






改正⾷品衛⽣法「HACCPに沿った衛⽣管理」制度化について
⾷品衛⽣法改正により、HACCPに沿った衛⽣管理が制度化されました。
具体的な対応⽅法は、次のとおりです。

１ 「⼤量調理施設衛⽣管理マニュアル」に従った衛⽣管理が実施されている場合は、
HACCP に沿った衛⽣管理を実施しているものとして取り扱います。新たな対応は
不要です。

２ 「⼤量調理施設衛⽣管理マニュアル」に従った衛⽣管理を実施していない場合、
厚⽣労働省がホームページで公開している⼿引書を参考に「HACCPに沿った衛⽣
管理」を実施することとされています。
施設に適する⼿引書の内容を確認後、⼿引書中の衛⽣管理計画及び記録の様式例を
使⽤し、計画を作成し、記録を開始します。既存のマニュアルや記録⽤紙がある場
合は、⼿引書に記載されている項⽬が網羅できているか、確認し、⾜りない項⽬が
あれば追加することでも構いません。(チェーン展開する給⾷受託会社等では、本
部が作成し、各⽀店が実施している衛⽣管理マニュアルがHACCPに沿った衛⽣管
理に対応している場合もあります。）

※⼿引書の選択等について、判断に迷う場合、
施設の所在する区の⽣活衛⽣課へご相談ください。

３ 各施設における取り組み状況を、保健所が⾏う施設への⽴⼊り検査の際などに確認
します。 １，２の状況や対応を⾏っていれば、HACCPに沿った衛⽣管理に取り組ん
でいることになります。

給⾷施設に適する
厚⽣労働省ホームページで公開している⼿引書

（規模や調理の状況等の実状に応じて選択します）

 「委託給⾷事業者向け」
※直営給⾷でも参考とすることが可能です。

 「⼩規模な⼀般飲⾷店」
 「旅館・ホテルにおけるHACCPの考え⽅

を取り⼊れた衛⽣管理⼿引書」

集団給⾷施設の⽅へ集団給⾷施設の⽅へ1回の提供⾷数が
20⾷程度以上の

HACCP 考え⽅ ⼿引書

URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/0000179028_00003
.html

発⾏：横浜市健康福祉局⾷品衛⽣課 TEL 045-671-2448（HACCP担当） FAX 045-550-3587
ご不明な点がありましたら各区⽣活衛⽣課または健康福祉局⾷品衛⽣課まで

お問い合わせください



改正⾷品衛⽣法 新たな届出制度について

集団給⾷施設の⽅へ集団給⾷施設の⽅へ

１ 令和３年６⽉１⽇以降は、改正⾷品衛⽣法により創設された届出制度により、給⾷施
設の設置者による新たな届出が必要となる場合があります。令和３年６⽉１⽇の施⾏⽇
時点において現に稼働している、調理業務を直営で⾏っている集団給⾷施設については、
令和３年11 ⽉30 ⽇までに届出が必要です。（調理業務の委託により受託事業者が
営業許可を取得していれば、施設側の届出は不要です。）

2 届出の窓⼝は、施設の所在する区の⽣活衛⽣課となります。窓⼝に必要書類を持参の
上、届出を⾏う⽅法と、国の⾷品衛⽣申請等システムを利⽤した届出の⽅法が
あります。

３ １回50⾷以上⼜は１⽇100⾷以上の⾷品を提供する給⾷施設について「健康増進
法」・「横浜市⼩規模給⾷施設の栄養管理に関する条例」に基づく給⾷開始届出制度
は変更ありません。

