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最低賃金の引上げ・人手不足・原材料費高騰等厳しい経営環境の中、「収益力の向上」のヒントを見つけて
いただくためのセミナーを開催します。ぜひご参加ください。

参加費 無料

PROFILE 1970年愛知県生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、三和銀行（現・三菱
UFJ銀行）入行。システム部、東京本部審査部等を経て、2000年に退行。その後、
マンションデベロッパー、仕出し弁当販売、銀座のクラブ経営などを経て、日本ベン
チャー協議会事務局長に就任。そこで培った社長ネットワークを活かし、2004年株
式会社就職課を設立。現在は人脈を切り口とした新規事業創出および事業アライアン
スのコンサルティング業務を軸に執筆・企業研修・全国での講演など幅広く活動中。
2014年にはTOP CONNECT株式会社を設立し、トップダウン営業支援に特化した
サービスを展開中。
主な著書：『図解「人脈力」の作り方』（講談社+α文庫）、『すごい!人間関係力』
(PHP研究所)、『政治屋失格』（ビジネス社）、『5つの仕事力』『伝説の就活』
（ゴマブックス）など他多数。

●問合せ・申込み先 ／ 京都府生活衛生営業指導センター TEL 075-722-2051 ／ FAX 075-711-6123
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食中毒予防の３原則
①つけない （清潔・洗浄・手洗い）
②増やさない（低温管理・乾燥）
③やっつける（消毒・加熱）
厨房や施設での事故は、対応が遅れると従業員だ
けでなく来店したお客さまをも巻き込み、被害が
拡大するおそれがあります。
安心してお店を利用いただくためにも、日頃より
従業員の衛生教育や自主点検の徹底を行いましょ
う。
食中毒を出さない衛生対策を行うことが肝心です
が、万一に備え、 食品賠償保険等の加入状況
の確認を行っておきましょう。

京都府では、毎年、7月1日から9月30日の期間を『食中
毒予防推進強化期間』と定め、夏場に多発する食中毒予
防の推進・啓発に取り組まれています。
●詳細は京都府ホームページをご覧ください。
厚生労働省HP『職場における労働衛生対策』より抜粋

◆ 京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度とは
食品事業者の自主的な衛生管理を京都市が評価、認証する
ことにより、一層の食品の安全確保を図り、食品に関する
安心を提供することを目的として創設された制度です。

◆ 認証取得のメリット

１ 京都市が認証することで、消費者から見えにくく評価
されることの少ない自主的な衛生管理の取組に対する
努力が客観的に評価され、社会的な信頼が得られます。

２ 大規模な施設の改善を行わなくても、衛生管理マニュ
アルに基づいた取組を進めることにより、衛生管理の
水準を向上させることができます。

３ 食中毒等の食品事故の発生のリスクを低減することが
できます。

認証マーク

●問合せ先
京都市保健福祉局医療衛生推進室健康安全課
食品安全担当 TEL 075-222-3429

●京都市認証ホームページ
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/
0000098695.html
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栄えある受章おめでとうございます
平成三十年 春 旭日双光章

宇治田 脩盂

氏

京都府寿司生活衛生同業組合理事長
生衛業界の発展に尽力された永年の
功績が認められ叙勲が授与されました。

◆ 指導センター第1回理事会
協議会
第1回理事会

公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター 役員名簿

（平成30年6月7日）

センター理事会では ①平成29年度
各会計事業報告及び収支決算報告
に関する件 ②専務理事選定に関す
る件等について、協議会理事会で
は ①平成29年度事業報告及び収支
決算報告に関する件 ②理事選任に
関する件 ③専務理事選定に関する
件について審議が行われ、原案ど
おり承認されました。

○は新任

理 事 長
(代表理事)

副理事長
専務理事
常務理事
理

事

◆ 指導センター定時評議員会
（平成30年6月22日）

定時評議員会では ①平成29年度事
業報告及び決算承認に関する件 ②
平成30年度事業計画及び収支予算
に関する件 ③理事選任に関する件
についての審議が行われ、原案ど
おり承認されました。

◆ 後継者育成支援事業出前授業

監

社交料飲

佐竹 力總 料理
○ 森田
朗 指導センター
宇治田脩盂 寿司
○ 下村 公隆 京都府
西堀 愼介 理容
中井 義昭 公衆浴場業
森村 義明 食肉
河原 昭雄 食鳥肉販売業
武田 淳一 中華料理
粟津 暢彦 美容業

