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　平成26年度から３年間、厚生労働省の補助事業（事業主体：岩手県理容組合）として、モデル

事業に取り組み、仕組みの構築を図ってまいりましたが、今般、県内の社会福祉施設に、実費相当

の負担で、すし、料理や理美容などの生活衛生サービスを出前する事業として『岩手セイエイ百貨

店』を開始いたしました。

　施設で暮らす高齢者の皆様に、プロのサービスを楽しむひとときを提供し、心豊かな暮らしを応

援するもので、生活衛生同業組合が連携して取り組む、社会貢献事業としております。

　本事業を通じ、組合同士さらに連携し、地域の活性化に取り組んでまいります。

宮古地区開所式（１1月６日：宮古市の介護老人保健施設「ほほえみの里」にて ）

盛岡地区開所式（１0月30日：盛岡市のサービス付き高齢者向け住宅「ゆうあいの街」にて ）
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年頭のごあいさつ
（公財）岩手県生活衛生営業指導センター

理事長　小笠原　義　彦　
　あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
　日頃から当センターの事業につきまして、深い
御理解と多大な御協力を頂いておりますことに心
から御礼申し上げます。
　さて、この３月には東日本大震災から７年とな
ります。
　被災地の復興は着実に進んでおり、本設店舗で
の営業も増えてきておりますが、センターといた
しましては、被災された方々が安心して本設店舗
で営業できますよう、引き続き関係機関と連携し
ながら支援して参ります。
　また、本設店舗移転後の経営課題に対応するた
め、専門家派遣事業等も実施しています。
　昨年10月、理容組合が主幹となり、各組合が連
携して高齢者福祉施設入所者に出前型のサービス
を提供する岩手セイエイ百貨店が自主事業として
スタートいたしました。当センターも企画調整業

年頭のごあいさつ
岩手県環境生活部長　　

津軽石　昭　彦　
　平成30年の年頭にあたり、謹んで御挨拶を申し
上げます。
　生活衛生関係営業者の皆様には、日頃から営業
施設の衛生水準の向上、消費者サービスの充実や
業界の健全発展に積極的に取り組んでおられます
ことに対し、厚く御礼を申し上げます。
　東日本大震災津波からもうすぐ７年が経とうと
していますが、この間、生活衛生関係営業者の皆
様には、さまざまな支援活動を通して多くの被災
者の方々を癒すとともに、元気を取り戻すための
大きな支えとなっていただいております。
　また、災害支援協定の締結、岩手県総合防災訓
練への参加など災害に対する備えの面でも重要な
役割を果たされていることに、深く敬意を表する
次第であります。
　県においては、昨年３月に「第３期復興実施計
画」を策定したところであり、復興事業の総仕上
げを視野に、引き続き復興事業を力強く進めます
とともに、復興の先を見据えた地域振興にも取り

務を担っておりますが、高齢化社会に対応した事
業であり、生活衛生関係営業も地域福祉に積極的
に関わっていくきっかけとなり、この輪が広がる
ことを願っています。
　センターでは、生活衛生関係営業経営改善資金
等の融資係る指導をはじめとする指導相談事業、
経営特別相談員の養成や研修、衛生管理セミナー
や経営等情報交換会による事業者の支援、若手人
材育成のための岩手セイエイ塾の開催や各組合の
協力を得て学校に出向いての体験学習等を行って
いますが、各組合などの御意見も聞きながら皆様
のお役に立つ事業を展開していきたいと考えてい
ます。
　生活衛生関係営業は、地域に密着した産業とし
て、県民の方々に潤いのある暮らしに必要なサー
ビスを提供しておりますが、高齢化や人口減少、
規制緩和などの課題に対応しながら、新たな社会
的な要請にも応えていくために、生活衛生関係営
業に携わる皆様と関係機関のより一層の御理解と
御協力をお願いいたします。
　皆様にとりまして、今年が健康で飛躍の年とな
りますことをお祈りし、年頭の挨拶とさせていた
だきます。