（既に届出している事項に変更等があれば従前の届出に対する変更届等が必要となる
場合があります。給⾷開始届出制度に関する窓⼝は区福祉保健課となります。）

1回の提供⾷数が
20⾷程度以上の

発⾏：横浜市健康福祉局⾷品衛⽣課 TEL 045-671-2460   FAX 045-550-3587
ご不明な点がありましたら各区⽣活衛⽣課まで

お問い合わせください

窓⼝で届出を⾏う場合の必要書類など

１営業届（第14号様式）…届出様式
次のURLまたは⼆次元バーコードから
からダウンロードできます。
（窓⼝にもご⽤意があります。）

２⾷品衛⽣責任者の資格を証明する書類
（調理師・栄養⼠免許、養成講習会修了
証などの原本⼜は写し）

３施設の構造及び設備を⽰す図⾯
４施設付近の⾒取り図※１

※１ 届出書記載の所在地では場所が
分かりにくい施設の場合のみ

５⽔質検査結果の写し※２
※２⽔道事業等により供給される以外

の⽔(例：井⽔)を使⽤する場合のみ

https://www.e‐
shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokoh
ama/navi/procInfo.do?govCode=
14100&procCode=1002193

国の⾷品衛⽣申請等システム※で
届出を⾏う場合の必要書類など

※以下システムとします。
 システムのURL
次のURLまたは⼆次元バーコードから
からログインできます。

システム上にて、必要事項の⼊⼒（※）と、
左記２から５までのデータの添付を⾏い、
届出を⾏います。（4,5は必要な場合の
み）

※⾷品衛⽣責任者の情報を⼊⼒する際に、
「受講した講習会、資格取得年⽉⽇等」欄
に資格者番号も併せて⼊⼒してください。

⼊⼒例）
○○講習会、○年○⽉○⽇取得、第○○号

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/pa
ge/login.jsp

届出が必要な場合
○ 調理業務は直営 … 営業届（※）が必要
○ 調理業務は委託 … 受託会社が営業許可を取得する必要あり

施設側は営業届は不要

※営業以外の場合でも給⾷施設に営業届を準⽤することが規定されて
います。



第14号様式（第15条第１項）

横浜市保健所長

食品衛生法（第57条第１項）の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。（個人情報を除く。）

届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄　□）

※

法人番号：

生年月日 ※届出者が個人の場合

施設の所在地

食品衛生責任者の氏名　 講習会名称：

年 月 日

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装

HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

《事務処理欄》

電子メールアドレス： yokohama_taro@ab.co.jp 1234567891012

届出者住所　※法人にあっては、所在地

横浜市中区本町6-50-10

045-670-0000 045-670-0001

令和 ３ 年　○　月　△　日

整理番号：
※届出者による記載は不要です。

営業届

「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意に不都合がある場合は、次の欄にチェックして
ください。（チェック欄　□）

届
出
者
情
報

郵便番号： 231-0005 電話番号： FAX番号：

（ふりがな） よこはま　たろう

届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

○○株式会社　　代表取締役　　横浜　太郎   年　　月　　日

営
業
施
設
情
報

郵便番号： 231-0017 電話番号：

施設の名称、屋号又は商号

横浜保育園

（ふりがな） よこはま　はなこ 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥・その他

FAX番号：

電子メールアドレス： yakohamahoiku@ab.co.jp

横浜市中区港町1-1

（ふりがな） よこはまほいくえん

045-670-0000 045-670-0001

※器具又は容器包装を製造する営業者を除く。
受講した講習会
※食品衛生責任者
養成講習会等を
受講した場合

横浜市食品衛生責任者養成講習会

横浜　花子
受講日： 令和 ３ ○ □

資格の番号 11-22-33-44

自由記載

調理食品 ※左欄について
補足があれば記載

自動販売機の型番 自動車による営業 □ 関係自治体への申請情報の
提供に関する同意 □

自動車登録番号 車台番号

HACCPの取組
□

□

業
種
に
応
じ
た

情
報

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □

輸出食品取扱施設
※この届出の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。

□

営
業
届
出

営　業　の　形　態 備考

1 集団給食施設

担
当
者

（ふりがな） 　よこはま　はなこ 電話番号 《受付印》
担当者氏名

横浜　花子 090-1111-2222

旧届出時の食品衛生責任者から変更なし
台帳番号　99-999999

2

3

１　食品衛生責任者の資格を証明する書類（調理師等の免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証など）を提示してください。

２　届出の業種が集団給食施設の場合は、施設の構造及び設備を示す図面を添付してください。

②

①

⑥

⑧

⑨

⑦

③

④

⑤



 

