
令和３年度事業報告 

 

【公益目的事業】 

１ 生活衛生関係営業に対する相談・指導事業 

 

（１）生活衛生営業相談室運営事業 

相談室については、環境衛生営業相談室整備要綱（厚生省環境衛生局長通知（昭和 52年

4月 18日、環指第 37号））で設置することとされている。 

営業者からの各種営業相談及び消費者からの苦情相談に適切に対処するため、経営指導

員（厚生省環境衛生局長通知（昭和 49年 4月 11日、環衛第 68号））２名及び補助職員１

名で、相談室を開設し、生活衛生関係営業者等の来訪、電話による相談に対し、経営指導

員が次の業務を行った。 

なお、令和３年度は、７月２８日限りで経営指導員１名が退職し、１０月１９日まで経

営指導員１名の体制となった。１０月２０日から新たな経営指導員を採用し、２名体制に

戻し業務を継続した。 

① 衛生施設の改善及び経営、税務、融資、労務等に関する相談・指導 

② 営業設備の近代化、合理化に関する相談・指導 

③ 生活衛生関係営業経営改善資金融資制度に基づく経営相談・指導 

④ 生活衛生関係の経営・衛生等に関する情報の提供 

⑤ 標準営業約款の登録促進 

⑥ 経営特別相談員の業務に関する指導・助言や情報の提供 

⑦ 消費者からの苦情受付と処理 

○ 窓口相談の実施状況 

区分 指導延日数 指導件数 

生衛関係業種 ４６０ １，１０８ 

その他 ０ ０ 

計 ４６０ １，１０８ 

＊件数には、郵便、電話相談等を含む。 

 

（２）地区生活衛生営業相談指導事業 

相談室に来訪しない生衛事業者に対し、行政や組合等の開催する研修会や講習会及び地

区懇談会等に併せて地区生活衛生営業相談室を開設し、経営指導員による上記相談室事業

と同様の業務を行った。 

○ 地区相談室開催状況 

実施地区数 回数 参加人数 指導件数 

１４ ２２ ６７２ ７２ 

 

（３）経営指導事業 

生活衛生関係営業を取り巻く業況不振の中、経営指導員による経営、資金融資、設備改

善等の相談、指導業務が重要になっていることから、経営指導員が生衛業を営む事業所に



出向き、巡回方式で、生衛事業者に対して個別に経営指導と経営相談に当った。 

○ 巡回指導の実施状況 

区分 指導延日数 指導件数 

生衛関係業種 ２３８ ４９６ 

その他 １６ ３６ 

計 ２５４ ５３２ 

    ＊相談室開設分を含む。 

 

（４）生衛業経営改善融資指導事業 

生衛業の新規開業・転業や小規模事業者への融資について、経営特別相談員（厚生省環

境衛生局長通知 昭和 49年 6月 3日、環指第 16号）（知事委嘱、任期３年）が生衛業経営

改善資金（小規模な生衛事業者（従業員５人以下）を対象にした無担保・無保証人融資制

度）の活用指導等に、経営指導員は一般の生活衛生融資（一般貸付）に当たった。生衛業

経営改善資金には、経営指導員の関わりを要する事例もあり、求めに応じ、現地調査や意

見書の提出等、小規模生衛事業者への融資等の相談指導を行った。 

○ 生衛業経営改善資金の指導状況 

特別相談員数 

（人） 

融資申込件数 

（件） 

融資指導件数 

（件） 

融資指導延日数 

（日） 

５５ １８ １８ １８ 

＊否決件数を含む。 

  ［参考］ 

○ 一般の生活衛生融資（一般貸付） 

経営指導員数 

（人） 

融資申込件数 

（件） 

推薦書発行件数 

（件） 

融資指導延日数 

（日） 

２ ２ ２ ２ 

＊否決件数を含む。 ＊一般事業者等からの相談は、別に７件あり。 

 

