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　新年　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、つつがなく新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、平素から、岡山県生活衛生営業指導センターの運営につきましては格別のご支援、ご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
　さて、日本経済は平成24年12月に始まった「アベノミクス景気」がバブル経済期を抜き戦後２番目の長さとな
り、緩やかな回復基調が続いていますが、地方や個人家計ではなかなかその実感が湧いてこない状況もあるよう
です。
　こうした状況の下、当指導センターでは、生活衛生関係営業者からの融資等に関する相談事業をはじめ衛生水
準の確保向上、標準営業約款の登録普及、クリーニング師等各種研修会の開催など生活衛生関係営業者のさらな
る振興等を図るための事業を実施しています。
　今後とも、岡山県等関係行政機関、各生活衛生同業組合、㈱日本政策金融公庫等と連携を密にし、生活衛生関
係営業者の経営基盤強化や衛生水準の確保向上をはじめ年々増加している訪日外国人観光客へのおもてなし、受
動喫煙の防止対策、食品ロスの削減、消費税増税時の軽減税率への対応、生活衛生同業組合員の減少等社会状況
の変化に応じた取組への支援を通じ、生活衛生関係営業利用者のニーズに応じた良質なサービスの提供を図ると
ともに生活衛生関係営業全体の振興発展をさらに支援してまいりたいと考えています。
　本年も引き続き皆様のお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

後楽園　岡山県観光連盟提供

謹賀新年
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すべての県民が明るい笑顔で暮らす�
� 「生き活き岡山」を目指して　　　　

岡山県知事 伊原木 隆 太

　新年あけましておめでとうございます。
　年頭に当たり、県民の皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。
　昨年は、新たな県政推進の羅針盤である「新晴れの国おかやま生き活きプラン」をスタートさせ、本県発展の
好循環のエンジンとなる「教育県岡山の復活」と「産業の振興」に加え、おかやま創生実現の加速に向けた取り
組みなどを中心にさまざまな施策を推進してまいりました。
　教育の再生については、昨年の全国学力・学習状況調査において、小学生の平均正答率が初めて全国平均を上
回るなど成果が表れてきており、今後も、目標を高く持ちながら、教師の教える技術の向上と子どもの学習習慣
の定着、子どもたちが落ち着いて学習できる環境の整備などにより、さらなる学力向上を図っていくとともに、
グローバル人材の育成に向けて、留学促進に関する施策などにも積極的に取り組んでまいります。
　産業の振興については、新たな企業立地が相次いで実現するなど、着実に成果を挙げており、引き続き、戦略
的な企業誘致の推進や中小企業等の稼ぐ力の強化に努めてまいります。
　そして、喫緊の課題である人口減少問題の克服をはじめ、本県が持続的に発展するための経済力の確保や地域
活力の維持に向け、市町村、企業、NPOなど多様な主体と連携し、結婚支援システム「おかやま縁むすびネッ
ト」による男女の出会いの場の創出や働き方改革等による出産・子育てしやすい環境の整備、移住・定住の促進
など、「おかやま創生推進連携プロジェクト」に掲げている施策に総力を挙げて取り組んでまいります。
　今年は、３月に岡山空港が開港30周年、４月には瀬戸大橋が開通30周年を迎える節目の年です。これを契機に、
岡山空港については、県民の皆さまをはじめ、国内外から幅広く親しまれる空港となるよう取り組むとともに、
瀬戸大橋についても、その利便性や観光資源としての価値を改めて実感していただき、一層の利用促進を図って
まいります。
　新プランの下、引き続き、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現に向け、本県発展に向
けた好循環の流れをさらに大きく確かなものとし、県民の皆さまに、「岡山はよくなった、岡山に住んでいてよ
かった」と実感していただける県政を力強く推し進めてまいりますので、皆さまにはご理解とご支援を賜ります
ようよろしくお願いいたします。

理容店、美容店、クリーニング店、一般飲食店のお店選びはSマーク登録店で！

Sマーク標準営業約款制度 標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまに
ご利用いただく際の安全・安心の目印です。

