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第35回 京都SeeLフェア in 平安女学院

＜生衛組合によるイベント＞

●楽しい京料理教室（参加人数限定・有料）

平安女学院 調理室にて、京の料亭の味を

特別実習＆試食（料理組合）

●ステージイベント

アイロンがけ実演講座（クリーニング組合）

理容師によるフェイシャル美容法（理容組合）

そば打ち実演ショー（麺類組合）

●SeeLプロの個性派屋台

ヘッドスパ（理容組合）

アイロンがけ（クリーニング組合）

お風呂屋さんのポスター展示（公衆浴場組合）

新作映画ポスター展示（興行協会）

観光案内＆とま郎（旅館ホテル組合）

ネイルサロン（美容組合）

フランクフルト・ピザ・カレー（食肉組合）

そば・うどん（麺類組合）

特製からあげ（食鳥肉組合）

お手頃価格のお寿司（寿司組合）

本格コーヒー・アイスサンデー（喫茶組合）

担々麺・お茶（中華組合）

だし巻き・やきそば（飲食組合)

すっぽんスープ（社交組合）

●SeeL恒例大抽選会

「こんな抽選会みたことない！」

毎年評判のSeeL恒例お楽しみ抽選会は豪華

景品約50点以上！！

『京都SeeL (シール) フェア』は、生活に欠かせないサービスを提供する生活衛生
業(せいえい業)が一堂に集まって年に一度開催する、消費者との交流イベントです。

■ 開催日 10月25日（日） 10：30～15：30 入場無料 ■

おいしく！ たのしく！ 美しく!!

●大好評！平安女学院大学によるミスコンテストも開催

本イベントは、平安女学院大学＜平女祭＞と合同で主催し
ています。大学生による屋台や趣向を凝らしたイベントと
共に盛りだくさんの内容でご来場をお待ちしています。
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「生活衛生同業組合活動推進月間（11月1日～11月30日）」について

生活衛生同業組合は、『生活衛生関係営業の運営の適正化及び

振興に関する法律（生衛法）』に基づき、生活衛生関係営業の

業種ごとに設立された同業者の組織です。

組合では衛生水準の維持・向上を図り、利用者に安全・安心な

サービスを提供するための活動がなされていますが、生衛法の

制定後50余年が経過する中で、組合の設立趣旨に対する意識の

希薄化や組織基盤の脆弱化が生じていることから、平成26年度

より毎年11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関

係機関等と連携し、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みを重点的に展開することとなりました。

●衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催

（平成27年9月11日）

各生衛組合事務局・京都府・京都市・日本政策金融公庫

が出席した今年度第1回目の会議では、事業の活動内容

として ①衛生水準の確保・向上事業「行動計画」の作成

②広報活動・組合未加入店の加入勧奨について ③生衛組

合等に関するアンケート調査の実施についての説明を行

京都府各生活衛生同業組合連絡先

組合名 電話番号

理容組合 075-841-2558

クリーニング組合 075-313-0380

公衆浴場業組合 075-801-1301

興行協会 075-533-3010

旅館ホテル組合 075-221-6231

食肉組合 075-691-3393

美容業組合 075-811-0211

麺類飲食業組合 075-221-3964

食鳥肉販売業組合 075-326-3651

寿司組合 075-321-5448

喫茶飲食組合 075-256-1647

中華料理組合 075-222-2580

料理組合 075-221-5833

飲食業組合 075-252-3145

社交料飲組合 075-722-2051

●京都府内において上記のリーフレット

を配布しています。当指導センターにて

組合加入についてのご案内や経営相談等

を受付けておりますのでお気軽にご相談

ください。

◆重点活動項目

①衛生基準の遵守に向けた自主点検活動等の衛生活動の推進
②生活衛生同業組合に関する周知広報の推進
③生活衛生同業組合を中心としたネットワークの拡充
④後継者・若手人材の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

当指導センターは、行政機関等の協力を得て「衛生水準の確保・

向上事業推進会議」を開催し、また広報事業に関する情報入手や

周知活動、知事等に対する組合活動の支援要請の実施、生衛組合

等に関するアンケート調査を行います。活動推進へのご協力をよ

ろしくお願いいたします。

い、知事等に対する組合

活動の支援要請等の連携

や協力体制についての確

認を行いました。



Ｓマークは、確かな技術と共に
「安全・安心・清潔」をお知らせする目印です。

●Ｓマーク専用ホームページ https://s-mark.jp/
（公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターHP内）
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「標準営業約款普及登録促進月間（11月1日～11月30日）」について

