
　　　　　組合だより　◆№9５　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年１月発行

　組合員の皆様新年明けましておめでとうございます。

お健やかに平成２０年の新年をお迎えのことと心より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お礼

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、昨年１年間私ども繊維業界も矢継ぎ早に発生した多くの問題にその解決

策も見出せないまま経過し、大企業を中心とした景気拡大の恩恵などに支えられ、

なんとか越年し不安を抱えながら新年を迎えたわけでございますが、年明け早々

には、ニューヨークの原油先物相場が一時１００ドルの大台を突破し、その衝撃で

米ドルの下落、株価の暴落と世界経済の先行きに一層の不透明感を強めた新年の

スタートになったことは皆様も既にご承知のとおりでございます。

　私ども業界のこの１年の課題は、物作りの面では一層の原油高からくる原材料の

高騰と当産地の主力でありますユニフォーム業界がその生産の殆どを依存しており

ます中国での生産条件の様変わりな変化すなわち、大幅な加工賃のアップと工場の

減少傾向そして昨年当たりから取り組みが始まっております中国プラスワンへの

シフト替えの難しさなど避けて通れない難題が山積みしており、そんな環境の中で

苦闘が続く一年であろうと覚悟しております。

　こうした厳しい環境を乗り切るには私どもアパレルの段階だけでは到底解決出来

ない事柄も多く、素材メーカーや商社等関係業界の皆様方のお力を借りながら対処

していかなければならないと思います。

　一方販売面では、オーバーストアー、供給過剰と依然として厳しさは続くと思わ

れますが、これから始まる大幅なコスト高を考えた時、売値への価格転嫁はも早

避けて通れない時期に来ていると思います。
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　この問題の解決の道が見い出せなければ生産者としての生き残りの限界が見え

て来るとさえ思っております。ユニフォーム業界では、昨年の秋以降値上げも

順次実施されているようですが到底満足の行くものではありません。

　ユーザーの理解を得るためにも産地同業者が一体となって窮状を訴えて行く

ことが肝要であり勇気を持って対処し、原料インフレ、製品デフレの流れを少し

でも断ち切る努力をすべきだろうと思っております。

　その結果として我々も徹底した品質管理のもとで、ユニフォームの使命であり

ます安定供給が確保出来得ることだろうと思います。

　昨年は、建設業界や食品業界の偽装問題で世間が大きく揺らぎましたが、我々

の業界も世間の後指をさされるような過激な行為は厳として慎み、限られた市場

の中でのデザインの盗用や同業他社の酷似商品の製造販売等は、市場価格を乱す

のみにとどまらず、お互いの不信感を助長し、止めどない悪循環に繋がる結果と

なります。こうした行為は悪であるという共通認識をもって、各社の独自性を

生かした商品開発に努めるべきだと思っております。

　一方、今日では環境保全や地球温暖化の問題が急浮上してきております。

業種・規模を問わず、企業の社会的責任としてそれぞれに取り組むことが要求

されております。

　私どもの加盟しております日本被服工業組合連合会では、繊維製品の３Ｒの

推進事業に積極的に取り組んでおります。

　今やマーケットもこうした製品に理解を示し歓迎しております。私達の業界も

より積極的にこうした素材を採用し、省エネ・地球温暖化防止に協力すべき時

だと思っております。

　平成２０年は何か大きな変化が押し寄せてくることが予想されております。

そんな中にあっても当産地業界は、お互いが信頼の絆を強め、情報交換の場を

多く持ち、相互理解に努め、「信頼と協調」をキーワードにして組合員一丸と

なってこの難局を乗りきって行く所存でございます。

　そのためには、特に青年部会の方々を中心とした若い経営者や後継者の方が

大いに力を発揮していただくことが強く望まれます。

　どうか組合員の皆様方の更なるご協力をよろしくお願い申し上げまして、年頭

のご挨拶といたします。

（新年互礼会の挨拶から引用）
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　恒例の新年互礼会が、1月8日(火）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。

　今回の新年互礼会も昨年と同様、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の方もお招きして開催しました。

　互礼会は、まず佐藤専務理事の司会で始まり、信岡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及び伊藤吉和府中市長

様からご懇篤なご挨拶があった後、森島　繁樹福山市経済部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160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平　謙介氏（クロダルマ㈱社長）から中締めの挨拶が

あり、盛会裡に終了しました。
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　第10回BINGOレディースフェアが昨年11月5日（月）～9日（金）の5日間、参加