安全・安心をお約束する３つの "S"
Safety　安全であること Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基

づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施
設又は、設備についての基準を定めています。

Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供す
る役務の内容、基準を細かに定めています。Standard　安心であること

Sanitation　清潔であること

お問い合わせ （公財）岡山県生活衛生営業指導センター　℡086-222-3598
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新年のごあいさつ
　　　　　　　　日本政策金融公庫 岡山支店

国民生活事業統轄 風 早 秀 夫
　平成30年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申しあげます。
　生活衛生関係営業の皆さま、岡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皆さまには、日頃
から格別のご理解とご協力をいただき、深く感謝申しあげます。
　昨年を顧みますと、朝鮮半島情勢の緊張の高まりやトランプアメリカ大統領の自国第一主義の影響など先行き
の不透明感は拭えないものの、７四半期連続でのGDPプラス成長、株価の上昇、雇用環境の改善等に見られるよ
うに、緩やかな景気回復が続いた１年でした。
　一方、岡山県を訪れた外国人旅行者は増加の一途をたどり、海外、県外から多くのお客さまを「岡山のおもて
なし」の心でお迎えすることができました。10月からは、岡山－台北線が週５便に増便され、東京オリンピック
開催に向け海外選手の事前キャンプが岡山で行われることが決まるなど、今後、さらに多くのお客さまの来岡が
期待できます。
　こうした中、生活衛生関係営業の皆さまは、日常生活に密接に関わるサービスや商品の提供を通じて、衛生水
準の維持向上や街の魅力向上のために重要な役割を果たしておられます。さらに、生活衛生営業指導センターや
各生活衛生同業組合におかれましては、各種講習会、研修会や競技大会など、生活衛生関係営業の発展や地域活
性化に向けて意欲的に取組まれていることに対し敬意を表する次第です。
　日本公庫では、政策金融機関として生活衛生関係営業の皆さまをサポートすべく、生活衛生貸付の制度改正な
ど、種々対策を講じてまいりました。創業、経営改善、事業承継などさまざまな場面での支援が求められる中、
引き続き積極的に取組んでまいる所存です。
　日本公庫は、環境衛生金融公庫時代から変わらず、生活衛生関係営業の皆さまにとって身近な金融機関となる
べく歩んでまいりました。これからも、生活衛生営業指導センター、各生活衛生同業組合など関係機関の皆さま
との連携を深め、生活衛生関係営業の振興・発展のためサービスの一層の向上に取組んでまいりますので、引き
続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。
　最後になりましたが、本年が皆さまにとりまして、ご発展とご繁栄の年となることを心から祈念いたしまして、
年頭のご挨拶とさせていただきます。

各支店（国民生活事業）又は専用相談ダイヤルにお気軽にご相談ください。

岡山支店 ℡ 倉敷支店 ℡ 津山支店 ℡

福山支店 ℡

岡山支店国民生活事業

：●●―●●●●―●●●●
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後継者育成支援事業
　当指導センターでは、料理・理美容体験や生衛業者の講話を通じ、生衛業の魅力を理解してもらうとともに、
多くの若者に生衛業界に就業してもらうことを目的に、県内生活衛生同業組合の協力を得て、毎年度「生衛業出
前体験教室」、「生衛業出前セミナー」を開催しています。平成29年度も次の学校で開催しています。

衛生管理セミナーなど開催
　当指導センターでは、平成29年度衛生水準の確保・向上事業の一環と
してクリーニング業を対象とした「衛生管理セミナー」を11月５日、「ピュ
アリティまきび」（岡山市）で岡山県クリーニング生活衛生同業組合と
合同で開催（受講者31名）しました。
〈内　容〉

　⑴　ウェットクリーニング
　⑵　生活衛生関係融資制度
　⑶　クリーニング所の衛生管理
　また、生活衛生関係営業者の経営、融資相談等を行う経営特別相談員
を対象とした「平成29年度生活衛生営業経営特別相談員研修会」を７月
10日、「ピュアリティまきび」（岡山市）で開催（受講者32名）しました。
〈内　容〉

