
手続き 営業許可申請事項変更届手続き 営業許可申請事項変更届手続き 営業許可申請事項変更届手続き 営業許可申請事項変更届 【【【【第９号様式(第１０条関係)第９号様式(第１０条関係)第９号様式(第１０条関係)第９号様式(第１０条関係)】】】】
①店舗の構造設備の変更①店舗の構造設備の変更①店舗の構造設備の変更①店舗の構造設備の変更

区画や面積の変更、作業室の用途変更、製造ラインの移設等。区画や面積の変更、作業室の用途変更、製造ラインの移設等。区画や面積の変更、作業室の用途変更、製造ラインの移設等。区画や面積の変更、作業室の用途変更、製造ラインの移設等。

②店舗の名称・屋号、飲食店の取扱業種②店舗の名称・屋号、飲食店の取扱業種②店舗の名称・屋号、飲食店の取扱業種②店舗の名称・屋号、飲食店の取扱業種(ふぐ･仕出し･弁当調製)(ふぐ･仕出し･弁当調製)(ふぐ･仕出し･弁当調製)(ふぐ･仕出し･弁当調製)の変更の変更の変更の変更

届出対象 ③申請者の変更届出対象 ③申請者の変更届出対象 ③申請者の変更届出対象 ③申請者の変更

個人の場合：自宅住所や婚姻等による改姓個人の場合：自宅住所や婚姻等による改姓個人の場合：自宅住所や婚姻等による改姓個人の場合：自宅住所や婚姻等による改姓

法人の場合：主たる事務所の所在地、法人名称、代表者氏名の変更法人の場合：主たる事務所の所在地、法人名称、代表者氏名の変更法人の場合：主たる事務所の所在地、法人名称、代表者氏名の変更法人の場合：主たる事務所の所在地、法人名称、代表者氏名の変更

④施設の所在地の表記④施設の所在地の表記④施設の所在地の表記④施設の所在地の表記

住居表示の施行や代表地番の変更 ※店舗の移動なし住居表示の施行や代表地番の変更 ※店舗の移動なし住居表示の施行や代表地番の変更 ※店舗の移動なし住居表示の施行や代表地番の変更 ※店舗の移動なし

届出時期 変更後速やかに届出時期 変更後速やかに届出時期 変更後速やかに届出時期 変更後速やかに

届出様式 営業許可申請事項変更届届出様式 営業許可申請事項変更届届出様式 営業許可申請事項変更届届出様式 営業許可申請事項変更届

添付書類 変更の事実を証する書類(添付又は提示書類参照)添付書類 変更の事実を証する書類(添付又は提示書類参照)添付書類 変更の事実を証する書類(添付又は提示書類参照)添付書類 変更の事実を証する書類(添付又は提示書類参照)

◆変更内容と対応する手続きの概要は、次のとおりです。◆変更内容と対応する手続きの概要は、次のとおりです。◆変更内容と対応する手続きの概要は、次のとおりです。◆変更内容と対応する手続きの概要は、次のとおりです。

変 更 内 容 手 続 き 添付又は提示書類変 更 内 容 手 続 き 添付又は提示書類変 更 内 容 手 続 き 添付又は提示書類変 更 内 容 手 続 き 添付又は提示書類

構 ①店舗レイアウトの一部変更 変更届 ･変更後の施設平面図構 ①店舗レイアウトの一部変更 変更届 ･変更後の施設平面図構 ①店舗レイアウトの一部変更 変更届 ･変更後の施設平面図構 ①店舗レイアウトの一部変更 変更届 ･変更後の施設平面図

造造造造

設 ②店舗の大規模な増改築･改装 廃止届及び設 ②店舗の大規模な増改築･改装 廃止届及び設 ②店舗の大規模な増改築･改装 廃止届及び設 ②店舗の大規模な増改築･改装 廃止届及び

備 ③店舗の移転 新規許可申請備 ③店舗の移転 新規許可申請備 ③店舗の移転 新規許可申請備 ③店舗の移転 新規許可申請

①住居表示や市町村合併による所在地 ･住居表示施行の場合①住居表示や市町村合併による所在地 ･住居表示施行の場合①住居表示や市町村合併による所在地 ･住居表示施行の場合①住居表示や市町村合併による所在地 ･住居表示施行の場合、、、、

所 の表記変更(*) 変更届 市町村が発行する通所 の表記変更(*) 変更届 市町村が発行する通所 の表記変更(*) 変更届 市町村が発行する通所 の表記変更(*) 変更届 市町村が発行する通