（５）生衛業特別指導事業 

生衛業界は、大企業・異業種の参入、消費者のニーズの多様化等により経営環境が厳

しくなっており、地域で経営特別相談員が生衛業事業者の経営の身近な相談相手となるだ

けでは十分でない。経営特別相談員の活動を研修等で支援する一方、経営指導に合わせて

標準営業約款の普及、営業許可申請・営業届出の手続きなど総合的な指導に当たるほか、

生衛組合の行う振興事業について周知に協力し、新規開業者には生衛法の支援施策等の情

報提供を行った。 

（業務内容） 

① 衛生施設の改善及び経営、融資、税務等に関する相談指導 

② 消費者の苦情処理 

③ 生活衛生関係営業経営改善資金融資申請の審査・調査及び相談・指導 

④ 生活衛生関係の経営・衛生等に関する情報の提供 

⑤ 営業許可申請又は営業届出等の手続きに関する相談・指導 

⑥ 標準営業約款の普及 



⑦ 生活衛生関係営業の新規開業に際する情報提供 

○ 特別指導状況 

特別相談員 

（人） 

指導延日数 

（日） 

指導件数 

（件） 

５５ ５１６ ５１６ 

 

 

２ 情報化整備事業 

 

生衛業の経営の健全化に役立つ情報及び消費者（利用者）に対する安心安全清潔なサービ

スにつながる情報については、生活衛生業情報ネットワークシステム（（公財）全国生活衛生

営業指導センターと各県生活衛生営業指導センターで構成）に集められ、様々な経営アドバ

イス、指標、統計、苦情処理事例などの形で整理される。各県生衛センターでは、このシス

テムにより、経営支援情報や融資情報、税務情報とともにこれらの情報を活用することで、

日常業務の中で、効率的、有効な経営相談・指導業務にあたる。また、このシステムで一般

の消費者（利用者）も、生衛センターのホームページ上で、清潔で安心・安全な店舗の認証

制度である標準営業約款登録店（Ｓマーク登録店）などの情報に接することができる。 

システムには、基本機能（メール、ライブラリ、電子会議室、スケジュール）のほか、ア

ンケート集計機能、経営相談機能、名簿管理システム（標準営業約款、クリーニング師研修

業務など）が登載されており、常時、最新の状態を保っておく必要があるため、データ更新

を行ない、相談指導等業務の一層の適正化に努めた。 

 

 

３ 後継者育成支援事業 

 

生衛業については、経営者の高齢化が進み事業を後継する者も少なくなっており、その結

果、廃業が増え、過疎地においては、生衛業の利用が難しくなる状況も生じている。このた

め、若年者の生衛業に対する職業観の向上を通じて、生衛業に就こうとする者の裾野を広げ

ることで、生衛業界の活性化を図ることを目的に実施している。 

当指導センター、生活衛生同業組合、教育関係機関等で構成する後継者育成支援協議会を

組織し、業界の特性を踏まえた受入体制のあり方の検討する一方で、高校生等を対象に生衛

業の体験学習（出前型教室、職場体験型）等を行い、職業観の向上を図ることにより若年者

の生衛業への就業促進に努める事業である。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策が原因で、以下の取り組みをした。 

 

（１）後継者育成支援協議会 

  指導センター、生活衛生同業組合、教育関係機関等で「後継者育成支援協議会」を組織し、

業界の特性を踏まえた受入体制のあり方を検討し、今後の事業内容をまとめた冊子の作成及

び関係者への配布を行った。 

 



令和３年度後継者育成支援協議会委員名簿（Ｒ４年２月現在） 

 構成機関・団体 役職 委員 備考 

１ 大分県生活環境部食品・生活衛生課 主 任 首藤 弘樹  

２ 
大分県生活環境部私学振興・青少年

課 
主 査 甲斐 寿子  

３ 大分県教育庁 高校教育課 指導主事 徳光 省吾  

４ 大分県教育庁 義務教育課 指導主事 渕野 俊二  

５ 一般財団法人大分県私学協会 事務局長 森高 美代子  

６ 大分県理容生活衛生同業組合 事務局長 渡邉 英司  

７ 大分県美容業生活衛生同業組合 事務局長 松永 隆吉  

８ 大分県鮨商生活衛生同業組合 事務局長 稲田 喜久生  

９ 
大分県クリーニング生活衛生同業組

合 
理事長 村井 浩  

１０ 大分県旅館ホテル生活衛生同業組合 事務局長 冨来 昌博  

１１ 大分県生活衛生営業指導センター 事務局長 大島 良一  

１２ 〃 経営指導員 荒木 敏博  

 

（２）出前型職業体験 

  高校生等を対象に、寿司業の調理師の専門講師による実演と実習形式の出前型の体験授業

は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から中止した。 

 

（３）職業体験教室 

  クリーニング業の工場や理容と美容所を高校生や中学生が訪問するキャリア教育一環とし

ての職場体験教室は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から中止した。 

 