組んで参りますので、皆様におかれましては、こ
れまで以上の御支援、御協力をお願い申し上げま
す。
　昨年10月には、生活衛生関係営業者の皆様が、
業種の枠を超えて連携し取り組む、新しいサービ
スの提供手法としての「岩手セイエイ百貨店」が
スタートしたところですが、高齢化社会を迎えて
いる本県といたしましても、高齢者の方々が住み
慣れた地域で心豊かに暮らしていくため、こうし
た取組の今後の展開に大いに期待を寄せるところ
であります。
　また、釜石市を会場の一つとして開催されます
ラグビーワールドカップ2019™の開催まで、残り
600日余りとなりました。釜石市での開催は、東
日本大震災津波の際に、国内はもとより世界中か
らいただいた支援への感謝の思いと、復興の姿を
国内外に発信する絶好の機会となります。生活衛
生関係営業者の皆様におかれましても、大会の成
功に向け、今後の大会準備や機運の醸成に一層の
御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　結びに、業界のますますの御発展と本年が皆様
にとって健康で幸多き年となりますよう、心から
お祈り申し上げます。
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　平成29年11月13日（月）、ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイングにおいて、来賓及び多数の組合員
参加のもと、第29回岩手県生活衛生大会が盛大に開催されました。
　第１部では、（株）日本政策金融公庫国民生活事業本部生活融資部長の今井明氏から「いわてとインバ
ウンド」と題し、基調講演があり、外国人観光客の集客に向けた全国の取組事例の紹介のほか、県内で
のインバウンドの動きなどについて、詳細なデータとともに分かりやすく説明して頂きました。
　第２部の表彰では、出席された７名の環境衛生功労者及び１名の環境衛生優良施設に対する知事表彰
状が千葉副知事より手渡され、また、澤田生活衛生同業組合中央会長から出席された10名の県中央会長
表彰受賞者に表彰状が手渡されました。
　この後、知事、県議会議長、盛岡市長から祝辞
があり、受賞者を代表して理容組合の小向正義氏
より謝辞が述べられ、飲食業組合副理事長の折居
真光氏より大会宣言が朗読されました。
　第３部の表彰受賞者を囲む祝賀会には各組合等
から137名が参加し、受賞者への賞賛と各組合相
互の情報交換が行われ、和やかな雰囲気の中で親
睦が図られ、有意義な会となりました。

第29回岩手県生活衛生大会が開催されました

平成29年度各表彰受賞者の皆様

栄えある受賞おめでとうございます

　平成29年10月27日（金）「ホテルニューオータニ」において、平成29年度生活衛生事業功労者に対す
る厚生労働大臣表彰と全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰が行われ、次の皆様が受賞されました。

◎厚生労働大臣表彰受賞者

◎全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰受賞者

中華料理
副理事長

石曽根 長福 氏
（宮古市）

中華料理
元常務理事

工藤　結城 氏
（釜石市）

料理業
副理事長

横井　俊材 氏
（奥州市）

旅館ホテル
理事

髙橋　俊彦 氏
（八幡平市）

中華料理
副理事長

菊池　幸郎 氏
（一関市）

美容業
副理事長

後藤　弘子 氏
（奥州市）

飲食業
副理事長

大宮　清一 氏
（久慈市）

クリーニング
事務局長

樋澤　律子 氏
（盛岡市）
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（環境衛生功労者）

①すし業　加　藤　友　子（盛岡市）②中華料理　菊　地　昭　義（奥州市）③中華料理　北　舘　　　悟（宮古市）
④飲食業　高　橋　正　人（花巻市）⑤理　容　小　向　正　義（盛岡市）⑥理　容　小　舘　捷　子（北上市）
⑦美容業　小　山　妙　子（一関市）⑧クリーニング　作　山　幸　栄（盛岡市）
（環境衛生優良施設）

①理容コトブキ　及　川　ミヤ子（北上市）②理容小山田　小山田　紀栄子（釜石市）
③トーマス美容室　卓　地　昌　子（一関市）

①すし業　八重樫　義　勝（北上市）②中華料理　太　田　友　子（一関市）③中華料理　多　田　伸　司（北上市）
④社交飲食業　小　林　昭　仁（北上市）⑤料理業　米　澤　松　夫（盛岡市）⑥飲食業　蝦　名　紹　功（盛岡市）
⑦理　容　三　田　節　子（釜石市）⑧理　容　本　田　順　一（遠野市）⑨理　容　和　山　文　人（二戸市）
⑩美容業　髙　橋　友　行（北上市）⑪旅館ホテル　中　村　貞　司（岩泉町）⑫クリーニング　日影舘　徳三郎（一戸町）