②代表番地の変更(*) 知書や証明書②代表番地の変更(*) 知書や証明書②代表番地の変更(*) 知書や証明書②代表番地の変更(*) 知書や証明書

在在在在

③違う場所に移転 廃止届及び③違う場所に移転 廃止届及び③違う場所に移転 廃止届及び③違う場所に移転 廃止届及び

地 新規許可申請地 新規許可申請地 新規許可申請地 新規許可申請

①申請者の改姓や改名(*) ①戸籍事項証明書①申請者の改姓や改名(*) ①戸籍事項証明書①申請者の改姓や改名(*) ①戸籍事項証明書①申請者の改姓や改名(*) ①戸籍事項証明書

営 ②法人の商号(*)、組織形態、代表者 変更届 ②・➂法人の場合は、営 ②法人の商号(*)、組織形態、代表者 変更届 ②・➂法人の場合は、営 ②法人の商号(*)、組織形態、代表者 変更届 ②・➂法人の場合は、営 ②法人の商号(*)、組織形態、代表者 変更届 ②・➂法人の場合は、

登記事項証明書(履歴登記事項証明書(履歴登記事項証明書(履歴登記事項証明書(履歴

業 ③申請者住所業 ③申請者住所業 ③申請者住所業 ③申請者住所(法人:主たる事務所所在地)(法人:主たる事務所所在地)(法人:主たる事務所所在地)(法人:主たる事務所所在地) 事項証明書)事項証明書)事項証明書)事項証明書)

④別法人や個人への営業譲渡 廃止届及び④別法人や個人への営業譲渡 廃止届及び④別法人や個人への営業譲渡 廃止届及び④別法人や個人への営業譲渡 廃止届及び

者 (⑥の場合を除く) 新規許可申請者 (⑥の場合を除く) 新規許可申請者 (⑥の場合を除く) 新規許可申請者 (⑥の場合を除く) 新規許可申請

⑤個人 ⇔ 法人への営業者変更⑤個人 ⇔ 法人への営業者変更⑤個人 ⇔ 法人への営業者変更⑤個人 ⇔ 法人への営業者変更

⑥相続、法人の合併又は分割の発生 営業承継届⑥相続、法人の合併又は分割の発生 営業承継届⑥相続、法人の合併又は分割の発生 営業承継届⑥相続、法人の合併又は分割の発生 営業承継届

そ ①食品衛生責任者の設置・変更 食品衛生責任者そ ①食品衛生責任者の設置・変更 食品衛生責任者そ ①食品衛生責任者の設置・変更 食品衛生責任者そ ①食品衛生責任者の設置・変更 食品衛生責任者

の (設置･変更)届の (設置･変更)届の (設置･変更)届の (設置･変更)届

他他他他

①ふぐ処理の追加(*) 変更届 ①ふぐ処理師免許証①ふぐ処理の追加(*) 変更届 ①ふぐ処理師免許証①ふぐ処理の追加(*) 変更届 ①ふぐ処理師免許証①ふぐ処理の追加(*) 変更届 ①ふぐ処理師免許証

②仕出し、弁当調整の追加(*) ②変更後の施設平面図②仕出し、弁当調整の追加(*) ②変更後の施設平面図②仕出し、弁当調整の追加(*) ②変更後の施設平面図②仕出し、弁当調整の追加(*) ②変更後の施設平面図

注：※変更内容欄に(*)のある場合、営業許可証の書換交付手続きが必要です。注：※変更内容欄に(*)のある場合、営業許可証の書換交付手続きが必要です。注：※変更内容欄に(*)のある場合、営業許可証の書換交付手続きが必要です。注：※変更内容欄に(*)のある場合、営業許可証の書換交付手続きが必要です。

※手続き欄に網掛けしている場合（ の場合）は、変更届の対象外です。※手続き欄に網掛けしている場合（ の場合）は、変更届の対象外です。※手続き欄に網掛けしている場合（ の場合）は、変更届の対象外です。※手続き欄に網掛けしている場合（ の場合）は、変更届の対象外です。

※ 構造設備の変更や法人組織の変更については、変更届の範囲を超える場合も※ 構造設備の変更や法人組織の変更については、変更届の範囲を超える場合も※ 構造設備の変更や法人組織の変更については、変更届の範囲を超える場合も※ 構造設備の変更や法人組織の変更については、変更届の範囲を超える場合も

ありますので、事前にご相談下さい。ありますので、事前にご相談下さい。ありますので、事前にご相談下さい。ありますので、事前にご相談下さい。

※自動車による営業､簡易営業､自動販売機については※自動車による営業､簡易営業､自動販売機については※自動車による営業､簡易営業､自動販売機については※自動車による営業､簡易営業､自動販売機については、、、、保健所に直接お尋ね下さい保健所に直接お尋ね下さい保健所に直接お尋ね下さい保健所に直接お尋ね下さい。。。。



