
（建築物環境衛生管理技術者の変更の場合） 

 

様式第２号（第３条関係） 

特定建築物届出書届出事項変更届出書 

平成２４年４月１日 

(あて先) 静岡市保健所長 

 

               住所            静岡市葵区城東町２４番１号 

 

              届出者 

 

               氏名            生活衛生 株式会社 

                             代表取締役 保健所 太郎 

               電話            ○○○－○○○－○○○○ 

 

 

 特定建築物届出書の届出事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条

第３項の規定により届け出ます。 

特定建築物の名称 生活衛生本社ビル 

特定建築物の所在地 
静岡市葵区城東町２４番１号 

電話○○○－○○○－○○○○ 

変
更
内
容 

事項 建築物環境衛生管理技術者の変更 

変更前 葵 太郎 

変更後 駿河 次郎 

変更年月日 平成２４年４月１日 

変更理由 人事異動による 

（添付書類） 

１ 建築物構造設備の変更の場合は、新旧構造設備概要一覧表 

２ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状の写し及び履歴書 

法人にあっては、その 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 
名称及び代表者の氏名 

押印は不要。 

届出名義人は、最初に「特定建築物
届出書」を提出いただいた際の名義
人と同一としてください（届出者の
変更の場合を除く）。 
変更届出書提出の際に、届出名義人
が意図せず変わっている場合があり
ますのでご注意ください。 
（例：特定建築物届出書の名義人は
建築物所有者であったが、変更届出
書では管理会社名義になっている
等。） 

変更があった日から１カ月以内
に提出してください。 

変更があった日以後、１カ月以内に
提出してください。 

建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状の写し（コピ
ー）と履歴書を添付してください。 
免状は、届出書提出の際に原本も持参してください（原本は確
認後その場で返却いたします）。 
履歴書（直近三箇月以内に作成されたもの）には、最低限、氏
名、生年月日、現住所、所属組織、所属組織所在地、所属組織
連絡先を記載してください。なお、写真は必須ではありません。 



（届出法人等代表者の変更の場合） 

 

様式第２号（第３条関係） 

特定建築物届出書届出事項変更届出書 

平成２４年４月１日 

(あて先) 静岡市保健所長 

 

               住所            静岡市葵区城東町２４番１号 

 

              届出者 

 

               氏名            生活衛生 株式会社 

                             代表取締役 静岡 花子 

               電話            ○○○－○○○－○○○○ 

 

 

 特定建築物届出書の届出事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条

第３項の規定により届け出ます。 

特定建築物の名称 生活衛生本社ビル 

特定建築物の所在地 
静岡市葵区城東町２４番１号 

電話○○○－○○○－○○○○ 

変
更
内
容 

事項 届出者、所有者及び維持管理権限者 法人代表者の変更 

変更前 代表取締役 保健所 太郎 

変更後 代表取締役 静岡 花子 

変更年月日 

平成２４年４月１日 

変更理由 

人事異動による 

（添付書類） 

１ 建築物構造設備の変更の場合は、新旧構造設備概要一覧表 

２ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状の写し及び履歴書 

法人にあっては、その 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 
名称及び代表者の氏名 

届出名義は、新代表者の名義として
ください。 
変更届出書提出の際に、届出名義人
が意図せず変わっている場合があり
ますのでご注意ください。 
（例：特定建築物届出書の名義人は
建築物所有者であったが、変更届出
書では管理会社名義になっている
等。） 

変更があった日から１カ月以内
に提出してください。 

押印は不要。 
名義は新代表者名義。 

変更があった日以後１カ月以内
に提出してください。 

届出法人（兼建築物所有法人）代表者の変更の場合、必要な
添付書類は特に規定されていませんが、可能であれば、代表
者変更について登記がなされた法人の登記事項証明書（商業
登記簿）を添付していただきますようお願いいたします。添
付していただく場合の法人の登記事項証明書は写し（コピー）
で結構です。 



（構造設備の変更の場合） 

 

様式第２号（第３条関係） 

特定建築物届出書届出事項変更届出書 

平成２４年４月１日 

(あて先) 静岡市保健所長 

 

               住所            静岡市葵区城東町２４番１号 

 

              届出者 

 

