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　組合員の皆様新年明けましておめでとうございます。

　皆様方におかれましては、厳しい経済環境が続いております中で、決意も新たに清々しい

新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年中に賜りました当組合へのご支援・ご協力に対しまして衷心より厚く御礼申し上げます

とともに、なお本年も倍旧のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　さて、当地のユニフォーム業界におきましては、昨年旧正月明けからの海外、特に中国での

人件費の高騰によるコストアップ、縫製工場における人手不足に端を発した大幅な納期遅れと

いう生産現場での混乱は一年を経過しようとしている今でも解決の目処が立っていません。

　私を含め多くの経営者の甘い考え、判断ミスによって生じた２０数年ぶりの在庫切れは、遂

にはユニフォーム業界に「仮需発生」という事態を招きました。若い世代は「仮需」という言

葉を知っていません。今は逆に極端な増産のアクセルを踏んでいる状況で、ハードランニング

だけは避けたいというのが業界の皆さんの本音だろうと思います。

　とは言いながら「安定供給」が今、最も大事で最優先なことは「自明の理」であります。

残念ながら安定供給にはかなりのコストが要求されます。そのため、応分のご負担を末端ユー

ザー、消費者の皆様に粘り強く丁寧に訴えることが肝心です。

　素材メーカー、商社はもとより、化繊協会、紡績協会などの団体にもご理解を頂き、業界の

メディアは勿論のこと、一般メディアにも強く訴える必要があります。願わくば、「そうだっ

たのか」で有名な池上彰さんの解説付きでお願いできれば最高だと初夢で見てしまいました。

　一方、レディース・カジュアルの業界でも流通の変化が激しく、厳しい対応が待ち受けてい

ますが、ユニフォーム業界以上にフットワークの軽快な方が多く、十分乗り切れるだけの知恵

とパワーをお持ちでたくましい限りであります。生産の話ばかりで恐縮ですが、当然ながら

時代に対応する付加価値型新商品の開発は、業界を問わず不可欠な課題です。



　今年も綿花相場は高止まり、加工場の生産能力など数え上げれば切がないほど問題が山積

しておりますが、他人のせいにしても仕方ありません。ゴルフと一緒で、自分のミスショット、

自分のコース戦略のミスは、他人に転嫁せず、自己責任で切り開くしかないと思っております。

　又、次世代を担う人材育成が重要で、特に青年部会の充実・強化が必要不可欠であり、その

ために具体的な育成プログラムを早急に開発して実行していきたいと思っております。

　最後に繊維業界、地場産業の振興・発展のため微力を尽くしたいと思っておりますので、

今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

（新年互礼会の挨拶から引用）

　広島県アパレル工業組合恒例の新年互礼会が、1月7日(金）午後4時より当組合会館３階大

会議室において開催されました。

　平県議会議員様をはじめとした来賓の方々や素材メーカーや商社及び服飾資材関係の業者

など取引先の方もお招きして開催しました。

　互礼会は、まず佐藤事務局長の司会で始まり、平理事長が大勢の参加者に対して年頭の挨拶

を述べられました。

 次に来賓及び参会者を代表して平　浩介広島県議会議員、伊藤吉和府中市長様、福山市長羽田　

皓様（代理　経済部長　松浦良彦氏）からご懇篤なご挨拶があり、舘崎和行商工中金福山支店

長様の乾杯の音頭のご発声により乾杯した後、懇親会に移りました。

 総勢約１５０名の参加者があり、参会者はそれぞれ新年の賀詞を交換されておられました。

 最後に当組合副理事長の山名作太氏（㈱山名繁治郎商店社長）から中締めの挨拶があり、

盛会裡に終了しました。







改正グリーン購入法の判断基準に対応した

　新パンフレットを作成　　～日本被服工業組合連合会～

日本被服工業組合連合会では、本年４月１日から猶予期間が

終了し、改正・施行される「グリーン購入法」の判断基準に対応

した新しい日被連エコ・ユニフォームマークのパンフレットを作成

し、関係者に配布するとともに同マークの添付されたエコ・ユニ

フォームの普及のため、啓発活動を行っております。

今回の改正では、従来の判断基準は、「ポリエステル再生繊維

が１０％以上使用されているもの」となっておりましたが、これが

基本的には２５％以上に引き上げられました。

また、使用後に回収及び再使用もしくはリサイクルされるための

システムが有る場合には、１０％以上で良いなど４通りの基準と

なり、かなり複雑なものになりました。

日被連としては、改正された判断基準に日被連エコ・ユニフォー

ムの基準を合わせることにより、多くのユーザーが同マークの

添付された制服・作業服を調達されることが、資源循環型社会の

構築に貢献できるものと考え、その普及に積極的に取り組んで

います。



                              　　　　　　　改正施行日：平成２２年４月１日

　　　　　　　                           　　（平成２２年度は猶予期間）

　【判断の基準】

　①使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品

　　については、次のいずれかの要件を満たすこと。

　　ア．再生ＰＥＴ樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比

　　　で２５％以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占める

　　　ポリエステル繊維重量が５０％未満の場合は、再生ＰＥＴ樹脂から得られるポリエステル

　　　繊維が、繊維部分全体重量比で１０％以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量

　　　比で５０％以上使用されていること。

　　イ．再生ＰＥＴ樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で１０％以上

　　　使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされる

　　　ためのシステムがあること。

　②使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、植物を原料とする合成繊維を使用した

