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生衛業とは

　生衛業専門の支援機関として生衛法に基づいて知事が指定した公益財団法人
です（昭和59年4月1日指定）。
　生衛業の経営の健全化を通じて、その衛生水準の維持向上を図るとともに生衛業
を利用する消費者の利益を守ることが生衛指導センターの役割です。

　日常の生活に密着した営業で、「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
（略して“生衛法”）」の適用を受ける営業です。
　営業するためには、食品衛生法、理容師法、美容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法及び
クリーニング業法の各法律に基づき許可を受け、または届出をすることが必要です。

生衛指導センター

生衛業者・生衛組合消費者・利用者

● 経営の相談・指導
● 組合事業の活性化

● 行政施策の推進
● 施策の提言

行政機関

● 啓発・普及活動
● ニーズの把握
● 苦情・要望の窓口

生活衛生営業指導センターとは
（略して「生衛指導センター」）

● 理容業
● 公衆浴場（銭湯）

● クリーニング業
● 興行場営業

サービス業

● 食肉販売業 ● 氷雪販売業

販売業

● 料理業
● 喫茶飲食業

● 美容業
● 旅館・ホテル業

● 食鳥肉販売業

● 飲食業
● すし商

● 社交飲食業

飲食業
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生衛業の振興と経営の安定をめざして

　生衛業者の皆さんのさまざまな相談や経営指導をはじめ、研修会等の開催、
業界情報の提供など次の事業を行っています。

　営業者の皆さんが経営に関するいろいろな問題で「お困りのとき」「お悩みのとき」
また「各種情報を得たいとき」は、生衛指導センター内に設置されている営業相談室
へお気軽にご相談ください。

事業内容
利用時間：9時～17時（12時～13時除く）
※来所される場合は、16時までにおいでください。

営業の相談

衛生・経営・経理
・税務・労務・法律
など、経営全般に
わたる相談を行って
います。

資金の借入れ相談

お店の新築・増改築
等の資金について
日本政策金融公庫
にかかる融資の
相談を行っています。

消費者の啓発と相談

お店やサービスに
対する苦情相談を
行っています。

Sマーク店の登録

理容店・美容店・
クリーニング店・一
般飲食店・めん類飲
食店を対象とする標
準営業約款の登録
（通称：Sマーク）を
おすすめしています。

研修会・講習会の開催

クリーニング師の研
修・業務従事者講習
会を行うほか、生衛
業者向け研修会を
開催しています。生
衛組合が行う研修
会や講演会への支
援も行っています。

相談は一切無料です。

相談内容は他に
漏れることはありません。
来所・電話・文書・メール
いずれも結構です。

● 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善
　並びに経営の健全化についての相談・指導
● 相談室の設置・相談会の開催
　① 衛生・経営・経理・税務・労務・法律等の相談
　② 日本政策金融公庫の設備資金・運転資金の融資相談・指導

● 標準営業約款の登録
　 理容業・美容業・クリーニング業・一般飲食業・めん類飲食業

● 生活衛生関係営業に関する講習会等の開催
● 税務研修・クリーニング師研修及び業務従事者講習等

● 後継者育成支援事業
● 分野調整等指導事業

● 情報又は資料の収集・提供
● 当センターホームページ開設
● 「生衛ふくおか」の発行等

● 利用者又は消費者の苦情の相談
● 苦情に関する営業者又は生活衛生同業組合の指導
● その他

!
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相談日：月～金曜日（土日祝日は休館です）

生衛指導センターの
利用のしかた

#"

生衛指導センターの事業
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融資の対象となる資金

生活衛生改善貸付（無担保・無保証人で融資）

〈お店の新築・増改築・設備の更新などを計画されるとき〉

日本政策金融公庫 国民生活事業

日本政策金融公庫 国民生活事業

借入を希望される方

一般貸付 振興事業貸付

生活衛生改善貸付

営業に必要な施設・設備の設置又は整備に要する資金

振興計画に基づく事業を行うために必要な資金

❶ 店舗に要する資金（営業管理用居室を含む）
営業に必要な建物の新築・増改築・改装・買取
りなどに要するすべての資金（店舗を賃借する
場合の入居保証金・敷金及び権利金などを含
む）が対象となります。

❷ 土地の取得に要する資金
店舗などの新築・増改築・改装・買取りなどに
伴って必要な範囲の土地の取得資金（地上権
及び借地権の取得費を含む）が対象となります。

生活衛生同業組合の経営特別相談員あるいは生衛指導センターの経営指導員が行う経営指導
（6ヶ月以上）を受けている小規模事業者に限ります。

「融資期間が長期で、
低利な固定金利」です。

ご活用ください。
ご相談はお気軽に。くわしくは、各々の生活衛生同業組合・生衛指導センター

または日本政策金融公庫へお気軽にご相談ください。

❸ 借入申込

生活衛生営業指導センター 生活衛生同業組合

生活衛生同業組合の長
生活衛生営業指導センター

生活衛生同業組合（経営特別相談員）
生活衛生営業指導センター（経営指導員）

❶ 融資相談・経営指導

❶ 「推せん書交付願」
　 （借入申込書等添付）

❷ 推せん書交付 ❷ 資金証明書交付❶ 「振興事業に係る
資金証明書」
の交付依頼

❷ 借入推せん依頼書（借入申込書等添付）

❸ 推せん書（借入申込書等添付）

❹ 契約・融資

お申込の手続き日本政策金融公庫にかかる融資
について相談を行っています

設備資金（一般資付・振興事業貸付）

運転資金（振興運転資金貸付）

!"