企業各社の展示場で開催されました。

　参加企業は22社（アパレル アイ㈱、㈱アパレル・ウラベ、アリフク㈱、有木㈱

㈱内田太郎商店、㈱鎌倉、㈱川原センイ、㈱佐々木要右衛門商店、㈱大盛センイ

田邉㈱、田和被服㈱、㈱塚孝市商店、ツトム商事㈱、戸田被服㈱、㈱ナツメダ

富士ドレス㈱、㈱ボレー、丸栄被服㈱、㈱山武商店、㈱山名繁治郎商店、山和㈱

㈱由永縫製）です。

　各社とも2008年春夏のために企画した新商品の展示を行い、全国からバイヤーや

取引先の来場がありました。

　このフェアは、第1回を平成15年6月に12社の参加により始まり、回を重ねるごと

に参加企業も増加し、徐々に認知度も高まってきました。今後、継続開催すると

ともに、マンネリに陥らないような進化の工夫が課題となっております。
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　　　　　時間額　　　　　　　円　（平成１９年１０月２８日発効）

　　　　広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に
　　　　適用されます。

　○　年齢・性別・雇用形態（常用・臨時・パート・アルバイト等）の別を問いません。

　　　　　　単位（円）

都道府県名  最低賃金時間額 都道府県名  最低賃金時間額

　北海道 654 　滋　　賀 677

　青　森 619 　京　　都 700

　岩　手 619 　大　　阪 731

　宮　城 639 　兵　　庫 697

　秋　田 618 　奈　　良 667

　山　形 620 　和歌山 662

　福　島 629 　鳥　　取 621

　茨　城 665 　島　　根 621

　栃　木 671 　岡　　山 658

　群　馬 664 　広　　島 669

　埼　玉 702 　山　　口 657

　千　葉 706 　徳　　島 625

　東　京 739 　香　　川 640

　神奈川 736 　愛　　媛 623

　新　潟 657 　高　　知 622

　富　山 666 　福　　岡 663

　石　川 662 　佐　　賀 619

　福　井 659 　長　　崎 619

　山　梨 665 　熊　　本 620

　長　野 669 　大　　分 620

　岐　阜 685 　宮　　崎 619

　静　岡 697 　鹿児島 619

　愛　知 714 　沖　　縄 618

　三　重 689
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　　　テーマ：「知恵は財産！知的財産権の知識と活用法」

　　　１．開催日時：平成２０年２月４日（月）　１３：００～（約2時間の予定）
　　　２．開催場所：広島県アパレル工業組合
　　　　　　　　　　　　　福山市新市町新市３１－１　TEL　０８４７－５２－３３４４
　　　３．参加料：無料
　　　４．講　　師：中野　勝征氏（社団法人発明学会会長）
　　　５．講義内容
　　　　　　１．知的財産が注目された理由
　　　　　　２．海外の知的財産・日本の知的財産の現状
　　　　　　３．中小企業で特許を生かすには
　　　　　　４．知的財産権の内容
　　　　　　５．特許について
　　　　　　６．特許出願と効果
　　　　　　７．発明とはなんぞや
　　　　　　８．ライセンス契約で収入増大
　　　　　　９．実用新案の使い方
　　　　　１０．意匠・商標の使い方
　　　　　１１．その他

　　　　参加のお申込みは、当組合事務局までお願いいたします。
　　　　　　TEL：0847-52-3344    FAX：0847-52-3343

　　　新入社員研修会

　　　１．開催日時：平成２０年３月８日（土）　９：００～１７：００
　　　２．開催場所：広島県アパレル工業組合
　　　　　　　　　　　　　福山市新市町新市３１－１　TEL　０８４７－５２－３３４４
　　　３．参加料：一人当たり　３，０００円
　　　４．講　　師：ステップアップ　　玖須　陽子先生他
　　　５．研修内容
　　　　　　新入社員を対象に、接遇の基本・身だしなみ、敬語の使い方やビジ
　　　　　　ネス用語、名刺の受け渡し・訪問のマナー、電話のかけ方等ビジネス
　　　　　　の基本について研修します。

　　　　参加のお申込みは、当組合事務局までお願いいたします。
　　　　　　TEL：0847-52-3344    FAX：0847-52-3343
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　日本政府は、政府の成長戦略の一環として「成長力底上げ戦略」を取りまとめ、その中で、