　⑴　日本政策金融公庫の融資　
　⑵　最低賃金と社会保険
　⑶　経営特別相談員の活動及び事業所の衛生管理
　なお、平成29年度は厚生年金適用等促進事業として、厚生年金等社会
保険や最低賃金等労務管理に関するセミナーや相談会も開催しました。

◎生衛業出前体験教室
開催月日 学校名 開催月日 学校名

6月26日・
　７月13日　 大安寺中等教育学校 10月23日 岡山県共生高等学校

７月13日 高梁城南高等学校 11月23日・
　　24日　 岡山後楽館高等学校

10月10日 高梁高等学校 11月15日 岡山県共生高等学校
10月13日 津山中学校・高等学校 11月29日 新見高等学校（北校地）

◎生衛業出前セミナー
開催月日 学校名

６月７日 備前市立備前中学校

10月17日 岡山市立中山中学校

岡山後楽館高等学校

岡山県共生高等学校

中山中学校

～クリーニング師研修・業務従業者講習会のお知らせ～
　当指導センターではクリーニング師研修・業務従業者講習会を毎年度開催しています。平成29年度は
平成30年２月４日㈰10時から、「ピュアリティまきび」（岡山市）で開催します。受講義務のある方は
必ず受講してください。
　詳しくは、当指導センター（☎086-222-3598）までお問い合わせください。



受賞者名簿
厚生労働大臣表彰 石崎　　忠 岡山県理容生活衛生同業組合

（一社）全国生活衛生同業組合
中央会理事長表彰

合六　秀樹 岡山県理容生活衛生同業組合
福﨑　　勇 岡山県食肉生活衛生同業組合
藤岡　秀男 岡山県鮨商生活衛生同業組合
堀江　一文 岡山県料理業生活衛生同業組合

岡山県知事表彰 入江　正嗣 岡山県理容生活衛生同業組合
忠政　俊二 岡山県クリーニング生活衛生同業組合

岡山県保健福祉部長表彰

藤野　和博 岡山県理容生活衛生同業組合
安原　　猛 岡山県クリーニング生活衛生同業組合
難波　　進 岡山県クリーニング生活衛生同業組合
浅野　晴美 岡山県飲食業生活衛生同業組合

　（敬称略）
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ご利用ください！　岡山県生活衛生営業指導センター　相談室
　当指導センターでは、「相談室」を設け、生活衛生営業経営指導員が生活衛生関係営業者の
経営、税務、融資、衛生等に関するご相談を常時お受けしています。相談料は一切不要です。
ご気軽にご相談ください。
　◇相 談 室　　岡山市北区内山下1-3-7　県土連ビル２階
　◇相談時間　　平日（土日、祝日を除く）9：00～12：00、13：00～17：00
　◇電話番号　　086-222-3598

栄えある受賞おめでとうございます
生活衛生功労者表彰

　岡山県知事表彰 　岡山県保健福祉部長表彰

　（一社）全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰　厚生労働大臣表彰

　永年にわたり、生活衛生関係営業の振興発展にご尽力され、その顕著な功績が認められ、平成29年度生活
衛生功労者表彰は次の方が受賞されました。

福﨑　　勇
（食肉）

入江　正嗣
（理容）

石崎　　忠
（理容）

藤岡　秀男
（鮨商）

堀江　一文
（料理業）

安原　　猛
（クリーニング）

藤野　和博
（理容）

忠政　俊二
（クリーニング）

難波　　進
（クリーニング）

合六　秀樹
（理容）
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岡山県からのお知らせ岡山県からのお知らせ
ふぐの条例とふぐ処理師試験実施のお知らせ

　平成28年４月から、「岡山県ふぐ調理等規制条例」が廃止され、ふぐの取扱いは、「岡山県ふぐ処理等規制条例」によ
り規制されています。

ふぐの取扱いの規制範囲について
　�　岡山県ふぐ処理等規制条例では、ふぐの処理を行う場合等について規制しており、処理済みのふぐ
の調理のみ行う場合は、規制の対象になりません。
　�　　※処理とは…�有毒部位を除去し人の健康を損なわないようにすること。ふぐの処理を行う場合は、

