
就任のごあいさつ

( 財 ) 富山県生活衛生営業指導センター　理事長　稲垣　州英

　私は、当指導センターの５月の理事会において、小
坂章前理事長の後任として、理事長に選任されました。
　微力でありますが、生衛業界発展のため一層の努力
をいたす所存でございますので、前任者同様ご指導・
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、当指導センターは、今年４月に設立３０周年と
いう大きな節目を迎えました。
　この３０周年を契機に、今後とも生衛業の皆様と力
を合わせて、商売繁盛と幸福感を共有しつつ、経営の

健全化、振興を通じ衛生水準の向上を図り、利用者・
消費者の利益の擁護に供するため、行政・関係機関
等との連携を密にして各種事業に取り組んでまいりた
いと思っておりますので、今後とも皆様のお力添えを
頂きながら、活力ある業界の発展をめざして参りたい
と思います。
　終わりに、生衛業の皆様の今後ますますのご健勝
とご繁栄を祈念いたしまして、就任のご挨拶といたし
ます。

無料営業相談室のご案内

　生衛業の皆様の経営の健全化、衛生水準の維持・
向上のため無料営業相談室を開設しております。
　お気軽にご利用下さい。
　経営指導員、必要に応じて弁護士、中小企業診
断士等が相談に応じます。
・ 相談内容：融資、経営、衛生、労務、税務など
・ 相談室及び相談日

　組合員の減少が深刻な問題となっている生衛組合の組織強化・活性化を図るため各業種全国生衛組合連合
会及び生衛組合の長年の要望を受けて、昨年 7月、厚生労働省生活衛生課長から各都道府県衛生主管部 (局 )
長宛に「生衛業の新規開業者等に対する情報提供について」通知され、これを受けて富山県生活衛生課長名
で県下の保健所等に対し、その情報提供の周知徹底について通知されました。
　これは、新規開業者等の中には、生衛法の趣旨や組合の活動内容、融資上のメリット等を熟知されていない
方が多いと思われることから、保健所等が情報提供することで組合加入促進を図ろうとするものです。
　当指導センターでは、「組合へのご加入のすすめ」の特典パンフを作成し、県下厚生センター等の窓口にお
いて生衛業新規開業者等に配布をしていただくよう要請を行っています。
　去る 5 月には厚生センター等を訪問し、この通知の周知徹底等の再要請を行う等、組合加入促進に取り組
んでいます。

　標準営業約款制度は、法律で定
められた消費者（利用者）擁護に
資するための制度です。
　厚生労働大臣認可の約款に従っ
て営業することを登録した、「理
容店」、「美容店」、「クリーニング
店」、「めん類飲食店」、「一般飲食
店」では、店頭にＳマークを掲げ
ています。登録店は、安全・安心・
清潔を約束する信頼できるお店と
して当指導センターホームページ
で紹介しています。

標準営業約款制度
Ｓマークをご存じですか！

新任のごあいさつ

日本政策金融公庫富山支店　国民生活事業統轄　梅本　佳宏

　盛夏の候　生活衛生関係営業者の皆様におかれまし
ては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　平素から、当公庫国民生活事業の業務に関しまして、
格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げす。
　私こと、この４月１日付けで富山支店国民生活事業
に着任いたしました。富山をはじめ北陸での勤務は初
めてですが、立山連邦の雄大な眺めや新鮮で豊かな
食材などに感動しつつ、楽しく過ごしております。
　さて、東日本大震災発生から１年以上が過ぎ、行楽
やイベントの自粛ムードも和らいだものの、円高によ
る輸出の低迷や、電気料金などの値上げに対する先行
きへの心理的警戒感などもあり、個人消費に明るい兆
しがなかなか戻ってこない状況が続いています。しか
しその一方で、消費者は「安全」「安心」に加え、「潤い」

「癒し」といったニーズを高めており、長年このよう
なニーズに対するサービスを、身近な「街のほっと
ステーション」として提供してきた生活衛生業の皆様
にとっては、経営の工夫により新たなビジネスチャン
スが広がっているとも言えます。
　私ども日本公庫国民生活事業も、振興事業促進支
援融資制度や生活衛生改善貸付の特例措置の延長な
どを受け、皆様の経営に対する工夫・改善のお手伝
いに全力で取り組んで参る所存でございますので、
今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、富山県生活衛生営業指導セ
ンター並びに各生活衛生同業組合のますますのご発
展と関係の皆様のご繁盛を祈念いたしましてご挨拶
とさせていただきます。

