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三重県旅館ホテル生活衛生同業組合組織図三重県旅館ホテル生活衛生同業組合組織図

関連団体・組織図

経営指導・生活衛生貸付窓口

東海ブロック会

・愛知県ホテル旅館生活衛生同業組合

・静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合

・岐阜県旅館ホテル生活衛生同業組合

・三重県旅館ホテル生活衛生同業組合

( 公財 ) 全国生活衛生指導センター( 一社 ) 全国生活衛生同業組合中央会

全 16業種 (16 団体 )

10 ブロック /47 都道府県組合支部 (47 団体 )

三重県旅館ホテル生活衛生同業組合

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

日本政策金融公庫

三重県観光連盟 三重県中小企業団体中央会

三重県食品衛生協会

○三重県警暴力団追放県民議会

三重県庁

三重県警察本部

・全旅連青年部

・全旅連女性経営者の会 (JKK)

・シルバースター部会

・全国ホテル旅館事業協同組合

・全国旅館政治連盟 ( 全旅連・国観連・日観連 )

・観光振興議員連盟

三重県関連団体・組織

( 公財 ) 三重県生活衛生指導センター三重県生活衛生同業組合連合会
三重県内全 13 業種 (13 団体 )

地区組合（組合員）現 211 軒

理事長

常任理事会

総　会

理事会

常任理事

理　　事

代表理事 (1 名 )

常任理事 ( ～ 13 名 )

理事 ( 地区組合代表者 20名～ )

＜部会・委員会＞

・青年部

・シルバースター部会

・業者会・組合物資

・広報組織委員会

・総務財務委員会

・物資・事業委員会

・災害対策委員会

監　査

副理事長
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入会のご案内入会のご案内

組合加入による特典とメリット組合加入による特典とメリット

●入会手続き
ホテル･旅館等個別施設単位での加入となります。
また、加入申込は各支部（→P10）を通じて行うことになりますが、まずは事務局までお問い合わせください。

●入会金･出資金及び会費等について
加入に際しては、県及び支部の入会金・出資金と、その後の会費等が必要になります。
詳細については、事務局にお問い合わせください。

〒514-0035　津市西丸之内1-1　家城ビル3階
TEL.059-227-3621　FAX.059-226-9952
営業時間／9：00～17：00（土日祝･年末年始を除く）

お問い合わせ

三重県旅館ホテル生活衛生同業組合（事務局）

次ページより組合加入の特典･メリットを詳しくご紹介！ ➡

日本政策金融公庫
の貸付条件の優遇

P3

ＮＨＫ放送受信料
の軽減

P4

カラオケ使用料の
割引（20％）

P5

低い手数料の
全旅連カード決済
サービスへの加入

P5

高速道路通行料金
の割引
（※事業協同組合要加入）

P6

火災・賠償責任保
険等の保険料優遇

P6

各支部・青年部・女性部等
協働事業等への
参加

P7

各種パンフレット･
マニュアル等の
無料提供

P8

無料経営相談等の
利用

P9

国・県等機関との
連携、情報の入手

P9

シルバースター制
度への登録

P9

組合沿革と具体的
利点

P9
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日本政策金融公庫の融資制度日本政策金融公庫の融資制度
●主な融資制度(ホテル・旅館関係部分）