ふぐ処理師の資格や施設の登録が必要になります。

ふぐを取扱う資格者や施設の要件について
旧条例（～H28.3.31） 現行条例（H28.4.1～）

資格者 登録者：調理師免許
　　　　講習会受講

ふぐ処理師：調理師免許
　　　　　　２年以上の処理の実務経験
　　　　　　ふぐ処理師試験に合格（試験15,430円、免許申請5,000円）

施　設 届出施設：施設ごとの届出 登録施設：施設ごとの登録（5,580円）施設基準等に適合していること

旧条例の登録者は、ふぐ処理師の認定を受けることで、引続きふぐの処理を行うことができます。
　２年以上の実務経験がある旧条例の登録者は、平成31年３月31日までに講習会を受講すれば、認定ふぐ処理師になる
ことができ、引続きふぐの処理を行う資格を得ることができます。（認定ふぐ処理師は、試験に合格したふぐ処理師と同
等の資格です。）
　また、旧条例の届出施設で引続きふぐの処理を行う場合は、平成31年3月31日までに新たに施設の登録申請が必要で
す。登録は、施設に専任のふぐ処理師または認定ふぐ処理師を設置することが要件です。

平成29年度ふぐ処理師試験を実施します
　岡山県では、平成30年２月７日㈬にふぐ処理師試験を実施します。試験の受験案内については、最寄りの保健所衛生
課にお問い合わせください。

ノロウイルス食中毒に気をつけましょう
　ノロウイルスは感染力が非常に強く、特に冬期は注意が必要です。次の予防方法を守りましょう！

ウイルスを持ち込まない・付けない　
　◎調理する人の健康管理
　　自分や家族に症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
　◎手洗いは石鹸を使ってこまめに、丁寧に！
　�　症状がなくてもウイルスに感染していることがあるので、日頃から調理の前やトイレの後はも
ちろん、料理の盛りつけの前などもしっかり手洗いしましょう。

ウイルスをやっつける
　◎調理器具等の消毒　調理器具等は、洗剤で十分洗浄した後、熱湯や塩素系の漂白剤などで消毒しましょう。
　◎し っ か り と 加 熱　加熱する食品は、中心部まで十分に加熱（85～90℃で90秒間以上）しましょう。

県内で梅毒患者が急増しています！ 
梅毒とは？ 
　梅毒は、スピロヘータという細菌の一種である梅毒トレポネーマの感染によって生じる性感染症です。主に感染して
いる人との性行為によって感染しますが、まれに血液感染や母子感染が起こることがあります。�
どんな症状がでるの？ 
　感染後、約３～６週間程度の潜伏期間を経て、経時的に様々な臨床症状が出現します。�
　第Ⅰ期、第Ⅱ期は、治療しなくても、症状が出たり消えたりするため、感染に気づきにくいと言われています。
【第Ⅰ期】（感染部位の病変）：感染後約３週間 
　感染がおきた部位（主に陰部、口唇部等）にしこり（初期硬結）や股のつけ根の部分（鼠径部）のリンパ節が腫れる
ことがあります。痛みがないことが多く、治療をしなくても症状は自然に軽快します。�
【第Ⅱ期】（病原体が血液によって全身に移行）：感染後数か月 
　病原体が全身に運ばれ、手のひらや体全体にうっすらと赤い発しん（バラ疹）がでることがあります。発しんは治療
しなくても、数週間以内に消えることが多く、また、再発を繰り返すこともあります。�
【晩期顕症梅毒】：感染後数年 
　皮膚や筋肉などにゴムのような腫瘍（ゴム腫）が発生することがあります。また、心臓や血管など複数の臓器に病変
が生じ（神経梅毒）、場合によっては死に至ることもあります。�
【先天梅毒】　梅毒に感染している母体から胎盤を通じて胎児に感染する多臓器感染症です。 