営業届の記載の仕方 

（枠外） 

① 届出日を記載してください。 

② 営業届の情報は、厚生労働省が原則オープンデータとして公開します。届出事項の

オープンデータに不都合がある場合は、チェック（☑）してください。 

また、営業届の情報は、厚生労働省の食品衛生申請等システムに入力し、管理しま

す。厚生労働省のシステムへの入力に同意しない場合は、チェック（☑）してくだ

さい。 

（届出者情報） 

③ 届出者の郵便番号、住所、氏名、電話番号等を記載してください。 

【届出者が個人の場合】 

・「法人番号」の記載は不要です。 

【届出者が法人の場合】 

・「届出者住所」には法人所在地、「届出者氏名」には法人名と代表者の氏名を記載

してください。 

・「法人番号」がわからない場合は、国税庁のホームページ「法人番号公表サイト」

で検索することができます。 

・「生年月日」の記載は不要です。 

（営業施設情報） 

④ 営業施設の郵便番号、住所、名称、電話番号等を記載してください。 

⑤ 営業施設の食品衛生責任者の氏名を記載し、資格の種類に○をつけてください。 

・食品衛生責任者養成講習会の受講により食品衛生責任者の資格を得た場合は、 

「受講した講習会」に受講した講習会の名称と受講年月日を記載してください。 

・「資格の番号」には、資格を証明する書類の番号（養成講習会の修了証の番号、 

調理師等の免許証の登録番号等）を記載してください。 

・食品衛生責任者養成講習会をこれから受講する場合は、なるべく受講が済んでから

届出を行うようにしてください。11月30日までに養成講習会を受講することが難し

い場合は、空欄とし、受講後に「営業許可申請事項・営業届出事項変更届」により

受講した旨を届出てください。 

※届出時に、食品衛生責任者の資格を証明する書類（食品衛生責任者養成講習会の修了証、

調理師等の免許証等（写し可））を提示してください。旧食品衛生法施行細則に基づく給

食の届出時の食品衛生責任者から変更がない場合は省略可能です。 

【食品衛生責任者の資格の種類】 

食管：食品衛生管理者     食監：食品衛生監視員 

調：調理師          製：製菓衛生師 

栄：栄養士、管理栄養士    船舶：船舶料理士 

と畜：と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者 

食鳥：食鳥処理衛生管理者 

その他：食品衛生責任者養成講習会を修了した者等 



 

⑥ 営業施設で取り扱う主な食品、添加物、器具又は容器包装について日本標準商品分

類を参照して記載してください。給食施設の場合は「調理食品」と記載してくださ

い。 

※日本標準商品分類については、総務省のホームページで確認するか、届出時に窓口でお尋

ねください。食品衛生申請等システムを利用する場合は、システム内で検索できます。 

⑦ 営業施設のHACCPの取組について、あてはまる項目にチェック（☑）してください。 

※一般的な調理業、販売業及び食品を取り扱う従事者が50人未満の製造業は、「HACCPの考

え方を取り入れた衛生管理」を行うことになります。 

（営業届出） 

⑧ 「集団給食施設」と記載してください。 

※ 旧食品衛生法施行細則に基づく給食の届出時の食品衛生責任者から変更がない場合は、食

品衛生責任者の資格を証明する書類（写しも可）の提示を省略できますので、備考欄に旧

給食届出済証の台帳番号を記載してください。 

（担当者） 

⑨ 営業施設の担当者の氏名と電話番号を記載してください。 

  営業届の記載内容について、ご連絡することがあります。 

 

《営業届の提出窓口》  各区役所 福祉保健センター生活衛生課 営業届についての

お問い合わせも 

こちらまで！ 



 