●その他の融資制度(ホテル・旅館関係部分）

運転資金

利率

組合の事業計
画等の確認後

7年以内

1年以内

三重県医療保健部長

区分

融資対象

資金使途

融資限度額 設備資金･運転資金合計2,000万円

特利C 基準金利 基準金利特利F

融資期間

利
率
等

担保･保証条件

据置期間

その他

一般貸付

組合員以外の資本金5千万円
以下又は従業員数200名以下
の事業者

設備資金

4億円

設備資金

7億2,000万円

運転資金

5,700万円

振興事業貸付

組合員向け融資 非組合員向け融資
生活衛生関係営業経営改善

資金特別貸付

振興計画の認定を受けている三重県旅連
の組合員のうち、資本金5千万円以下
又は従業員数200名以下の事業者

三重県旅連等の実施する経営指導を
受けている県旅連組合員のうち、
従業員数20名以下の小規模事業者

設備資金

無担保又は有担保 無担保・無保証のみ 無担保又は有担保

1年以内

-0.15%又は-0.30％
(生産性向上に取り組む事業者）

13年以内

－

2年以内 2年以内

－

20年以内 7年以内 10年以内

2年以内
組合理事長の振興事業に係る資金

証明書が必要 組合理事長の推薦書が必要

利率

組合の事業計
画等の確認後

その他

生活衛生セーフティネット貸付

経済的環境等の変化で資金繰りに
影響を受け売上高が減少している
が、中長期的には経営の安定が見
込まれる事業者

衛生環境激変特別貸付

衛生環境の激変により売上高が10%
以上減少しているが、中長期的に
業況回復が見込まれる事業者

区分

融資対象

資金使途

融資限度額

融資期間

据置期間

担保･保証条件

利
率
等

運転資金

1,000万円（別枠）

特利Cか基準金利

関係省庁から適用の指示が
あった場合

ー

無担保又は有担保

7年以内

2年以内

運転資金

5,700万円

－

基準金利

８年以内

３年以内

無担保又は有担保

組合理事長の振興事業に
係る資金証明書が必要

（注）※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
　　　※日本政策金融公庫の審査の結果、希望の条件で融資を受けられない場合があります。
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共済制度等共済制度等

ＮHK放送受信料「組合まとめ」支払制度ＮHK放送受信料「組合まとめ」支払制度

●三重県中小企業共済協同組合（みえ共済）の共済制度

※上記3点の割引制度は併用可能です

三重県中小企業共済協同組合の共済制度は、中小企業者向けに営利を目的とせず、お互いに力を
合わせて共に扶けあう「相互扶助」、「相互信頼」の理念のもとに行われている共済事業です。

●NHK放送受信料の割引について

【事業所割引 早見表】

●「事業所割引」とは

「事業所割引」「多数一括割引」に加え、組合まとめ支払によりさらにお得に！

事業所等住居以外の場所に設置する受信機について、同一敷地内に設置した受信機すべてに必要な放送受
信契約を締結し、一括して放送受信料をお支払いいただく場合、2契約目以降の放送受信料が半額となる割引
制度です。割引を受けるには、NHKへ申込が必要です。※衛星契約と地上契約の両方の契約がある場合、基本
となる1契約目の受信契約は衛星契約となります。 

●「多数一括割引」とは
衛星契約等の契約件数の合計が10件以上で、１つの契約者でとりまとめてお支払いいただく場合、１件あた
り、衛星契約等の件数に応じて月額300円が割引となる制度です。

●「組合まとめ支払」とは
組合まとめ支払に加入することで、受信料がさらに割引になります。
割引を受けるには、組合へ申込が必要です。

普通火災共済 火災・落雷・爆発等・台風等の被害

総合火災共済 火災・落雷・爆発等・台風等の被害・水濡れ・盗難など

自動車事故費用共済 自動車事故による死亡・後遺障害・入通院共済金、対物事故共済金

すこやか共済 月々900円のかけ金で24時間損害保証（満6歳～満79歳まで）

契約種別

衛星契約

地上契約

衛星契約

地上契約

（月額） 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額

契
１

約
目

契
２

約
目
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日本音楽著作権協会（JASRAC）割引制度日本音楽著作権協会（JASRAC）割引制度

全旅連カード決済サービス（C→REX）全旅連カード決済サービス（C→REX）

●カラオケ使用料の割引について
カラオケ使用料が生活衛生同業組合の組合員に限り、20％割引の特典が受けられます。
１年分まとめて支払うと一般料金の28％割引になります。

【カラオケの月額使用料】

●全旅連「C→REX」とは

インターネット（LAN接続）に対応！
１台でインターネット･光回線（ＬAN接続）とアナログの2つの回線をサポート。
LAN接続であれば、通信関連コストの削減が期待できます。

訪日外国人向け自国通貨建て決済サービス（DCC）に対応！
訪日外国人向け自国通貨建て決済（DCC）とは、海外発行のクレジットカードについて店頭でお客様の自国通貨にて決済ができるサービス
です。これにより、訪日外国人のお客様は、従来の円建て決済に加えて、自国通貨建ての決済が選択可能となり、為替変動の心配をすること
なく、利用時点の為替レートで支払金額を確定できるようになるため、安心してカードをご利用いただくことができます。

