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2.1.1 概要 

この章では、食品衛生申請等システムの中で、「営業許可・届出機能」の操作手順について説明します。 

 

●営業許可・届出機能とは 

「営業許可・届出機能」は、営業許可業務、営業届出業務、営業者地位承継業務、食品衛生監視業務、営業許

可・届出閲覧の業務が対象範囲です。対象範囲内の、営業許可業務、営業届出業務、営業者地位承継業務の

各業務における利用シーンは、業務の流れのとおりです。 

 

●業務の流れ 

「営業許可・届出機能」における、業務の流れは次のとおりです。 

営
業
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2.1.2 利用者種別と役割 

「「営業許可・届出機能」の利用者は次のとおりです。それぞれの利用者の役割について示します。 

 

利用者種別 役割 

厚生労働省 全ての営業許可・届出情報の閲覧を行います。 

都道府県等本庁 管轄する営業許可・届出、営業者地位承継届の確認、食品衛生監視の

管理を行います。 

保健所 
管轄する営業許可・届出、営業者地位承継届の確認、食品衛生監視の

管理を行います。 

食品等事業者 営業許可・届出、営業者地位承継届の申請を行います。 
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2.2.1 営業許可の申請 

食品等事業者が営業許可の申請を行うための機能です。登録完了後、整理番号を付与し、申請を行った

旨を、管轄する保健所にメールで通知します。 

尚、新規に営業許可の継続申請を行う場合は、「2.2.1.2「営業許可の継続申請」を参照します。 

 

2.2.1.1 営業許可の新規申請 

 

(1) 営業許可の新規申請画面を起動します 

トップメニューの「営業許可の申請」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞  
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許可営業施設一覧画面が表示されますので、「新規申請」ボタンを押下します。 

 

＜許可営業施設一覧＞ 

・「申請中営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、申請中の施設が一覧で出力されます。 

※「手続きが完了しているデータも表示する。」にチェックを入れて出力すると、手続きが完了したデータも出力されます。 

・「発行済営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、発行済の施設が一覧で出力されます。 
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(2) 営業許可申請の各項目を入力します 

許可営業施設登録画面が表示されますので、各項目を入力します。 

必須入力項目は入力フィールドがオレンジ色になっていますので、必ず入力して下さい。 

 

※申請や届出に関する記載内容（どのような内容を記載するべきか？）や選択項目等（どのような項目

を選択するべきか？）の質問等に対しては、お近くの保健所などにご相談いただけるようお願いします。 

 

【事業譲渡】 

『譲渡』にチェックすることにより、事業譲渡の申請が行えます。 

『譲渡』にチェックをすると、ファイル登録での「営業を譲り受けたことを証する書面等」が必須になります。 

 

※主に確認いただきたい項目「主として取り扱う食品又は添加物」、「営業の種類」 

 
【主として取り扱う食品又は添加物の入力の入力】 

「選択」を押下し、「主として取り扱う食品又は添加物」を選択してください。 

※「選択」ボタンを押下しても反応がない場合はポップアップがブロックされている可能性があります。ブラウザの設定内容

を確認し、ポップアップブロックを解除して下さい。 

 

【営業の種類の入力】 

『営業の種類／許可情報』では、「＋」ボタンを押下すると、営業の種類を追加します。営業の種類毎に必要項目を

入力して下さい。 

また、「－」ボタンを押下すると、選択した営業の種類を取り消すことができます。 
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【ファイル登録】 

『施設の構造及び設備を示す図面』等のファイルを登録する場合は、「ファイル登録」ボタンを押下すると、ファイル登録

画面に遷移し、営業許可の申請に必要なファイルをまとめて登録することができます。 

 

＜許可営業施設登録 >> ファイル登録＞ 

■対象ファイル 

対象ファイルは下記形式のファイルとなります。 

 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

 Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

 PDF 系ファイル(pdf) 

・「施設の構造及び設備を示す図面」と「水質検査の結果」のアップロードのサイズは最大 5MB となります。 

・「営業を譲り受けたことを証する書面等」と「その他必要書類」のアップロードのサイズは最大 1MB となります。 
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＜許可営業施設登録＞ 