参考参考参考参考

登記事項証明書（履歴事項証明書）の確認ポイント登記事項証明書（履歴事項証明書）の確認ポイント登記事項証明書（履歴事項証明書）の確認ポイント登記事項証明書（履歴事項証明書）の確認ポイント

１．変更届に関する内容１．変更届に関する内容１．変更届に関する内容１．変更届に関する内容

➀株式会社 ⇔ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)への組織変更の場合➀株式会社 ⇔ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)への組織変更の場合➀株式会社 ⇔ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)への組織変更の場合➀株式会社 ⇔ 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)への組織変更の場合

「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、

””””平平平平成○年○月○日成○年○月○日成○年○月○日成○年○月○日株式会社株式会社株式会社株式会社ＡＡＡＡを組織変更し設を組織変更し設を組織変更し設を組織変更し設立”立”立”立” のような記のような記のような記のような記載載載載がががが

組 あります。組 あります。組 あります。組 あります。

➁特例有限➁特例有限➁特例有限➁特例有限会社会社会社会社 →→→→ 株式会社への組織変更の場合株式会社への組織変更の場合株式会社への組織変更の場合株式会社への組織変更の場合

変 「登記記録に関する事項」欄に変 「登記記録に関する事項」欄に変 「登記記録に関する事項」欄に変 「登記記録に関する事項」欄に

””””平平平平成○年○月○日 Ａ有限成○年○月○日 Ａ有限成○年○月○日 Ａ有限成○年○月○日 Ａ有限会社を商号変更し、移行した会社を商号変更し、移行した会社を商号変更し、移行した会社を商号変更し、移行したこここことにより設とにより設とにより設とにより設立”立”立”立”

織 のような記織 のような記織 のような記織 のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

更 ※更 ※更 ※更 ※旧旧旧旧法人の登記法人の登記法人の登記法人の登記簿簿簿簿の「登記記録に関する事項」の記の「登記記録に関する事項」の記の「登記記録に関する事項」の記の「登記記録に関する事項」の記載載載載内容内容内容内容

➀の場合➀の場合➀の場合➀の場合 ””””････組織変更し････組織変更し････組織変更し････組織変更し解散”解散”解散”解散”

➁➁➁➁の場合の場合の場合の場合 ””””株式会社に商号変更し、移行した株式会社に商号変更し、移行した株式会社に商号変更し、移行した株式会社に商号変更し、移行したこここことによりとによりとによりとにより解散”解散”解散”解散”

事 商 ・事 商 ・事 商 ・事 商 ・「「「「商号」欄に、下記のような記商号」欄に、下記のような記商号」欄に、下記のような記商号」欄に、下記のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

上段上段上段上段 ： 下： 下： 下： 下線線線線をををを引引引引いたいたいたいた旧旧旧旧商号商号商号商号

号 下号 下号 下号 下段段段段 ： 新商号、変更期： 新商号、変更期： 新商号、変更期： 新商号、変更期日日日日、登記期、登記期、登記期、登記期日日日日

項項項項

・・・・「「「「本本本本店」欄に、下記のような記店」欄に、下記のような記店」欄に、下記のような記店」欄に、下記のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

上段上段上段上段 ： 下： 下： 下： 下線線線線をををを引引引引いたいたいたいた旧旧旧旧所在地所在地所在地所在地

本本本本 下下下下段段段段 ： 新所在地、移転期： 新所在地、移転期： 新所在地、移転期： 新所在地、移転期日日日日、登記期、登記期、登記期、登記期日日日日

店 又は「登記記録に関する事項」欄に店 又は「登記記録に関する事項」欄に店 又は「登記記録に関する事項」欄に店 又は「登記記録に関する事項」欄に

””””平平平平成○年○月○日成○年○月○日成○年○月○日成○年○月○日 ((((旧旧旧旧所在地) か所在地) か所在地) か所在地) から本ら本ら本ら本店移転 平店移転 平店移転 平店移転 平成成成成････････年年年年････････月月月月････････日日日日登記登記登記登記 ””””

のような記のような記のような記のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

２．営業承継届に関する内容（２．営業承継届に関する内容（２．営業承継届に関する内容（２．営業承継届に関する内容（※法人の合併・分割は、変更届の対象外）※法人の合併・分割は、変更届の対象外）※法人の合併・分割は、変更届の対象外）※法人の合併・分割は、変更届の対象外）

➀新設合併の場合➀新設合併の場合➀新設合併の場合➀新設合併の場合、、、、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、