 

４ 経営指導のための調査事業 

 

（１）経営状況調査 

厳しい経営環境が続く生活衛生関係営業において、月次で経営状況を定期的・定点的に

調査把握し、情報提供していくことにより、個々の営業者が経営判断を行う材料として、

また、生衛業に対する今後の施策の判断として活用し、生衛業の振興及び経営安定化に資



することを目的とした全国生活衛生営業指導センターからの受託事業である。 

調査対象が生衛業１１業種７０店舗で、四半期ごとに、基本調査項目（立地環境、経営

形態、従事者数、地代・家賃、客席数等）のほか、月次の売上額、原材料費、粗利益、平

均客単価、回転率・稼働率、人件費などの経営状況を判断できるデータを、留置き方式及

び面談方式で調査を行った。 

 

（２）景気動向等調査 

   生衛業界の景気動向、設備投資動向等を定期的に把握するとともに、生衛業者の景況感

や地域実情等の定性的な把握に努め、株式会社日本政策金融公庫の運営に資する目的で実

施する事業で、日本公庫から全国生活衛生営業指導センターが受託し、さらに各都道府県

生活衛生営業指導センターが調査を実施する事業である。 

生衛業１３業種７０店舗で、四半期ごとに、客単価、利用客数の変動、設備投資の有無

などのデータを、留置き方式及び面談方式で調査を行った。 

 

 

５ 生活衛生営業振興助成事業 

 

（１）ホームページの保守管理と情報発信機能改善 

ホームページによる情報発信は近年の情報化社会には必要不可欠で、さらには見やすい構

成、最新の情報提供などが求められていることから、一昨年に全面リニューアルを行った当

センターのホームページについて、専門業者による保守管理を行い機能維持を図ったことで

安定した活用ができた。 

また、令和３年１１月に当指導センターホームページへのサーバー攻撃を受けた際には、

ホームページ管理ツールを見直し店舗検索機能を廃止し、セキュリティの向上を図るととも

に、スマホ対応を可能とし、シンプルな管理ツールに改め、利便性の向上を図った。 

 

（２）生衛業組合紹介パンフレットの作成 

平成２３年度以降毎年発出されている厚生労働省健康局生活衛生課長通知の主旨である

「新規に開設等する生活衛生関係営業者への情報提供」に資する目的で、組合の加入メリッ

トパンフレットを作成した。 

各保健所で営業許可証等を交付する際や日本政策金融公庫の窓口で新規開業者等に配布し

て、組合加入対策に活用する。 

 

 

６ 標準営業約款事業 

 

安心・安全・清潔な生衛業の店舗の普及により、消費者又は利用者の利益擁護等を図る

ため、厚生労働大臣が指定する業種（理容業、美容業、クリーニング業、一般飲食業及びめ

ん類飲食業の５業種）につき営業方法又は取引条件に関する事項を定めた標準営業約款（全

国指導センターが生衛法第５７条の１２の規定による厚生労働大臣の認可を得た約款）内容



を遵守する旨を申し出る事業者を募集し登録する事業である。標準営業約款には、(ⅰ)役

務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項、(ⅱ)施設又は店舗の表示の適正化

に関する事項、(ⅲ)損害賠償の実施の確保に関する事項が定められている。 

標準営業約款（S マーク）について、県内の関係事業者に対し、登録の募集、調査審査、

登録を行うとともに、１１月の普及促進月間に各登録店舗で利用者に啓発パンフレットを

配布した。 

 

（１）登録事業の月別実施状況 

区分 事   項 備  考 

５月 

 

・標準営業約款事業の推進に係る事務局会

議 

書面会議 

８月 ・８月再登録及び新規登録受付 新規     ０ 件 

再登録   ３０ 件 

９月 ・普及啓発ポスター、チラシ掲示依頼 

・機関紙への掲載依頼 

 

１１月 ・普及促進月間 

・ホームページで登録呼びかけ 

 

２月 ・２月再登録及び新規登録受付 新規     ０  件 

再登録   ３８ 件 

 

 

令和３年度登録状況 

約款の種類 新規登録 再 登 録 計 廃止数 
登録店数 

(２年度末) 

クリーニング

所 
０  

０  
16(21) 

4( 5) 
16 5 

20  

（25） ０  12(16) 

理 容 業 ０  
０  

31(54) 
14(26) 

