高知県南海 トラフ地震 対策優良取 組事業所認 定制度募集 要領
（目的）
１

南海ト ラフ地震対 策に取り組 む事業所の 活動を、他 の事業所に 対し模範と して広め、 地域 の
防災力を向 上させるこ とを目的と して、優良 取組事業所 として認定 します。

（応募資格 ）
２

次のい ずれにも該 当する事業 所（※１） またはすべ ての事業所 が次のいず れにも該当 する事
業者（※２ ）とします 。
・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 いません。 また、審査 の 範
囲は、高知 県内の事業 所のみとし ます。）
・申請日現 在において 事業活動（ ※３）を行 っているこ と
・民間事業 者（※４） であること
・反社会的 勢力（暴力 団等）でな いこと
・税金や社 会保険料を 滞納してい ないこと
・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
・事業継続 の取り組み を積極的に 行っている こと
・社員教育 の取り組み を積極的に 行っている こと
・地域貢献 の取り組み を積極的に 行っている こと
・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

＜応募資格 における定 義＞
※１：事 業所とは、 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 いいま
す。
※２：事業 者とは、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 いいます。
※３：事 業活動とは 、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
ことをいい ます。
※４：民 間事業者と は、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
人をいいま す。

（申請受付 期間）
３

受付期 間は、毎年 ８月１日（ 土日祝日の 場合は翌日 まで）から １０月３１ 日（土日祝 日の場
合は前日ま で）の８時 ３０分から １７時１５ 分までの平 日のみとし ます（※５ ）。
※５：郵送 の場合は当 日の消印ま で有効とし ます。
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（申請方法 ）
４

申請は 、指定した 申請書類（ 様式第１号 、第２号、 別紙評価項 目チェック リスト、別 紙申請
内容補足説 明シート、 別紙対象事 業所一覧表 ）と必要書 類をまとめ て申請をし てください 。
＜申 請書類のダ ウンロード 先（高知県 危機管理部 南海トラフ 地震対策課 ホームペー ジ）＞
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/jigyoushonintei.html

（申請書類 の提出）
５

申請書 類の提出に ついては郵 送又は持参 にて行うも のとし、提 出先は次の とおりです 。
＜提出先 ＞
〒７８０－ ８５７０
高知市丸ノ 内１丁目２ 番２０号
高知県危機 管理部南海 トラフ地震 対策課対策 推進担当
電話：０８ ８－８２３ －９３８６

（費用）
６

認定に 係る費用は 無料です。 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
送料等は、 申請事業所 の負担とな ります。

（審査）
７

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
で行います 。

（審査結果 ）
８

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 に対し文書 で通知しま す。
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 交付します 。

（認定有効 期間）
９

認定の 有効期間は 、認定を受 けた翌年度 の４月１日 から３年間 となります 。
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
受ける必要 があります 。

（シンボル マーク）
１０

認定 を受けた事 業所に対し 、シンボル マークを交 付します。 シンボルマ ークの取扱 いに

ついては、
「 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 」によりま す 。

（公表）
１１

認定 事業所の名 称、登録日 及び認定内 容等につい て高知県庁 ホームペー ジ等を通じ て公表

します。
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（変更の届 出）
１２

認定 事業所は、申請書の記 載内容に変 更が生じた ときは、変 更届出書に 変更内容を 記載し 、

速やかに高 知県危機管 理部南海ト ラフ地震対 策課に提出 しなければ なりません 。
なお、変 更内容が、 合併等によ る組織改編 の場合は、 あらためて 申請が必要 です。

（認定の取 消）
１３

次の いずれかの 事由に該当 した場合は 、認定を取 り消します 。

（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）
１４

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 れません。 また、その 他 関
係法令に則 り厳正に管 理します。
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、制度の 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 用します。

（資料の返 却）
１５

提出 された提出 書類等は返 却いたしま せん。

（問い合わ せ先）
１６

問い 合わせ先に ついては、 次のとおり です。
〒７８０－ ８５７０
高知市丸ノ 内１丁目２ 番２０号
高知県危機 管理部南海 トラフ地震 対策課対策 推進担当
電話：０８ ８－８２３ －９３８６
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