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　平成 30 年６月 25 日、富山県生活衛生同業組合連合会主催による生衛業功労者表彰式が富山県厚
生部長はじめ大勢の来賓を迎えカナルパークホテル富山において開催されました。
　式では、富山県知事表彰（厚生部門功労）３名の表彰に続き連合会会長表彰として役員功労者 17 名、
永年勤続従業員６名が表彰されました。
　受賞者は下記のとおりです。

平成30年度生衛業功労者表彰式開催

◎富山県功労表彰
　寺　岡　清　秀　（麺類飲食業組合　前理事長）
　富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合

◎富山県生活衛生同業組合連合会会長表彰
　○役員功労者（17 名）
（理　　　容）宮田　　修　　土屋　宣博

打井　彰二　　四十物健治
小幡　正樹　　鈴木　啓介

（美　容　業）土肥　篤子　　宮崎　明子
与三井厚子

（クリーニング）海内　　良
（ホテル・旅館）   濱田　正利
（鮨　　　商）柳瀬　祐介　　新藤　裕一

石黒　欣司

永年にわたり業界の発展と向上に貢献された方々が受章（賞）されました。
心からお祝い申し上げます。今後益々のご活躍を祈念申し上げます。（敬称略）

◎厚生労働大臣表彰
　喜　田　粂　吉　（鮨商組合　副理事長）
　井　田　豊　之　（公衆浴場組合　前副理事長）
　渡　邊　秀　明　（クリーニング組合　理事長）

◎全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰
　宇　波　真一郎　（ホテル・旅館組合　副理事長）
　谷　口　明　夫　（麺類飲食業組合　副理事長）
　渋　谷　春　男　（中華料理組合　副理事長）

◎富山県知事表彰（厚生部門功労）
　畠　平　輝　秋　（ホテル・旅館組合）
　金　谷　英　治　（飲食業組合）
　中　村　勝　治　（料理業組合）

（麺類飲食業）久々江　貢　　赤井　　正
（飲　食　業）水野　　武
　○永年勤続従業員（6 名）
（理　　　容）高尾　千都　（髪床　いいだ）
（美　容　業）蘇田　洋美　（㈲キャノン美容室）

寺崎　智子　（Ｒｏｏｍ . ＳＨＹ）
高桑　素直　（ヘアーディメンション Aria）
亀田　美樹　（かさま美容室）
高崎　千鶴　（ベルファム　タカサキ）　
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生活衛生業界功労者表彰受章（賞）
おめでとうございます
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指導センターからの営業相談室のご案内

日本政策金融公庫の生活衛生融資のご案内

生衛業のお店のための
相談室

税理士、中小企業診断士、
弁護士などの専門家による相談（無料）

【一般貸付（設備資金）】
　店舗の新築・改修、設備の更新や導入等をお考えの方で、生活衛生関係営業を営む方が対象。
５００万円超の場合は、都道府県知事の推薦書が必要になります。
　なお、推薦書は当指導センター理事長が発行します。

【振興事業貸付（設備資金、運転資金）】
　振興事業計画が認定された組合の組合員の方が対象。標準営業約款に登録加入している、担保を
提供する、事業計画を作成するなど、条件によって固定低利での利用が可能になります。

【生活衛生改善貸付（設備資金、運転資金）】
　小規模事業者であって生活衛生同業組合などから経営指導を受けている方が対象。特徴としては、
無担保・無保証、低利で、各組合の理事長が推薦する利用しやすい融資制度です。審査は各組合の
経営特別相談員が行い、融資推薦書を作成します。
　なお、審査及び融資推薦書の作成は、各組合からの依頼により、当指導センターの経営指導員が
作成することもできます。

　まずは、各組合の経営特別相談員または事務局並びに当指導センター経営指導員に
お気軽にご相談ください。

　お店の経営の健全化、税務申告、各種トラブルなどについて、専門家による相談指導を行ってい
ますので、お気軽にご相談ください。
　なお、相談はすべて無料です。ご利用をご希望される方は、事前に当センターまで
お問い合わせください。
■予約受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

　相談室では経営指導員が、次のような相談に応じます。
●衛生・経営・労務など経営全般にわたる相談
●お店の新築・改修・増改築や設備更新などの融資相談
●消費者からの苦情相談
●その他　困ったことや知りたいことなど相談ください。
■受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

経営・資金の借入等の相談
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生活衛生同業組合の活性化のために

　商工会・商工会議所で取り扱っている「小規模事業経営改善貸付」に対し、利子補給を行っている下記の
市や町へ、生活衛生同業組合員が利用できる同じ融資制度「生活衛生改善貸付」について利子補給の要望を
行いました。各市町村からは、利用件数が少ない、組合員からの要望がないなどの理由から消極的な意見も
ありました。今後、組合活性化のためにも先人の組合員が勝ち取った融資制度でもある「生活衛生改善貸付」
を積極的に利用しましょう。

