
冷凍関係申請検査の手引 新旧対照表 

ページ 新 旧 
P.15 

  



P.16 

  



P.17 

  



P.18 ４ 製造許可申請(法第５条，冷凍則第３条) 

 (１)申請時期 

   許可を受け，完成検査に合格した後でなければ高圧ガスの製造(冷凍機の運転)はできないので，余裕をもって申

請してください。申請内容について，事前に８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適

合すること，書類に不備がないことを確認した後に申請し，許可を受けた後に工事に着手してください。 

 

 (２)申請者 

   許可申請等の申請者は，設備を設置する事業所の代表者又は個人になります。申請書等を冷凍機メーカー・工事

業者等が作成することは構いませんが，申請は申請者自らが行ってください。 

   なお，申請者は冷凍設備を直接管理し，高圧ガスを製造する法人(個人)になります。設備の所有権とは関係あり

ませんので，冷凍設備の運転管理を委託する場合は，事前に県までご相談ください。 

 

 (３)提出書類 

  ①高圧ガス製造許可申請書(様式第１) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

申請者区分 
添 付 文 書 備      考 

法人 個人 

○  [略] [略] 

○  全部事項証明書 [略] 

 ○ [略]  

○ ○ [略] [略] 

○ ○ [略] [略] 
 

４ 製造許可申請(法第５条，冷凍則第３条) 

 (１)申請時期 

   提出期限はありませんが，許可を受け，完成検査に合格した後でなければ，高圧ガスの製造(冷凍機の運転)は出

来ません。申請内容について，事前に８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適合する

こと，書類に不備がないことを確認した後に申請し，許可を受けた後に工事に着手してください。 

 

 (２)申請者 

   許可申請等の申請者は，設備を設置する事業所の代表者または個人になります。申請書等を冷凍機メーカー・工

事業者等が作成することは構いませんが，申請は申請者自らが行ってください。 

   なお，申請者は冷凍設備を直接管理し，高圧ガスを製造する法人(個人)になります。設備の所有権とは関係あり

ませんので，冷凍設備の運転管理を委託する場合は，事前に県までご相談ください。 

 

 (３)提出書類 

  ①高圧ガス製造許可申請書(様式第１) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

申請者区分 
添 付 文 書 備      考 

法人 個人 

○  [略] [略] 

○  法人登記簿謄本 [略] 

 ○ [略] [略] 

○ ○ [略] [略] 

○ ○ [略] [略] 
 

P.19 なお，事業所内に，冷凍能力が１日あたり２０トン以上(二酸化炭素，フルオロカーボン及びアンモニアを冷媒と

して使用する場合は，１日あたり５０トン以上)の製造設備が複数台設置されている場合は，それぞれの冷凍設備ご

とに製造許可申請が必要になります。 

   ただし，ブラインが共通になっている場合などは，複数の冷凍設備を１つの冷凍設備(冷凍事業所)として申請で

きますので，８ページの担当課所までお問い合わせください。 

 

  (４) [略]  

 

 (５)提出部数 

   １部(事業所控えにも受付印を押印しますので，提出用の他に１部持参してください。) 

    

 

 

 

 

 

 (６)高圧ガス製造許可申請書の記入要領 

  ①名称 

   ア 官公庁の場合は，官公庁名のほか，出先機関が設置する場合は出先機関名も記載する。 

   イ～ウ [略]    

エ 名称欄には事業所名まで記載してください。冷凍設備は，１つの冷凍設備ごとに１つの事業所として扱いま

すので，それぞれの冷凍設備ごとに許可申請書を作成するとともに，次ページの記載例を参考に，個々の冷凍

設備が区別できる名称を使用してください。 

（削除） 

  ②～⑦ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

(４) [略] 

 

(５)提出部数 

１部(事業所控えにも受付印を押印しますので，提出用の他に１部持参してください。) 

  なお，事業所内に，冷凍能力が１日あたり２０トン以上(二酸化炭素，フルオロカーボン及びアンモニアを冷媒とし

て使用する場合は，１日あたり５０トン以上)の製造設備が複数台設置されている場合は，冷凍設備は，一つの冷凍設

備を一つの事業所として取り扱っていますので，それぞれの冷凍設備ごとに製造許可申請が必要になります。 

  ただし，ブラインが共通になっている場合などは，複数の冷凍設備を一つの冷凍設備(冷凍事業所)として申請でき

ますので，８ページの担当課所までお問い合せください。 

 

 (６)高圧ガス製造許可申請書の記入要領 

  ①名称 

   ア 官公庁の場合は，官公庁名の他，出先機関が設置する場合は出先機関名も記載する。 

   イ～ウ [略] 

   エ 名称欄には事業所名まで記載してください。冷凍設備の場合は，一つの冷凍設備ごとに１事業所として扱い

ますので，次ページの記載例のように，個々の冷凍設備が区別できる名称を使用してください。 

   オ 一つの工場・事業所内に複数の冷凍設備がある場合，冷凍設備の場合は，一つの冷凍設備ごとに１事業所と

して扱いますので，それぞれの冷凍設備ごとに許可を要します。許可申請書もそれぞれ提出してください。 

  ②～⑦ [略] 

 

 



P.25 ⑮安全弁の放出管（不活性ガス以外） 

不活性ガス以外のガスを使用している場合は，ガスの種類に応じて，以下の位置に放出管の開口部を設けると

ともに，放出位置を記載してください。 

 