31 23 
169  

（192） ０  17(28) 

美 容 業 ０  
０  

21(25) 
12(13) 

21  4 
175  

（179） ０   9(12) 

めん類飲食店 ０  
０  

― 
― 

０ ― 
０  

（０） ０  ― 

一般飲食店 ０  
０  

0(0) 
0(0) 

0 ０ 
２  

（２） ０  0(0) 

計 ０  

０  

68(100) 

30(44) 

68 32 
366  

（398） 
０ 

  
38(56) 

※ 新規登録及び再登録 上段は 8 月登録 下段は 2 月登録 ( )内の数字は再登録予定数 

 

 

 



７ クリーニング師研修等事業 

 

クリーニング師及びクリーニング店に勤務する従業員は、消費者保護の観点から「クリー

ニング業法」の規定により、３年に１度クリーニング師の資質の向上を図るための研修、業

務に関する知識の修得及び技術の向上を図るための講習を受けることが義務付けられてい

る。 

 

（１）第１型クリーニング師研修 

ア 通信制レポートによるクリーニング師研修日 

     令和３年１１月７日(日) 

  イ 研修科目及び研修時間 

衛生法規及び公衆衛生（１時間）  洗濯物の受取・保管及び引渡し（１時間） 

繊維及び繊維製品（１時間）    洗濯物の処理（１時間） 

ウ 受講者数  １５名 

  

（２）第２型クリーニング師研修 

ア 通信制レポート課題による講習 

令和３年１２月１日 

イ 研修科目及びレポート課題 

衛生法規及び公衆衛生   洗濯物の受取・保管及び引渡し 

洗濯物の処理       繊維及び繊維製品 

ウ 受講者数 ３名 

 

（３）第２型クリーニング業務従事者講習 

ア 通信制レポート課題による講習 

令和３年１２月１日 

イ 講習科目及びレポート課題 

衛生法規及び公衆衛生   洗濯物の受取・保管及び引渡し 

洗濯物の処理       繊維及び繊維製品 

ウ 受講者数 １４名 

 

 

 

［管理費］ 

 

法人運営のため、今年度は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、次のとおり書面会議も

採用しながら理事会・評議員会等を行った。 

 加えて、公益財団法人のあり方等について研修を行うなどして、当センターの運営の適正化

に努めた。 

  



１ 理事会 

 

１）第１回理事会 

（開催日） 令和３年５月１９日（水）１３：３０～  ＊書面会議に変更 

（場 所） 大分センチュリーホテル３階「桐の間」 

 （議 題） 

第１号議案 令和２年度事業報告及び同収支決算について・監査報告 

第２号議案 定時評議員会の開催に関する書面通知について 

＊書面会議に変更 

  令和３年５月２８日までに、全理事から理事会の議案に同意する旨の意思表示が得

られ、同日理事会の決議があったものとみなした。 

 

２）臨時理事会 

（開催日） 令和３年７月２８日（水）１４：００～ 

（場 所） 大分センチュリーホテル３階「藤の間」 

  （議 題） 

第１号議案 代表理事の選任について 

   ＊緊急動議により議案変更 

第１号議案 井上専務理事の専務職解職について 

第２号議案 駐車場の利用に係る規定の制定について 

第３号議案 新理事長の選定について 

 

３）臨時理事会 

（開催日） 令和３年１１月４日（木）１５：００～ 

（場 所） アートホテル大分 

  （議 題） 

第１号議案 大分県からの「公益財団法人大分県生活衛生営業指導センターに係る運

営の適正化について」通知に対する改善策、再発防止策の策定 

    第２号議案 組織規定の改定について 

第３号議案 指導センター事務局体制について 

 

 

４）第２回理事会 

（開催日） 令和４年３月２３日（水）１３：３０～ 

（場 所） 大分センチュリーホテル３階「梅の間」 

（議 題） 

第１号議案 令和３年度収支予算の補正について 

第２号議案 令和４年度生活衛生関係営業振興指導等事業に係る事業計画及び同収支

予算について 

  



２ 評議員会 

 

１）定期評議員会  ＊書面会議に変更 

 （開催日） 令和３年６月９日（水）１３：３０～  

（場 所） 大分センチュリーホテル３階「藤の間」 

  （議 題） 

第１号議案 令和２年度事業報告及び同収支決算について 

第２号議案 監査報告 

第３号議案 評議員の選任について 

＊書面会議に変更 

  令和３年６月９日までに、全評議員から評議員会の提案を承認する旨の意思表示が

得られ、同日評議員会の決議があったものとみなした。 

 