《営業届 業種⼀覧》 ※該当する業種を選んで、営業届の「営業の形態」欄に記⼊してください。 
番号 区分 業  種 該当する営業形態等 
１ 旧許可業種で

あった営業 
⿂介類販売業（包装済みの⿂介類のみの販売）  

2 ⾷⾁販売業（包装済みの⾷⾁のみの販売）  

3 乳類販売業 ⽜乳、乳飲料、クリームの販売 
4 氷雪販売業  
5 コップ式⾃動販売機（⾃動洗浄・屋内設置）  
6 販売業 弁当販売業  

7 野菜果物販売業 ※農家が⾃ら⽣産した野菜果物を出荷、
販売する場合は届出不要 

8 ⽶穀類販売業 
⽶、⻨、雑穀、⾖類の販売 
※農家が⾃ら⽣産した⽶穀類を出荷、 
販売する場合は届出不要 

9 通信販売・訪問販売による販売業 店舗を持たない販売業 
※伝票のみを取り扱う場合は届出不要 

10 コンビニエンスストア  
11 百貨店、総合スーパー  

12 
⾃動販売機による販売業（５ コップ式⾃動販売
機（⾃動洗浄・屋内設置）及び営業許可の対象とな
る⾃動販売機を除く） 

 

13 その他の⾷料・飲料販売業 ６〜12に該当しない販売業 

14 製造・加⼯業 添加物製造・加⼯業（法第13条第１項の規定に
より規格が定められた添加物の製造を除く）  

15 いわゆる健康⾷品の製造・加⼯業  

16 コーヒー製造・加⼯業（飲料の製造を除く） コーヒー⽣⾖の焙煎・粉砕 
インスタントコーヒーの製造 

17 農産保存⾷料品製造・加⼯業 
野菜・果実の⽔煮、シロップ漬け、ジャ
ム、マーマレード、乾燥野菜、乾燥果
物、乾燥きのこなどの製造 

18 調味料製造・加⼯業 ソース、ドレッシング、めんつゆ、⾹⾟
料などの製造 

19 糖類製造・加⼯業  

20 精穀・製粉業 ⼩⻨粉、⽶粉、そば粉などの製造 
精⽶、精⻨ 

21 製茶業 茶⽣葉⼜は荒茶から荒茶⼜は仕上げ茶を
製造（紅茶を含む。⻨茶は除く。） 

22 海藻製造・加⼯業 こんぶ、のり、寒天などの製造・加⼯ 
23 卵選別包装業  
24 その他の⾷料品製造・加⼯業 14〜23に該当しない製造・加⼯業 
25 上記以外のも

の 
⾏商 店舗を持たず、移動して販売する営業 

26 集団給⾷施設 
営業以外の場合で、学校、病院等におい
て継続的に不特定⼜は多数の者に⾷品を
提供する施設 

27 器具、容器包装の製造・加⼯業（合成樹脂が使
⽤された器具⼜は容器包装の製造、加⼯に限る）  

28 露店、仮設店舗等における飲⾷の提供のう
ち、営業とみなされないもの  

29 その他  
 

別 紙 



食品衛生申請等システムを利用した

営業届出マニュアル 

令和３年９月  

横浜市 食品衛生課作成 



１ 事業者情報登録（初回のみ） 
 
１ 食品衛生申請等システムを利用して営業届をするには事業者情報登録（アカ
ウント登録）が必要です。以下のＵＲＬ、ＱＲコード、厚生労働省ホームペー
ジ等から、当該システムにアクセスしてください。 

 ★スマートフォンからもアクセスできます。 
   

【食品衛生申請等システム】 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp 

 
 
 

【食品衛生申請等システムログイン画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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２ ログイン画面で「アカウントの作成はこちら」ボタンを押下します。 

 
 
 

３ 担当者基本情報を入力し、「次へ」ボタンを押下します。 

 
 
 
 
 
 
 

パスワードは８文字以上でなければ登録できません。 

担当者メールアドレスが、本システムの
ログインＩＤとなります。 
また、本システムの各種メール通知は、
こちらのアドレス宛に送付されます。 

オレンジ色のセルが必須の

入力項目です。 
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４ 食品等事業者の基本情報を入力し、「確認」ボタンを押下します。 

 
 
 

５ 入力内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンを押下します。 
→仮登録の完了メッセージが表示されます。 

  

 

法人の場合 
法人番号（13桁）及び会社名を入
力してください。 
個人の場合 
事業形態を個人にしていただき、 
屋号/商号を入力してください。 

オレンジ色のセルは必須の

入力項目です。 
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６ 完了画面が表示されます。 

 
 