多彩な支払い手段に対応！（クレジット･電子マネー･ＮＦＣ決済･銀聯
クレジットカード･銀聯カード･デビットカードの決済に加え、電子マネー決済にも対応します。また、国際的に発行が進むと見込まれるNFC
決済（VISA payWave、MasterCard PayPass）にも対応し、お客様の決済手段の多様化にお応えします。
※電子マネー決済には、電子マネー決済事業者の審査があります。

全旅連宿泊施設向けの特別な手数料率

１台の端末でクレジットカードとデビットカードの両方の決済が可能なシステムです。

33.0㎡(10坪）まで
66.0㎡(20坪）まで
165.0㎡(50坪）まで

一般
3,500円
7,500円
12,000円

組合員
2,800円
6,000円
9,600円

一年聞支払
月当たり
2,520円
5,400円
8,640円

客席・宴会場面積 月額使用料(税別）

銀聯カード

ダイナースクラブカード

JCBカードのうち、以下の発行会社のJCBカード

すべてのVISA、MasterCard

手数料率

2.58％

4.00％
2.90％

対象クレジットカード

１

２

３

４

アプラス モデルクレディセゾン セディナJALカード JTB旅カード
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ETCコーポレートカードの割引制度ETCコーポレートカードの割引制度

全旅連損害保険制度全旅連損害保険制度

1.　全国旅館ホテル事業協同組合の組合員（出資額1万円）のみが利用できます。
　　※全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）の組合員とは別扱いです。
2.　割引は、①ETCコーポレートカードをカード上に表示された車両番号を有する車両において利用したとき、
　　②ETC利用規程を遵守し、ETCシステムを利用したときに適用します。

●車両単位割引＝登録車両１台（カード1枚）ごとの月間利用額に対する割引率

●全旅連保険の特徴

●補償内容

※東日本高速道路（株）、中日本高速道路（株）、西日本高速道路（株）及び首都
　高速道路（株）などの指定する道路の利用

※注　登録車両1台ごとに月間利用額に対しての割引

5千円を超え1万円までの部分

1万円を超え3万円までの部分

3万円を超える部分

月額利用額 割引率

5％
10％（首都高速は7.5％）
15％（首都高速は10％）

津　⇔　東　京 9,110円
3,790円
2,810円
15,710円

非組合員

津　⇔　名古屋
津　⇔　京都南

計

（例）月間利用額が1万円～3万円の場合（東名高速道路利用）
組合員

14，139円

月額利用額に対して
割引10％

施設事故 旅館・ホテル業務で他人の身体・生命財物を害しもしくは損壊した場合の損害補償
生産物事故 提供した飲食物、土産物で他人の身体・生命財物を害しもしくは損壊した場合の損害補償