２）臨時評議員会  ＊書面会議 

 （開催日） 令和３年７月２１日（水）まで 

  （議 題） 

第１号議案 理事の選任について 

 

 

３ 監事監査 

（開催日） 令和３年５月１０日 

（場 所） 大分県生活衛生営業指導センター  

（出席者） 監事 黒田照義  監事 三隅勝祥、事務局２名 

（監査事項） 令和２年度の事業報告及び収支決算報告の件 

 

 

４ その他会議・研修会等 

 

１）事務局代表者会議  ＊書面会議で開催 

（開催日） 令和３年５月１１日まで 

（決 議） 全組合の事務局代表者から同意 

（議 題） ・令和２年度連絡協議会事業報告 

  ・令和３年度連絡協議会事業計画 

・組合員数調べ及び令和３年度会費について 

・令和３年度指導センター事業計画 

・指導センターの評議員の改選案について 

 

２）緊急理事会 ＊定款に規定する「理事会」に該当せず、経費は需用費で処理。 

（開催日） 令和３年７月５日（月）１４：００～ 

（場 所） 大分センチュリーホテル３階「桐の間」 



 （議 題） 

第１号議案 指導センター理事長の勇退の件について 

第２号議案 指導センター専務理事の件について 

第３号議案 新理事長の件について 

＊ 定款第３２条第１項に定める招集権者以外の者が招集した会議であり、定款に定める

「理事会」には該当せず。 

 

 ３）令和３年１０月２０日 

大分県から、当センター理事長に対して、「公益財団法人大分県生活衛生営業指導セン

ターに係る運営の適正化について」に基づき、当センターの運営の適正化を図るよう指

導を受けた。 

 

 

４）講演会 

（開催日） 令和３年１１月４日（木）１６：００～ 

（場 所） アートホテル大分 

（出席者） 理事長、理事、監事併せて１３名、事務局３名 

  （演 題） 公益財団法人のあり方 

  （講 師） 大隈滋（大分県生活環境部食品・生活衛生課長） 

 

５）令和３年１１月１７日 

１０月２０日付けで大分県から指導を受けた「公益財団法人大分県生活衛生営業指導

センターに係る運営の適正化について」に関する、改善及び再発防止策について、井上

理事長が磯田大分県生活環境部長に報告した。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

 

１ 生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業 

 

  新型コロナウイルス感染症の影響による未曾有の経済危機は、生活衛生関係営業者（以

下「生衛業者」という。）の経営に大きな影響を与えている。 

  このため、大分県生活衛生営業指導センターは生活衛生同業組合（以下「生衛組合」と

いう。）と連携し、事業継続や経営再建に取り組む生衞業者に対し、適切な公的支援等の活

用のための支援体制を構築し、早期に再生軌道に導くことを目的として、本事業を行った。 

 

① 専門家チームの配置 

県指導センターが、中小企業診断士協会や弁護士、行政書士等と連携して令和２年度

から組織している「サポート体制」を維持し、個別相談・支援を行うことで、生衞業者

の経営支援を行った。 



１）サポート体制  ９人と１団体で組織 

２）相談・指導等の対象メニュー 

  ・一時支援金の申請等に関するもの 

  ・生活衛生貸付等融資の利用に関するもの 

  ・持続化補助金等の各種補助金の活用・申請に関するもの 

  ・県市町村の支援施策の利用に関するもの 

  ・その他の経営相談に関するもの 

 

② 相談・指導対応実績：３７８件 

 

③ 研修会・勉強会等の実施回数： ５回 

参加者：９８人 

 

  ④ 事業費：８，８２９，３９１円（全額、国費） 

 

 

２ 生衛業経営支援・ガイドライン実施促進事業の実施について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に甚大な影響を受けた地域生衛業者の

経営再建の支援と新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とする業種別ガイドラ

インの実践の徹底を促進することを目的に、実施要領にもとづいた事業を実施。 

   実施団体から任命された専門指導員が、全国指導センターから提供される「経営再建支

援・業種別ガイドラインチェックシート」（以下「チェックシート」という。）を活用し、

地域生衛業者を対象に経営再建のための経営指導及び業種別ガイドラインの実践状況の把

握・指導を行った。 

 