７ アカウントの新規登録を受け付けた旨を通知する担当者メールアドレス宛
に届きますので、メールに記載されたＵＲＬのリンクを押下します。 

 

８ 表示される画面で、「アカウントを有効化」ボタンを押下します。 
→アカウントの本登録が完了となり、トップメニュー画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アカウントの有効化メールで記
載された URLの有効期間は 

24時間以内となりますので、
ご注意ください 

ログイン IDは、アカウント登
録時に設定した担当者メール
アドレスとなります 
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２ 営業届出のながれ 
 
１ １で取得したログインＩＤとパスワードをログイン画面で入力し、ログイ

ンします。 

 
 
 

２ トップメニューの「営業の届出」ボタンを押下します。 
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1234567891012 

○○株式会社 

マルマルカブシキガイシャ 

横浜 太郎 

ヨコハマ タロウ 

３ 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。 
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４ 届出営業施設登録画面で各項目を入力し、入力が完了したら「確認」ボタン
を押下します。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

申請・届出内容の記載中に、30分以上経過すると「有効期間切
れ」と表示され登録できない場合があります。 
作業を一旦中断等される場合は、画面下部の「一時保存」ボタ

ンを押してください。（作業中の情報が 30日間保存されます） 

1234567891012 

○○株式会社 

マルマルカブシキガイシャ 

横浜 太郎 

ヨコハマ タロウ 

横浜市中区本町 6-50-10 

045-670-0000 

横浜 花子 

ヨコハマ ハナコ 

オレンジ色のセルは必須の

入力項目です。 

231-0005 
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届出営業施設登録画面の続きです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「３ 主として取り扱う食品又は添加物（P11）」をご確認ください。 
なお、主たる取扱食品が複数ある場合は、「主として取り扱う食品又は 
添加物（自由記載）」欄を活用して入力してください。 
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届出営業施設登録画面の続きです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【開示情報設定】とは？ 
本システムで自動発行する、オープンデータファイルに

情報を公開するか、非公開にするかを選択する項目です。 
→公開を選択すると、オープンデータファイルに情報掲載さ
れ、非公開にすると空白になります。 

横浜市では追加で求める情報がありますのでファイル登録をお願いします。 

◆食品衛生責任者の資格を証明する書類 
 栄養士免許、調理師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証等のデータを添付してください。 

◆給食施設や製造業の場合は施設の構造設備がわかる図面 

資格者番号も併せて入力してください。 
入力例）○○講習会、○年○月○日取得、第○○号

 

「４ 営業の種類の選択（P12）」で詳しく
説明しております。  

該当する資格を選択してください 

食品を取り扱う従事者が 50 人未満の小規模事業場（製造、加工、貯

蔵、販売等）または調理施設（飲食店、給食施設等）は「HACCPの考

え方を取り入れた衛生管理」を、食品を取り扱う従事者が 50 人以上

の大規模事業場は「HACCPに基づく衛生管理」を選択します。 
HACCPに沿った衛生管理を既に実施している場合、衛生管理計画
「有」を、これから実施する場合は「無」を選択します。 
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５ 確認画面が表示されるので、入力内容を確認し、問題がなければ「登録」ボ
タンを押下します。 
→管轄する保健所に対して、営業届出登録の旨がメールで通知されます。 

 
 
 

６ 登録が完了すると、整理番号が発番され、完了画面に遷移します。 
  →一覧におけるステータスが『届出内容確認待』となります。 

 
 
 

７．これで届出作業完了となります。 
 横浜市保健所又は各福祉保健センター生活衛生課より、記載内容等につい
て確認の連絡をする場合がございますので、ご了承ください。 
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３ 主として取り扱う食品又は添加物 
 