◎岩手県知事表彰（環境衛生功労者並びに環境衛生優良施設）受賞者

◎岩手県生活衛生同業組合中央会長表彰受賞者

　この度、平成29年秋の叙勲に際し、図らずも旭日双光章の栄に浴す
ることができました。これも偏に先輩諸氏のご指導、これまで協力・
支援していただいた組合員の皆様、従業員・家族の理解の賜物と深く
感謝申し上げます。
　去る11月７日に岩手県知事公館に於いて達増知事より勲記勲功を拝受
し、翌８日に皇居の宮殿春秋の間に参内し、天皇陛下に拝謁を賜りました。
　張り詰めた空気の中、天皇陛下がお見えになり、労いと励ましのお
言葉を賜り、身に余る光栄に感激して参りました。
　私は今回の受賞は、私個人にではなく組合員の皆様に贈られたもの
だと思っております。今後も岩手の料理業生活衛生同業組合の更なる
発展に向け、なお一層の努力をしてまいりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

　この度、平成29年秋の叙勲において旭日双光章を受章することができま
した。これも皆様のご指導ご支援のおかげです。ありがとうございます。
　平成29年11月７日、知事公館にて達増拓也岩手県知事より叙勲の伝
達式が行われました。
　翌日11月８日は、厚生労働省で大臣の祝辞等の式典があり、15時30
分より皇居宮殿の「春秋の間」において、配偶者同伴で天皇陛下に拝
謁いたしました。
　拝謁の前に、「春秋の間」について歴史と文化、由来等の説明を受
けました。そして10分後に陛下がゆっくりとお出ましになりました。
　 ｢これからも国民のために元気で、各専門分野において公衆の利益
のために貢献してほしい｣ とのお言葉をいただきました。
　平成24年春に受章した藍綬褒章とはまた違った感動がこみ上げてき
ました。
　今後も盛岡友愛病院の理事長として患者さんに優しく親切で思いや
りのある病院を目指して良質な医療を提供して参ります。また、岩手
県興行生活衛生同業組合の理事長として、映画文化を通じて盛岡映画
館通りの更なる発展と元気な街づくりに努めて参ります。

旭日双光章　受章おめでとうございます

旭日双光章　受章おめでとうございます

料理業生活衛生同業組合　細川　正二　元理事長

興行生活衛生同業組合　小暮　信人　理事長
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盛大だった「生活衛生大会」

　昨年11月13日に、平成29年度の「岩手県生活衛
生大会」が盛大に行われました。私は所用のた
め、基調講演や表彰式・大会などは失礼させてい
ただきましたが、祝賀会に出席して、多くの会員
の皆様と交流することができました。毎年参加す
る機会をいただき、大変ありがたいことだと感謝
しています。
　アルコールも適度にまわり、気分良く談笑して
いる時に、突然「中締め」の発声を依頼されまし
た。せっかくの機会ですから、即座にお引き受け
しました。何か気のきいた趣向はないものかとし
ばし考えたあげく、意を決して壇上に上がり、急
に思いついた「クイズ遊び」などをしかけて、無
事大役を果たすことができました。
　最近は、出席者の中で私が最高齢ということが
多くなったせいか、「祝辞」や「締めの挨拶」な
どを依頼されるケースが多くなりました。その都
度、趣向を変えて、皆様に楽しんでいただけるよ

