
　　　　　組合だより ◆№9７　　　　　　　　　　　　　　　平成２１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２１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。

　さて昨年は、２００２年から始まった日本経済の回復も戦後最長と言われ、

大企業、製造業を中心として順調な景気が続いておりました。

　そんな中にあって私どもの業界では、年初より原材料の高騰や主力生産地

中国でのコストアップ等多くの問題を抱え、そして適正価格の模索、採算性の問題等

川上から川下まで大変苦労した一年だったと思います。

　一方、市場では、建築偽装問題から始まった改正建築基準法の施行により建築関係

の事業が大幅に減少し、その煽りで作業服や作業用品の需要が大きく落ち込ん

だり、全般的な景気の減速感と併せ、日を追うごとに景気の厳しさが増して

きたように思っております。

　そしてその厳しさ、不況感を決定付けた出来事が９月のリーマンブラザーズ

の破綻から始まった米国発の金融危機、経済危機がそれもあっという間に世界

中に広がり、世界同時不況へと進んでいることは皆様既にご承知の通りでです。

　貿易立国の日本の産業が大きな打撃を受けるのは当然のことで、各企業一斉

に減産体制に入り、その影響で年末年始にかけての雇用問題は今や社会的問題

化し、マスコミもこれを大きく取り上げ全国民に不況感を煽っております。

　そして、日本も世界も一斉に１００年に一度あるかないかの危機の到来と

騒ぎ、回復するには少なくとも２～３年はかかるだろうと予想され、何とも

しがたい閉塞感に満ちた今日だろうと思っております。
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　ところで、私どもの組合は、来年度創立５０周年の節目を迎えることに

なっております。備後産地の組合組織の歴史は、１９０１年（明治３４年）

に備前、備後の企業が中心となって「両備織物同業組合」という組織が

出来たのが最初です。

　その後、戦前・戦後、組合法等の制定や改定もあり、名称変更や新しい

組織も設立されておりますが、昭和３３年にあらためて中小企業団体組織法

が制定されました。それによって当組合の前身であります広島県被服工業組合

が設立され、そして当産地を代表する組合として現在に至っておる次第です。

　従いまして、組合組織が誕生してから１００年以上が経過しているわけで

ございます。その間には、昭和初期の世界恐慌や戦前・戦後の苦難な時代をも

乗り切って今日を迎えております産地であり、組合であります。

　大変厳しい環境であり、１００年に一度あるかないかの危機と言われている

状況でございますが、多くの先輩達が残してくれた繊維の街、備後産地を我々

の時代で崩壊させてはならないと思っております。

　組合創立５０周年を目の前にし、組合員１１１社が一層の団結を図り、初期

の目標に向かって頑張って行く所存でございます。

　市況は益々厳しくなるとともに私どもに与えられるパイも減るでしょう。

そんな中にあっても組合員お互いが生き残って行かなければなりません。

そのためには、組合活動を通じて情報交換の場を多く持ち、お互いが一層の

信頼の絆を強め、弱肉強食の発想から共存の道へと発想の転換を図ることが

大切だろうと思います。

　そのうえに立って、各社の特技・持ち味を充分出し合い、組合員一同この

難局を乗り切って行く所存でございます。

　年末・年始の市況から見ましても大変舵取りのむずかしい年になろうかと

思いますが、組合員皆様方の更なるご支援・ご協力を賜りますよう衷心より

お願い申し上げ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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　広島県アパレル工業組合恒例の新年互礼会が、1月7日(水）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、福山市長羽田　皓様

（代読同市経済部長　小川雅朗氏）及び伊藤吉和府中市長様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後藤　昇氏（㈱ジーベック社長）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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　昨年（平成２０年）１１月１０日(月）午後５時１５分より、当組合の信岡　正郎理事長と

麻生　太郎総理大臣の会談が総理大臣官邸において行われました。

　この会談は、麻生総理大臣の中小企業関係

に関する景況や現状を把握し、政治に生かす

ことを目的として信岡理事長に白羽の矢が

たって実現したものです。

　会談で信岡理事長は、中小企業を取り巻く

経済環境や全国のアパレル業界更には

広島県の繊維業界の現状について麻生総理

大臣と忌憚なく意見交換されたとのことです。

　会談は、約４５分間にわたって行われました。
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　　　　　時間額　　　　　　　円　（平成２０年１０月２６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 667 (654) 　滋　　賀 691 (677)

　青　森 630 (619) 　京　　都 717 (700)

　岩　手 628 (619) 　大　　阪 748 (731)

　宮　城 653 (639) 　兵　　庫 712 (697)

　秋　田 629 (618) 　奈　　良 678 (667)

　山　形 629 (620) 　和歌山 673 (662)

　福　島 641 (629) 　鳥　　取 629 (621)

　茨　城 676 (665) 　島　　根 629 (621)

　栃　木 683 (671) 　岡　　山 669 (658)

　群　馬 675 (664) 　広　　島 683 (669)

　埼　玉 722 (702) 　山　　口 668 (657)

　千　葉 723 (706) 　徳　　島 632 (625)

　東　京 766 (739) 　香　　川 651 (640)

　神奈川 766 (736) 　愛　　媛 631 (623)

　新　潟 669 (657) 　高　　知 630 (622)

　富　山 677 (666) 　福　　岡 675 (663)

　石　川 673 (662) 　佐　　賀 628 (619)

　福　井 670 (659) 　長　　崎 628 (619)