感染を予防するには？ 
　感染者、特に感染力が強い第Ⅰ期、第Ⅱ期の感染者との性行為を避けることが基本ですが、コンドームの
適切な使用により感染の可能性を低くすることができます。�
　また、まれに血液感染することもありますが、梅毒トレポネーマそのものは比較的弱い細菌であるため、
42℃以上の温度や乾燥ですぐに死滅し、また消毒剤にも弱く石鹸でも死滅します。�

感染の不安等がある場合は、検査を受け、早期発見・治療することが大切です！ 

ⓒ岡山県「ももっち」

ⓒ岡山県「ももっち」
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日本政策金融公庫からのお知らせ

㈱日本政策金融公庫（国民生活事業）各店舗のご相談窓口
店舗名 所　在　地 窓口電話
岡山支店 〒700-0904　岡山市北区柳町1-1-27（太陽生命岡山柳町ビル） 086-225-0010
倉敷支店 〒710-0051　倉敷市幸町1-40（倉敷ナカヨシビルⅡ） 086-425-8401
津山支店 〒708-0022　津山市山下18-1 0868-22-6135
福山支店 〒720-0814　福山市光南町2-2-7 084-922-6550

生活衛生関係営業のみなさまへ　生活衛生融資のご案内
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税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ

☎

☎
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生衛組合だより生衛組合だより

★理容青年部・備前焼　陶心会が「b
ビ ュ ル
ulle 備前」を完成★★理容青年部・備前焼　陶心会が「b
ビ ュ ル
ulle 備前」を完成★

　理容組合青年部は備前焼の若手作家が集まる陶心会の
協力を得て、理容室で使用するお顔剃り（シェービング）
用の泡立てカップを作製しました。
　青年部のメンバーは、備前焼のビールカップにヒントを
得て「bulle 備前」（きめ細かな泡を立てる）を完成させま
した。備前焼の若手作家の皆さんも試行錯誤を繰り返しな
がら湯を入れる下皿とクリーミーな泡を立てる上皿との
二層構造となっており、理容師が使いやすいような作品に
仕上っています。
　お客様のシェービング（お顔剃り）に最適で、特に女性
のお客様のお肌にはピッタリで、すべすべのお肌に仕上が
ると好評です。
　なお、「bulle 備前」の完成発表会が、９月11日、岡山市
北区南方の岡山県理容組合で行われ、テレビ局４社（OHK
テレビ、RSKテレビ、瀬戸内海テレビ、TSCテレビせと
うち）と山陽新聞社が取材に。各局テレビは夕方のニュー
スの中で放送、新聞社は翌日に掲載されました。
　理容組合員の道具として、また、お客様に向けてお顔剃
りをアピールし、理容店に来客していただけるようにPR
していくことを理容組合青年部は誓いました。
� （（注）bulle（ビュル）はフランス語で泡を意味する。

岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合

　岡山県生活衛生営業指導センターと協働し、９月18日㈪敬老の日に、岡山・倉
敷市内８銭湯において「敬老の日　健康入浴」を行いました。昨年よりお客様も
増え、銭湯で手足を伸ばし、ゆったりと健康入浴を味わっていただき、大変喜ん
でいただきました。

日々のご愛顧に感謝して、私たちからの

ささやかなプレゼントです。

百 　 円

敬老の日 健康入浴

入浴料

★ 敬 老 の 日  健 康 入 浴 ★

岡山県理容生活衛生同業組合

岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合 
〒700-0822　岡山市北区表町3-18-52　民生会館１F 
TEL. 086-232-0976

公益財団法人 岡山県生活衛生営業指導センター 
〒700-0824　岡山市北区内山下1-3-7　県土連ビル２階　
TEL/FAX. 086-222-3598　E-mail okayamacenter@seiei.or.jp