借入を希望される方
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標準営業約款の内容

標準営業約款登録を
すすめています

消費者の選択の便宜を図るため、営業の方法や取引の条件について
①施設、設備及び表示の適正化
②損害賠償の実施
③提供する役務や商品の内容、品質の表示
等の基準を定めたものです。

約款に従って営業しようとする営業者の方は、生衛指導センターの登録を受
けることができます。登録を受けた方は、店頭（内）に厚生労働大臣承認の標
識と施設の要旨を表示した掲示板を掲載することになっています。

Sマークを店頭に揚げ、お客様に安心（Safety）、衛生（Sanitation）、
確かな技術（Standard）のお店であることを広くアピールしましょう。

手続き方法
● 登録は年2回（2月1日と8月1日）　　● 登録期間は新規登録（3年）・再登録（5年）
● 未登録の方は生衛指導センターか理容・美容・クリーニング・飲食業の各組合にお問い合わせの
　うえ登録店になりましょう。

厚生労働大臣認可
標準営業約款 登録店

公益財団法人

有効期限 

全国生活衛生営業指導センター

!

"
理容・美容・クリーニング・一般飲食・
めん類飲食店の安心と信頼の #$マーク#$マーク

標準営業約款（Sマーク）とは
消費者が安心してお店の選択が出来るようにするもの

◎分野調整等指導事業を行っています
　学識経験者などで構成する分野調整事業協議会を設置し、地域の営業者あるいは進出大企業等の
事業活動を的確に把握し、必要に応じて紛争等に関する相談指導事業を行うなど事業活動の調整を
図っています。

◎後継者育成支援事業を行っています
　生衛業においては、以前からお店で働く人材の確保が問題となっています。このため、生衛指導センター
では、お店が心配なく経営を続けられるように、若い人たちが生衛業に関心を持ち、理解を深めるよう、小・
中学校等に講師を派遣する事業を行っています。
　そのことにより、生衛業の後継者を育成することを目指しています。

　近年の繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等によってより高度な知識及び技能がクリー
ニング所に求められていることから業務に従事するクリーニング師及び業務従事者の資質の向上、知識の
習得及び技能の向上を図ることを目的として研修及び講習が昭和63年5月31日の「クリーニング業法」の
一部改正により制度化されました。
　従いまして、クリーニング師の方は研修を業務従事者の方は講習を3年に1回受講しなければならないよう
になりました。生衛指導センターでは毎年県知事の指定を受けて研修及び講習を開催しておりますので受講
してください。

◎クリーニング師研修及び
　業務従事者講習を実施しています

%

さまざまな活動を行っています

&
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①施設、設備及び表示の適正化
②損害賠償の実施
③提供する役務や商品の内容、品質の表示
等の基準を定めたものです。

約款に従って営業しようとする営業者の方は、生衛指導センターの登録を受
けることができます。登録を受けた方は、店頭（内）に厚生労働大臣承認の標
識と施設の要旨を表示した掲示板を掲載することになっています。

Sマークを店頭に揚げ、お客様に安心（Safety）、衛生（Sanitation）、
確かな技術（Standard）のお店であることを広くアピールしましょう。

手続き方法
● 登録は年2回（2月1日と8月1日）　　● 登録期間は新規登録（3年）・再登録（5年）
● 未登録の方は生衛指導センターか理容・美容・クリーニング・飲食業の各組合にお問い合わせの
　うえ登録店になりましょう。

厚生労働大臣認可
標準営業約款 登録店

公益財団法人

有効期限 

全国生活衛生営業指導センター

!

"
理容・美容・クリーニング・一般飲食・
めん類飲食店の安心と信頼の #$マーク#$マーク

標準営業約款（Sマーク）とは
消費者が安心してお店の選択が出来るようにするもの

◎分野調整等指導事業を行っています
　学識経験者などで構成する分野調整事業協議会を設置し、地域の営業者あるいは進出大企業等の
事業活動を的確に把握し、必要に応じて紛争等に関する相談指導事業を行うなど事業活動の調整を
図っています。

◎後継者育成支援事業を行っています
　生衛業においては、以前からお店で働く人材の確保が問題となっています。このため、生衛指導センター
では、お店が心配なく経営を続けられるように、若い人たちが生衛業に関心を持ち、理解を深めるよう、小・
中学校等に講師を派遣する事業を行っています。
　そのことにより、生衛業の後継者を育成することを目指しています。