全て入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタンを押下すると、許可営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 

「削除」ボタンを押下すると、ファイル登録で行ったファイルや一時保存中の届出登録を削除することができます。 

※「削除」ボタンは、ファイル登録や一時保存を行うと表示されます。 
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 (3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業許可の新規申請を行います。 

管轄する保健所に対して、営業許可申請の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、許可営業施設登録画面に戻り、再入力します。  
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下すると、許可営業施設一覧画面に戻ります。 

「連続届出」ボタンを押下すると、同じ施設の情報で「営業の届出」の作成画面に推移します。 
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＜許可営業施設一覧画面 >>申請中営業施設＞ 

 

登録した申請は「申請中営業施設」に追加されます。 

状況に応じて表示されるステータスは以下の通りです。 

 

ステータス 内容 

未申請 一時保存した状態です。 

一時保存したデータは 30 日間保存されます。 

申請内容確認待 登録が完了して保健所の確認待ちの状態です。 

修正待 保健所から差し戻された状態です。 

検査待 検査待の状態です。 

不許可 不許可になった状態です。 

保留 検査の結果が保留になった状態です。 

発行待 許可証の発行待ちの状態です。 

発行済(一部) 営業の種類が複数ある申請の一部の営業の種類のみ許可証が発行された状

態です。 

再発行待 許可証発行済みの申請対して変更届が出ている状態です。 

発行済 許可証発行済みの状態です。 

発行済(外部) 外部システムで発行済みとなった申請を消し込んだ状態です。 

定期検査済 定期検査が済んでいる状態です。 

廃業済 外部システムで廃業済みとなった申請を消し込んだ状態です。 

廃業済(外部) 行政の機能で廃業済にした状態です。 

取下げ済 申請を取り下げた状態です。 

承継済(承継元) 地位承継の承継元となった状態です。 

承継済(承継先) 地位承継の承継先となった状態です。 
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2.2.1.2 営業許可の継続申請 

 

(1) 営業許可の新規申請画面を起動します 

トップメニューの「営業許可の申請」ボタンを押下します。 

既に営業許可証が発行されている営業施設の継続申請を行う場合は、「2.2.1.3「営業許可の変更、継続、廃業

申請」を参照します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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許可営業施設一覧画面が表示されますので、「新規申請」ボタンを押下します。 

 

＜許可営業施設一覧＞ 

・「申請中営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、申請中の施設が一覧で出力されます。 

※「手続きが完了しているデータも表示する。」にチェックを入れて出力すると、手続きが完了したデータも出力されます。 

・「発行済営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、発行済の施設が一覧で出力されます。 
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(2) 営業許可申請の各項目を入力します 

許可営業施設登録画面が表示されますので、各項目を入力します。 

必須入力項目は入力フィールドがオレンジ色になっていますので、必ず入力して下さい。 

 

＜許可営業施設登録＞ 

全て入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタンを押下すると、許可営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 

「削除」ボタンを押下すると、ファイル登録で行ったファイルや一時保存中の届出登録を削除することができます。 

※「削除」ボタンは、ファイル登録や一時保存を行うと表示されます。  



 

15 

【ファイル登録】 

『施設の構造及び設備を示す図面』等のファイルを登録する場合は、「ファイル登録」ボタンを押下すると、ファイル登録

画面に遷移し、営業許可の申請に必要なファイルをまとめて登録することができます。 

 

＜許可営業施設登録 >> ファイル登録＞ 

 

■対象ファイル 

対象ファイルは下記形式のファイルとなります。 

 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

 Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

 PDF 系ファイル(pdf) 

・「施設の構造及び設備を示す図面」と「水質検査の結果」のアップロードのサイズは最大 5MB となります。 

・「営業を譲り受けたことを証する書面等」と「その他必要書類」のアップロードのサイズは最大 1MB となります。 
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【営業の種類の入力】 