宝泉相生湯

有楽温泉

福島温泉

 岡山市南区若葉町5-2
 086-262-0243
 16：00〜22：00
 毎月１・11・26日、第三日曜日

 岡山市北区奥田1-9-21
 086-232-0977
 16：00〜20：00
 日曜日

 岡山市北区丸の内1-14-7
 086-223-0650
 15：00〜23：00
 不定休

大黒湯

田町温泉

 岡山市北区田町2-6-1
 086-223-4977
 15：00〜24：30
 日曜日

 倉敷市下津井田之浦1-6-21
 086-479-8041
 17：30〜19：30
 水・金・日曜日

昭和温泉

東湯

 岡山市北区下伊福上町13-26
 086-253-9366
 15：00〜21：00
 毎月５・10・15・20・25・30日

 倉敷市児島味野上2-8-31
 086-472-5672
 16：30〜20：00
 日曜日

戎湯

鶴湯

 岡山市中区桜橋2-1-9
 086-272-4919
 16：00〜22：00
 日曜日

 岡山市北区奉還町4-15-26
 086-253-3677
 16：00〜20：00
 土曜日

 倉敷市鶴形2-1-5
 086-422-5177
 16：00〜22：00
 土曜日

桜湯施設のご案内

※この面に掲載されている10施設でご利用可能です。

入浴料100円
敬老の日は

　温熱により血流が改善しま
す。肩こりや腰痛など痛みを
和らげ、筋肉の凝
りをときほぐす作
用があります。

お風呂には３つの健康作用があると言われています。

　お湯につかると浮力により
体重が10分の１になると言
われています。足腰への負担
が軽くなるため、心身共にリ
ラックスします。

　お湯につかると、腹囲が 
３cmほど縮むと言われてい
ます。下半身にたまった血液
が心臓に戻り、むくみなどの
解消につながります。

３ 静水圧作用２ 浮力作用

お風呂に入ると３つの効果
温熱作用１

岡山

岡山

倉敷児島児島岡山

岡山岡山岡山

岡山
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　全国大会は、全国47都道府県から選ばれ
た美容技術者が、日ごろの美容技術の研鑽
の成果を競い合う場として1962年より開催
しているもので、各部門の日本一を決める
美容業界最大最高のイベントです。
　今年は、10月17日㈫、徳島県のアスティ
とくしまで『第45回全日本美容技術選手権
大会』が開催されました。岡山県からも18
名の選手がエントリーし、２台の応援バス
ツアーを組むなど熱い盛り上がりを見せま
した。岡山県では、ストリートカット競技
の部で４名、カット&ブロー競技の部で３
名、中振袖着付競技の部で１名、計８名と
多くの選手が入賞し、“美容大国岡山”の
技術の高さをしっかりアピールすることが
できました。来年の新潟で行われる大会で
もさらに上を目指していきたいと考えてお
ります。

　全国の美容師で構成されている全日本美容講師会では、「トップマスターズモード」として新しいヘアスタイ
ルと帯結びを作り出し、毎年発表しています。
　平成29年は10月23日㈪、さん太ホールにて『第102回トップマスターズモード発表講習会』が開催されました。
午前の部、Hair Sectionでは全日本美容講師会　教務委員の五輪拓也先生、午後の部、Obimusubi Sectionでは全
日本美容講師会　最高師範の笠谷まこと先生、師範の矢本文子先生に講師を務めて頂きました。およそ300人ほ
ど入るホールには美容を学ぶ大勢の人々が講師の高度な技術に熱心に見入っておりました。

岡山県美容生活衛生同業組合

★第102回トップマスターズモード発表講習会を開催★

★全日本美容技術選手権大会（全国大会）が徳島県で開催★
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岡山県飲食業・旅館ホテル・喫茶飲食生活衛生同業組合

　連帯の絆を継承して10年、第10回「繁盛への道」３組合「合同セミナー」が、10月25日、「ピュアリティまきび」
（岡山市）において、３部構成で開催されました（参加者約50名）。
　　第１部：講演「介助犬を迎えて」　
　　　　　　講師　岡山県初の介助犬ユーザー　藤原　智貴さん
　藤原さんは、お店に対し来訪時は特別な気遣いなく自然な接客を、また、介助犬にはなでたり触ったりしない
ことを要望されました。

