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（公財）長野県生活衛生営業指導センター 
（一社）長野県生活衛生同業組合連合会広報紙 

 

フレッシュ生衛信州 令和４年 11 月号 

11 月は 標準営業約款の普及登録促進月間です 

標準営業約款制度（Ｓマーク）は消費者・利用者を守るために法律で定められた制度です。

この制度に基づいて、厚生労働大臣が認可した約款に従って営業している県下の理容店、美

容店、クリーニング店、そば店、一般飲食店では、店頭や店内に Sマークを掲げており、安

心と安全を約束する信頼のできるお店といえます。 

（公財）全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、

11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、各関係機関等の協

力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っています。未加入店の事業主の方は、ぜひ

加入をご検討ください。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sマークの「S」は３つの Sの頭文字です。 

Safety   （安全） 

まかせて安心。万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づ

き、お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。 

Standard （安心） 

確かな技術。きめ細やかな対応など、お客様に提供するサービ

スの種別・内容を明確に表示。その実施をお約束します。 

Sanitation（清潔） 

美しく清潔に。厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理

を行いお客様に気持ちのよいサービスをお約束します。 

 

 
 



「消費者と生活衛生業の懇談会」「標準営業約款推進協議会」を開催しました 

10月 27日、長野市のホテル国際 21で、「消費者と生活衛生業の懇談会」を開催しました。

昨年度、長野県消費生活センター及び当指導センターに寄せられた生活衛生業に係る相談内

容について説明があった後、消費者団体の皆様と生衛 

組合の理事長が意見交換。生衛組合の役割やコロナ禍 

における感染防止のための取組などについて、熱心な 

議論が交わされました。 

続いて「標準営業約款推進長野県協議会」を開催。標準 

営業約款（Ｓマーク）の登録数は、減少傾向が続いて 

いるものの、本県が全国第１位の 1,327件（令和４年３ 

月末）となっていることが紹介され、制度の現状や課題 

ついて様々な意見が出されました。  

 

クリーニング師研修・業務従事者講習を開催しました 

今年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習を、10月 14日（金）エス・バード（飯田

市）、10月 23日（日）松本市勤労者福祉センター、10月 30日（日）ホテル信濃路（長野

市）で開催しました。（写真は飯田会場） 

 

３会場の合計で、クリーニング師 63名、クリーニング 

業務従事者 52名が受講されました。 

11月 10日（木）には、県上田合同庁舎（上田市）で 

開催予定です。 

 

 

11 月は 生活衛生同業組合活動推進月間です 

生衛組合は生衛法に基づき設立された同業者の組合であり、生衛組合を通じた同業者のネッ

トワークにより地域の衛生水準の維持向上を図り、国民生活の安全・安心を守る重要な社会

基盤となっています。 

（一社）全国生活衛生同業組合中央会は、毎年 11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」

と定め、生衛組合の周知広報や組合活動の活性化のための取組を重点的に展開しています。  

当指導センターでは、行政機関等の協力を得て、組合加入促進のための周知広報や組合活動

の活性化のための取組を行います。活動推進へのご協力をよろしくお願いいたします。 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進月間の重点活動項目 

① 衛生基準の遵守に向けた生衛業者の自主点検活動等の衛生活動の推進 

② 生衛組合に関する広報・啓発の推進 

③ 生衛組合を中心としたネットワークの拡充 

④ 若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化 

⑤ 営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進 

 



栄えある受賞 おめでとうございます 

受賞された皆様の、長年にわたる生衛業発展のためのご尽力と顕著な功績に深く敬意を表し

ますとともに、心からのお祝いを申し上げます。  

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

＊                                       ＊                    

＊       令和４年度 （一社）全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰      ＊                        

＊                             （敬称略、順不同）   ＊ 

＊       稲池 憲一  長野県ホテル旅館生活衛生同業組合副理事長        ＊           

＊      玉本 広人   長野県クリーニング生活衛生同業組合理事長           ＊       

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

生衛業経営セミナー（長野会場）のご案内 

 

１ 日 時 令和４年 12月５日（月）13：00～16：00 

２ 場 所 ホテル国際 21 ２階 弥生（長野市県町 576） 

３ プログラム ～コロナ・物価高騰に負けず収益アップするために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申込方法 

「参加申込書」（最終ページに掲載）を FAX送信してください。または、生衛組合組合員

の方は各組合事務局にお申込みください。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612 

 

