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別記様式第 17 号（第 47条第１項及び第２項関係）              （日本産業規格Ａ列４） 

 

※ 変更届出受理番号 記載しない。 

 

変 更 届 出 書 

変 更 届 出 書 及 び 許 可 証 書 換 申 請 書 

20△△年 △△月 △△日 

外国人技能実習機構 理事長 殿 

届出者／申請者 ○○事業協同組合 理事長 甲野 優一  ○印 

 

 

１．外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第 32 条第３項の規定により下記のと

おり変更の届出をします。なお、変更の届出後も、監理団体が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習

生の保護に関する法律第 26 条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約するとともに、

監理責任者が同条第５号イ（同法第 10条第 11 号に係る部分を除く）又はロからニまでのいずれにも該当し

ないものであることを誓約します。 

２．外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第 32 条第６項の規定により下記のと

おり許可証の書換えを申請します。 

記 

 

１許可番号 許 200400△△△△ 

２許可年月日 20△△年 △△月 △△日 

３監理

団体 

（ふりがな） 

①名称 

○○じぎょうきょうどうくみあい 

○○事業協同組合 

②住所 

〒987－6543 
 
○○県○○市○○１－１－１ 
 

（電話○○ ―○○ ―○○）

４監理

事業を

行う事

業所 

（ふりがな） 

①名称 

  

 

②所在地 

〒   － 
 
 
 

（電話   ―   ―    ）

<1>

<2> 

<3>

<4>

別紙のとおり 
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変更届出書（別記様式第 17 号）1 枚目 記載要領 
全般的な注意事項 

 監理団体は、監理団体許可証（別記様式第 14 号）の記載事項以外に変更があったときは、本届出書を機

構本部監理団体部審査課に提出しなければならない。 
 以下に示す変更については、別途機構本部監理団体部審査課に届出・申請を行う必要がある。（監理団体

許可関係諸申請記載例集【第Ⅰ分冊】参照） 
① 監理団体許可証（別記様式第 14 号）の「許可の別」・・・事業区分変更許可申請書及び許可証書換申

請書（別記様式第 16 号） 
② 監理団体許可証（別記様式第 14 号）の記載事項（「許可の別」を除く。）・・・変更届出書及び許可証

書換申請書（別記様式第 17 号） 
※ 変更内容ごとの対応と変更事由に応じて提出が求められる書類については、表「監理団体の変更届出」

（P.153～157）を参照する。 
※「取扱職種の追加」、「外国の送出機関の追加」、「監理団体の役員の変更」、「監理責任者の変更」、「外部

監査人・外部役員の変更」の場合、変更届出書（別記第 17 号様式）添付書類（P.142～146）を参照し、

必要書類を準備する。 
 変更届出をしようとする場合にあっては、変更の日から 1 か月以内に届出を行う。 
 変更届出を受理した後に、機構が監理団体の許可の各要件に適合しないものであることを確認した場合に

あっては、当該変更を是正するよう指導することとなるので、指導を受けた監理団体は当該指導に従う。

当該指導に従わない場合にあっては、監理団体の許可の取消し、改善命令等の対応につながることとなる

ので留意する。 
 
該当番号 記載上の注意事項 

<1> 機構が受理時に記載する欄であり、空欄のまま提出する。 
<2> 表題の「変更届出書及び許可証書換申請書」、上方２．の全文及び署名欄の「／申請者」を抹消

する。 
<3> 作成した日付を記載する。 
<4>  監理団体名、代表者の役職・氏名を記載の上、同団体の印を押印する。 

 監理団体名の変更であっても、届出前の名称を記載する。 
１ 監理団体の許可番号を記載する。 
２ 監理団体の許可年月日を記載する。 
３  監理団体について記載する。 

 本欄に係る変更届出の場合、届出前の事項を記載する。 
４  既に許可を受けている全ての監理事業を行う事業所について記載する。 

 本欄に係る変更届出の場合、届出前の事項を記載する。 
 複数あるときは、本欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付する。 
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