　平成 30年 12月 6日（木）に後継者育成支援事業の一環として龍谷富山高校に於いて「ビジネスマナー
特別指導」の出前講座を実施しました。講師には、ホテル・旅館組合のホテル黒部代表取締役の中島勝己氏
にお願いし、参加した生徒からは大変好評でした。

　全国指導センター主催の経営セミナーが今年度は富山県で開催されます。富山県生活衛生同業組合の活発
な活動状況を全国に示すためにもぜひ参加をお願いいたします（詳しくは、組合事務局または当指導センター
にお問い合わせください )。

要望した日 要望した市や町
6 月 12 日 魚津市
9 月 20 日 小矢部市
9 月 21 日 南砺市
9 月 25 日 射水市
11 月 6 日 立山町
11 月 6 日 入善町
11 月 7 日 上市町
11 月 12 日 朝日町
11 月 13 日 砺波市

写真は魚津市への要望を行った時のものです。
中央が村椿魚津市長、向かって左側が日本政策金融公庫富山支店の松尾事業統轄、
右側が稲垣指導センター理事長

市や町に「生活衛生改善貸付」の利子補給要望を行いました!!

後継者育成支援事業として出前講座を実施しました!!

全国生活衛生営業指導センター主催
「経営セミナー」への参加のお願い

平成31年３月４日（月）12：30～15：30 　受付11：30～
ボルファートとやま2階　真珠の間

12：30 ～ 12：40　開会挨拶　　　　　　　（公財）全国生活衛生営業指導センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公財）富山県生活衛生営業指導センター
12：40 ～ 13：10　最低賃金制度・賃金引上げに向けた支援策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働き方改革推進支援センター富山　アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定社会保険労務士　大浦 靖子 氏
13：15 ～ 14：15　価値負けしない店づくり　〜うまくいく応えは店主がお持ち〜
　　　　　　　　　　　有限会社　髙橋幸司の事務所　取締役社長・中小企業診断士　髙橋 幸司 氏
14：30 ～ 15：30　生衛法と生活衛生同業組合を知り収益アップへ
　　　　　　　　　〜生衛法の歴史、組合の使命、そして収益向上を考える〜
　　　　　　　　　　　　　　　  （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
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●日　時　平成 30 年  9 月 10 日（月）14：30 ～　　場　所： 中小企業研修センター
　テーマ１ 「生活衛生改善貸付制度の有効活用等について」
　講　師：㈱日本政策金融公庫富山支店 国民生活事業　事業統轄　松尾　彰夫　氏
　テーマ２「生活衛生改善貸付限度額拡充の留意事項と推薦事務について」
　講　師：㈱日本政策金融公庫富山支店 国民生活事業　融資課長　新井　健史　氏
　テーマ３「消費税軽減税率のあらまし」
　講　師：富山税務署記帳指導推進官　金子　修二　氏

●日　時　平成 30 年 11 月  8 日（木）14：00 ～　　場　所：高岡商工ビル 503 号室
●日　時　平成 30 年 11 月 13 日（火）14：00 ～　　場　所：高岡厚生センター氷見支所
●日　時　平成 30 年 11 月 14 日（水）14：00 ～　　場　所：道の駅庄川
●日　時　平成 30 年 11 月 22 日（木）14：00 ～　　場　所：高岡厚生センター射水支所

（内　容）情報交換会：各地区の組合役員の方や経営徳部相談員の方と組合活性化について情報交換、意見交換を実施
　　　　 個 別 相 談：勉強会のテーマの他、衛生・経営・労務など経営全般、融資相談を実施

●日　時　平成 31 年 2 月 19 日（火）、25 日 ( 月 )14：00 ～ 16:00　　場　所：指導センター（営業相談室）
（内　容）個 別 相 談：情報交換の他、衛生・経営・労務など経営全般、融資相談を実施

●日　時　平成 30 年 10 月 29 日（月）14：00 ～
　場　所：自治労とやま会館
　テーマ１ 「所得税・特例事業承継税制を中心に」
　講　師：税理士　坂木　一也　氏
　テーマ２「ＩＴ導入資金事業について」
　講　師：（一社）サービスデザイン推進協議会
　　　　　伊藤　憲司　氏

●日　時　平成 30 年 12 月 11 日（月）14：00 ～
　場　所：ボルファートとやま
　テーマ１「時代変革への対応」
　講　師：㈱アイバック　小沢　伊弘　氏
　テーマ２「最低賃金制度知識向上に関して」
　講　師：働き方改革支援センター
　　　　　中土　正英　氏

経営特別相談員並びに役職員研修会を開催しました！！

地区相談室を開設しました！！

消費税の
軽減税率制度が
実施されます

消費税の
軽減税率制度が
実施されます

～軽減税率の対象となるものとならないもの～

QRコードから
国税庁ホームページ

消費税軽減税率制度特設サイトへ

消費税軽減税率制度

金沢国税局・税務署（平成 30年 6月）

税務署からのお知らせ

（4） 平成３１年２月