『主として取り扱う食品又は添加物』は、「選択」ボタンを押下すると日本標準
商品分類が表示されますので、該当する食品等の一般名称を選択してください。 

 
（大分類選択画面↓） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（検索を活用し、該当する食品等名称の「選択」ボタンを押下↓） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（一例） 
メニューの多い給食施設な
どでは、「大分類」を“その
他食料品”とし、「商品コー
ドと名称」は“753 調理
食品”を選択すればよいで
しょう。 
また、名称欄に直接キーワ
ードを入力し、検索するこ
ともできます。 
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４ 営業の種類の選択 

 

『営業の種類』では、「＋」ボタンを押下し、営業の種類を選択します。 
なお、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行う

ことで差し支えありません。 

 
      ↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

例）保育園給食を営業する場合・・・㉖集団給食施設 
  スーパーを営業する場合・・・・⑪百貨店・総合スーパー 
※営業の種類の判断に迷う場合は施設のある福祉保健センター生活衛生課まで
お問い合わせください。 
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５ 届出後の注意事項 

 
１ 届出内容の廃業、変更等が生じた場合は、当システムから廃業・変更の登録
をお願いします。手続き方法につきましては、厚生労働省ホームページに掲載
されているシステム利用マニュアルを参照してください。 

 
【システム利用マニュアル掲載場所】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shoku
hin/kigu/index_00012.html 
 
 
【よくあるお問合せ】 
  ・パスワード失念    ：［マニュアル 第 1章 P.31～］ 
  ・パスワード変更    ：［マニュアル 第 1章 P.37～］ 

・事業者登録情報の変更 ：［マニュアル 第 1章 P.40～］ 
・届出営業の変更・廃業 ：［マニュアル 第２章 P.55～］ 

  ・届出登録の修正、取下げ：［マニュアル 第２章 P.61～］ 
  ・届出情報の閲覧    ：［マニュアル 第２章 P.63～］ 
  
２ 届出対象の営業を営む場合、食品衛生責任者の設置のほか、HACCPに沿っ
た衛生管理の実施が求められます。 

  衛生管理等に関してご不明な点は、管轄の福祉保健センター生活衛生課ま
でお問い合わせください。 

 
３ 新しい営業許可制度や届出制度創設に関しては、厚生労働省ホームページ
等を参照いただき、ご不明な点があれば、管轄の福祉保健センター生活衛生課
までお問い合わせください。 

 
※パソコン、スマートフォンをお持ちでなく、当システムでの手続きが難しい場
合は、これまで通り福祉保健センター生活衛生課の窓口での受付も可能です。 
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６ 問い合わせ先 
 
【営業届の入力方法、添付書類などに関するお問い合わせ先】 

・電話番号： 045-671-4634（令和３年 10 月１日～） 

・受付時間： 9：00～17：00（平日） 

 

 

【システムに関する動作・操作・仕様に関するお問い合わせ先】 

※食品衛生申請等システムのヘルプデスクとなります。 

  ・電話番号： 080-4953-0566（代表） 

 ・メール： TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp 

 ・受付時間： 8:30～18:00（平日） 

 

 

【申請や届出の内容に関するお問い合わせ先】 

※営業届の入力方法、添付書類などに関すること以外の内容は、各福祉保健セン

ター生活衛生課へお問い合わせください。 

 

 

 

窓 口 電話番号 窓 口 電話番号 窓 口 電話番号 

鶴見区 510-1842 保土ケ谷区 334-6361 青葉区 978-2463 
神奈川区 411-7141 旭 区 954-6166 都筑区 948-2356 
西 区 320-8442 磯子区 750-2451 戸塚区 866-8474 
中 区 224-8337 金沢区 788-7871 栄 区 894-6967 
南 区 341-1191 港北区 540-2370 泉 区 800-2451 
港南区 847-8444 緑 区 930-2365 瀬谷区 367-5751 

 
＊市外局番は 045です。 

各区福祉保健センター生活衛生課連絡先 
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1回50食以上又は１日100食以上の食事を供給する給食施設
(給食を委託する場合は施設側)が対象です

手続きの一覧（根拠法令：健康増進法、横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例） 令和3年6月

事 項 必要 書類等
届出義務者及び

届出方法 届 出 時 期
【参考】

食品衛生法関係

給食を開始したとき

給食開始届出書

※添付書類が必要です

【届出義務者】
給食施設の設置者

(給食を委託する場
合は施設側)