”奈良県”奈良県”奈良県”奈良県大大大大和高田和高田和高田和高田市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社ＡＡＡＡ とととと 奈良県桜井奈良県桜井奈良県桜井奈良県桜井市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社

合合合合 ＢＢＢＢ が合併により設が合併により設が合併により設が合併により設立立立立 平平平平成成成成････････年年年年････････月月月月････････日日日日登記登記登記登記””””のような記のような記のような記のような記載載載載がありますがありますがありますがあります。。。。

➁吸収➁吸収➁吸収➁吸収合併の場合合併の場合合併の場合合併の場合、、、、「「「「吸収吸収吸収吸収合併」欄に、合併」欄に、合併」欄に、合併」欄に、

併併併併 ””””平平平平成○年○月○日奈良県橿原成○年○月○日奈良県橿原成○年○月○日奈良県橿原成○年○月○日奈良県橿原市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社ＣＣＣＣを合併 平を合併 平を合併 平を合併 平成成成成････････年年年年････････月月月月

････････日日日日登記登記登記登記”””” のような記のような記のような記のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

➀新設分割の場合➀新設分割の場合➀新設分割の場合➀新設分割の場合、、、、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、「登記記録に関する事項」欄に、

”奈良県葛城”奈良県葛城”奈良県葛城”奈良県葛城市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社市･･･番地 株式会社ＤＤＤＤかかかからららら分割により設分割により設分割により設分割により設立”立”立”立” のような記のような記のような記のような記載載載載がががが

分 あります。分 あります。分 あります。分 あります。

➁吸収➁吸収➁吸収➁吸収分割の場合分割の場合分割の場合分割の場合、、、、「会社分割」欄に「会社分割」欄に「会社分割」欄に「会社分割」欄に

割割割割 ””””平平平平成○年○月○日奈良県御成○年○月○日奈良県御成○年○月○日奈良県御成○年○月○日奈良県御所市･･･番地 株式会社所市･･･番地 株式会社所市･･･番地 株式会社所市･･･番地 株式会社ＥＥＥＥかかかからららら分割 平分割 平分割 平分割 平成成成成････････年年年年

････････月月月月････････日日日日登記登記登記登記”””” のような記のような記のような記のような記載載載載があります。があります。があります。があります。

ごごごご不不不不明の明の明の明の点点点点は、営業所をは、営業所をは、営業所をは、営業所を管轄管轄管轄管轄する保健所にお尋ね下さい。する保健所にお尋ね下さい。する保健所にお尋ね下さい。する保健所にお尋ね下さい。



変更届受付 事務の流れ変更届受付 事務の流れ変更届受付 事務の流れ変更届受付 事務の流れ 内部資料内部資料内部資料内部資料

①記載内容の審査①記載内容の審査①記載内容の審査①記載内容の審査

□申請者欄：変更後の氏名・住所が記載されている□申請者欄：変更後の氏名・住所が記載されている□申請者欄：変更後の氏名・住所が記載されている□申請者欄：変更後の氏名・住所が記載されている

□法人の届出：法人の名称及び法人代表者名が記載されている□法人の届出：法人の名称及び法人代表者名が記載されている□法人の届出：法人の名称及び法人代表者名が記載されている□法人の届出：法人の名称及び法人代表者名が記載されている

□個人の届出：自宅住所が記載されている□個人の届出：自宅住所が記載されている□個人の届出：自宅住所が記載されている□個人の届出：自宅住所が記載されている

□記載事項：現に把握している事項と相違ないかシステム端末で確認□記載事項：現に把握している事項と相違ないかシステム端末で確認□記載事項：現に把握している事項と相違ないかシステム端末で確認□記載事項：現に把握している事項と相違ないかシステム端末で確認

□構造設備の変更：変更後の構造設備が基準に適合している□構造設備の変更：変更後の構造設備が基準に適合している□構造設備の変更：変更後の構造設備が基準に適合している□構造設備の変更：変更後の構造設備が基準に適合している

台帳添付図面を確認し、変更内容を確認すること台帳添付図面を確認し、変更内容を確認すること台帳添付図面を確認し、変更内容を確認すること台帳添付図面を確認し、変更内容を確認すること

□ふぐ処理施設追加の場合は、免許取得者の確認、器具・施設の実地確認日を□ふぐ処理施設追加の場合は、免許取得者の確認、器具・施設の実地確認日を□ふぐ処理施設追加の場合は、免許取得者の確認、器具・施設の実地確認日を□ふぐ処理施設追加の場合は、免許取得者の確認、器具・施設の実地確認日を