可燃性ガス [略] 

毒性ガス [略] 

※ 不活性ガスを使用している場合は，冷凍空調装置の施設基準(平成２３年７月高圧ガス保安協会)に基づき，

放出管を設けてください。 

 

⑯～○22 [略] 

 

⑮安全弁の放出管 

   安全弁，破裂板，溶栓，圧力逃がし装置は，放出管に接続し，屋外に排出するようにしてください。冷凍設備を

屋外に設置する場合は必要ありません。 

    なお，冷媒ガスが可燃性ガス又は毒性ガスである場合，次の位置に開口部を設けてください。 

可燃性ガス [略] 

毒性ガス [略] 

    （追加） 

 

 

  ⑯～○22 [略] 

P.45 (１)届出先 

   産業保安室，県民センター環境・保安課又は日立商工労働センター(８ページ参照)  

 (２)届出時期 

   冷凍保安責任者及び同代理者の選任・解任後，遅滞なく届け出てください。 

 (３)～(５)  [略] 

 

８ [略] 

(１)届出先 

    産業保安室，県民センター環境・保安課または日立商工労働センター(８ページ参照)  

 (２)届出時期 

    冷凍保安責任者及び同代理者の選任・解任後，速やかに届け出てください。 

 (３)～(５)  [略] 

 

８ [略] 

P.60 １０ 製造開始届(法第２１条，冷凍則第２９条) 

 

  完成検査が終了し，完成検査証の交付を受け，高圧ガスの製造を開始した場合には，遅滞なく様式第１５の「高

圧ガス製造開始届書」を提出してください。 

 

 (１)届出先 

   産業保安室，県民センター環境・保安課又は日立商工労働センター(８ページ参照) 

 (２)届出時期 

   高圧ガスの製造開始(冷凍機の運転開始)後，遅滞なく。 

 (３)～(４)  [略] 

１０ 製造開始届(法第２１条，冷凍則第２９条) 

 

  完成検査が終了し，完成検査証の交付を受け，高圧ガスの製造を開始した場合には，遅滞なく様式第１５の「高

圧ガス製造開始届書」を提出してください。 

 

 (１)届出先 

    産業保安室，県民センター環境・保安課または日立商工労働センター(８ページ参照) 

 (２)届出時期 

    高圧ガスの製造開始(冷凍機の運転開始)後，速やかに 

 (３)～(４)  [略] 

 

P.61 １１ 変更許可申請(法第１４条，冷凍則第１６条) 

 (１)申請時期  

   許可を受けた後でなければ変更工事に着手することはできませんので，余裕をもって申請してください。また，

完成検査に合格した後でなければ，変更部分に係る高圧ガスの製造(冷凍機の運転)はできません。申請内容につい

て，事前に８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適合すること，書類に不備がないこ

とを確認した後に申請し，許可を受けた後に工事に着手してください。 

 

 (２)～(４) [略] 

 

１１ 変更許可申請(法第１４条，冷凍則第１６条) 

 (１)申請時期 

   提出期限はありませんが，許可を受けた後でなければ変更工事に着手することは出来ません。また，完成検査に

合格した後でなければ，変更部分に係る高圧ガスの製造(冷凍機の運転)は出来ません。申請内容について，事前に

８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適合すること，書類に不備がないことを確認し

た後に申請し，許可を受けた後に工事に着手してください。16ページの手続きフローもご確認ください。 

 

 (２)～(４) [略] 

P.62 (５)施設の変更例 

 事  例 手  続  方  法 

1 冷凍機を同室の別の場所に移す場合 変更許可 

2 別室に移す場合 廃止届出を出し，改めて製造許可 

3 位置は同じであるが，設備全部を同型

のものと取替える場合 

変更許可 

4～10 [略] [略] 
 

(５)施設の変更例 

 事  例 手  続  方  法 

1 冷凍機を同室の別の場所に移す場合 変更許可 

2 別室に移す場合 廃止届出を出し，改めて製造許可 

3 位置は同じであるが，設備全部を同型

のものと取替える場合 

廃止届出を出し，改めて製造許可 

4～10 [略] [略] 
 



P.69 １２ 製造施設の廃止，承継及び代表者等の変更(法第１０条，２１条，冷凍則第１０条，２９条) 

 

 (１)  [略] 

(２)承継届(法第１０条，冷凍則第１０条，様式第３) 

   高圧ガスの製造許可を受けている会社が合併したとき，又は個人で相続があったときは，８ページの担当課ま

で「第一種製造事業承継届書(様式第３)」を遅滞なく届け出てください。 

   本規程はいわゆる承継のうち，相続，合併又は分割の場合に新規製造許可の特例として認められているもので

あるので，事業譲渡等により許可を受けた事業所を譲り渡す場合は，承継届の対象とはなりません。 

   事業譲渡等による場合は，廃止届＋新規製造許可申請が必要です。この場合は製造許可申請においては書類審

査のみとなり，完成検査は不要です。 

   なお，合併，相続，分割とは製造施設の包括承継のみを意味し，製造事業所を分割して承継する場合も承継届

の対象とはなりません。 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

合併・分割 全部事項証明書，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

 

 (３)代表者等変更(手引様式第２) 

   法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他

の変更があった場合は，８ページの担当課まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届け出てくださ

い。 

   なお，１つの工場などに複数の冷凍事業所(冷凍機)がある場合や，県内に複数の工場等を設置している法人な

どの場合，一括して申請することもできます。その場合は，別紙に変更の対象となる冷凍事業所の一覧表を添付

してください。 
 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 全部事項証明書又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 [略] 