【届出方法】
①書類による申請

窓口に持参または郵
送
給食施設所在地の
区福祉保健課
健康づくり係まで

②電子申請
(令和3年6月1日か
ら順次可能)

開始から1月以内
事前に国のシステム
又は各区生活衛生課
窓口で届出

届出内容に変更が
生じたとき
・施設の名称や所在地
・設置者の肩書や氏名
・給食運営方式
・栄養士の変更 等

給食変更届出書

※届出内容により

添付書類が必要な

場合があります

変更から1月以内 国のシステム又は各
区生活衛生課窓口で
届出

給食を休止するとき
（おおむね3か月以上） 給食休止/廃止届出書 休止から1月以内 なし

休止していた給食を
再開するとき 給食開始届出書 再開から1月以内 なし

給食を廃止するとき
・給食の廃止
・施設の閉鎖 等

給食休止/廃止届出書 廃止から1月以内

国のシステム又は各
区生活衛生課窓口で
届出

＊各種届出書は、横浜市ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/eiyo/kyusyokueiyoukanri.html
＊各区の窓口は裏面の福祉保健課健康づくり係一覧をご参照ください。

【関係法令】
（健康増進法）
第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるも
のをいう。以下同じ。）を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事
項を届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府
県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

（横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例）
第1条 この条例は、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(健康増進法(平成14年法律
第103号)第20条第1項に規定する特定給食施設を除く。以下「小規模給食施設」という。)における栄養管理の実施に関する指導の機会を確保
し、もって市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

第2条 小規模給食施設の設置者は、給食の開始、休止(3月以上の場合に限る。)又は廃止(以下「給食の開始等」という。)をしたときは、規則で定
めるところにより、当該給食の開始等の日から1月以内に、市長に届け出なければならない。給食の開始に係る届出事項を変更した場合も、同様
とする。

・・・横浜市からのお知らせ・・・
給食施設の届出書は、食品衛生法のほかに
健康増進法に基づく手続き も必要です

◎健康増進法に基づく手続きについて、既に開始届を提出している施設は、変更等がない限り、
再度提出の必要はありません。



横浜市健康福祉局保健事業課
〒231-0005
横浜市中区本町６－５０－１０
ＴＥＬ ０４５－６７１－２４５４

区名
（五十音順） 住 所

福祉保健課健康づくり係

電話番号 ＦＡＸ

青葉区 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 978-2441 978-2419

旭区 〒241-0022 旭区 鶴ケ峰1-4-12 954-6148 953-7713

泉区 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 800-2445 800-2516

磯子区 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 750-244６ 750-2547

神奈川区 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 411-7138 316-7877

金沢区 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 788-7840 784-4600

港南区 〒233-0003 港南区港南4-2-10 847-8438 846-5981

港北区 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 540-2362 540-2368

栄区 〒247-0005 栄区桂町303-19 894-6964 895-1759 

瀬谷区 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 367-5746 365-5718

都筑区 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 948-2350 948-2354

鶴見区 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 510-1827 510-1792

戸塚区 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 866-8428 865-3963

中区 〒231-0021 中区日本大通35 224-8332 224-8157

西区 〒220-0051 西区中央1-5-10 320-8439 324-3703 

保土ケ谷区 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 334-6346 333-6309

緑区 〒226-0013 緑区寺山町118 930-2359 930-2355 

南区 〒232-0024 南区浦舟町2-33 341-1186 341-1189

横浜市 区役所 福祉保健課 健康づくり係 一覧
※お問い合わせ・書類の申請は、給食施設所在地の区福祉保健課健康づくり係までお願いします。
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テキストボックス
参考





第14号様式(第22条第2項) 

 

第     号 

年  月  日 

  氏名        様 

  法人の場合は、所在地、名称・

代表者の氏名 

 

横浜市保健所長 印 

食品衛生法による給食届出済証 

  給食施設の所在地 

  給食施設の名称 

  給 食 の 種 類 

  そ の 他 

(A4) 

00831215
テキストボックス
参考
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