もって、変更届の受理日及び変更年月日とすること（変更日空欄で受付）もって、変更届の受理日及び変更年月日とすること（変更日空欄で受付）もって、変更届の受理日及び変更年月日とすること（変更日空欄で受付）もって、変更届の受理日及び変更年月日とすること（変更日空欄で受付）

②添付又は掲示書類の確認②添付又は掲示書類の確認②添付又は掲示書類の確認②添付又は掲示書類の確認

※変更の事実を証する書面の提示又は提出。変更の事実を確認できない場合は、※変更の事実を証する書面の提示又は提出。変更の事実を確認できない場合は、※変更の事実を証する書面の提示又は提出。変更の事実を確認できない場合は、※変更の事実を証する書面の提示又は提出。変更の事実を確認できない場合は、

書類の追加を指示し、変更届を返却書類の追加を指示し、変更届を返却書類の追加を指示し、変更届を返却書類の追加を指示し、変更届を返却

□法人に関する変更：履歴事項全部証明書（原本提示）□法人に関する変更：履歴事項全部証明書（原本提示）□法人に関する変更：履歴事項全部証明書（原本提示）□法人に関する変更：履歴事項全部証明書（原本提示）（※合併､分割､別法人への営業者変更は、変更届の受付対象外）（※合併､分割､別法人への営業者変更は、変更届の受付対象外）（※合併､分割､別法人への営業者変更は、変更届の受付対象外）（※合併､分割､別法人への営業者変更は、変更届の受付対象外）
□個人の氏名：戸籍事項証明書など（原本提示）□個人の氏名：戸籍事項証明書など（原本提示）□個人の氏名：戸籍事項証明書など（原本提示）□個人の氏名：戸籍事項証明書など（原本提示）

□営業設備の大要(構造設備)：変更箇所を示す図面□営業設備の大要(構造設備)：変更箇所を示す図面□営業設備の大要(構造設備)：変更箇所を示す図面□営業設備の大要(構造設備)：変更箇所を示す図面

□店舗の全面改築や大部分の改造：変更届対象外(□店舗の全面改築や大部分の改造：変更届対象外(□店舗の全面改築や大部分の改造：変更届対象外(□店舗の全面改築や大部分の改造：変更届対象外(旧施設の廃止と新規申請が必要)旧施設の廃止と新規申請が必要)旧施設の廃止と新規申請が必要)旧施設の廃止と新規申請が必要)
□ふぐ処理の追加：ふぐ処理専用の洗浄槽、処理台を明示した営業設備の概要□ふぐ処理の追加：ふぐ処理専用の洗浄槽、処理台を明示した営業設備の概要□ふぐ処理の追加：ふぐ処理専用の洗浄槽、処理台を明示した営業設備の概要□ふぐ処理の追加：ふぐ処理専用の洗浄槽、処理台を明示した営業設備の概要

ふぐ処理師免許証ふぐ処理師免許証ふぐ処理師免許証ふぐ処理師免許証（原本提示。奈良県で有効な免許か要確認（原本提示。奈良県で有効な免許か要確認（原本提示。奈良県で有効な免許か要確認（原本提示。奈良県で有効な免許か要確認））））
□自動車販売業の営業の大要事項の変更：□自動車販売業の営業の大要事項の変更：□自動車販売業の営業の大要事項の変更：□自動車販売業の営業の大要事項の変更：

□自動車保管場所、品目の変更：大要様式□自動車保管場所、品目の変更：大要様式□自動車保管場所、品目の変更：大要様式□自動車保管場所、品目の変更：大要様式

□基地施設：大要様式、基地施設の許可又は営業報告受理書に相当する書面□基地施設：大要様式、基地施設の許可又は営業報告受理書に相当する書面□基地施設：大要様式、基地施設の許可又は営業報告受理書に相当する書面□基地施設：大要様式、基地施設の許可又は営業報告受理書に相当する書面

写し(提示写し(提示写し(提示写し(提示※次の場合は、基地施設の許可(営業報告)不要※次の場合は、基地施設の許可(営業報告)不要※次の場合は、基地施設の許可(営業報告)不要※次の場合は、基地施設の許可(営業報告)不要原材料を店舗で購入する、給水のみを行う、市場の共同調理場で一次加工、原材料を店舗で購入する、給水のみを行う、市場の共同調理場で一次加工、原材料を店舗で購入する、給水のみを行う、市場の共同調理場で一次加工、原材料を店舗で購入する、給水のみを行う、市場の共同調理場で一次加工、食品･食器･器具の単なる保管、機械器具の洗浄を行う食品･食器･器具の単なる保管、機械器具の洗浄を行う食品･食器･器具の単なる保管、機械器具の洗浄を行う食品･食器･器具の単なる保管、機械器具の洗浄を行う
□屋号、品目、同一業種の第１種⇔第２種変更：大要様式（2部）□屋号、品目、同一業種の第１種⇔第２種変更：大要様式（2部）□屋号、品目、同一業種の第１種⇔第２種変更：大要様式（2部）□屋号、品目、同一業種の第１種⇔第２種変更：大要様式（2部）