　　第２部：トレーニング「営業者のためのスマイルトレーニング」
　　　　　　コーチ　スマイルトレーナー　宮崎　早苗さん
　接客業の基本である「笑顔」を作るためのマッサージ手法などいくつかの笑顔実践トレーニングに参加者の皆
さんも四苦八苦でした。

　　第３部：「クレーム対応セミナー」
　　　　　　講師　㈲セーフティサポートセンター　須田　伸之さん
　クレームは①店舗責任②店舗、お客双方責任③お客責任に分けて対処し、現実的な対応レクチャーに参加者か
ら多くの質問がありました。
　今後の業務への活用ができるなど日々お忙しい参加者の皆さんも一聞の価値があった半日ではなかったでしょ
うか。

★第10回「繁盛への道」３組合　合同セミナー開催★

岡山県鮨商生活衛生同業組合

　岡山城の魅力アップについて、10月29
日、岡山城（不明門）において、歴史学
者磯田道史氏、就実大学准教授八巻恵子
氏、大森雅夫岡山市長による「岡山城公
開座談会」が開催されました（市民約70
名参加）。岡山県鮨商組合（４店舗）か
らも岡山の郷土料理「ばらずし」を提供
し、参加者の皆さんに楽しんでもらいま
した。

★「岡山城をいかに生かすか」岡山城公開座談会「ばらずし」提供★

介助犬を迎えて クレーム対応セミナー営業者のためのスマイルトレーニング
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岡山県生活衛生同業組合名簿

組合加入のおすすめ

組合名称 所在地 電話番号

岡山県理容生活衛生同業組合 〒700-0807　岡山市北区南方2-3-37 086-225-3071

岡山県興行生活衛生同業組合 〒700-0023　岡山市北区駅前町1-6-1 086-223-3001

岡山県クリーニング生活衛生同業組合 〒700-0861　岡山市北区清輝橋2-1-6 086-224-8530

岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合 〒702-8047　岡山市南区若葉町4-6 086-264-5674

岡山県美容生活衛生同業組合 〒700-0022　岡山市北区岩田町1-16 086-222-3221

岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合 〒700-0812　岡山市北区出石町1-2-4-201 086-233-5583

岡山県食肉生活衛生同業組合 〒703-8285　岡山市中区桜橋1-2-43 086-270-2911

岡山県鮨商生活衛生同業組合 〒700-0913　岡山市北区大供1-4-15 086-223-7779

岡山県飲食業生活衛生同業組合 〒700-0836　岡山市北区中央町9-20 086-222-7525

岡山県料理業生活衛生同業組合 〒700-0807　岡山市北区南方3-8-23 086-231-4797

岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合 〒700-0822　岡山市北区表町1-8-46-302 086-222-8014

岡山県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 〒703-8262　岡山市中区福泊150-10 086-276-6361

岡山県社交料飲生活衛生同業組合 〒700-0822　岡山市北区表町3-6-9 086-223-1782

　生活衛生同業組合（略称：生衛組合）は、生衛法に基づいて設立された法人で、生衛業に関する情報
交換や技能向上、融資相談、各種共済制度、地域貢献事業など様々な活動を積極的に行っています。
【生衛組合加入のメリット】

各種共済、保険料掛金の軽減 総合賠償共済制度／生命傷害共済制度／火災共済制度／自動
車総合共済制度など

研修会、講習会の無料参加 技術講習会／衛生管理セミナー／感染症対策講習会／経営セ
ミナーなど

早い情報の入手 組合のネットワークでいち早く情報入手（規制緩和・食中毒
など）

生活衛生融資で有利な融資 低金利／融資限度額が大／長い返済期間／無担保・無保証人
の融資など

無料相談 経営、法律、融資、税務、衛生の無料相談

特典による経費節減 カラオケ著作権料割引など

　※生衛組合加入について、県内各生衛組合又は当指導センターへお問い合わせください。