○指導センター相談室
　富山市赤江町1-7
（富山県中小企業研修センター５階）
　電話 076-442-0285
　月～金10時～16時（祝祭日を除く）

地区相談室のご案内

　本年度も地域に密着した相談室を下記のとおり開
設します。融資・衛生等について精通した経営指導
員等が対応いたします。
　専門的な知識を有する相談内容については、専門
家による相談も受付しています。ご相談は無料です。
　各地域の情報交換も行いますので、各支部長は組
合員をお誘いの上、ご参加下さい。　

平成2４年７月とやま生衛だより（４） 平成2４年７月 とやま生衛だより （１）

開 催 時 期 開 催 場 所

生衛組合の組織強化・活性化　組合加入促進への取り組み
富山市新総曲輪１番７号
富山県生活衛生課

富山市赤江町１番７号
(財)富山県生活衛生営業指導センター
TEL：076-442-0285
FAX：076-444-1977
E-mail：toyamasenter@seiei.or.jp
ホームページ：http://www.seiei.or.jp/toyama/　

●発行所

第66号

24 年  8 月 28 日（火）13:30～
24 年  9 月  3  日（月）13:30～
24 年  9 月 11 日（火）13:30～
24 年  9 月 18 日（火）13:30～
24 年 10 月 2 日（月）13:30 ～
24 年 10 月 10 日（水）13:30 ～
24 年 10 月 15 日（月）13:30 ～
24 年 10 月 22 日（月）13:30 ～
24 年 10 月 30 日（火）13:30 ～

高岡総合庁舎101号会議室
新川厚生センター
砺波厚生センター小矢部支所
富山市内(未定)　
高岡厚生センター射水支所
中部厚生センター
新川厚生センター魚津支所
砺波厚生センター
高岡厚生センター氷見支所

【注】会場の都合で変更になる場合があります。

事務局からのお知らせ
　この広報誌は、消費者や生衛業の皆さんへ
の情報提供として発行したものです。
　「とやま生衛だより」は、当指導センターホー
ムページで見ることができます。

富山県生活衛生営業指導センター
（ホームページ）
http://www.seiei.or.jp/toyama/

厚生労働大臣認可

詳しくは、（財）富山県生活衛生営業指導センター（☎076-442-0285）
または関係の生活衛生同業組合にお問い合わせ下さい。



１. 相談指導事業
　指導センター営業相談室、地区相談室のほか
中小企業診断士等の専門家による相談指導

２. 後継者育成支援事業
　生活衛生営業店、生衛組合及び学校等と連携
した実践的なインターンシップの取り組み

３. 情報化整備事業
・「とやま生衛だより」の発行
・ホームページの一層の活用を図るための各種
情報の蓄積等

富山県生活衛生営業指導センター事業計画
４.経営特別相談員研修事業　
　富山県知事から委嘱を受けている生衛業経営
特別相談員等の資質の向上のための研修会開催

５. 標準営業約款登録事業
　「Ｓ」マークの普及により、利用者の選択の
利便と公衆衛生の向上を図る

６. クリーニング師研修・業務従事者講習事業
クリーニング業法に基づく研修・講習会の開催

７. 生活衛生営業振興事業
・消費者サービスの向上及び需要の開拓事業
・専門技術者養成・確保事業　　
・地域社会の福祉の増進事業

８. 受託調査事業
　全国指導センターの委託を受けて、生衛業景
気動向調査等を実施

TＯＭＯＹＡＳＵ ＮＡＫＡＪＩＭＡ Super Seminar in TOYAMA開催されるTＯＭＯＹＡＳＵ ＮＡＫＡＪＩＭＡ Super Seminar in TOYAMA開催される
富山県美容業生活衛生同業組合

・生活衛生同業組合等から、一定の会計書類を準備していることの確認及び事業計画の確認を受けた方が振興
　事業を行うための設備資金及び運転資金については、通常の利率よりも▲0.15%低い利率で利用できます。
・一般貸付及び振興事業貸付の利率は、保証人を提供する場合の一例です。
・ご返済期間、担保・保証の条件などによって異なる利率が適用されます。
・一般貸付は、当指導センターの「推薦書」が必要です。