　　製品については、植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された

　　ものが、繊維部分全体重量比で２５％以上使用されていること。

　【配慮事項】

　①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に

　　配慮されていること。

　②製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。

　③再生ＰＥＴ樹脂から得られるポリエステル又は植物を原料とする合成繊維であって環境

　　負荷低減効果が確認されたもの以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は

　　反毛繊維が使用されていること。

　　平成１３年度に始まった日被連エコ・ユニフォームの出荷実績は、下記の表のとおりとなっています。

（単位：枚）

年　　度 国　　産 海　　外 合　　計

１３年度 １９７，２５６ ０ １９７，２５６

１４年度 ３４９，３１４ ０ ３４９，３１４

１５年度 ３８５，４５０ ９７，２５０ ４８２，７００

１６年度 ５５５，９５０ １７２，６００ ７２８，５５０

１７年度 ５０８，６５０ ９４，６５０ ６０３，３００

１８年度 ６８９，４００ １００，２００ ７８９，６００

１９年度 ７３９，５００ ８４，１００ ８２３，６００

２０年度 ７９９，７９０ ５５，１００ ８５４，８９０

５，７５１，９７０

２１年度 ８６１，０１０ ６１，７５０ ９２２，７６０

合　　計 ５，０８６，３２０ ６６５，６５０



平成２２年度の地域別最低賃金額が下記のとおり改定されました。

引き上げ額

１３
１２
１３
１２
１３
１４
１３
１２
１２
１２
１５
１６
３０
２９
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１０
１２
１３
１２
１３
２０
１７
１３
１２
１０
１２
１２
１３
１２
１２
１２
１２
１２
１１
１２
１３
１３
１３
１２
１３
１２
１３

　　※括弧書きは、平成21年度地域別最低賃金額。

青森 ６４５ 　(６３３)
岩手

栃木 ６９７　 （６８５）
群馬 ６８８　 （６７６）

東京 ８２１ 　（７９１）
神奈川 ８１８　 （７８９）

石川 ６８６　 （６７４）
福井 ６８３　 （６７１）

岐阜 ７０６　 （６９６）
静岡 ７２５　 （７１３）

滋賀 ７０６　 （６９３）
京都 ７４９　 （７２９）

奈良 ６９１　 （６７９）
和歌山 ６８４　 （６７４）

岡山 ６８３　 （６７０）
広島 ７０４（６９２）

６４２　 （６２９）

香川 ６６４　 （６５２）
愛媛 ６４４　 （６３２）

宮崎 ６４２　 （６２９）
鹿児島 ６４２　 （６３０）

都道府県名 最低賃金時間額
北海道 ６９１ 　（６７８)

平成22年10月24日
平成22年10月16日

６４４ 　(６３１)
宮城 ６７４ 　(６６２)
秋田 ６４５　 (６３２)
山形 ６４５　 (６３１)
福島 ６５７　 （６４４）
茨城 ６９０ 　（６７８)

埼玉 ７５０　 （７３５）
千葉 ７４４　 （７２８）

新潟 ６８１　 （６６９）
富山 ６９１　 （６７９）

山梨 ６８９　 （６７７）
長野 ６９３　 （６８１）

愛知 ７４５　 （７３２）
三重 ７１４　 （７０２）

大阪 ７７９　 （７６２）
兵庫 ７３４　 （７２１）

鳥取 ６４２　 （６３０）
島根 ６４２　 （６３０）

山口 ６８１　 （６６９）
徳島 ６４５　 （６３３）

６４３　 （６３０）
大分 ６４３　 （６３１）

高知 ６４２　 （６３１）
福岡 ６９２　 （６８０）
佐賀 ６４２　 （６２９）
長崎

沖縄 ６４２　 （６２９）

発効年月日
平成22年10月15日
平成22年10月29日
平成22年10月30日
平成22年10月24日
平成22年11月3日
平成22年10月29日

熊本

平成22年10月7日
平成22年10月9日
平成22年10月16日
平成22年10月24日
平成22年10月24日
平成22年10月21日
平成22年10月21日 
平成22年10月23日
平成22年10月30日
平成22年10月21日
平成22年10月17日
平成22年10月29日

平成22年10月17日　
平成22年10月14日
平成22年10月24日
平成22年10月22日
平成22年10月21日
平成22年10月17日
平成22年10月15日
平成22年10月17日
平成22年10月24日
平成22年10月29日
平成22年10月31日
平成22年10月24日
平成22年11月5日
平成22年10月30日
平成22年10月29日
平成22年10月16日
平成22年10月16日
平成22年10月27日
平成22年10月27日
平成22年10月22日

平成22年11月4日
平成22年10月28日
平成22年11月5日

平成22年10月29日
平成22年11月4日
平成22年11月5日
平成22年10月24日



１．開催日時　　　平成２３年２月８日（火）　　１３：３０～１５：３０（約２時間）

２．開催場所　　　広島県アパレル工業組合会館

    (申込先） 　　　福山市新市町新市３１－１
　　　　　　
　　　　　　ＴＥＬ：０８４７－５２－３３４４　　ＦＡＸ：０８４７－５２－３３４３

３．受講料　　　　 無     料

４．講　　師　　　　テ・アシュ・デ（ＴＨＤ）　ラ・メゾン　　代表　畠山　　巧　氏

㈱コダマコーポレーション 福山市新市町戸手６３４－１

社長 　　畠山　直秀 氏 (昭和２６年１２月生）

ハチダイヤ㈱ 福山市新市町戸手６６２

社長　　　林　　信宏 氏 （昭和４８年１月生）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【主　な　講　演　内　容】
　　●世界・日本のファッション　過去・現在・未来
　　●それを踏まえて他産地はどのような行動をしているのか
　　●備後の産地は何をなすべきか。次のステップへの傾向と戦略は何か。
　　●トップスやボトムの売れているアイテム情報など
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内容が一部変更する場合もあります。）



　

　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安い掛け金
　
 

　　　　　　　　　　　迅速な支払い

 

　　　　　　　　　　　お申し込みは当組合事務局へ
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０８４７－５２－３３４４


