔質物性能試験申請書 実施済
様式4 アセチレン容器多孔質物第1次性能試験報告書 実施済
様式7 アセチレン容器多孔質物第2次性能試験報告書 実施済
様式9 多孔質物軽微変更届書 実施済
様式10 事故届書 実施済
様式11 多孔質物製造業者変更届書 実施済
様式12 アセチレン容器多孔質物生産年次報告書 実施済
様式13 多孔質物製造業者廃止届書 実施済
様式2 申請書類差替届け 実施済
様式4-1 申請取下げ届書 / 合格証等返納届書 実施済

特定設備検査マニュアル

液化石油ガス検知器検定規程

液化石油ガスバルク供給用附属機器型式認定マニュアル

高圧ガスプラント検査事業者認定マニュアル

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル

高圧ガス設備製造事業所の大臣認定試験者に係る認定手続き
マニュアル

特定案件事前評価実施要領

アセチレン容器多孔質物性能試験規程（マニュアル規程）

詳細基準審査規程

詳細基準事前評価実施要領

刻印管理マニュアル
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押印見直しの対象様式 令和3年9月10日現在

規程類名称 様式番号 様式名称 改正状況

様式4-2 合格証返納届書 [バルク貯槽用] 実施済
様式5 バルク貯槽申請内容 実施済
参考2 指定基準に基づく検査の申請書類（例） 実施済

バルク貯槽申請書提出等手順書 様式 バルク貯槽型式一覧表 実施済
様式2-11 指定設備認定証返納届書 実施済
様式3-1/3-2の別紙1 指定設備に係る変更工事等に関する証明書 実施済
様式3-1/3-2の別紙2 指定設備に係る変更工事等に関する証明書 実施済
様式3-6 認定指定設備技術基準適合書（移設）再交付申請書 実施済
様式4-1/4-2の別紙1 指定設備に係る変更工事等に関する証明書 実施済
様式4-1/4-2の別紙2 指定設備に係る変更工事等に関する証明書 実施済
様式4-9 認定指定設備技術基準適合書（交換）再交付申請書 実施済
様式1 高圧ガス設備試験申請書 実施済
様式2 高圧ガス設備加圧試験 応力測定試験要領書 実施済
様式4 高圧ガス設備加圧試験 応力測定試験記録 実施済
様式5 高圧ガス設備試験成績証明書再交付申請書 実施済
様式6 申請書類差替届け 実施済
様式8 申請取下げ届書 / 合格証等返納届書 実施済
様式5 容器再検査申請書 実施済
様式11 容器検査成績書航空法第10条 適用容器 実施済
様式12-1 鉄道車両に固定する容器の試験検査成績書（溶接容器） 実施済
様式12-2 鉄道車両に固定する容器の試験検査成績書（超低温容器） 実施済
様式18 一般複合容器再検査成績書 実施済
様式24 容器検査等申請取り下げ依頼書 実施済
様式25 票紙等再貼付申請書 実施済

容器証明書発行確認書交付手順書 様式1 容器証明書発行確認書交付申請書 実施済
様式2 附属品再検査申請書 実施済
様式4 安全弁作動圧力等算出値確認依頼書 実施済
様式11 附属品検査等申請取り下げ届書 実施済
参考 指定基準に基づく検査の申請書類（例） 実施済

特定施設等保安検査マニュアル(液石則適用施設用) 様式6 保安検査証再交付申請書 実施済
特定施設等保安検査マニュアル（コールド・エバポレータ用） 様式13 保安検査証再交付申請書 実施済
特定施設等保安検査マニュアル（液石法適用設備用） 様式7 保安検査証再交付 実施済
CE保安検査員任命等手続要領 様式2 履歴書 実施済

様式1 CE等貯槽移設性能検査申請書 実施済
様式4 申請書類差替届け 実施済
様式8 CE等貯槽移設性能検査合格証 再交付申請書 実施済
様式9 CE等貯槽移設性能検査申請取下げ届書 実施済
様式1 CE保安点検等申請書 実施済
様式5 CE保安点検再発行申請書 実施済

特定ガス工作物使用前検査マニュアル 様式4 特定ガス工作物使用前検査適合書再交付申請書 実施済
様式2 容器の性能に関する資料 令和4年度実施予定
様式3 委任状 令和4年度実施予定
様式6 刻印等措置報告書 令和4年度実施予定

ガス名変更等申請書類記載方法書 別表1 規則様式第2（高圧ガスの種類又は圧力変更申請書）の記載方法 実施済
様式1 委託検査依頼書 実施済
様式4 依頼書類差替届け 実施済
様式8 委託検査証明書再発行依頼書 実施済
様式9 委託検査依頼取下げ届書 実施済
参考2 溶接施工方法の確認試験方法（突合せ溶接継手の例） 実施済
参考3 溶接施工方法の確認試験記録（突合せ溶接継手の例） 実施済

簡易容器検査業務処理要領 様式4 簡易容器検査成績書 実施済
様式1 簡易容器型式検査申請書 実施済
様式4 簡易容器項目別検査申請書 実施済
様式5 簡易容器型式検査合格証票交付申請書 実施済
様式6 簡易容器型式承認書再交付申請書 実施済
様式第1 小型高圧ガス容器製造工場認定申請書 実施済
様式第4 小型高圧ガス容器型式認定申請書 実施済
様式第8 工場認定変更届出書 実施済
様式第9 型式認定変更届出書 実施済
様式第10 製造実績報告書 実施済
様式第11 災害届書 実施済

特定設備検査マニュアル

委託検査マニュアル

簡易容器検査規程

指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定マニュアル

小型高圧ガス容器認定規程

CE保安点検等マニュアル

ガス名変更等マニュアル

附属品検査マニュアル

高圧ガス設備試験マニュアル

容器検査マニュアル

CE等貯槽移設性能検査マニュアル
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