『営業の種類／許可情報』では、「＋」ボタンを押下すると、営業の種類を追加します。追加後、申請区分を“継続”と

し、許可番号及び許可年月日等の必要項目を種類毎に入力して下さい。 

また、「－」ボタンを押下すると、選択した営業の種類を取り消すことができます。 

 

 

※システム上にデータがない場合は「新規」を選ぶように運用が変更になっています 
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業許可の継続申請を行います。 

管轄する保健所に対して、営業許可申請の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、許可営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下すると、許可営業施設一覧画面に戻ります。 
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2.2.1.3 営業許可の変更、継続、廃業申請 

 

(1) 営業許可の変更、継続、廃業申請の対象となる営業施設を選択します 

許可営業施設一覧画面の『発行済営業施設』より、対象となる営業施設の「詳細」ボタンを押下します。 

 

＜許可営業施設一覧＞  
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営業許可情報閲覧画面で、選択された営業許可済みの営業施設情報が表示されますので、「更新申請」ボタンを押

下します。 

 

＜営業許可情報閲覧＞  
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(2) 営業許可の変更、継続、廃業申請の情報を入力します 

許可営業施設登録画面が表示されますので、変更、継続、廃業申請の情報を入力します。 

 

＜許可営業施設登録＞ 

 

入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタンを押下すると、営業許可情報閲覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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【営業許可の変更届出】 

『担当者情報』、『営業施設情報』、『食品衛生資格者情報』、『衛生管理情報』、『施設情報』等の変更情報を入

力して下さい。 

 

【営業許可の継続申請】 

『営業の種類／許可情報』の申請区分を“継続”として下さい。 

※システムで初めて申請いただく場合は、継続申請の場合でも”新規”で申請いただきます。 

 

【営業許可の廃業届出】 

『営業の種類／許可情報』の申請区分を“廃業”とし、営業の種類毎に必要項目を入力して下さい。 
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業許可の変更、継続、廃業申請を行います。 

管轄する保健所に対して、営業許可申請の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、許可営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜許可営業施設登録 >> 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下すると、許可営業施設一覧画面に戻ります。 
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2.2.1.4 営業許可申請の修正、取下げ 

 

(1) 営業許可申請の修正、取下げの対象となる申請データを選択します 

許可営業施設一覧画面の『申請中営業施設』より、保健所から差戻されてステータスが“修正待”になっ

ている申請データの「修正」ボタンを押下します。 

 

＜許可営業施設一覧＞  
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(2) 営業許可申請を修正、取下げします 

許可営業施設登録画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行い、「確認」ボタンを押下します。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜許可営業施設登録＞ 
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2.2.1.5 営業許可情報の閲覧 

(1) 営業許可情報の閲覧の対象となる発行済データを選択します 

許可営業施設一覧画面の、『発行済営業施設』の「詳細」ボタンを押下します。 

過去の営業許可情報も含めて閲覧したい場合は、『申請中営業施設』の「手続きが完了しているデータも

表示する。」をチェックし、「詳細」ボタンを押下します。 

「「監視票」ボタンを押下すると、保健所又は都道府県等本庁が作成をした監視票が確認できます。 

 

＜許可営業施設一覧＞  
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(2) 営業許可情報を閲覧します 

営業許可情報閲覧画面が表示され、選択された営業許可証発行済みの営業許可情報を閲覧します。 

 

＜営業許可情報閲覧＞ 

 

また、『履歴一覧』の「参照」ボタンを押下すると、営業許可の過去の履歴を参照することができます。  
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2.3.1 営業の届出 

食品等事業者が営業の届出を行うための機能です。登録完了後、整理番号を付与し、登録を行った旨を、

管轄する保健所にメールで通知します。 

 

2.3.1.1 営業届出の新規登録 

 

(1) 営業届出の新規登録画面を起動します 

トップメニューの「営業の届出」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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届出営業施設一覧画面が表示されますので、「新規届出」ボタンを押下します。 

 