◆ 第1回後継者育成支援協議会
高度なサービス技術を基に、業種
の枠を越えて後継者の確保・育成
や事業経営等に活かしていくため、
30年度事業計画の ①出前授業 ②職
場体験 ③京都の歴史と伝統の継承
について学ぶ講演会について、委
員の皆さまの意見を伺いながら検
討を行いました。

三嶋 吉晴

麺類飲食業

中西
西原
阿部
小野
奥田
浅沼
牧野
武原

興行

三郎
和美
弘
善三
英一
健夫
順二
賢三

京都市
クリーニング
旅館ホテル
美容業
喫茶飲食
飲食業
飲食業

◆ 企画運営委員会
（平成30年7月24日）

（平成30年6月27日）

（平成30年6月14日）

○美容組合/京都市立西京極中学校
業界を代表する職人を講師に、卓
越した技の披露と仕事に対する心
構えを伝え、生衛業の一層の理解
を深めてもらう機会となりました。

事

山岡景一郎

京都SeeLフェアの実施運営につい
て、各生活衛生同業組合が主体と
なるステージイベントや出店・展
示内容についての検討が行われま
した。

＼ 組合トピックス ／
去る6月22日（金）にANAクラウンプラザホテル京都
に於いて竣工パーティが盛大に催されました。
■ 組合所在地
京都市中京区西ノ京職司町63
TEL 075-801-1301
FAX 075-801-1302

浴場組合公式キャラクター

ゆっポくん

開催日 平成30年10月28日（日）
場

所 平安女学院（京都市上京区）
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組合関係者との交流
仕入れ業者・機材商
インターネット
友人（同業者）や親等との情報交換
研修会、講習会から
組合の定期刊行物等
一般の雑誌や専門誌等を参考にしている
テレビや新聞等の報道から
商店街などの地域交流
積極的な情報収集等はしていない

54.0

「組合関係者との交流
(54.0％ )」が半数以上を
占めて最も高い割合と
なっており、次いで「仕
入 れ 業 者 ・ 機 材 商
（ 43.5 ％ ） 」 、 「 イ ン
ターネット（43.0％）」
となっており、組合加入
により人脈づくりのメ
リットを受けられた方が
多いという側面が見受け
られます。
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●全国指導センタ－ホームページ『生活衛生同業組合に関するアンケート調査結果（組合員調査）』（平成27年度）より抜粋
http://www.seiei.or.jp/db-pdf/kumiai_houkoku_H27kumiaiin.pdf

生活衛生営業担当部署のご案内
平成30年6月1日付（敬称略）

京都府健康福祉部生活衛生課
TEL 075-414-4757

● 衛生水準の確保・向上事業推進会議
事務局連絡会議
日 時
場 所

場 所

平成30年9月19日（水）
三役会13：45～ 理事会14：00～
京都ガーデンパレス

● 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
日 時
場 所

平成30年10月5日（金）14：00～
京都ガーデンパレス

提出期限
平成30年8月22日（水）
◇ 第2回景気動向等アンケート
（平成30年7月～9月期）
提出期限
平成30年8月29日（水）

クリーニング業務に従事されているクリーニング師及び業務従事者の方は、
3年に一度京都府知事が指定する研修及び講習を受講することが義務づけ
られています。本年度は、平成28年12月1日から適用となった新JIS取扱い
表示記号を中心に消費者から求められている諸問題を取り上げます。
該当される方は、第1型又は第2型のどちらかを選んで受講してください。

◆クリーニング師研修
区分

下村

公隆

副課長
主 査
主 事
主 事

要
昌利
手塚 啓治
鈴木 麻生
久保 由季奈

研修会開催に 平成30年度中に経営や
衛生等に関 する研 修会
関するお願い

の開催を予 定され てい
る生衛組合 は、お 早め
に当センタ ーまで ご連
絡をお願いいたします。
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編集・発行人

山岡景一郎
公益財団法人

開催日

定員

京都府生活衛生営業指導センター
京都市左京区田中西樋ノ口町90
TEL 075-722-2051
http://www.Kyoto-seel.com/

第

型 会場

平成31年 2 月24日（日）ホテルルビノ京都堀川（京都市）

80人

第

型 通信

平成31年 3 月 6 日（水）（レポート提出締切日）

50人

◆業務従事者講習
区分

長

生活営業担当
◇ 第2回生衛業経営状況調査
（平成30年4月～6月期）

● 三役会及び理事会
日 時

課

平成30年8月23日（木）15：00～
京都ガーデンパレス

Homepage
開催日

定員

第

型 会場

平成30年11月18日（日）ハートピア京都（京都市）

50人

第

型 通信

平成30年11月28日（水）（レポート提出締切日）

30人

Facebook