長野県最低賃金が改正されました                     

長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者

に適用される「長野県最低賃金」が、令和４年 10月１日か 

ら時間額 908円に改正されました。 

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額 

を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わな 

ければいけないとされている制度です。この機会に、支払 

われている賃金の確認をしてみてください。 

問い合わせ先 

 長野労働局労働基準部賃金室 電話：026-223-0555 

 最寄りの労働基準監督署 

 

13:00～13:10   開会挨拶      

13:10～13:50  ウィズコロナ時代に求められるデジタル化の一歩とは     

長野ビジネスコンサルタンツ代表 中小企業診断士 伊藤 光之 氏 

14:00～15:00   国難の時代を乗り切るための、どんぶり勘定脱却と「命銭」の守り方 

                   株式会社アテーナソリューション 代表取締役     立石 裕明 氏 

15:10～16:00   生活衛生同業組合の役割と使命 

～コロナ禍や物価高騰を乗り越えるために～ 

(公財)全国生活衛生営業指導センター 専務理事    伊東 明彦 氏   

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス支援ポータルサイトをご利用ください 

全国生活衛生営業指導センターでは、新型コロナウイルス生活衛生業支援のポータルサイト

を開設しています。 

「感染拡大防止の基本」パンフレットや、「業種別ガイドライン・チェックシート」「感染

拡大防止対策 POP」などもダウンロードできます。ぜひご活用ください。 

アドレス： https://www.seiei-shien.jp/ 

 

           

 

 

 

 

 

センター専門相談窓口をご利用ください 

長野県生活衛生営業指導センターでは、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受け 

ている生活衛生営業者の皆様からの幅広い相談に、ワンストップで対応できる専門相談窓口

を開設しています。 

１ 個別相談の実施内容 

専門家（中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士・行政書士）及び経営指導

員が相談に応じます。相談は無料です。 

相談内容 ①国の支援施策の利用・申請 

     ②県・市等支援施策の利用・申請 

     ③生活衛生貸付等融資の利用 

     ④コロナ禍における経営相談等 

相談場所 ①長野県生活衛生営業指導センター（長野市妻科） 

     ②営業店舗等 ※専門家を派遣します 

２ 実施期間 

  令和５年２月 28日まで  （ 平日 10：00～16:30 ） 

３ 申込方法 

「無料相談申込書」（４月号最終ページに掲載）を FAX送信（または、電話・メールで連

絡）してください。センターで相談内容を確認し、専門家との日程調整などを行います。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612  

 

令和４年 11 月の行事予定 

クリーニング師研修・業務従事者講習 

11月 10日（木） 10:00～ 長野県上田合同庁舎（上田市） 

 生衛組合事務局担当者会議 

  11月 15日（火） 13:00～ ホテル国際 21（長野市） 

 

     

 

 

 

公益財団法人 長野県生活衛生営業指導センター 
[一般社団法人 長野県生活衛生同業組合連合会] 

〒380-0872長野市南長野妻科 426-1 長野県建築士会館３F 

  電話：026-235-3612 FAX：026-234-0369  E-mail：naganocenter@seiei.or.jp 

  

https://www.seiei-shien.jp/


～コロナ・物価高騰に負けず収益アップするために～～コロナ・物価高騰に負けず収益アップするために～

生衛業経営セミナー生衛業経営セミナー
会場参加者
（定員60名）

会場：ホテル国際21 ２階　弥生
長野市県町576　TEL:026-234-1111

お申込み方法：11月28日（月）までに、裏面の参加申込書をFAXでお申し込みください。

長野会場

＜ お問い合わせ・お申し込み先 ＞＜ お問い合わせ・お申し込み先 ＞
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
　〒105-0004 東京都港区新橋 6-8-2
　　　　　　　全国生衛会館 2階 電話：03-5777-0341 ＦＡＸ：03-5777-0342
公益財団法人 長野県生活衛生営業指導センター
　〒380-0872 長野県長野市南長野妻科 426-1
　　　　　　　長野県建築士会館 3F301 号室 電話：026-235-3612 ＦＡＸ：026-234-0369
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15：10〜16：00 生活衛生同業組合の役割と使命
　～コロナ禍や物価高騰を乗り越えるために～