住所表示の変更 全部事項証明書(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 

１２ 製造施設の廃止，承継及び代表者等の変更(法第１０条，２１条，冷凍則第１０条，２９条) 

 

 (１) [略] 

 (２)承継届(法１０条，冷凍則１０条，様式第３) 

   高圧ガスの製造許可を受けている会社が合併したとき，又は個人で相続があったときは，８ページの担当課ま

で「第一種製造事業承継届書(様式第３)」を遅滞なく届出てください。 

   本規程はいわゆる承継のうち，相続，合併又は分割の場合に新規製造許可の特例として認められているもので

あるので，事業譲渡等により許可を受けた事業所を譲り渡す場合は，承継の対象とはなりません。 

   事業譲渡等による場合は，廃止届＋新規製造許可申請が必要です。この場合は製造許可申請においては書類審

査のみとなり，完成検査は不要です。 

   なお，合併，相続，分割とは製造施設の包括承継のみを意味し，製造事業所を分割して承継する場合は承継に

は該当しません。 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

合併・分割 登記簿謄本，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

 

 (３)代表者等変更(手引様式第２) 

   法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他

の変更があった場合は，８ページの担当課まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届出てください。 

   なお，一つの工場などに複数の冷凍事業所(冷凍機)がある場合や，県内に複数の工場等を設置している法人な

どの場合，一括して申請することも出来ます。その場合は，別紙に変更の対象となる冷凍事業所の一覧表を添付

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 登記簿謄本又は全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 登記簿謄本又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 [略] 

住所表示の変更 登記簿謄本(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 



P.73 １３ 定期自主検査(法第３５条の２，冷凍則第４４条) 

 

  以下の冷凍事業所は，１年に１回以上定期自主検査を実施し，記録を保存しておく必要があります。 

  定期自主検査は自ら実施することもできますが，設備の保安管理の観点から，茨城県冷凍設備保安協会又は指定

保安検査機関等に検査を依頼することも可能です。 

  なお，茨城県冷凍設備保安協会等で定期自主検査を受検する場合，以下の書類が必要となります。 

    ・圧力計及び安全装置等の精度検査，作動検査の実施記録（１年以内のもの） 

     （冷凍則第７条第１項第７号及び第８号） 

・可燃性ガス，毒性ガス及び特定不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にあっては，ガス漏えい検知警報設備の

作動検査の実施記録（冷凍則第７条第１項第15号） 

・冷凍則第36条第２項に規定するユニット型冷凍設備にあっては，同項ハ及びニに掲げる自動制御装置の作動試

験の実施記録 

     （ニについては，アンモニアを冷媒ガスとする場合のみ） 

     

 (１) [略]  

 

 (２)定期自主検査の実施方法 

  ①定期自主検査は冷凍保安責任者又は冷凍作業責任者等が責任者となり，計画を立て，実施及び監督してくださ

い。 

  ②定期自主検査は，「定期自主検査基準(ＫＨＫＳ １８５０-４)」を参考に実施してください。 

 

１４ [略] 

１３ 定期自主検査(法第３５条の２，冷凍則第４４条) 

 

  下記の冷凍事業所は，１年に１回以上定期自主検査を実施し，記録を保存しておく必要があります。 

  定期自主検査は自ら実施することも出来ますが，設備の保安管理の観点から，茨城県冷凍設備保安協会又は指定

保安検査機関等に検査を依頼してください。 

  検査の実施にあたっては，保安責任者（作業責任者）が立会監督して下さい。 

  なお，定期自主検査を受検する場合，冷凍則第7条第1項第7号，第8号に基づく圧力計，安全装置等の精度検

査，作動試験の実施記録（1年以内のもの。）可燃性ガス・毒性ガス及び特定不活性ガスについては，冷凍則第7条

第1項第15号に基づく検知警報装置の作動試験の実 施記録。冷凍則第36条に規定する保安責任者の選任を必要

としないユニット型施設にあっては，第2項1号ハ（1）から（7）に掲げる自動制御装置の作動試験記録，アンモ

ニアを冷媒とする施設にあっては，第2項1号ハに掲げるところによるほか，ニ（1）から（3）に掲げる自動制御

装置及び（4）から（8）までに掲げる自動制御装置の作動試験の記録が必要になります。 

 

 

 (１) [略]  

 

 (２)定期自主検査の実施方法 

  ①定期自主検査は冷凍保安責任者又は冷凍作業責任者等が責任者となり，計画を立て，実施してください。 

  ②定期自主検査は，「定期自主検査基準(ＫＨＫＳ １８５０-４)」に基づき実施してください。 

 

 

１４ [略] 

P.74 ①～② [略] 

    

③保安検査申請に必要な書類 

 ア．[略] 

 イ．定期自主検査記録（様式第２３-２）（１年以内のもの） 

   安全弁，安全装置，圧力計，検知警報装置等の事前検査票 

 (ａ)～(ｅ)  [略] 

 (ｆ)冷凍則第36条第２項に規定するユニット型冷凍設備にあっては，同項ハ及びニに掲げる自動制御装置の作動試

験の実施記録（ニについては，アンモニアを冷媒ガスとする場合のみ） 

 

 

（ｇ）[略] 

  ウ．～ク．[略] 