　近年の繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等によってより高度な知識及び技能がクリー
ニング所に求められていることから業務に従事するクリーニング師及び業務従事者の資質の向上、知識の
習得及び技能の向上を図ることを目的として研修及び講習が昭和63年5月31日の「クリーニング業法」の
一部改正により制度化されました。
　従いまして、クリーニング師の方は研修を業務従事者の方は講習を3年に1回受講しなければならないよう
になりました。生衛指導センターでは毎年県知事の指定を受けて研修及び講習を開催しておりますので受講
してください。
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　生活衛生営業は国民の日常生活においてなくてはならない重要な役割を担っている業界ですが、ほとんど
が零細企業で、一人で営業している人もすくなくなく、企画力・情報収集力・技術力等が不足することが多く
様々な面で弱い立場にあるといわざるをえません。たとえば店舗改装や設備を新しくするために一般金融
機関に融資の申込みをしてもなかなか思いどおりになりません。業界全体の問題を個人で解決しようとしても、
それは叶わず、結果として業界の振興・発展と衛生水準向上にはつながりません。
　このような業界の特性による問題を円滑に解決するためには、営業者が一丸となって集積された大きな
力により諸問題に対処することが肝要です。そのため生活衛生関係営業の衛生施設の改善向上、経営健全
化、振興等を目的に昭和32年9月に「生衛法」が施行されました。法律では営業者の自主的組織の結成を
促すための必要な諸規程が整備されています。具体的には組合の設立、運営、事業内容等に関する事項に
ついて規定しており、これに基づき、現在、全都道府県において知事から設立の認可を受けた560業種に
およぶ生活衛生同業組合（令和2年12月末現在：568組合）が運営され、また必要な助成も行われています。

福岡県には理容・美容・クリーニング・公衆浴場・旅館ホテル・興行・料理業・
飲食業・社交飲食業・喫茶飲食・すし商・食肉・食鳥肉販売業及び氷雪販売業
の１４業種の生活衛生同業組合があります。

お店の繁栄のために、
あなたもぜひ組合に加入され、衛生施設の改善
向上、経営の健全化及び振興等の組合の
事業活動を通じて『安全・安心・安定』な

サービスを仲間と一緒に
お客さんに提供しましょう。

●生活衛生同業組合とは法律（生衛法）に基づき福岡県知事から設立の認可を受け、厚生労働省や福岡県
　の指導監督のもとに運営され、国や県から業界を代表する団体として公式に認められています。
●福岡県には、次の１４業種の組合があります。どなたでも加入できますので下記の各組合又はその支部へ
　気軽にご相談下さい。

【福岡県生活衛生同業組合一覧表】

理容 〒810-0041 福岡市中央区大名2-2-9 751-5948 752-3219

美容      　  〒810-0062 福岡市中央区荒戸2-3-12 715-8211 715-8777

クリーニング　   〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-8-16
東洋マンション駅南706号 436-2688 436-2728

公衆浴場 〒810-0002 福岡市中央区西中洲11-13 761-3612 761-3612

旅館ホテル 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-13-12
セントラルビル202 737-5050 752-0117

興行 〒810-0001 福岡市中央区天神4-7-11
クレアビル内 736-1248 736-1247

料理業 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町4-7
中島ビル504 291-5284 291-5284

飲食業 〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4
（福岡支部651-1355） 641-8111 631-6757

社交飲食業　 〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4
（福岡支部651-1355） 641-8111 631-6757

喫茶飲食業 〒810-0041 福岡市中央区大名2-9-829
藤木方 711-1645 711-1645

すし商　　　 〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 651-1199 651-5005

食肉 〒812-0055 福岡市東区東浜2-85-14 641-5916 651-7670

食鳥肉販売業 〒811-3134 古賀市青柳3272-17
（株）あらい内 941-1174 941-1260

氷雪販売業 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-9-17
桑田ビル202号楢崎産業（株）内 713-5695 739-8201

組 合 名 〒 所在地 電話番号 FAX番号

生活衛生同業組合への加入のおすすめ 組合に加入するには

!"

※組合により若干異なります。詳しくは該当する組合にお問い合わせください。

組合加入メリット
❶ お店の新築・改装に伴う設備資金や運転資金を日本政策金融公庫の
　 ①振興事業貸付②生活衛生改善貸付（無担保・無保証）等の有利な制度の利用
❷ 経営、税務、衛生、法律などの無料相談（税理士・経営指導員・弁護士）
❸ 経営面で参考となる知識を習得するための研修会・講習会の無料参加
❹ 万一の保障・賠償等の発生時事例に備え、安価な掛金で各種共済や保険制度の加入
❺ 組合功労者、優良施設、に対する厚生労働大臣、県知事表彰などの受賞
❻ 日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）の使用料の割引　
❼ その他組合が実施する各種イベント事業に参加・支援
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生衛指導センターの
ご案内

生活衛生同業組合への加入のおすすめ

公益財団法人 福岡県生活衛生営業指導センター
福岡県生活衛生同業組合連絡協議会

生活衛生関係営業  経営の安定と繁栄をめざして！！

メールアドレス fukuoka-center@seiei.or.jp
ホームページアドレス http://www.fukuoka-seiei.or.jp/

TEL（092）651-5115　FAX（092）651-5147

（公財）福岡県生活衛
生営業指導センター