（公財）全国生活衛生営業指導センター

　専務理事　伊東 明彦 氏

13：00〜13：10 開会挨拶	 （公財）全国生活衛生営業指導センター
	 （公財）長野県生活衛生営業指導センター

プログラム

長野ビジネスコンサルタンツ代表　中小企業診断士　伊藤 光之 氏

13：10〜13：50 ウィズコロナ時代に求められるデジタル化の一歩とは

株式会社アテーナソリューション

代表取締役　立石 裕明 氏

14：00〜15：00 国難の時代を乗り切るための、
　　　　　　　どんぶり勘定脱却と「命銭」の守り方



（お申込み方法）

国難の時代を乗り切るための、
　　　　　　どんぶり勘定脱却と「命銭」の守り方
生衛業経営は､どんぶり勘定からの脱却など、経営者としてやるべきことを当り前にやることが重要であり、同業者
の成功事例は徹底的にまねることで失敗のリスクを避けられます。
今回は、仕入れや棚卸しの管理、店の強みの商品を売ることなど、具体的な経営改善の方法についてお話しします。
＜講演内容＞
　・元ホテル、旅館、飲食店経営者として『命銭』の資金繰りとは
　・どんぶり勘定からの脱却とＴＴＰ
　・持続化補助金の発案者として、制度の背景とは？

14：00～15：00 　立
たていし

石 裕
ひろあき

明 氏株式会社アテーナソリューション 代表取締役

PROFILE
兵庫県淡路島出身。大阪芸術大学卒業。温泉旅館の３代目として生まれ、事業承継、第２創業を体験。その６年後の1995年、阪神淡路大震災にて被災
し、事業再生を体験。(一社)小規模企業経営支援協会理事長、よろず支援拠点全国本部中小企業支援アドバイザー、中小企業大学校講師、震災復興支援
アドバイザーなど、中小企業・小規模事業者専門の事業承継・事業再生コンサルタントとして幅広く活躍。中小企業政策審議会専門委員。

　伊
い と う

藤 光
みつゆき

之 氏

PROFILE
IT系メーカー販社に勤務した後、経験を活かし中小企業診断士として独立開業。県内各地商工会議所の創業支援相談員を手始めに、酒類業界及び生活
衛生業界の経営革新支援を25年間継続している。近年は長野県よろず支援拠点にて6年間、広範な県内中小零細事業者の販路拡大やデジタル化推進
支援をコーディネートした。長野県生活衛生営業指導センター顧問。

ウィズコロナ時代に求められるデジタル化の一歩とは
ウィズコロナ意識が国民生活に定着しつつある中、生衛業においても消費者ニーズに的確に応えるための
デジタル化推進は必要不可欠な喫緊の課題となってきています。
長年、北信地域を中心に店舗経営のアドバイスを行ってきた中小企業診断士として感じるデジタル化の
ポイントをお話しします。

13：10～13：50 長野ビジネスコンサルタンツ代表　中小企業診断士

講師のご紹介

生活衛生同業組合の役割と使命
　～コロナ禍や物価高騰を乗り越えるために～
新型コロナウイルス感染症第 7波の収束の兆しが不透明な中、生活衛生業はエネルギーや物価高により、
さらに大きな影響を受けています。このような状況下で、各業種の皆さまが一刻も早く収益を回復でき
るよう皆さんと一緒に考えていきます。

15：10～16：00 　伊
い と う

東 明
あきひこ

彦 氏（公財）全国生活衛生営業指導センター　専務理事

PROFILE
北海道出身。小樽、東京で検疫所に勤務し、厚生労働本省において健康局生活衛生課総括補佐をはじめ人事課総括補佐、人事調査官を務めた後、大臣
官房参事官をもって退官。平成28年7月から（公財）全国生活衛生営業指導センター事務局長を務め、平成30年6月から現職。

生衛業経営セミナー(長野会場)参加申込書
(公財 )長野県生活衛生営業指導センター	 FAX：026-234-0369
( 公財 )全国生活衛生営業指導センター	 FAX：03-5777-0342

（ふりがな）
参加者氏名

貴　社　名
（商号・屋号）

所　在　地

ＴＥＬ ＦＡＸ

メールアドレス

営業されている
業種等に○をつ
けてください。

１ 鮨商 ２ 社交飲食業 ３ そば商 ４ 料理業 ５ 食肉
６ 飲食業 ７ ホテル旅館 ８ 美容業 ９ 興行 10 クリーニング
11 理容 12 公衆浴場業 13 その他 　　　　　　　　　

※申込書に記入いただいた事項は、経営セミナーの目的のみに使用します

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
当日はマスクの着用をお願いします。また、受付時
の体温チェックにご協力をお願いします。