□自動車：自動車検査証(原本提示)、大要様式(2部。1部は受付の上、返却)□自動車：自動車検査証(原本提示)、大要様式(2部。1部は受付の上、返却)□自動車：自動車検査証(原本提示)、大要様式(2部。1部は受付の上、返却)□自動車：自動車検査証(原本提示)、大要様式(2部。1部は受付の上、返却)H29年度を目途に車両変更は変更届で対応可。それまでの間は、既存設備のH29年度を目途に車両変更は変更届で対応可。それまでの間は、既存設備のH29年度を目途に車両変更は変更届で対応可。それまでの間は、既存設備のH29年度を目途に車両変更は変更届で対応可。それまでの間は、既存設備の車体載せ替えが明らかな場合、新要領適合のための改造を行った場合に限り、車体載せ替えが明らかな場合、新要領適合のための改造を行った場合に限り、車体載せ替えが明らかな場合、新要領適合のための改造を行った場合に限り、車体載せ替えが明らかな場合、新要領適合のための改造を行った場合に限り、変更届で受理。その他の車体変更は、既存許可の廃止届と新規申請が必要。変更届で受理。その他の車体変更は、既存許可の廃止届と新規申請が必要。変更届で受理。その他の車体変更は、既存許可の廃止届と新規申請が必要。変更届で受理。その他の車体変更は、既存許可の廃止届と新規申請が必要。
□自動販売機の変更：□自動販売機の変更：□自動販売機の変更：□自動販売機の変更：

□同種の機種への変更、既存設置機の増減:自動販売機□同種の機種への変更、既存設置機の増減:自動販売機□同種の機種への変更、既存設置機の増減:自動販売機□同種の機種への変更、既存設置機の増減:自動販売機次の場合は、既存許可の廃止届と新規許可申請が必要次の場合は、既存許可の廃止届と新規許可申請が必要次の場合は、既存許可の廃止届と新規許可申請が必要次の場合は、既存許可の廃止届と新規許可申請が必要・設置台数が倍以上、又は半分以下になる場合・設置台数が倍以上、又は半分以下になる場合・設置台数が倍以上、又は半分以下になる場合・設置台数が倍以上、又は半分以下になる場合・他の場所に移転設置したとき(営業許可施設内への移転を除く)・他の場所に移転設置したとき(営業許可施設内への移転を除く)・他の場所に移転設置したとき(営業許可施設内への移転を除く)・他の場所に移転設置したとき(営業許可施設内への移転を除く)・異機種のものに変更した場合（例：提供品目が、喫茶→飲食店に変更など）・異機種のものに変更した場合（例：提供品目が、喫茶→飲食店に変更など）・異機種のものに変更した場合（例：提供品目が、喫茶→飲食店に変更など）・異機種のものに変更した場合（例：提供品目が、喫茶→飲食店に変更など）



【営業許可証書換申請の指導】【営業許可証書換申請の指導】【営業許可証書換申請の指導】【営業許可証書換申請の指導】 ※詳細は、営業許可証書換申請手続き参照※詳細は、営業許可証書換申請手続き参照※詳細は、営業許可証書換申請手続き参照※詳細は、営業許可証書換申請手続き参照
□営業許可証記載事項(氏名､屋号､所在地表記､特定業種)変更の場合：□営業許可証記載事項(氏名､屋号､所在地表記､特定業種)変更の場合：□営業許可証記載事項(氏名､屋号､所在地表記､特定業種)変更の場合：□営業許可証記載事項(氏名､屋号､所在地表記､特定業種)変更の場合：