   

  ④検査方法 

   冷凍設備が法第８条第１項(冷凍則第７条又は８条)の技術上の基準に適合しているかどうか，「保安検査基準

(ＫＨＫＳ ０８５０-４)」に基づき検査を実施します。 

 

 (３)検査当日の準備等 

  ① [略]   

 

① ～② [略] 

    

③保安検査申請に必要な書類 

 ア．[略]    

イ．定期自主検査記録（様式第２３-２）（１年以内のもの） 

   安全弁，安全装置，圧力計，検知警報装置等の事前検査票 

   (ａ)～(ｅ)  [略] 

   (ｆ)冷凍則第36条に規定する保安責任者の選任を必要としないユニット型施設にあっては，第2項1号ハ（1）

から（7）に掲げる自動制御装置の作動試験記録，アンモニアを冷媒とする施設にあっては，第2項1号ハ

に掲げるところによるほか，ニ（1）から（3）に掲げる自動制御装置及び（4）から（8）までに掲げる自

動制御装置の作動試験記録 

   （ｇ）[略] 

   ウ．～ク．[略] 

   

  ④検査方法 

    冷凍設備が法第８条第１項(冷凍則第７条又は８条)の技術上の基準に適合しているかどうかについて，「保安

検査基準(ＫＨＫＳ ０８５０-４)」に従い検査を実施します。 

 

 (３)検査当日の準備等 

  ① [略]   



P.75 ②～③ [略] 

 

(４)その他 

①～② [略] 

③保安検査の際に検査員から指示・勧告された内容については，速やかに改善してください。指示・勧告された事項

は，改善計画書又は改善報告書(様式任意)にまとめ，保安検査を受検した機関に指定された期日内に提出してくだ

さい。 

  なお，設備の改善に変更許可を要する場合は，改善計画書に工事日程を記載した書面を提出してください。この

場合，保安検査証は変更許可に対する完成検査証が発行され，その写しを添付した改善報告書が保安検査を受検し

た機関に提出された後，保安検査証を交付します。 

④ [略] 

 

１５ 事故届 

 

 「事故」とは，次に掲げるものであって，漏えい，火災，爆発等のほか，地震，落雷等の天災による被害及び紛失，

盗難等(容器を含む。)を含みます。 

 ①～② [略] 

   詳細な内容については，「茨城県高圧ガス事故措置要綱」をご確認ください。 

 

 (１)  [略]  

②～③ [略]  

 

(４)その他 

①～② [略] 

③保安検査の際に検査員から指示・勧告された内容については，速やかに改善してください。指示・勧告された事項

は，改善計画書又は改善報告書(様式任意)にまとめ，保安検査を受検した機関に提出してください。 

  提出期間は保安検査を受検した日より１３日以内です。設備の改善に変更許可を要する場合は，改善計画書に工

事日程を記載した書面を提出してください。この場合，保安検査証は変更許可に対する完成検査証が発行され，そ

の写しを添付した改善報告書が保安検査を受検した機関に提出された後，保安検査証を交付します。 

④ [略] 

 

 

１５ 事故届 

 

 「事故」とは，次に掲げるものであって，漏洩，火災，爆発等の他，地震，落雷等の天災による被害及び紛失，盗

難等(容器を含む)を含みます。 

 ①～② [略] 

 （追加） 

 

 (１)  [略] 

P.76 (２)事故通報及び連絡系統 

 

 ① [略] 

  

② 休日，夜間等で産業保安室，県民センター環境・保安課又は日立商工労働センターの電話に連絡が取れない場

合は，「別図１」の連絡体制により，防災・危機管理部の宿日直職員に事故発生を通報してください。 

 

 ③ [略] 

 

 ④ [略] 

 

 ⑤ [略] 

 

 ⑥ 事故が収束し，事故の原因，再発防止対策が定まった後，遅滞なく「事故届(様式第４６)」を産業保安室，県

民センター環境・保安課又は日立商工労働センターに提出してください。 

(２)事故通報及び連絡系統 

 

  ① [略] 

 

  ① 休日，夜間等で産業保安室，県民センター環境・保安課または日立商工労働センターの電話に連絡が取れない

場合は，「別図１」の連絡体制により，防災・危機管理局の宿日直職員に事故発生を通報してください。 

 

  ② [略] 

 

  ③ [略] 

 

  ④ [略] 

 

  ⑤ 事故が収束し，事故の原因，再発防止対策が定まった後，速やかに「事故届(様式第４６)」を産業保安室，県

民センター環境・保安課または日立商工労働センターに提出してください。 



P.81 

  



P.84 

  



P.86 (４) [略]  

 

(５)提出部数 

  １部(事業所控えにも受付印を押印しますので，提出用の他に１部持参してください。) 

  なお，事業所内に複数の冷凍設備が設置されている場合は，それぞれの冷凍設備ごとに製造届が必要になります。 

   ただし，ブラインが共通になっている場合などは，複数の冷凍設備を１つの冷凍設備(冷凍事業所)として届出で

きますので，８ページの担当課所までお問い合わせください。 

    

 

 (６)高圧ガス製造届書の記入要領 

  ①名称 

   ア～ウ [略] 

   エ 名称欄には事業所名まで記載してください。冷凍設備は，１つの冷凍設備ごとに１つの事業所として扱いま

すので，それぞれの冷凍設備ごとに，製造届書を作成するとともに，次ページの記載例を参考に，個々の冷凍

設備が区別できる名称を使用してください。 

   （削除） 

 