　全国指導センターでは、生衛業の皆様に有益な知識、情報を得ていただくため、全国各地で経営セミナー
を開催していますが、富山県では初めてのセミナーが開催されます。
　生衛業は、地域住民の生活に密着したサービスを提供し、街の活性化や地域の生活に潤いを与えてきま
した。こうした背景には、生衛業の質の高い商品づくりと、長年顧客基盤を築いてきたことがあげられます。
　最近では、消費者の安全・安心志向、エコ・清潔志向の高まりや少子高齢化社会への対応が、生衛業の振興
にとって大きな課題となっています。
　今回のセミナーは、「私たち生衛業は、お客様に安全・安心をお届けし、地域の暮らしを守ります！」をテー
マに、経営の専門家からご講演いただくほか、組合の役割と活性化等について取り上げます。

生衛業経営セミナー ( 富山会場 ) にご参加ください

平成2４年７月とやま生衛だより（２） 平成2４年７月 とやま生衛だより （３）

　ニューヨークで現在活躍中の注目スタイリスト中島友
康先生をお招きして、６月４日（月）ボルファートとやま
に於いて美容組合主催のセミナーが開催されました。
　全米で最高ランクのカット料金を誇るＳＡＬＬＹ　ＨＥＲＳ
ＨＢＥＲＧＥＲの主力スタイリストとして活躍中のＴＯＭＯ
こと中島友康先生。今、旬のスタイリストたちがどんな
仕事をし、何を考えているのか？…日本の美容界の未来
を映し出すと言われるアメリカの美容界情報と技術を教
えて頂きました。
　今回のコンセプトはボブ、ショートレイヤー。モデル
には一切仕込みなしでのカット。ＮＹ仕込みの腕のレイ
ヤーカットのお手並み拝見！解説によると、まず、モデル
の特徴・ポイントを捉え「フレッシュ」「キュート」「スタ
イリッシュ」「エレガント」「クラッシック」「セクシー」の
中から『この人は何を求めているのか』を見極めること

（平成 24年 6月 13日現在）
日本政策金融公庫 (国民生活事業 )融資のご案内

◆開催日時：平成24年11年19日(月)　13:30～15:50（予定）
◆開催場所：ボルファートとやま　 富山市奥田新町8-1（ＪＲ富山駅北口より徒歩5分）
◆セミナー講師、演題等のプログラムは、後日お知らせします。

平成２４年３月２７日に開催された理事会・評議員会に

おいて、平成２４年度の事業計画(案)について次のと

おりの事業が議決されました。

【当初２年間】設備資金の利率引下げ！！

日本政策金融公庫富山支店ＴＥＬ076-431-1191  高岡支店ＴＥＬ0766-25-1171

から始めるそうで、入店からの人間観察は欠かせない
そうです。
　会話からもお客様が求めているものをくみ取れるよう
に心がけていると言われました。要するにその人の雰囲
気を感じて表現するという、簡単で非常に難しい事。初
心を思い出しました。
　ＮＹの経済事情、従業員の心構え、「なんで」と突き詰
めて言い訳を効かなくするくらい自分を追い詰める話、
受講した組合員さんとの質疑応答の会話をされながらも
次々に仕上がっていくモデルさんの髪型。ふと気付くと、
利き手中指にテーピングされていたにも関わらず、シ
ザー・レザーを軽やかに動かしているテクニック、大変勉
強になりました。
　富山県美容組合では、このような技術・情報をご提
案するセミナーを、これからも開催していく予定です。

融資制度 一 般 貸 付 振 興 事 業 貸 付 生活衛生改善貸付

生活衛生関係の
営業を営む方

振興計画の認定を受けている
生活衛生同業組合の組合員の方

生活衛生同業組合等の
経営指導を受けている方　

資金使途 設備資金 設備資金 運転資金 設備資金 運転資金

ご融資額
7,200 万円以内
4億 8,000 万円以内
（業種によって異なります）

1億 5,000 万円以内
7億 2,000 万円以内
（業種によって異なります）

5,700 万円以内 1,500 万円以内

ご返済期間 １３年以内 １８年以内
（特別な場合２０年）

５年以内
（特に必要な場合７年以内） １０年以内 ７年以内

据置期間 1年以内 ２年以内 6ヶ月以内
（特に必要な場合１年以内） ２年以内 １年以内

利     率 2.4%～ [ 特利C]　1.5% ～ 2.4%～
(Sマーク 2.0 %～ ) [ 特利 F]　1.75%

担保・保証人 原則、保証人・担保が必要 無担保・無保証人

全国の理容師が腕を競う「全国理容競技大会」がこの秋、富山で開催
されます。私たち、富山県理容生活衛生同業組合は、新しく誕生した
シンボルマークに誇りと希望を込めて、大会の成功に向け邁進します。