＜届出営業施設一覧＞ 

・「届出中営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、届出中の施設が一覧で出力されます。 

※「手続きが完了しているデータも表示する。」にチェックを入れて出力すると、手続きが完了したデータも出力されます。 

・「届出済営業施設」枠内の「EXCEL出力」ボタンを押下すると、届出済の施設が一覧で出力されます。 
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(2) 営業届出の各項目を入力します 

届出営業施設登録画面が表示されますので、各項目を入力します。 

必須入力項目は入力フィールドがオレンジ色になっていますので、必ず入力して下さい。 

 

※申請や届出に関する記載内容（どのような内容を記載するべきか？）や選択項目等（どのような項目

を選択するべきか？）の質問等に対しては、お近くの保健所などにご相談いただけるようお願いします。 

※主に確認いただきたい項目「主として取り扱う食品又は添加物」、「営業の種類」 

 
【主として取り扱う食品又は添加物の入力の入力】 

「選択」を押下し、「主として取り扱う食品又は添加物」を選択してください。 

※「選択」ボタンを押下しても反応がない場合はポップアップがブロックされている可能性があります。ブラウザの設定内容

を確認し、ポップアップブロックを解除して下さい。 

 

【営業の種類の入力】 

・営業の種類の追加方法 

[＋]（プラス）ボタンをクリックすると、営業の種類のフィールドが１つ追加されます。 

 ※複数の営業の種類を設定する場合は、必要な数だけ追加ください。 

 

・営業の種類の削除方法 

削除したい営業の種類のチェックボックスにチェックを入れます。次に[－]（マイナス）のボタン

をクリックしてください。削除対象としてチェックボックスの右側に「－」印がついた状態となりま

す。この状態が「削除の対象」となります。 

 この状態で、[確認]から[完了]まで実施すると、削除されて登録されます。 

 ※再度[－]（マイナス）のボタンをクリックすると削除がキャンセルとなり、チェックボックスの右

側に「●」印がついた状態となります。 
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【ファイル登録】 

『水質検査の結果』等のファイルを登録する場合は、「ファイル登録」ボタンを押下すると、ファイル登録画面に遷移し、

営業の届出に必要なファイルをまとめて登録することができます。 

 

＜届出営業施設登録 >> ファイル登録＞ 

 

■対象ファイル 

対象ファイルは下記形式のファイルとなります。 

 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

 Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

 PDF 系ファイル(pdf) 

・「水質検査の結果」のアップロードのサイズは最大 5MB となります。 

・「その他必要書類」のアップロードのサイズは最大 1MB となります。 
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＜届出営業施設登録＞ 

 

全て入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 

 

「削除」ボタンを押下すると、ファイル登録で行ったファイルや一時保存中の届出登録を削除することができます。 

※「削除」ボタンは、ファイル登録や一時保存を行うと表示されます。  
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜届出営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業届出の新規登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、届出営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜届出営業施設登録 >> 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「連続申請」ボタンを押下すると、同じ施設の情報で「営業許可」の作成画面に推移します。 
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＜届出営業施設一覧画面 >>届出中営業施設＞ 

登録した届出は「届出中営業施設」に追加されます。 

 

 

状況に応じて表示されるステータスは以下の通りです。 

 

ステータス 内容 

未届 一時保存した状態です。 

一時保存したデータは 30 日間保存されます。 

届出内容確認待 登録が完了して保健所の確認待ちの状態です。 

修正待 保健所から差し戻された状態です。 

受付済 受付済みの状態です。 

受付済(外部) 外部システムで受付済みとなった届出を消し込んだ状態です。 

廃業済 廃業をした状態です。 

廃業済(外部) 外部システムで廃業済みとなった届出を消し込んだ状態です。 

取下げ済 届出が取り下げた状態です。 

承継済(承継元) 地位承継の承継元となった状態です。 

承継済(承継先) 地位承継の承継先となった状態です。 
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2.3.1.2 営業届出の変更、廃業登録 

 

(1) 営業届出の変更、廃業登録の対象となる営業施設を選択します 

届出営業施設一覧画面の『届出済営業施設』より、対象となる営業施設の「詳細」ボタンを押下します。 

 