  ②～⑤ [略] 

 

 

 

 

 

 

(４)  [略] 

 

(５)提出部数 

  １部(事業所控えにも受付印を押印しますので，提出用の他に１部持参してください。) 

  なお，事業所内に複数の冷凍設備が設置されている場合は，冷凍設備は，一つの冷凍設備を一つの事業所として取

り扱っていますので，それぞれの冷凍設備ごとに製造届が必要になります。 

  ただし，ブラインが共通になっている場合などは，複数の冷凍設備を一つの冷凍設備(冷凍事業所)として届出でき

ますので，８ページの担当課所までお問い合せください。 

    

(６)高圧ガス製造届書の記入要領 

 ①名称 

  ア～ウ [略] 

  エ 名称欄には事業所名まで記載してください。冷凍設備の場合は，一つの冷凍設備ごとに１事業所として扱いま

すので，次ページの記載例のように，個々の冷凍設備が区別できる名称を使用してください。 

  オ 一つの工場・事業所内に複数の冷凍設備がある場合，冷凍設備の場合は，一つの冷凍設備ごとに１事業所とし

て扱いますので，それぞれの冷凍設備ごとに届出を要します。製造届書もそれぞれ提出してください。 

 

 ②～⑤ [略] 

P.91 (エ)  [略]    

  

(オ)安全弁，溶栓の放出管（不活性ガス以外） 

    不活性ガス以外のガスを使用している場合は，ガスの種類に応じて，以下の位置に放出管の開口部を設けるととも

に，放出位置を記載してください。          

 

可燃性ガス [略] 

毒性ガス [略] 

※ 不活性ガスを使用している場合は，冷凍空調装置の施設基準(平成２３年７月高圧ガス保安協会)に基づき，

放出管を設けてください。 

 

(カ)～(サ) [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) [略] 

 

(オ)安全弁，溶栓の放出管 

  安全弁，溶栓の放出管がある場合は，放出管の放出位置を記載してください。 

  冷媒ガスに可燃性ガス，毒性ガスを使用している場合は必ず必要です。 

   なお，冷媒ガスが可燃性ガス又は毒性ガスである場合，次の位置に放出管の開口部を設けてください。 

可燃性ガス [略] 

毒性ガス [略] 

    （追加） 

 

 

(カ)～(サ) [略] 



P.95 ３ 変更届(法第１４条第４項，冷凍則第１８条) 

 

 (１)届出時期 

   届出を行い，受理された後でなければ施設の変更はできないので余裕をもって届出してください。内容について，

事前に８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適合すること，書類に不備がないことを

確認した後に届出し，受理された上で工事に着手してください。 

 

 (２)～(３) [略] 

 

 (４)提出書類 

  ①高圧ガス製造施設等変更届書(様式第６) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

申請者区分 
添 付 文 書 備      考 

法人 個人 

○  [略] [略] 

○ ○ 高圧ガス製造施設等変更明細書 

（様式第６－１，２－１，２－

２） 

次の付属資料を添付する。（該当するもの） 

１．～７．[略] 

８．ガス漏えい検知設備，除害設備，保安電力の仕様

書(冷媒がアンモニアの場合のみ) 

９．[略] 

○ ○ [略] [略] 
 

３ 変更届(法第１４条第４項，冷凍則第１８条) 

 

 (１)届出時期 

   提出期限はありませんが，届出を行い，受理された後でなければ施設の変更は出来ません。届出内容について，

事前に８ページの設置場所を管轄する課所に説明を行い，技術上の基準に適合すること，書類に不備がないことを

確認した後に届出し，受理された後に工事に着手するようにしてください。 

 

 (２)～(３) [略] 

 

 (４)提出書類 

  ①高圧ガス製造施設等変更届書(様式第６) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

申請者区分 
添 付 文 書 備      考 

法人 個人 

○  [略] [略] 

○ ○ 高圧ガス製造施設等変更明細書 

（様式第６－１～６－３） 

次の付属資料を添付する。（該当するもの） 

１．～７．[略] 

８．ガス漏洩検知設備，除害設備，保安電力の仕様書

(冷媒がアンモニアの場合のみ) 

９．[略] 

○ ○ [略] [略] 

 

 



P.96 

  



P.97 (６)施設の変更例 

 事  例 手  続  方  法 

1 冷凍機を同室の別の場所に移す場合 変更届 

2 別室に移す場合 廃止届出を出し，改めて設置届 

3 位置は同じであるが，設備全部を同型

のものと取替える場合 

変更届 

4～10 [略] [略] 
 

(６)施設の変更例 

 事  例 手  続  方  法 

1 冷凍機を同室の別の場所に移す場合 変更届 

2 別室に移す場合 廃止届出を出し，改めて設置届 

3 位置は同じであるが，設備全部を同型

のものと取替える場合 

廃止届出を出し，改めて設置届 

4～10 [略] [略] 
 

P.98 (７)～(10) [略]  

 

(11)高圧ガス施設等明細書(様式第２-１)の記入要領 

 ①～④ [略] 

(７)～(10) [略]  

 

(11)高圧ガス施設等明細書(様式第６-２)の記入要領 

 ①～④ [略] 

P.99 ⑤～⑫ [略] 

 

(12)高圧ガス施設等明細書(様式第２-２)の記入要領 

 [略] 

⑤～⑫ [略] 