うにしています。

老人ホームなどの慰問

　最近生衛業の皆様方が、老人ホームなどを慰問
のために訪問して、本来の業務（サービス）を提
供するという機会が多くなったように思います。
普通よりも割安の料金で、本職の味や、磨き上げ
た腕前などのサービスを提供するというものです
が、日頃から外部と接触する機会の少ない入居者
の皆様にとって、この上ない「喜びの機会」にな
るものと思われます。
　こうした行為（イベント）を、報道機関が大き
く取り上げてくれるということは、「善意の行い」
が、それほど普及していないということの表れだ
と思います。裏返して言うと、生衛業というお仕
事は、それだけ一般の生活者に身近な存在であ
り、「なくてはならない」分野だということです。
　私自身、日常生活において、各生衛業の皆様方
との接点はいっぱいあります。いつも感謝の気持
ちを忘れずに接するようにしているつもりです。
　言うまでもありませんが、生衛業は「人間臭い」
お仕事です。極論すれば、事業主や従業員の「人
柄」で勝負するしかありません。「人柄」は、一
朝一夕に身につくものではありません。「人柄を
磨く」ための努力を重ね、心をこめて業に当たっ
ていただくよう、願わずにはいられません。

時の話題
「人柄」で勝負しよう！

中小企業診断士 宮　　健
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　平成29年度秋の叙勲に際し、黄綬褒章の栄に浴する事が出来まし
た。これもひとえに皆様方の多年にわたるご指導、ご厚情の賜物と深
く感謝申し上げます。
　去る11月14日、11時から厚生労働省におきまして厚生労働大臣より
勲記・勲章を拝受し、15時から皇居の宮殿　春秋の間において天皇陛
下の拝謁を頂いて参りました。天皇陛下からは受章に対し、褒章の意
義と激励のお言葉を賜り、そして記念撮影と生涯忘れられない一日と
なりました。
　長年、理容の組合員として業界の活性化に取り組んできた事を振り
返り、改めて利用者に喜ばれるサロンづくりと組合員店の繁栄を期す
ると共に、後継者育成と業界の改革に邁進する所存ですので、宜しく
御指導をお願いいたします。

黄綬褒章　受章おめでとうございます
理容生活衛生同業組合　湊　正美　理事長
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寿司職人があなたの自宅
へ！

　11月１日から11月７日まで、盛岡支部「寿司めぐ
り」を開催しました。寿司５貫（うち３貫が三陸産）
プラス各店オリジナルの一品を付けて1,080円
（2,000円前後相当のもの）で提供するイベントで
す。そ、そ、そして、寿司の美味しさを楽しんで
いただけるように「出張出前寿司」の企画をしま
した。寿司の思い出を100文字程度にまとめて封書
にて郵送してもらいました。20通程の応募の中か
ら11月12日は大船渡、11月19日は野田村の方に当
選しました。岩手県復興支援　絆寿司「雅」（2,160
円）５名様分を目の前で握ってきて、とても喜ん
でいただきました。プロの握り、手さばき、トー
クにお客様が喜んでいただき、片道２時間半の疲
れも吹き飛びました。来年もまた実施したいと
思っています。ちなみに大船渡の当選者は１人暮
らしの女性の方でした。食べられたかな？（笑）

組合レクリエーション大会開催

　中華料理組合では、毎年一回組合全体でレクリ
エーション大会を開催しています。各支部が持ち
回りで主管し、組合員と従業員の方などが参加出
来るイベントです。
　今回は盛岡支部が担当しました。レクの内容は
ボウリングです。ボウリング場に組合員達が集合
し、各自２ゲーム行いました。久々にボウリング
をしたという組合員も多くいたようですが、スト
ライクのいい音が響きわたると大変爽快でした。
　結果発表は、４時からの懇親会会場で行いまし
た。場所は、組合員のお店「遊食屋ＦＵＪＩ」で
す。１位から３位の結果と、ハイゲーム賞、ベス
トチーム賞、ブービー賞など、たくさんの賞が用
意されていました。
　その他に、大会当日の日にちに因み24位の方や
11位、22位の方など、趣向を凝らして景品を渡
し、楽しい会場となりました。帰りには、くじ引
きによる参加者全員にお土産が用意され、大変盛

り上がりました。
　次回の組合レクリエーション大会は、大船渡支
部と北上支部の合同主管で行う予定です。次はど
んなレクリエーションになるのでしょうか。沢山
の方々に参加してもらい、リフレッシュ出来る大
会にしたいと思います。