＜届出営業施設一覧＞ 
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営業届情報閲覧画面で、営業届出済みの営業施設情報が表示されますので、「変更届出」ボタンを押下します。 

 

＜営業届情報閲覧＞ 
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(2) 営業届出の変更、廃業登録の情報を入力します 

届出営業施設登録画面が表示されますので、変更、廃業登録の情報を入力します。 

 

＜届出営業施設登録＞ 

入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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【営業届出の変更登録】 

『担当者情報』、『営業施設情報』、『食品衛生資格者情報』、『施設情報』等の変更情報を入力して下さい。 

 

【営業届出の廃業登録】 

『営業の種類／許可情報』の申請区分を“廃業”とし、営業の種類毎に必要項目を入力して下さい。 
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜届出営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業届出の変更、廃業登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、届出営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜届出営業施設登録 >> 完了＞ 

「連続申請」ボタンを押下すると、同じ施設の情報で「営業許可」の作成画面に推移します。 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 
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2.3.1.3 営業届出登録の修正、取下げ 

 

(1) 営業届出登録の修正、取下げの対象となる登録データを選択します 

届出営業施設一覧画面の『届出中営業施設』より、保健所から差戻されてステータスが“修正待”になっ

ている届出データの「修正」ボタンを押下します。 

 

＜届出営業施設一覧＞  
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(2) 営業届出登録を修正、取下げします 

届出営業施設登録画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行い、「確認」ボタンを押下します。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜届出営業施設登録＞ 
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2.3.1.4 営業届出情報の閲覧 

(1) 営業届出情報の閲覧の対象となる受付済データを選択します 

届出営業施設一覧画面の、『届出済営業施設』の「詳細」ボタンを押下します。 

過去の営業許可情報も含めて閲覧したい場合は、『届出中営業施設』の「手続きが完了しているデータも

表示する。」をチェックし、「詳細」ボタンを押下します。 

「「監視票」ボタンを押下すると、保健所又は都道府県等本庁が作成をした監視票が確認できます。 

 

＜届出営業施設一覧＞  



 

46 

(2) 営業届出情報を閲覧します 

営業届情報閲覧画面が表示され、選択された営業届出の受付が行われている営業届出情報を閲覧します。 

 

＜営業届情報閲覧＞ 

 

また、『履歴一覧』の「参照」ボタンを押下すると、営業届出の過去の履歴を参照することができます。  
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2.3.3 ＜モバイル＞営業の届出 

モバイルにて食品等事業者が営業の届出を行うための機能です。登録完了後、整理番号を付与し、登録

を行った旨を、管轄する保健所にメールで通知します。 

 

2.3.3.1 ＜モバイル＞営業届出の新規登録 

 

(1) 営業届出の新規登録画面を起動します 

トップメニューの「営業届出」ボタンを押下します。 

※営業の許可申請をされる場合は「営業許可申請をされる方はこちら」のリンクを押下します。 

 営業の許可申請はモバイル版がないので PC版画面に移動します。 

 

＜モバイルのトップメニュー＞ 
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届出営業施設一覧画面が表示されますので、「届出中営業施設一覧」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧＞ 
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届出営業施設一覧（届出中）画面が表示されますので、「新規届出」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧（届出中）＞ 
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(2) 営業届出の各項目を入力します 

届出営業施設登録（届出者情報登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（届出者情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（施設情報登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（施設情報登録）＞ 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（届出者情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（営業の種類登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

『営業の種類／許可情報』には「追加」ボタン押下で、選択した営業の種類が追加されます。 

営業の種類の詳細情報を登録する場合、『営業の種類／許可情報』に表示されている営業の種類を押下し、届出

営業施設登録（営業の種類詳細）画面に遷移します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（営業の種類登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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＜モバイルの届出営業施設登録（営業の種類詳細）＞ 

 

「登録」ボタンを押下で、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に戻ります。 
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届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（衛生管理情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に遷移し

ます。 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面が表示されますので、各項目を入力し

ます。 

※「主として取り扱う食品又は添加物」の選択項目については保健所にお問い合わせください。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（ファイル登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（ファイル登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（ファイル登録）＞ 