               氏名            生活衛生 株式会社 

                             代表取締役 保健所 太郎 

               電話            ○○○－○○○－○○○○ 

 

 

 特定建築物届出書の届出事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条

第３項の規定により届け出ます。 

特定建築物の名称 生活衛生本社ビル 

特定建築物の所在地 
静岡市葵区城東町２４番１号 

電話○○○－○○○－○○○○ 

変
更
内
容 

事項 

空気調和設備の変更 

変更前 
各階設置のエアハンドリングユニット 

（機器一覧、系統図、各階設備配置図等は別紙のとおり） 

変更後 
個別分散設置の空冷ヒートポンプパッケージ空調機 

（機器一覧、系統図、各階設備配置図等は別紙のとおり） 

変更年月日 

平成２４年４月１日 

変更理由 

設備改修による 

（添付書類） 

１ 建築物構造設備の変更の場合は、新旧構造設備概要一覧表 

２ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状の写し及び履歴書 

法人にあっては、その 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 
名称及び代表者の氏名 

届出名義人は、最初に「特定建築物
届出書」を提出いただいた際の名義
人と同一としてください（届出者の
変更の場合を除く）。 
変更届出書提出の際に、届出名義人
が意図せず変わっている場合があり
ますのでご注意ください。 
（例：特定建築物届出書の名義人は
建築物所有者であったが、変更届出
書では管理会社名義になっている
等。） 

押印は不要。 

変更があった日から１カ月以内
に提出してください。 

構造や設備の変更の場合、変更内容を記述するの
が困難な事が多いので、「変更前」も「変更後」
も「別紙のとおり」等の表現にして、別紙の図面
等を参照する形にしていただいて結構です。 

構造や設備の変更の場合、変更前と変更後の関係
する平面図、設備機器一覧、系統図等を添付して
ください。 

変更があった以後ら１カ月以内
に提出してください。 



（建築物の売却があった場合、複数の変更があった場合） 

 

様式第２号（第３条関係） 

特定建築物届出書届出事項変更届出書 

平成２４年４月１日 

(あて先) 静岡市保健所長 

 

               住所            静岡市葵区追手町５番１号 

 

              届出者 

 

               氏名            静岡保健 株式会社 

                             代表取締役 静岡 一郎 

               電話            ○○○－○○○－○○○○ 

 

 

 特定建築物届出書の届出事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条

第３項の規定により届け出ます。 

特定建築物の名称 

静岡保健本社ビル 

特定建築物の所在地 
静岡市葵区城東町２４番１号 

電話○○○－○○○－○○○○ 

変
更
内
容 

事項 
届出者、所有者及び維持管理権限者法

人の変更 
施設名称の変更 

変更前 

静岡市葵区城東町２４番１号 

生活衛生 株式会社 

代表取締役 保健所 太郎 

生活衛生本社ビル 

変更後 

静岡市葵区追手町５番１号 

静岡保健 株式会社 

代表取締役 静岡 一郎 

静岡保健本社ビル 

変更年月日 平成２４年４月１日 平成２４年４月１日 

変更理由 

建築物売却による 所有者変更による 

（添付書類） 

１ 建築物構造設備の変更の場合は、新旧構造設備概要一覧表 

２ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状の写し及び履歴書 

 

法人にあっては、その 
主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 
名称及び代表者の氏名 

建築物の所有者が変わり、次の所
有者の使用用途も、事務所などの
特定用途であり、引き続き特定建
築物に該当する場合は、次の所有
者が届出名義人になって、届出者
（兼所有者）が変更になった旨の
届出書を提出していただきます。 

変更があった日から１カ月以内
に提出してください。 

押印は不要。 
名義は新届出者（新所有者）名義。 

変更があった日以後１カ月以内
に提出してください。 

届出法人（兼建築物所有法人）の変更の場合、必要な添付書類は特に規定さ
れていませんが、可能であれば、新しい届出法人の登記事項証明書（商業登
記簿）と、所有権変更の登記が行われた後の建築物の登記事項証明書（不動
産登記簿）を添付していただきますようお願いいたします。添付していただ
く場合の各登記事項証明書は写し（コピー）で結構です。 

 

変更が複数あった場合は、このように
「変更内容」「変更年月日」、「変更理由」
の欄を縦に分割してそれぞれの内容を
記載していただいても結構です。 