「ミートデリカコンテスト
全国大会」

　食肉小売店では、お肉屋さんならではの惣菜販
売に力を入れている店舗も少なくない。
　社会のライフスタイルが変化し、惣菜の需要は
年々高まりつつある。
　今年度も、広く一般から、国産食肉使用のアイ
ディアレシピを大募集し、作品集にする。
　応募総数1863作品の中から各地区大会を勝ち抜
いた代表者30名により、全国大会が東京で盛大に
開催された。
　材料費は２千円以内、調理時間は１時間以内と
するなど、決められたルールの中で、①美味しさ
②手軽さ③創作性などを加味して審査された。
　本県代表の髙橋ノリ子さん（紫波町）は、「じゃ
じゃ味噌煎餅の肉巻き」を出品した。
　南部煎餅のてんぽせんべいと野菜を豚肉で巻
き、蒸し煮にして優しい味に仕上げた。
　全国大会5回出場の経歴があり、手際よく進め
ていたが、入賞に今一歩届かなかった。
　江上栄子審査員長他、優しくも厳しい先生がた
の講評を受け、来年度にまた期待したい。
　優勝は、北海道代表者の作品であった。
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第36回東北理容親善野球 

大会開催！！

36年の歴史に幕、岩手県代表：盛岡クリッパーズ

チーム優勝、有終の美を飾る！

　10月２日（月）岩手県雫石町営鴬宿グラウンドに
おいて、平成29年度第36回ファイナルの東北理容
親善野球大会が行われた。前日の１日（日）には東
北６県の理事長・青年部長と全国青年部長、各
チームの代表者が同席し、盛岡マリオス20階カ
フェテラス「スカイメトロ」にて開会式・懇親会
が開かれ親睦を深めた。
　大会当日は心配された雨も降らず野球日和。青
森県代表ジャンボ青森チーム、宮城県代表仙台中
央チーム、山形県代表鶴岡バーバーズチーム、福
島県代表福島理容野球部チーム、岩手県代表盛岡
クリッパーズチームの５チームが出場し、熱戦を
繰り広げた。
　開会式後の始球式では県生活衛生営業指導セ
ンター専務理事の中居哲弥様・しずくちゃん・
バーバーくん・ケキョきちがそれぞれ、投手と
打者となり試合開始となった。１回戦はジャン
ボ青森と盛岡クリッパーズ、仙台中央と鶴岡
バーバーズがそれぞれ対戦し、盛岡クリッパー
ズと仙台中央が勝ち進んだ。２回戦は福島理容
野球部と盛岡クリッパーズが対戦し、盛岡ク
リッパーズが勝ち進み、決勝戦は仙台中央と盛
岡クリッパーズの対戦となった。４回表までお
互いのピッチャーが力投、鉄壁の守備で点数が
入らず。５回の裏、盛岡クリッパーズがホーム
ランと連打で２点先制、６回表に仙台中央が連
打で３点を取り逆転、しかしその裏に盛岡ク
リッパーズが連続ホームランと２塁打で大逆
転！５対３で盛岡クリッパーズが、平成16年の
弘前大会以来12年振りの優勝を勝ち取った。
　最優秀選手賞には盛岡クリッパーズの川又博
幸選手が、優秀選手賞は仙台中央大槻健也選手
がそれぞれ選ばれた。今後は組合主催からチー
ム間の連絡によるレクリエレーションとなるが
…交流を深める意味でも続けて欲しいと言う声
が聞こえてきた。
　盛岡クリッパーズ選手の皆さん、大会実行委
員、会場準備運営に携わった雫石支部の皆さん
大変お疲れ様でした。優勝、誠におめでとうご

ざいます！！

美容業組合創立60周年記念 

事業開催

　岩手県美容業組合（理事長：深澤泉）では、組
合創立60周年記念事業として10月30日（月）盛岡市
のホテルメトロポリタン盛岡において記念式典な
らびに祝賀会を開催致しました。
　式典には、全美連・吉井眞人理事長をはじめ、
多くの来賓が出席され、ご祝辞をいただきまし
た。170名を超える出席者（123名の受賞者と組合
員含む）があり、受賞者を代表して５名が登壇
し、賞状を贈呈されましたが、中には在籍60年に
もわたり組合の歴史とともに歩まれた方も居り、
感慨深いものがありました。
　祝賀会は岩手県美容用品商業協同組合・鳥居
清一理事長の“加入促進を共に進めよう”とい
う力強い挨拶の後、祝宴に入り組合員同志久し
ぶりの再会に喜びの輪があちこちにできており
ました。お互いの元気な姿を確認し、また明日
からの仕事に向かう気持ちを湧き立たせる仲間
たちとの笑顔にあふれた時間は、組織強化に欠
かせないイベントであることを改めて実感した
次第です。
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図表１　現在の外国人観光客の利用状況（飲食業）
（単位：％）