「取引価格の決定において下請事業者に十分配慮するよう要請」することとされ、各団体の

親事業者に対して下請事業者の置かれている状況をご理解いただいた上で、下請事業者

が親事業者による優越的地位の濫用等不当なしわ寄せを受けることがないよう、下請代金

支払遅延等防止法の一層厳正な運用や「振興基準」の遵守をするよう経済産業大臣と

公正取引委員会委員長名で要請しております。

　また、経済産業省（繊維課）では、「繊維産業における下請取引適正化等の推進のための

ガイドライン」を作成し、下請取引等の適正化の推進に努めております。

　繊維産業流通構造改革推進協議会（ＳＣＭ推進協議会）では、ＴＡ間（テキスタイルから

アパレル間に存在する各段階）におけるサプライチエーン構築が最重要課題であると位置

づけ平成１５年から「経営トップ合同会議」を立ち上げ、取引慣行、情報共有、契約書等の

課題について検討し、このほど「取引ガイドライン第二版」を作成しました。

　また、業者間の取引上で発生する問題を解決するために同協議会に「取引相談室」が

開設されておりますので、ご利用ください。

　　ＵＲLは　　　http://www.fispa.gr.jp/contact/torihiki.html　　です。

　　　　　　　　　　親事業者の遵守すべき事項（項目のみ）

　１．書面（注文書）の交付及び書類の作成・保存義務
　２．下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
　３．受領拒否の禁止
　４．下請代金の支払遅延の禁止
　５．下請代金の減額の禁止
　６．返品の禁止
　７．買いたたきの禁止
　８．物の購入強制・役務の利用強制の禁止
　９．報復措置の禁止
１０．有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
１１．割引困難な手形の交付の禁止
１２．不当な経済上の利益の提供要請の禁止
１３．不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

8 ページ



　平成19年11月21日（水）新市クラシックゴルフクラブにおいて、第２５回当組合主催のゴルフ

コンペが開催されました。当日は、総勢17名の参加があり、参加者一同は平素の腕前を競い

合いました。このコンペには、日本繊維新聞社から優勝カップが、グンゼ㈱からは参加賞として

上下の下着セットが、そして信岡理事長より特別賞を提供していただきました。

　当日の成績は、次のとおりです。

　 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 46 42 88 16.8 71.2

2 41 42 83 10.8 72.2

3 42 39 81 8.4 72.6

4 40 46 86 13.2 72.8

5 44 42 86 12 74

6 45 47 92 16.8 75.2

7 41 39 80 4.8 75.2

8 41 38 79 3.6 75.4

9 48 46 94 18 76

10 47 56 103 26.4 76.6

11 42 46 88 10.8 77.2

12 49 53 102 24 78

13 59 48 107 28.8 78.2

14 50 47 97 16.8 80.2

15 47 59 106 22.8 83.2

16 52 56 108 24 84

17 74 61 135 36 99

㈱クレヒフク

グンゼ㈱

平　謙介

一色㈱

理事長

クロカメ被服㈱

㈱イーブンリバー

アタックベース㈱

ハチダイヤ㈱

山和㈱

後藤　昇

氏　名 会　社　名

藤原　眞司 ㈱藤和

金光三喜夫

内田　隆之

㈱山名繁治郎商店

ビッグボーン㈱

㈱ジーベック

一色　浩之

児玉　廣造

戸田　清登

田邉　克弘

山根　久典

平川　秀之

旭蝶繊維㈱

信岡　正郎

大崎　勲一

江草　和広

クロダルマ㈱

田邉　萃

平　祐介

清田　寛

シンメン㈱

田邉㈱
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　株式会社ツースリー被服の江種　勤会長は、長年、中央の既製服技能検定委員として活躍

されており、このほどその功績が顕著であると認められ、昨年１０月３１日東京都内において

表彰式が行われ、厚生大臣表彰の栄に浴されました。

　備後のアパレル業界にとっても大きな誇りであり、同氏の今後のご活躍が期待されます。

　　　　　　　　　　　　　お申込みから代金入金まで
　★お申し込みは、広島県アパレル工業組合
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０８４７－５２－３３４４
　　又は㈱玉浦商栄社　ＴＥＬ：０８４－９２２－５１５３まで
　★㈱玉浦商栄社の担当者が会社又はご自宅にお伺いしてご注文を
　　お受けします。同社が責任をもって納品・配送いたします。
　★代金は、㈱玉浦商栄社指定の銀行口座にご入金してください。
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　　　　　　　　　  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
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