入力完了後、「確認」ボタンを押下し、確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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 (3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業届出の新規登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、届出営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 完了＞ 

「連続申請」ボタンを押下すると、同じ施設の情報で「営業許可」の作成画面に推移します。 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。  
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2.3.3.2 ＜モバイル＞営業届出の変更、廃業登録 

 

(1) 営業届出の変更、廃業登録の対象となる営業施設を選択します 

届出営業施設一覧画面より、「届出済営業施設一覧」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧＞ 
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届出営業施設一覧（届出済）画面が表示されますので、届出済営業施設を押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧（届出済）＞ 
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営業届情報閲覧画面で、営業届出済みの営業施設情報が表示されますので、「変更届出」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの営業届情報閲覧＞ 
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(2) 営業届出の変更、廃業登録の情報を入力します 

届出営業施設登録画面が表示されますので、変更、廃業登録の情報を入力します。 

 

【営業届出の変更登録】 

『担当者情報』、『営業施設情報』、『食品衛生資格者情報』、『施設情報』等の変更情報を入力して下さい。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（届出者情報登録）＞ 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。  
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届出営業施設登録（施設情報登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（施設情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（届出者情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（営業の種類登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

『営業の種類／許可情報』には「追加」ボタン押下で、選択した営業の種類が追加されます。 

営業の種類の詳細情報を登録する場合、『営業の種類／許可情報』に表示されている営業の種類を押下し、届出

営業施設登録（営業の種類詳細）画面に遷移します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（営業の種類登録）＞ 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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【営業届出の廃業登録】 

申請区分を“廃業”とし、営業の種類毎に必要項目を入力して下さい。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（営業の種類詳細）＞ 

 

「登録」ボタンを押下で、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に戻ります。 
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届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（衛生管理情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に遷移し

ます。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面が表示されますので、各項目を入力し

ます。 

 

※「主として取り扱う食品又は添加物」の選択項目については保健所にお問い合わせください。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（ファイル登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（ファイル登録）画面が表示されますので、各項目を入力します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（ファイル登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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 (3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業届出の変更、廃業登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、届出営業施設登録画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 完了＞ 

 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 
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2.3.3.3 ＜モバイル＞営業届出登録の修正、取下げ 

 

(1) 営業届出登録の修正、取下げの対象となる登録データを選択します 

届出営業施設一覧（届出中）画面の『届出中営業施設』より、保健所から差戻されてステータスが“修正

待”になっている届出データを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧（届出中）＞ 
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(2) 営業届出登録を修正、取下げします 

届出営業施設登録画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（届出者情報登録）＞ 

修正完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 
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※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 

届出営業施設登録（施設情報登録）画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（施設情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（届出者情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（営業の種類登録）画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（営業の種類登録）＞ 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（施設情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（衛生管理情報登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に遷移し

ます。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（営業の種類登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面が表示されますので、修正の場合は再

入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

※「主として取り扱う食品又は添加物」の選択項目については保健所にお問い合わせください。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）＞ 

 

入力完了後、「次へ」ボタンを押下し、届出営業施設登録（ファイル登録）画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（衛生管理情報登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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届出営業施設登録（ファイル登録）画面が表示されますので、修正の場合は再入力を行います。 

取下げの場合は「取下げ」ボタンを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録（ファイル登録）＞ 

 

入力完了後、「確認」ボタンを押下し、確認画面に遷移します。 

 

「戻る」ボタン押下で、届出営業施設登録（主として取り扱う食品又は添加物登録）画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下することにより、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業届出の修正登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨をメールで通知します。 

 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、届出営業施設登録画面に戻り、再入力します。  
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜モバイルの届出営業施設登録 >> 完了＞ 

 

「戻る」ボタンを押下すると、届出営業施設一覧画面に戻ります。 
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2.3.3.4 ＜モバイル＞営業届出情報の閲覧 

 