◆標準営業約款（通称Ｓマーク）とは

標準営業約款制度は、生衛法に基づき、消費者利益
擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図るこ
とを目的に創設された制度です。

現在、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲
食店営業・一般飲食店営業の５業種が厚生労働大臣
の認可を受けて設定されており、全国で約5万店の店
舗が登録しています。

標準営業約款制度の普及及び営業者の登録促進

を図るため、毎年11月を「標準営業約款普及登

録促進月間」と定め、理容業・美容業・クリー

ニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業

の営業者及び一般消費者に対し、全国的な広報

活動を展開しています。

当指導センターでは、本年度も関係機関等と連

携し、登録店用PRリーフレットの配付、機関紙

等への広報掲載協力依頼等の広報活動を実施い

たします。ご協力をよろしくお願いいたします。

◎事業者は、行政手続などのため、従業員
など（※）のマイナンバーを取り扱います。

※従業員にはパートやアルバイトも含まれます。

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の
作成などにおいて、従業員などからマイナ
ンバーの提出を受け、書類などに記載しま
す。

個人情報を守るため、マイナンバーは、法
律で定められた範囲以外での利用が禁止さ
れており、その管理に当たっては、安全管
理が義務付けられます。

詳しくは

●問い合わせ先

コールセンター 0570-20-0178

【全国共通ナビダイヤル】

平日 9：30～22：00

土日祝 9：30～17：30（年末年始を除く。)

『マイナンバー制度』
がはじまります。
マイナンバー制度は、事業者も開始に向けた計画的な
準備が必要です。左記の「マイナンバー導入チェック
リスト」を参考に準備を進めてください。

●政府広報リーフレットより抜粋
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指導センター事業開催報告

指導センター事業のお知らせ

●生活衛生営業経営研修会・生活衛生功労者表彰式

日 時 平成27年11月19日（木）14：00～
場 所 京都ガーデンパレス

＜研修会＞

演 題 『最近の三大話 －身近な話題から世界まで－』

講 師 平安女学院大学 国際観光学部 准教授 山本芳華 氏

◇第3回生衛業経営状況調査（平成27年7～9月期）

提出日 平成27年10月30日（金）

◇生活衛生同業組合等に関するアンケート調査

提出日 平成27年11月30日（月）

＜経営特別相談員研修会＞

①『事業成功の秘訣』 京都大学 特任教授 山岡景一郎氏

何事も先に相手に喜びを与えるための心がけや姿勢、仕事に結びつけていく好奇
心の持ち方などウィットに富む経験談を交えながら、生衛業の財産である「人」
の魅力の作り方・好かれ方の秘訣についてお話をいただきました。

②『経営特別相談員制度とその業務』

経営特別相談員制度の成り立ちや活動内容、指導センターとの融資事務の連携に
ついて説明を行い、特相員の活動への理解を深めました。

＜生活衛生改善融資推薦団体連絡協議会＞

日本政策金融公庫より ①京都府内取引先の景況等 ②生活衛生融資の現状 ③衛経
貸付限度額拡充に関する留意事項 ④小企業のインバウンド対応についての説明が
行われました。また、美容組合 奥田英一 理事長と食肉組合 森村義明 理事長より、
業界の状況について報告等が行われ、引き続き多角的な支援が必要であることの
理解と連携についての認識を深めました。

●経営特別相談員研修会・生活衛生改善融資推薦団体連絡協議会 （平成27年9月3日）

●後継者育成支援事業出前授業（平成27年9月15日）

市立洛風中学校（中学1・2年生 23名）

美容組合のご協力により、授業では、業界を代表する職人を講師に、卓越した技
や仕事に対する心構えが伝えられ、生衛業の一層の理解を深めてもらう良い機会
となりました。

●指導センター臨時理事会・協議会第2回理事会（平成27年9月28日）

センター臨時理事会では ①当指導センター設立35周年記念事業に関する件 ②第
35回京都SeeLフェア開催要領に関する件について、協議会理事会では ①京都府
知事表彰者及び京都府生活衛生同業組合協議会会長表彰者の選考に関する件につ
いての内容を諮ったところ、原案どおり承認されました。

【予告】指導センター設立35周年記念事業 平成28年2月開催予定
※詳細が決定しましたらご案内をいたします。

※生衛業を支援す
る施策への検討等
に活用される大切
な調査です。
ご協力をよろしく
お願いいたします。


