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　令和元年 7 月 1 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 11 名、
永年勤続従業員７名が表彰されました。
　受賞者は下記のとおりです。

令和元年度生衛業功労者表彰式開催

◎富山県生活衛生同業組合連合会会長表彰
　○役員功労者（11 名）
（理　　　容）島田   昌義　　中村　　進

竹内　　弘　　村中　清勝
藤井　泰久　　中村　弘之

（美　容　業）林　　元枝
（鮨　　　商）喜田　吉宏　　横嶋　幹雄

澤田　浩美
（ホテル・旅館）   坂井　　泉

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）

◎秋の叙勲　旭日双光章
　竹　部　光　男　（クリーニング組合　前理事長）

◎厚生労働大臣表彰
　坂　井　彦　就　（ホテル・旅館組合　理事長）
　西　川　外茂治　（麺類飲食業組合　常務理事）
◎厚生労働大臣表彰
　「卓越した技能者の表彰（現代の名工）」
　中　居　由　佳　（美容業組合）
◎富山県功労表彰
　野　本　義　久　（美容業組合　理事長）
◎全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰
　四十万　　　昇　（飲食業組合　常務理事）
　長　森　幹　夫　（鮨商組合　常務理事）
　安　田　知　道　（美容業組合　常務理事）

◎富山県知事表彰（厚生部門功労）
　十　松　　　令　（理容組合）
　南　　　昌　美　（美容業組合）
　余　川　幹久之　（鮨商組合）

　○永年勤続従業員（7 名）
（美　容　業）中保　治子　（せつこ美容室 )

今井まりこ　（ヘアー & フェイスサロンマサミ）
遠藤　聖子　（ヘアーサロン苑道）
背戸　智美　（美容室 Nagao）
赤松由貴子　（池田美容室）
中川友紀子　（Total Beauty Salon ERIRIN）

（ホテル・旅館）城石　幸子　（呉羽ハイツ））　

令和2年２月 （1）

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。
　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、固定低利で、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

（2） 令和2年２月
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生活衛生同業組合の活性化のために
　令和元年 11月 30 日付の北日本新聞
に稲垣県生活衛生同業組合連合会会長と
ＪＴ富山支店の坂井支店長との対談記事
が掲載されました。
　対談は、今年４月から施行される改正
健康増進法に伴うものですが、県生活衛
生同業組合の活動のＰＲになりました。

　令和元年 7月 27日（土）に後継者育成支援事業の一環として富山県立伏木高校に於いて、美容業につい
ての出前講座を実施しました。講師は、富山県理容美容専門学校の小林正典先生、伊藤彰浩先生にお願いし、
「仕事について」の講話や実技指導を行っていただきました。参加した生徒には仕事の内容の理解や魅力を
発見してもらうことが出来、大変好評でした。
　今後、より一層の講座内容の充実を図るとともに来年度も生衛業界の後継者育成に取り組んでいきます。

後継者育成支援事業として出前講座を実施しました!!

経営特別相談員並びに役職員研修会を開催しました!!

●日　時：令和元年 7 月 25 日（木）14：00 ～　　場　 所：中小企業研修センター
　テーマ 1　「最低賃金制度・賃金引き上げに向けた支援策について」
　　　　　　（講　 師）　働き方改革推進支援センター富山 特定社会保険労務士　中土　政英 氏
　テーマ 2　「生活衛生改善貸付の有効活用と貸付限度額拡充の留意事項について」
　　　　　　（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　「生活衛生業の収益力向上と事例について」
　　　　　　（講　 師）　中小企業診断士　灰谷　直樹 氏
　テーマ 4　「経営特別相談員制度と生産性向上ガイドラインマニュアルの活用概要について」
　　　　　　（講　 師）　全国生活衛生営業指導センター 事業振興部長　岩瀬　一郎 氏

●日　時：令和元年 10 月 24 日（木）13：30 ～　　場　 所：高岡文化ホール
　テーマ 1　 「最低賃金制度・賃金引き上げに向けた支援策について」
　　　　　　（講　 師）　働き方改革推進支援センター富山 特定社会保険労務士　中土　政英 氏
　テーマ 2　「生活衛生業の収益力向上と事例について」
　　　　　　（講　 師）　中小企業診断士　灰谷　直樹 氏
　テーマ 3　「生活衛生改善貸付の有効活用と貸付限度額拡充の留意事項について」
　　　　　　（講　 師）　日本政策金融公庫高岡支店 融資課長　武田　正久 氏

●日　時：令和元年 11 月 14 日（木）14：00 ～　　場　 所：自治労富山会館
　テーマ　 「事業承継に係るネットワークの現状と対策ポイント、支援策について」
　　　　　（講　 師）　県事業承継ネットワーク事業推進委員、中小企業診断士　灰谷　直樹 氏

令和2年２月 （3）
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地 区 相 談 室 開 催 の ご 案 内

（4） 令和2年２月
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組 合 活 性 化 塾 開 催 の ご 案 内

理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店の皆様
消費者のお店選びの目安となる「Sマーク」制度に登録しましょう。

　令和 2年 3月 9日（月）13：00～ 15：20富山県中小企業研修センターに於いて、下記のとおり組合
活性化塾を開催します。
　県生活衛生同業組合の活性化のため、外部講師に講演をお願いする予定にしていますので、組合員の皆様
のご参加をお願いします。

　Ｓマーク登録店は、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業している店です。
　このＳマークを店頭に表示しているお店なら安全（Safety）・安心 (Standard)・清潔 (Sanitation) を約
束する３つの「Ｓ」が保証され、消費者の信頼できるお店選びの大きな目安となります。また。万一の場合、
事故賠償基準に基づいた保証も受けられます。さらに、日本政策金融公庫の貸付制度の特別利率が適用され、
通常の利率よりも低利で利用できます。

詳しい内容は、指導センターホームページの標準営業約款をご覧ください。
（ホームページアドレス：http://www.seiei.or.jp/toyama/）

標準営業約款 （Sマーク）

厚生労働大臣認可

令和元年度生衛組合活性化塾日程表（予定）
時     間 カ リ キ ュ ラ ム 講　師 （敬称略）

13:00 ～ 13:05  開 会 挨 拶 富山県指導センター

13:05 ～ 13:50
（45 分）

【基調報告】
「生衛組合の活性化、組織強化を考える～推進月間の成果と
課題～」

全国指導センター 
事業振興部長　
　　　　　岩瀬 一郎

13:50 ～ 14:20
（30 分）

【事例紹介】
「生衛組合の活性化、組織強化に関する成功事例、注目事例
の背景事情等～新規組合加入者の獲得や組合活動の活性化
の条件を探る～ 」（仮称）

外部講師

14:20 ～ 14:30 （休 憩）

14:30 ～ 15:15
（45 分） 【参加者意見交換・質疑】

（意見交換）
富山県指導センター
　又は
全国指導センター

15:15 ～ 15:20 アンケート記入、閉　会

令和2年２月 （5）
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税務署からのお知らせ