利用がある 利用は全くない

青森県（ｎ =23） 39.1 60.9
岩手県（ｎ=35） 45.7 54.3
宮城県（ｎ =31） 51.6 48.4
秋田県（ｎ =26） 34.6 65.4
山形県（ｎ =31） 35.5 64.5
福島県（ｎ =23） 52.2 47.8

東北６県（ｎ =169） 43.2 56.8
全国（ｎ =1,449） 47.0 53.0

図表２　外国人観光客に対する今後の方針（飲食業）
（単位：％）

積極的に受け入
れていきたい 受け入れてもよい 出来れば受け入

れたくない
青森県（ｎ =23） 8.7 30.4 60.9
岩手県（ｎ=35） 17.1 45.7 37.1
宮城県（ｎ =31） 12.9 64.5 22.6
秋田県（ｎ =26） 0.0 46.2 53.8
山形県（ｎ =31） 6.5 48.4 45.2
福島県（ｎ =23） 8.7 52.2 39.1

東北６県（ｎ =169） 9.5 48.5 42.0
全国（ｎ =1,449） 10.3 54.0 35.7

日本政策金融公庫 盛岡支店 国民生活事業（担当 : 小原）

〒020-0024 盛岡市菜園2-7-21　Tel:019-623-4392

お問い合わせ先

※「外国人観光客に対する今後の方針」について、「積極的に受け入れていきたい」「受け入れてもよい」と回答した方にたずねたもの。
※ここでいうメニューにおけるセールスポイントは、「おいしいもの」等、味に関するものを除いて質問している。

※ ｢外国人観光客に対する今後の方針｣ について、「積極的に受け入れていきたい」「受け入れてもよい」と回答した方にたずねたもの。

図表３　外国人観光客を受け入れる上での課題（飲食業）【複数回答 ･５つまで】

参考　飲食店事業者から見た外国人観光客に有効と思われるメニューのセールスポイント（飲食業）【複数回答】

計58.0％

　日本政策金融公庫では、飲食業、理容業、美容業などの生活衛生関係営業を対象とした景気動向等に関す
るアンケート調査を四半期ごとに実施しています。今回は、その調査データから、東北６県の飲食業のイン
バウンド対応の状況をピックアップしてご紹介します。

東北６県の飲食業の６割はインバウンド対応に前向き
～受け入れのカギは「外国語対応」～

－生活衛生関係営業の景気動向等調査特別調査結果（2017年４～６月期）より－
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医療法人友愛会盛岡友愛病院 岩手県酒造組合

小松総合印刷株式会社 一般社団法人岩手県食品衛生協会 株式会社岩手畜産流通センター

株式会社総合広告社 タカラベルモント株式会社 有限会社ジロー印刷企画

（公財）岩手県生活衛生営業指導セン

ターの賛助会員の方々をご紹介します

指導センターの応援団

　昨年11月、すし業組合、美容業組合、クリーニング組合、理容組合、飲食業組合の協力の下、学校３
校に出向いて体験学習を実施しました。
　花巻東高等学校では太巻き寿司づくりと振袖・浴衣の着付け、釜石市の鵜住居小学校では学習発表会
で使用した虎舞衣装のアイロンがけと生徒が考えた髪型のカット、大船渡市の末崎中学校では新鮮わか
めを使ったチヂミと茶巾蒸しづくりを行いました。
　生徒達は、初めは
おっかなびっくりでし
たが、慣れてくると興
味を持って積極的に取
り組んでいました。
　指導した組合の方々
も生徒達との触れ合い
を楽しんでいました。