 

(12)高圧ガス施設等明細書(様式第６-３)の記入要領 

 [略] 

P.102 様式第２－１ [略] 様式第６－２ [略] 

p.103 様式第２－２ [略] 様式第６－３ [略] 

p.104 ４ 保安教育(法第２７条第４項) 

 第二種製造者は，高圧ガスの製造に伴う災害の発生を防止するため，法令，設備の構造，点検方法等について，従

業者に対し保安教育を実施しなければなりません。 

 保安教育の実施記録については，県知事等へ届け出る必要はありませんが，作成の上保管してください。 

 

(１)保安教育訓練の実施要領 

 ①～⑤ [略] 

 

(２)教育訓練の内容 

 ①～⑦ [略] 

 

(３)協力会社従業者に対する教育 

  事業所の教育実施責任者等は，協力会社の従業者に対しても保安教育訓練を実施してください。 

 

(４)教育資料の例 

 ①～② [略] 

 

 

４ 保安教育(法第２７条第４項) 

 第二種製造者は，高圧ガスの製造に伴う災害の発生を防止するため，法令，設備の構造，点検方法等について，従

業者に対し保安教育を実施しなければなりません。 

 保安教育の実施記録については，県知事等へ届け出る必要はありませんが，作成の上保管してください。 

 

(１)保安教育訓練の実施要領 

 ①～⑤ [略] 

 

(２)教育訓練の内容 

 ①～⑦ [略] 

 

(３)協力会社従業者に対する教育 

  事業所の教育実施責任者等は，協力会社の従業者の保安教育訓練に対して，協力会社に対して協力してください。 

 

(４)教育資料の例 

 ①～② [略] 

 



p.105 ５ 冷凍保安責任者の選任等(法第２７条の４，法第３３条，冷凍則第３６条～３９条) 

 

  冷凍設備を安全に維持管理していくためには，冷凍設備の知識・経験を有する者が設備を管理する必要があります。

このため第二種製造者は，下記に該当する場合には，有資格者である冷凍保安責任者及び同代理者を選任して，冷凍

設備の保安管理等の保安に関する業務を 行わせることが義務付けられています。 

 

  [略] 

 

 (１)届出先 

   産業保安室，県民センター環境・保安課又は日立商工労働センター(８ページ参照) 

 (２)届出時期 

   冷凍保安責任者及び同代理者の選任・解任後，遅滞なく 

 (３)～(５) [略] 

 

６ 製造施設の廃止，承継及び代表者等の変更(法第１０条，２１条，冷凍則第１０条の２，２９条) 

 

 (１)廃止届(法第２１条，冷凍則第２９条，様式第１６) 

   [略] 

 

 

５ 冷凍保安責任者の選任等(法第２７条の４，法第３３条，冷凍則第３６条～３９条) 

 

  冷凍設備を安全に維持管理していくためには，冷凍設備の知識・経験を有する者が設備を管理する必要があります。

このため第二種製造者は，下記に該当する場合には，有資格者である冷凍保安責任者及び同代理者を選任して，冷凍

設備の保安管理等の保安に関する業務を 行わせることが義務づけられています。 

 

 [略] 

 

 (１)届出先 

    産業保安室，県民センター環境・保安課または日立商工労働センター(８ページ参照) 

 (２)届出時期 

    冷凍保安責任者及び同代理者の選任・解任後，速やかに 

 (３)～(５) [略] 

 

６ 製造施設の廃止，承継及び代表者等の変更(法第１０条，２１条，冷凍則第１０条の２，２９条) 

 

 (１)廃止届(法２１条，冷凍則２９条，様式第１６) 

   [略] 

p.106 (２)承継届(法第１０条の２，冷凍則第１０条の２，様式第３の２) 

  高圧ガスの製造届を行っている会社が合併又は分割，事業の譲渡をしたとき，又は個人で相続があったときは，８

ページの担当課まで「第二種製造事業承継届書(様式第３の２)」を遅滞なく届け出てください。 

  事業譲渡等による場合は，製造施設の位置の変更を伴わない場合のみをいい，位置の変更を伴う場合は該当しませ

ん。 

  また，合併，相続，分割とは製造施設の包括承継のみを意味し，製造事業所を分割して承継する場合は承継届の対

象とはなりません。 

 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

譲渡 売買契約書，譲渡証明書等 

合併・分割 全部事項証明書，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

 

(３)代表者等変更(手引様式第２) 

  法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他の変

更があった場合は，８ページの担当課所まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届け出てください。 

  なお，１つの工場などに複数の冷凍事業所(冷凍機)がある場合や，県内に複数の工場等を設置している法人などの

場合，一括して申請することもできます。その場合は，別紙に変更の対象となる冷凍事業所の一覧表を添付してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 定期自主検査(法第３５条の２，冷凍則第４４条) 

 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 全部事項証明書又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 [略] 

住所表示の変更 全部事項証明書(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 

(２)承継届(法１０条の２，冷凍則１０条の２，様式第３の２) 

  高圧ガスの製造届を行っている会社が合併又は分割，事業の譲渡をしたとき，又は個人で相続があったときは，８

ページの担当課まで「第二種製造事業承継届書(様式第３の２)」を遅滞なく届出てください。 

  事業譲渡等による場合は，製造施設の位置の変更を伴わない場合のみをいい，位置の変更を伴う場合は該当しませ

ん。 

  また，合併，相続，分割とは製造施設の包括承継のみを意味し，製造事業所を分割して承継する場合は承継には該

当しません。 

 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

譲渡 売買契約書，譲渡証明書等 

合併・分割 登記簿謄本，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

 