受託物事故 旅館・ホテル施設内で保管又は管理するお客様の財物の損壊紛失盗取等の損害補償

お客様が旅館・ホテル内で他人の身体財物、旅館・ホテルの財物を損壊等した場合の損害補償

火災・落雷・爆発・台風などの風水害、提供した飲食物による食中毒への災害対応費用

食中毒等の発生により旅館・ホテルの営業が休止等したことによる喪失利益等を補償

火災・落雷・爆発・台風などの偶然の事故や電気、ガスなどの敷地外ユーティリティの機能停
止による喪失利益等を補償

旅館・ホテルの専用駐車場で預かった宿泊客等の自動車の損壊、紛失等に対する損害賠償を補償

ケータリングサービスに起因して他人の身体、生命、財物を損壊等した場合の損害賠償を補償

不測かつ突発的な旅館・ホテルが所有する営業用什器備品に生じた損害を補償

国内を輸送中、事業所に保管中の現金・小切手の盗難・滅失などによる損害を補償

特約付き動産総合保険
マネーフレンド運送保険

険
保
本
基

険
保
完
補

宿泊客個人賠償責任保険
災害費用保険
食中毒・特定感染症休業補償保険

利益補償保険

駐車場保険
ケータリング保険

旅館賠償責任保険

 ： ルヤイダーリフるけだたい談相に軽気 全旅連事業サービス株式会社　　0120-087-484（平日9：00～17：00）

団体契約であるため一般契約と比較して
割安な保険料で加入できます。

割安な保険料

基本保険の旅館賠償責任保険を補完する各種
保険を用意し、旅館ホテルのニーズにお応え。

豊富な商品設定

旅館ホテル営業の特性を考慮し補償の
範囲・補償限度額を設計しています。

業務に合わせた補償

お気軽にお電話でご相談頂けるようフリ
ーダイヤルを設けています。

フリーダイヤルの設置
全国の都道府県等の各種会合に併せて
保険説明会を実施しています。

保険説明会の実施

‼
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各支部・青年部・女性部等　協働事業への参加各支部・青年部・女性部等　協働事業への参加
各支部のほか、青年部・女性部が独自に活発な行動を行い、成果をあげております。

‼ ‼

支　部

青年部 女性部
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各種パンフレット・マニュアル等の無料提供各種パンフレット・マニュアル等の無料提供
●多言語を含む各種パンフレット・マニュアル・アプリ等を無料で提供
さまざまな国からのお客様が増えている昨今活用できる多言語のパンフレットやマニュアルをはじめ、いざと
いう時に役立つパンフレットやマニュアルを作成し、無料で提供しています。

インバウンド対策

ホームページ

①QRコードを読み込んで下さい。
②パスワードを入力しログインボタンを押してください。
③( お客様の言語 ) を選択
④場面等を選択

フロントなどでご利用ください。五か国語対応

三重県旅館ホテル組合公式サイト
http://www.ryoufu.com
・全組合員施設の紹介
・ブログ投稿 ( 組合員自由投稿 )
・青年部ページ
・各メーリングリスト運営
　　※全組合員・理事会・青年部・業者会
・Facebook やど三重と連動

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会「宿ネット」
http://www.yadonet.ne.jp/
全旅連青年部
http://ajra.jp/
全旅連女性経営者の会 (JKK)
http://www.yado-jkk.com/

指刺し会話シート Web版 指さし会話ツール

その他関連サイト
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無料経営相談等の利用無料経営相談等の利用
衛生、経営、融資、税務等の相談業務等を無料で利用できます。

国･県等機関との連携、情報の入手国･県等機関との連携、情報の入手

シルバースター制度への登録シルバースター制度への登録

レジオネラやノロウィルス対策、耐震問題などの旅館営業に関わる諸問題について、時代に合わせた法令の
改廃に伴う国･県等機関からの指導･調達･情報を組合員に迅速にお伝えします。

●人にやさしい宿「シルバースター」とは
高齢化社会に対応した宿づくりを目指す宿泊施設の称号です。
シルバースターに登録された宿には、「Silver Star」の2つの「S」で
ハート（まごころ）を表現した統一マークが掲げられており、
いつまでも快適な宿泊施設であることの目印となっています。

シルバースターに登録されると、ガイドブックやインターネット等による
全国的な共同PR活動ができます。

組合沿革と具体的利点組合沿革と具体的利点
●組合沿革と具体的利点

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（略称＝全旅連）は、昭和32 年6 月「環境衛生関係営業の運営の適
正化に関する法律」が施行され同法に基づき設立された都道府県ごとの組合の中央連合体として昭和33年9月
新組織を設立、同年12 月に厚生大臣（現厚生労働大臣）より認可されております。
現在の全旅連の前身は、大正11 年2 月「全国旅館組合連合会」が結成され、同15 年には当時の南満州、朝鮮の
同業者を統合して組合に加盟せしめ、第4 回全国大会を、現中国の大連市において開催するなど歴史は古いも
のです。
戦時体制下にあっては、あらゆる物資が統制されたため旅館の必需物資の確保や料金の統制も行ってきた。
また、大東亜戦争に突入した時代の業界は、組合の自主性も戦争への奉仕と協力を強いられ、全国の旅館組合
で募金活動を展開して、昭和17 年、飛行機「旅館号」1 号機と高射砲1 門を国に献納したという記録が残ってい
ます。
さらに戦後の荒廃期から復興期にかけて食料品や衣料品の業務用特配物資の配給や、宿泊に係る遊興飲食税
（現特別地方消費税）の撤廃全国大会や同税の国税移管反対運動を展開するなど時代の要請に沿った事業を
積極的に取組んできました（平成12年3月31日をもって特別地方消費税は廃止となった）。