(1) 営業届出情報の閲覧の対象となる受付済データを選択します 

届出営業施設一覧（届出済）画面の、『届出済営業施設』より施設データを押下します。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧（届出済）＞ 
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届出営業施設一覧（届出中）画面よりステータスが“未届、及び”修正待“以外の施設データを押下します。 

過去の営業許可情報も含めて閲覧したい場合は、届出営業施設一覧（届出中）画面の「手続きが完了し

ているデータも表示する。」をチェックします。 

 

＜モバイルの届出営業施設一覧（届出中）＞ 
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 (2) 営業届出情報を閲覧します 

営業届情報閲覧画面が表示され、選択された営業届出の受付が行われている営業届出情報を閲覧します。 

 

＜モバイルの営業届情報閲覧＞ 

 

また、『履歴一覧』の履歴データ押下で、営業届出の過去の履歴を参照することができます。  
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2.4.1 営業者地位承継の届出 

食品等事業者が地位承継（相続、合併、分割）の届出を行うための機能です。登録完了後、整理番号を

付与し、登録を行った旨を、管轄する保健所にメールで通知します。 

 

(1) 営業者地位承継届の登録画面を起動します 

トップメニューの「地位承継届の届出」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞  
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営業者地位承継届一覧画面が表示されますので、「新規登録」ボタンを押下します。 

 

＜営業者地位承継届一覧＞ 

 

 

【差戻しの修正を行う場合】 

保健所で差戻しされた場合、営業者地位承継届データが『地位承継届一覧』にステータスが“修正待”で表示されま

す。「詳細」ボタンを押下すると、再度修正（または取下げ）を行うことができます。 

 

【受付済の閲覧を行う場合】 

保健所で受付された場合、営業者地位承継届データが『地位承継届一覧』にステータスが“受付済”で表示されます。

「詳細」ボタンを押下すると、閲覧を行うことができます。  

0 
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(2) 営業者地位承継届の各項目を入力します 

営業者地位承継届画面が表示されますので、『届出の種類』（相続、合併、分割）を選択し、承継元の各

項目を入力します。 

必須入力項目は入力フィールドがオレンジ色になっていますので、必ず入力して下さい。 

 

＜営業者地位承継届＞ 

 

『営業施設情報』の入力は「追加」ボタンを押下します。 

 

■対象ファイル 

対象ファイルは下記形式のファイルとなります。 

 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

 Office系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

 PDF系ファイル(pdf) 

・対象ファイルのアップロードのサイズは最大 1MB となります。 

※対象ファイル（戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、同意書、その他必要書類①～⑤） 
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営業者地位承継届営業施設情報画面が表示されますので、営業施設情報の各項目を入力します。 

必須入力項目は入力フィールドがオレンジ色になっていますので、必ず入力して下さい。 

 

＜営業者地位承継届営業施設情報＞ 

 

営業施設情報の入力が完了したら、「登録」ボタンを押下し、営業施設情報の登録を行います。 

「戻る」ボタンを押下すると、登録を行わずに営業者地位承継届画面に戻ります。 

 

■対象ファイル 

施設の構造及び設備を示す図面ファイルは下記形式のファイルとなります。 

 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

 Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

 PDF 系ファイル(pdf) 

・施設の構造及び設備を示す図面ファイルのアップロードのサイズは最大 1MB となります。  
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(3) 入力内容を確認した後、登録します 

営業施設情報の登録を行うと、営業者地位承継届画面に戻りますので、入力内容に問題ないか確認します。 

 

＜営業者地位承継届＞ 

全て入力が完了し、問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、営業者地位承継届の登録を行います。 

管轄する保健所に対して、営業者地位承継届登録の旨をメールで通知します。 

 

「戻る」ボタンを押下すると、営業者地位承継届一覧画面に戻ります。 

「一時保存」ボタンを押下すると、入力内容を保存しておくことができます。 

※一時保存された情報は 30日経過すると削除されます。 

「削除」ボタンを押下すると、登録された営業施設情報を削除することができます。 
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登録が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 

 

＜営業者地位承継届 >> 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下すると、営業者地位承継届一覧画面に戻ります。 
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