(３)代表者等変更(手引様式第２) 

  法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他の変

更があった場合は，８ページの担当課まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届出てください。 

  なお，一つの工場などに複数の冷凍事業所(冷凍機)がある場合や，県内に複数の工場等を設置している法人などの

場合，一括して申請することも出来ます。その場合は，別紙に変更の対象となる冷凍事業所の一覧表を添付してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 定期自主検査(法第３５条の２，冷凍則第４０条) 

 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 登記簿謄本又は全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 登記簿謄本又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 [略] 

住所表示の変更 登記簿謄本(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 



  以下の冷凍事業所は，１年に１回以上定期自主検査を実施し，記録を保存しておく必要があります。 

  定期自主検査は自ら実施することもできますが，設備の保安管理の観点から，茨城県冷凍設備保安協会又は指定保

安検査機関等に検査を依頼することも可能です。 

   

 

 (１) [略] 

 

 (２)定期自主検査の実施方法 

  ①定期自主検査は冷凍保安責任者又は冷凍設備の担当者が責任者となり，計画を立て，実施及び監督してください。 

  ②定期自主検査は，「定期自主検査基準(ＫＨＫＳ １８５０-４)」を参考に実施してください。 

 

 

  下記の冷凍事業所は，１年に１回以上定期自主検査を実施し，記録を保存しておく必要があります。 

  定期自主検査は自ら実施することも出来ますが，設備の保安管理の観点から，茨城県冷凍設備保安協会又は指定保

安検査機関等に検査を依頼してください。 

  なお，定期自主検査の記録は，１年以内のものを有効とします。 

 

 (１) [略] 

 

 (２)定期自主検査の実施方法 

  ①定期自主検査は冷凍保安責任者又は冷凍設備の担当者が責任者となり，計画を立て，実施してください。 

  ②定期自主検査は，「定期自主検査基準(ＫＨＫＳ １８５０-４)」に基づき実施してください。 

P.108 ８ 事故届 

 

  「事故」とは，次に掲げるものであって，漏えい，火災，爆発等のほか，地震，落雷等の天災による被害及び紛失，

盗難等(容器を含む。)を含みます。 

  ①～② [略] 

   詳細な内容については，「茨城県高圧ガス事故措置要綱」をご確認ください。 

 

 (１) [略] 

 

 (２)事故通報及び連絡系統 

  ① [略] 

  ② 休日，夜間等で産業保安室，県民センター環境・保安課又は日立商工労働センターの電話に連絡が取れない場

合は，「別図１」の連絡体制により，防災・危機管理部の宿日直職員に事故発生を通報してください。 

  ③～⑤ [略] 

  ⑥ 事故が収束し，事故の原因，再発防止対策が定まった後，遅滞なく「事故届(様式第４６)」を産業保安室，県

民センター環境・保安課又は日立商工労働センターに提出してください。 

８ 事故届 

 

  「事故」とは，次に掲げるものであって，漏洩，火災，爆発等の他，地震，落雷等の天災による被害及び紛失，盗

難等(容器を含む)を含みます。 

  ①～② [略] 

  （追加） 

 

 (１) [略]  

 

 (２)事故通報及び連絡系統 

① [略] 

② 休日，夜間等で産業保安室，県民センター環境・保安課または日立商工労働センターの電話に連絡が取れない

場合は，「別図１」の連絡体制により，防災・危機管理局の宿日直職員に事故発生を通報してください。 

③～⑤ [略] 

  ⑥ 事故が収束し，事故の原因，再発防止対策が定まった後，速やかに「事故届(様式第４６)」を産業保安室，県

民センター環境・保安課または日立商工労働センターに提出してください。 

P.113 運転表示板の例 [略] 

 

第３号 

 圧縮機，油分離器，凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス，毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設

備のものに限る。)を設置する室は，冷媒ガスが漏えいしたと き滞留しないような構造とすること。 

  (１)当該室には，冷凍能力１トン当たり０．０５ｍ２以上の直接外気に面した開口部(窓又は扉)を有すること。 

  (２)開口部の面積が不足する場合には，その不足する開口部面積に応じ，冷凍能力１トン当たり２ｍ３/ｍｉｎ以上

の換気能力を有する機械通風装置を設置すること。 

     この場合，機械通風装置は，当該室の内外いずれでも始動及び停止できること。 

 

 第４号 [略] 

  

 

運転表示板の例 [略] 

 

第３号 

 圧縮機，油分離器，凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

を設置する室は，冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないよう な構造とすること。 

  (１)当該室には，冷凍能力１トン当たり０．０５ｍ２以上の直接外気に面した開口部(窓又は扉)を有すること。 

  (２)開口部の面積が不足する場合には，その不足する開口部面積に応じ，冷凍能力１トン当たり２ｍ３/ｍｉｎ以上

の換気能力を有する機械通風装置を設置すること。 

     この場合，機械通風装置は，当該室の内外いずれでも始動及び停止できること。 

 

 第４号 [略] 

 



P.115 第９号～第１４号 [略] 

  

第１５号 

 可燃性ガス，毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には，当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場

所に，当該ガスの漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を設けること。ただし，吸収式アンモニア冷凍機に係る