組合設立と沿革

都道府県生活衛生同業組合の中央連合体として旅館・ホテル営業について衛生施設の改善向上、その衛生水
準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を
促進するとともに、組合員の経営の安定をもたらすための措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、
国民生活の安定に寄与することを目的とする。

組合の目的
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生活衛生同業小組合は、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に基づいて政令で定めら
れている生活衛生関係営業ごとに設立されている組合。生活衛生同業組合の一部の区域を地区とする会員に
より組織されている。
生活衛生同業小組合は各都道府県の生活同業組合の一部地域に業種ごとに設立されている。
解散命令は都道府県知事が持っている。
地区組合員は、原則として県生活衛生組合の加入、また県生活衛生組合員は、支部組合加入の促進をお願い
致します。
地区組合役員様には、本部連絡、関係組織連絡の情報の周知、及び傘下組合員への伝達など今後とも宜しく
お願い致します。

●事業内容
１．営業の適正化の指導　　　　　　　　　　　　　　４．組合員の福利厚生
２．衛生施設の維持向上、経営健全化に関する指導　　　５．組合員の共生
３．営業施設の整備資金等の融資の斡施　　　　　　　６．附帯事業、その他

●会員数
25支部組合･211名（令和3年8月現在） 名簿を参照してください

・地区組合（生活衛生同業小組合）について

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昭和32 年6 月3 日法律第164 号）は、生活衛生関係
の営業に関する法律。制定当初の名称は環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律（環衛法）。2000 年
（平成12 年）に行われた一部改正（法律第39 号）により、法令名が変更された。

・県生活衛生同業組合について

木曽岬旅館組合　　　　　　　　　桑名旅館組合　　　　　　　　湯の山旅館組合
四日市旅館組合　　　　　　　　　四日市料理旅館組合　　　　　榊原温泉振興協会
津市ホテル旅館料理組合　　　　　松阪旅館業組合　　　　　　　上野料理業組合
名張観光旅館組合　　　　　　　　名張旅館料理業組合　　　　　伊勢旅館組合
二見町旅館組合　　　　　　　　　 　　　　　　　渡鹿野旅館組合
浜島旅館組合　　　　　　　　　　鳥羽旅館事業協同組合　　　　浦村旅館組合
石鏡旅館組合　　　　　　　　　　相差旅館組合　　　　　　　　相差民宿旅館組合
畔蛸旅館組合　　　　　　　　　　神島地区旅館組合　　　　　　答志旅館組合
尾鷲環衛旅館組合

〒514-0035　津市西丸之内1-1　家城ビル3階
TEL.059-227-3621　FAX.059-226-9952
営業時間／9：00～17：00（土日祝･年末年始を除く）

三重県旅館ホテル生活衛生同業組合

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください！

（事務局）

磯部町旅館組合



せいえい
助け合いメンバー
に参加しよう！

（せいえいみえ）三重県生活衛生同業組合連合会 TEL 059-225-4181 https://seiei.group

せいえいみえ

「せいえい助け合いメンバー」はせいえいカードの加盟
店舗様同志が気軽に情報を交換、または共有ができたり、
せいえいカードご利用者様の声が直接届く
コミュニケーションツールです。

などなど
様々な場面に
ご活用できます

たとえば

地域のみんなで助け合い

こんなサービス
はじめます！

店舗からのご案内店舗からのご案内

〇月×日から
加盟店合同●●イベント

開催します！

運営からの連絡運営からの連絡
ご利用者様のお声ご利用者様のお声
■■店さんに
行きました！

みんなで助け合い地域を活性化しよう
下記QRを読み込んで
参加登録するだけ！

最初の投稿の前に簡単な
自己紹介を忘れずに。

参加登録は簡単!!

ニュースや開催予定のキャンペーン
などの情報も発信します！
期間や内容などの詳細は、下のQR
コードからご確認ください。　　　　


