高知県南海 トラフ地震 対策優良取 組事業所認 定制度実施 要綱
（目的）
第１条

高 知県内の事 業者に南海 トラフ地震 に備えるた めの事前の 備えや、地 域住民と協 力し 防

災力の底上 げに取り組 んでいただ くため、認 定制度を実 施すること によりこれ らの取り組 み の
一層の促進 を図ること を目的とす る。

（定義）
第２条

こ の要綱にお いて、次の 各号に掲げ る用語の定 義は、当該 各号に定め るところに よる。

（１）事 業者
個人事業者 （事業を行 う個人）と 法人をいい 、本社、支 社などそれ ぞれの事業 所をまとめ
た１つの組 織体をいう 。
（２）事 業所
本社、支社 など経済活 動が行われ ている拠点 （場所）ご との単位を いう。
（３）事 業活動
一定の目的 を持って継 続的に組織 、会社、商 店などの経 営を行って いることを いう。
（４）民 間事業者
国、都道府 県、市区町 村、特別地 方公共団体 を除く、個 人事業者と 法人をいう 。

（認定対象 事業所）
第３条

知 事は、次の 各号に掲げ る要件にす べて適合す る事業所を 「南海トラ フ地震対策 優良取

組事業所」（以下「認 定事業所」 という。） として認定 するものと する。
（１）高知 県内に事業 所があるこ と。（高知 県内に本社 があるか否 かは問わな い。また、 審査
の範囲は、 高知県内の 事業所のみ とする。）
（２）申請 日現在にお いて事業活 動を行って いること。
（３）民間 事業者であ ること。
（４）反社 会的勢力（ 暴力団等） でないこと 。
（５）税金 や社会保険 料を滞納し ていないこ と。
（６）会社 更生法、民 事再生法に よる更生（ 再生）手続 き中でない こと。
（７）事業 継続の取り 組みを積極 的に行って いること。
（８）社員 教育の取り 組みを積極 的に行って いること。
（９）地域 貢献の取り 組みを積極 的に行って いること。
（１０）そ の他、公の 秩序もしく は善良な風 俗に反する おそれがな いこと。

（認定対象 事業者）
第４条

知 事は、すべ ての事業所 が第３条に 掲げる要件 に適合する 場合、事業 者を認定事 業所と

して認定す るものとす る。
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（申請）
第５条

認 定を受けよ うとする事 業所は、別 に指定する 申請書類一 式に各評価 項目で指定 した必

要書類をま とめ知事に 申請するも のとする。

（費用）
第６条

認 定に係る費 用は無料と する。ただ し、申請準 備経費や説 明会等への 参加交通費 、申請

書の郵送代 等は、申請 事業所が負 担するもの とする。

（審査）
第７条

審 査は、有識 者等で構成 する高知県 南海トラフ 地震対策優 良取組事業 所認定制度 審査委

員会で行う ものとする 。
２

審査 は、年度ご と１回行う ものとする 。

（審査結果 ）
第８条

審 査の結果に ついては、 審査委員会 の終了後、 速やかに申 請者に対し 通知するも のとす

る。
また、 審査におい て認定を受 けた事業所 に対しては 、認定証を 交付するも のとする。

（認定有効 期間）
第９条

認 定の有効期 間は、知事 が認定した 日から３年 間とする。

認定の 更新を行う 場合は、有 効期間の終 了する直近 の審査会前 にあらため て申請し、 審査を
受けるもの とする。

（シンボル マーク）
第１０条
２

知事は、認 定を受けた 事業所に対 し、シンボ ルマークを 交付するも のとする。

シンボ ルマークの 取扱いにつ いては、別 に定める「 高知県南海 トラフ地震 対策優良取 組 事

業所シンボ ルマーク使 用要領」に よるものと する。

（公表）
第１１条

認定事業所 の名称、登 録日及び認 定内容等に ついては、 高知県庁ホ ームページ 等を通

じて公表す るものとす る。

（変更の届 出）
第１２条

認定事業所 は、申請書 の記載内容 に変更が生 じたときは 、別に指定 する変更届 出書に

変更内容を 記載し速や かに、提出 しなければ ならない。
２

ただ し、変更内 容が、合併 等による組 織改編の場 合は、あら ためて申請 するものと する。
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（認定の取 消）
第１３条

次の各号い ずれかの事 項に該当し たときは、 認定を取り 消すものと する。

（１）応募 資格に掲げ る要件を欠 くに至った とき。
（２）虚偽 の申請によ り認定を受 けたとき。
（３）前 ２号に掲げ るもののほ か、知事が 不適格と認 めたとき。

（取得した 情報の取扱 い）
第１４条

取得した「 個人情報」 や「事業活 動に関する 情報」は、 高知県情報 公開条例第 ６条第

１項第２号 及び第３号 の非開示情 報に該当し ない場合を 除いて、開 示されない 。また、そ の 他
関係法令に 則り厳正に 管理するも のとする。
なお、申請 書類に記入 した連絡先 等の個人情 報について は、制度に 実施に伴う 各種連絡の ほ
か、本県が 実施する防 災施策に関 する情報提 供にのみ利 用するもの とする。

（資料の返 却）
第１５条

提出された 提出書類等 は返却しな い。

（所掌）
第１６条

この要綱に 関する事務 は、危機管 理部南海ト ラフ地震対 策課におい て所掌する 。

（その他）
第１７条

この要綱に 定めるもの のほか、こ の要綱の実 施に関して 必要な事項 は、別に定 める。

附則
この要綱は 、平成２５ 年１２月２ 日から施行 する。
附則
この要綱は 、平成２６ 年４月１日 から施行す る。
附則
この要綱は 、平成２７ 年４月１日 から施行す る。
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