施設については，この限りでない。  

  (１) [略] 

第９号～第１４号 [略] 

   

第１５号 

 可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設には，当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスの

漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を設けること。ただし，吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については，

この限りでない。  

  (１) [略] 

P.121 (３) [略] 

 

(４)提出書類 

  ①高圧ガス販売事業届(様式第２１) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

 

申請者区分 

添付書類 備    考 法

人 

個人 

○  [略] [略] 

○ ○ [略] [略] 

○ ○ 添付書類 次の付属資料を添付する。 

１．全部事項証明書又は代表事項証明書（法人の場合） 

２．～５．[略] 

６．ガス漏えい検知設備，除害設備，保安電力の仕様

書(貯蔵するガスが毒性･可燃性の場合のみ) 

 

 

(５)～(６) [略] 

(３) [略] 

 

(４)提出書類 

  ①高圧ガス販売事業届(様式第２１) 

  ②添付書類(大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでこの大きさにしてください。) 

 

申請者区分 

添付書類 備    考 法

人 

個人 

○  [略] [略] 

○ ○ [略] [略] 

○ ○ 添付書類 次の付属資料を添付する。 

１．法人登記簿謄本又は代表事項証明書（法人の場合） 

２．～５．[略] 

６．ガス漏洩検知設備，除害設備，保安電力の仕様書      

(貯蔵するガスが毒性･可燃性の場合のみ) 

 

 

(５)～(６) [略] 



P.129  

 

(４) [略] 

 

(５)代表者等変更届(手引様式第２) 

   法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他の

変更があった場合は，８ページの担当課まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届け出てください。 

   なお，県内に複数の販売所等を設置している法人などの場合，一括して申請することもできます。その場合は，

別紙に変更の対象となる販売所の一覧表を添付してください。 

 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 全部事項証明書又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 なし 

住所表示の変更 全部事項証明書(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 

 

(６) [略] 

 

６ [略] 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

譲渡 売買契約書，譲渡証明書等 

合併・分割 全部事項証明書，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

 

 

(４) [略] 

 

(５)代表者等変更届(手引様式第２) 

   法人名称，法人代表者，事業所名称又は事業所代表者の変更，本社所在地，事業所の住所表示の変更，その他の

変更があった場合は，８ページの担当課まで「代表者等変更届書(手引様式第２)」を遅滞なく届出てください。 

   なお，県内に複数の販売所等を設置している法人などの場合，一括して申請することも出来ます。その場合は，

別紙に変更の対象となる販売所の一覧表を添付してください。 

 

変更内容 添 付 書 類 

法人の名称変更 登記簿謄本又は全部事項証明書(コピー可) 

法人代表者の変更 登記簿謄本又は代表者事項証明書(コピー可) 

事業所名称の変更 なし 

住所表示の変更 登記簿謄本(コピー可) 

事業所代表者の変更 [略] 

 

(６) [略] 

 

６ [略] 

承継の区分 必 要 な 添 付 書 類 

譲渡 売買契約書，譲渡証明書等 

合併・分割 全部事項証明書，合併契約書，官報等，合併・分割の事実を証明する書類 

相続 [略] 

P.143 Ｑ５．[略] 

 

Ｑ６．長期連休等における日常点検について 

 Ａ．長期連休等についても，稼働中については，１日に１回以上の点検は必要です。（冷凍則第９条第２号） 

   なお，１日１回「点検」した場合において，次の条件を満たす製造設備にあっては，夜間無人運転を行っても差

し支えありません。 

   ①自動運転により当該圧縮機の運転の始動及び停止が随時行われるものであること。 

   ②故障等が発生した場合に当該圧縮機の電源が自動的に遮断され，警報装置が作動するものであること。 

 

Ｑ７．～Ｑ10．[略] 

Ｑ５．[略] 

 

Ｑ６．長期連休等における日常点検について 

 Ａ．長期連休等についても，１日に１回以上の点検は必要です。（冷凍則第９条第２号） 

   なお，１日１回「点検」した場合において，次の条件を満たす製造設備にあっては，夜間無人運転を行っても差

し支えありません。 

   ①自動運転により当該圧縮機の運転の始動及び停止が随時行われるものであること。 

   ②故障等が発生した場合に当該圧縮機の電源が自動的に遮断され，警報装置が作動するものであること。 

 

Ｑ７．～Ｑ10．[略] 



P.144 Ｑ11．～Ｑ14．[略] 

 

Ｑ15．異常時の記録について 

Ａ．冷凍則第65条の規定により製造施設に異常があった場合，その年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳

簿を備え，記載の日から10年間保存することになっていますが，異常がない場合に関しても帳簿を作成し，年度ご

とに異常がなかった旨の記録を残すようにしてください。 

 

Ｑ16．ろう付けを伴う工事について 

  Ａ．ろう付けを伴う工事については溶接を伴う工事とみなしますので，これに基づいた手続きを行ってください。 

     

Ｑ17．「ユニット型」の冷凍設備に溶接を伴う変更工事を行った場合について 

  Ａ．冷凍則第36条第２項第１号トの規定により，ユニット型の冷凍設備に溶接を伴う変更工事を行った場合，「ユニ

ット型」の定義から外れることになります。 

 

Ｑ11．～Ｑ14．[略] 

 

（追加） 



P.169 

  



p.174 

 

（追加） 



p.186 

  

備考 その他軽微な修正（誤字，脱字等）は記載していない。 