　平成29年７月13日（盛岡市）、８月28日（陸前高田市）、９月４日（宮古市）、９月11日（釜石市）、９
月25日（大船渡市）、10月16日（久慈市）、地元商工会議所、商工会との共催で平成29年度「経営等情報
交換会」を開催。
　被災地では、グループ補助金等を活用した本設店舗建設の動きが加速していますが、自己負担分や補
助金が交付されるまでのつなぎ資金等の依頼が急増、また、震災に加え平成28年の台風10号集中豪雨と
のダブル被災、急速な人口減少や高齢化など将来的な経営の不安等、多くの課題があります。
　指導センターでは、中小企業診断士を派遣し経営面等のサポートを行っております。

県内３校に出向いて体験学習を実施

生活衛生関係営業者向け『経営等情報交換会』を開催しました

〔11月28日（鵜住居小学校）〕

〔9月25日（大船渡市）〕
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● 指導センターの主な事業（29年度） ●

区　分 事　業　名 月　　日 場　　　　　　　　所 実　績
経営特別
相 談 員

経営特別相談員養成講習 ６月26日（月） 岩手県美容会館 ９名養成
経営特別相談員研修 11月13日（月） ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 50名受講

ク
　
リ
　
ー
　
ニ
　
ン
　
グ

クリーニング師研修

９月10日（日） 釜石地区合同庁舎 ５名
10月22日（日） 久慈地区合同庁舎 10名
11月19日（日） 一関地区合同庁舎 ４名
12月10日（日） 岩手県自治会館（盛岡） 20名
11月～12月 ２型（通信制） ４名

クリーニング業務従事者講習

９月10日（日） 釜石地区合同庁舎 １名
10月22日（日） 久慈地区合同庁舎 １名
11月19日（日） 一関地区合同庁舎 17名
12月10日（日） 岩手県自治会館（盛岡） 10名
11月～12月 ２型（通信制） 15名

後
継
者

育
　
成

体験学習（小中学校）・職
業体験スキルアップ（高校）

11月20日（月） 花巻東高校（すし業・美容業組合） ２年生38名
11月28日（火） 鵜住居小学校（理容組合、クリーニング組合） ６年生30名
11月29日（水） 末崎中学校（飲食業） ３年生33名

衛
生
水
準
の

維
持
・
向
上

衛生管理セミナー

10月23日（月） 岩手町商工会館 28名
11月27日（月） 釜石地区合同庁舎 100名
12月４日（月） 一関地区合同庁舎 21名
H30年２月19日（月） 岩手県美容会館 未定

セイエイ塾 H30年１月22日（月） 久慈グランドホテル 未定

経
営
強
化
特
別
支
援

経営等特別情報交換会

７月13日（木） 岩手県美容会館 32名
８月28日（月） キャピタルホテル1000（陸前高田市） 22名
９月４日（月） 宮古ホテル沢田屋 27名
９月11日（月） 釜石ベイシティホテル 28名
９月25日（月） まるしちザ・プレイス（大船渡市） 30名
10月16日（月） 久慈グランドホテル 18名

※
地
域
活
性

化
連
携
事
業

モデル事業（※指導セン
ターは企画・総合調整担当）

12月４日（月） 鍬ケ崎公民館（宮古市） 約30名
12月11日（月） 津志田16区東公民館（盛岡市） 約30名
12月18日（月） 有田公民館（北上市） 約30名
H30年１月29日（月） 小久慈市民センター 未定

　平成29年10月23日（岩手町）、11月27日（釜石市）、12月４日（一関市）、保健所、地元商工会議所、
商工会との共催で平成29年度「衛生管理セミナー」を開催。
　保健所職員から、「ノロウィルスによる食中毒予防等」や「理美容所等の衛生管理等」などを中心に
講義をいただきました。
　11月27日の釜石会場では、受講者が100名となるなど大盛況でした。
　また、初の取組みとして、受講者に保健所長と指導センター理事長連名の修了証書を交付しました。
　今年度は、平成30年２月19日（盛岡市　岩手県美容会館）が最終のセミナーとなります。

生活衛生関係営業者向け『衛生管理セミナー』を開催！

〔11月27日（釜石市：釜石地区合同庁舎）〕