書換交付申請を指導書換交付申請を指導書換交付申請を指導書換交付申請を指導

④施設の確認【ふぐ、仕出し、弁当調製業の追加、車両の変更など】④施設の確認【ふぐ、仕出し、弁当調製業の追加、車両の変更など】④施設の確認【ふぐ、仕出し、弁当調製業の追加、車両の変更など】④施設の確認【ふぐ、仕出し、弁当調製業の追加、車両の変更など】★ふぐの追加：機器・設備の確認のため調査必須★ふぐの追加：機器・設備の確認のため調査必須★ふぐの追加：機器・設備の確認のため調査必須★ふぐの追加：機器・設備の確認のため調査必須仕出し、弁当調製業の追加：図面上取扱いに疑義がある場合のみ施設確認を行い、図仕出し、弁当調製業の追加：図面上取扱いに疑義がある場合のみ施設確認を行い、図仕出し、弁当調製業の追加：図面上取扱いに疑義がある場合のみ施設確認を行い、図仕出し、弁当調製業の追加：図面上取扱いに疑義がある場合のみ施設確認を行い、図面上十分な余地がある施設は書面審査(周辺施設の監視時面上十分な余地がある施設は書面審査(周辺施設の監視時面上十分な余地がある施設は書面審査(周辺施設の監視時面上十分な余地がある施設は書面審査(周辺施設の監視時にあわせて確認)とする。にあわせて確認)とする。にあわせて確認)とする。にあわせて確認)とする。
□「変更届□「変更届□「変更届□「変更届」、」、」、」、「受付メモ「受付メモ「受付メモ「受付メモ」、」、」、」、「予定表ノート「予定表ノート「予定表ノート「予定表ノート」、」、」、」、「営業許可申請調査予約票」に「営業許可申請調査予約票」に「営業許可申請調査予約票」に「営業許可申請調査予約票」に

それぞれ、ナンバリングで番号を付番それぞれ、ナンバリングで番号を付番それぞれ、ナンバリングで番号を付番それぞれ、ナンバリングで番号を付番

※「変更届※「変更届※「変更届※「変更届」」」」：右上余白部分にナンバリング：右上余白部分にナンバリング：右上余白部分にナンバリング：右上余白部分にナンバリング(メモ紛失時の保険)(メモ紛失時の保険)(メモ紛失時の保険)(メモ紛失時の保険)
※「受付メモ※「受付メモ※「受付メモ※「受付メモ」」」」：調査日時、店舗調査者への申し送り事項等を記入し、：調査日時、店舗調査者への申し送り事項等を記入し、：調査日時、店舗調査者への申し送り事項等を記入し、：調査日時、店舗調査者への申し送り事項等を記入し、

変更届表紙（右端・中央部)にホチキス留め変更届表紙（右端・中央部)にホチキス留め変更届表紙（右端・中央部)にホチキス留め変更届表紙（右端・中央部)にホチキス留め

※「予定表ノート※「予定表ノート※「予定表ノート※「予定表ノート」」」」：調査日時、店舗所在地エリア、業種、ふぐ を記載。：調査日時、店舗所在地エリア、業種、ふぐ を記載。：調査日時、店舗所在地エリア、業種、ふぐ を記載。：調査日時、店舗所在地エリア、業種、ふぐ を記載。

例： 5/13 14:30 番号、橿(曽)、飲、ふぐ追加例： 5/13 14:30 番号、橿(曽)、飲、ふぐ追加例： 5/13 14:30 番号、橿(曽)、飲、ふぐ追加例： 5/13 14:30 番号、橿(曽)、飲、ふぐ追加

※「営業許可申請調査予約票※「営業許可申請調査予約票※「営業許可申請調査予約票※「営業許可申請調査予約票」」」」：：：：

調査日時、不備内容等を明記し、届出者に配調査日時、不備内容等を明記し、届出者に配調査日時、不備内容等を明記し、届出者に配調査日時、不備内容等を明記し、届出者に配布布布布。。。。

□ふぐ取□ふぐ取□ふぐ取□ふぐ取扱扱扱扱いの追加いの追加いの追加いの追加

□仕出し、弁当調製業の追加□仕出し、弁当調製業の追加□仕出し、弁当調製業の追加□仕出し、弁当調製業の追加

・図面上、・図面上、・図面上、・図面上、十十十十分な空分な空分な空分な空間間間間がながながながなくくくく、取、取、取、取扱扱扱扱いにいにいにいに疑義疑義疑義疑義をををを生じ生じ生じ生じる場合は施設調査る場合は施設調査る場合は施設調査る場合は施設調査

□自動車販売業の車両変更□自動車販売業の車両変更□自動車販売業の車両変更□自動車販売業の車両変更

・・・・旧旧旧旧施設の設備を施設の設備を施設の設備を施設の設備を新新新新車両に載車両に載車両に載車両に載せ替えせ替えせ替えせ替える場合は、営業車両でのる場合は、営業車両でのる場合は、営業車両でのる場合は、営業車両での来庁来庁来庁来庁をををを求求求求め、め、め、め、

構造設備の同一構造設備の同一構造設備の同一構造設備の同一性性性性を確認を確認を確認を確認

⑥ＰＣ⑥ＰＣ⑥ＰＣ⑥ＰＣ入入入入力力力力、台帳、台帳、台帳、台帳整整整整理理理理

□受付者が入□受付者が入□受付者が入□受付者が入力力力力・台帳・台帳・台帳・台帳整整整整理を理を理を理を行行行行い、届出書い、届出書い、届出書い、届出書下下下下欄の欄の欄の欄のＰＣＰＣＰＣＰＣ、台帳欄に、台帳欄に、台帳欄に、台帳欄に押印押印押印押印。。。。台帳記載事項：営業者住所、氏名、法人代表者、営業施設所在地、営業所名称台帳記載事項：営業者住所、氏名、法人代表者、営業施設所在地、営業所名称台帳記載事項：営業者住所、氏名、法人代表者、営業施設所在地、営業所名称台帳記載事項：営業者住所、氏名、法人代表者、営業施設所在地、営業所名称食品衛生責任者、簡易・自動車営業にあっては、提供食品食品衛生責任者、簡易・自動車営業にあっては、提供食品食品衛生責任者、簡易・自動車営業にあっては、提供食品食品衛生責任者、簡易・自動車営業にあっては、提供食品台帳添付書類：自動車営業にあっては、大要様式、自動車検査証の写し台帳添付書類：自動車営業にあっては、大要様式、自動車検査証の写し台帳添付書類：自動車営業にあっては、大要様式、自動車検査証の写し台帳添付書類：自動車営業にあっては、大要様式、自動車検査証の写し簡易(自動販売機)にあっては、当該機種のパンフレット簡易(自動販売機)にあっては、当該機種のパンフレット簡易(自動販売機)にあっては、当該機種のパンフレット簡易(自動販売機)にあっては、当該機種のパンフレット
□構造設備など履歴用紙で確認できない変更事項に□構造設備など履歴用紙で確認できない変更事項に□構造設備など履歴用紙で確認できない変更事項に□構造設備など履歴用紙で確認できない変更事項につつつついては、台帳備いては、台帳備いては、台帳備いては、台帳備考考考考欄に欄に欄に欄に

【 年 月 日受付 年 月 日変更 変更事項 】の【 年 月 日受付 年 月 日変更 変更事項 】の【 年 月 日受付 年 月 日変更 変更事項 】の【 年 月 日受付 年 月 日変更 変更事項 】のゲタ判ゲタ判ゲタ判ゲタ判をををを押押押押し、概要をし、概要をし、概要をし、概要を

記載記載記載記載

記載例：記載例：記載例：記載例：HHHH22226.6.6.6.4444....10受付、10受付、10受付、10受付、HHHH22226.6.6.6.4444....1変更 変更事項 調理場の増築1変更 変更事項 調理場の増築1変更 変更事項 調理場の増築1変更 変更事項 調理場の増築

□台帳の変更項目欄を□台帳の変更項目欄を□台帳の変更項目欄を□台帳の変更項目欄を修正修正修正修正。。。。

旧旧旧旧記載事項に記載事項に記載事項に記載事項に朱朱朱朱書き書き書き書き二重線二重線二重線二重線をををを引引引引き、変更後の内容をき、変更後の内容をき、変更後の内容をき、変更後の内容を黒字黒字黒字黒字で記載。で記載。で記載。で記載。

※変更項目欄に追記できない場合は、※変更項目欄に追記できない場合は、※変更項目欄に追記できない場合は、※変更項目欄に追記できない場合は、旧旧旧旧記載事項を記載事項を記載事項を記載事項を朱朱朱朱書き書き書き書き二重線二重線二重線二重線でででで削除削除削除削除し、し、し、し、

台帳に変履歴用紙を追加の上、台帳に変履歴用紙を追加の上、台帳に変履歴用紙を追加の上、台帳に変履歴用紙を追加の上、該該該該当欄に変更事項を記載。当欄に変更事項を記載。当欄に変更事項を記載。当欄に変更事項を記載。

□□□□決裁済み決裁済み決裁済み決裁済みの変更届は、変更届のの変更届は、変更届のの変更届は、変更届のの変更届は、変更届の仮フォルダ仮フォルダ仮フォルダ仮フォルダにににに綴綴綴綴りりりり込み込み込み込み、１、１、１、１ヶヶヶヶ月分を月分を月分を月分をままままとめてとめてとめてとめて文文文文

書目書目書目書目録録録録のののの作成作成作成作成、書類の、書類の、書類の、書類の並べ替え並べ替え並べ替え並べ替えをををを行行行行いいいい簿冊簿冊簿冊簿冊にににに綴綴綴綴りりりり込み込み込み込みする。する。する。する。