　山　梨 676 (665) 　熊　　本 628 (620)

　長　野 680 (669) 　大　　分 630 (620)

　岐　阜 696 (685) 　宮　　崎 627 (619)

　静　岡 711 (697) 　鹿児島 627 (619)

　愛　知 731 (714) 　沖　　縄 627 (618)

　三　重 701 (689) 　　　　（）内は昨年度
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　１月１３日（火）午前１０時より広島県織物構造改善工業組合理事長貝原

良治氏と当組合理事長信岡　正郎氏の両氏は、福山市役所を訪問し、羽原経済

環境局長らに訪問の趣旨を伝え、現下の情勢等について意見交換した後、井上

商工課長の案内で同市財政局税務部長　平　靖行氏を訪問し、羽田市長宛ての

「事業所税」の非課税措置等を要望した「要望書」を手渡しました。

　「事業所税」は、人口３０万人以上（全国で７０団体）の都市で事業を行う

企業・事業所に対して、その「事業所床面積」及び「従業者給与総額」という

一定の外形標準を対象に課税される税です。

　特に新市町に在住する企業は、２００２年２月の福山市との合併特例により

５年間、課税が免除されておりましたが、今年度決算から約２５社が新たに対象

企業となり、順次課税されています。又、神辺町は、３年後から課税されること

になっています。

　平税務部長によると、同市での事業所税は約２９億円あり、タバコ税に匹敵

する金額とのことです。

　信岡理事長は要望する中で、「リーマンブラザーズショックによる１００年に

一度といわれる世界同時不況で、アパレル業界を取り巻く経済環境は日を追う

ごとに厳しくなって来ると同時に、業界は、備蓄産業であり、多くの在庫を抱え

るための倉庫を各社ともたくさん持っている。」としたうえで「隣の岡山（倉敷

市）では独自の減免措置を決めており、福山市においても５年前の約束をゆるめ

て２～３年免除するなど業界を元気づけてほしい。」と要望されました。

　更に、織物組合の貝原理事長も「国の税体系の中でのことでもあり、日本繊維

産業連盟を中心に国にも要望している。又、細かいことになるが、１０００㎡

までは、非課税であるが、１０００㎡を超えると元から掛かることになっており、

１０００㎡部分を非課税にするなど福山市独自での改正を検討してほしい。」

などと要望されました。

　この事業所税は、繊維業界のみならず全ての業界に関係するものであり、他の

業界や合併前の福山市内の企業からも減免等の強い要望があるとのことで、今後

福山市はもとより国・政府・議会等に強く要望していく必要があります。
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　株式会社ツースリー被服（新市町下安井）の江種　富子さん（同社会長令夫人）は、昨年

１１月１４日(金）広島市内で行われた

「第２５回ひろしま技能フェア表彰式」

において広島県知事表彰の栄に

浴されました。

　江種さんは、長年にわたり夫である

同社会長江種　勤氏とともに会社

経営に携わる一方、「婦人子供服

特級技能士」の資格を取得され、

全日本洋装技能コンクールをはじめ

各種のコンクールに出品されて優秀

な成績を収めておられます。

　今回の受賞は、デザイン、型紙政策、縫製技術等に卓越した技能を有し、自社の製品は

もとより地域の縫製関係者の技術向上に多大な貢献をし、当産地のアパレル業界のレベル

アップに寄与したことによるものです。

左の写真は、地元の「備後絣」を

使用したロングドレスです。

江種さんは、毎回出展する際に地元

で生産される素材を用いて作品を製作

されるよう心がけておられ、備後産地

のＰＲにも貢献されています。
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１月２７日を第１回目として５回連続で開催する予定の「インターネットホーム

ページ開設等セミナー」は、好評により予定人数まで残り数名となっています。

　　　新入社員研修会

　　　１．開催日時：平成２１年３月７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
　

　

　
　テレビ”サンデープロジェクト”等でお馴染みのコメンテーターの草野　厚氏
を招聘して下記の要領で経済講演会を開催いたします。
　　（ご案内は後日行います。）

　　　１．開催日時：平成２１年３月２３日（月）　１４：００～１５：３０
　　　２．開催場所：新市公民館大ホール
　　　　　　　　　　　　　福山市新市町新市８２０－３　TEL　０８４７－５２－５５４６
　　　３．参加料：無料
　　　４．講　　師：慶應義塾大学総合政策学部教授　草野　厚氏
　　　５．講演テーマ
　　　　　　「混迷する政治経済の中での企業経営」

　　婦人ボトムセミナー

　　　１．開催日時：平成２１年２月２５日（水）
　　　　　　　　　　　　１３：３０～１５：３０
　　　２．開催場所：広島県アパレル工業組合
　　　３．参加料：無料
　　　４．講　　師：㈱プレール
　　　　　　　　　　　社長　栗山　志朗氏
　

　ファッションカラーセミナー

　１．開催日時：平成２１年３月５日（水）
　　　　　　　　　　９：３０～１６：００
　２．開催場所：広島県アパレル工業組合
　３．講　　師：ファッションディレクター
　　　　　　　　　中村　芳道氏
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　平成２０年１１月１６日（日）新市クラシックゴルフクラブにおいて、第２６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１５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 40 40 80 8.4 71.6

2 40 38 78 4.8 73.2

3 42 41 83 9.6 73.4

4 39 42 81 7.2 73.8

5 47 43 90 15.6 74.4

6 52 49 101 26.4 74.6

7 46 47 93 18 75

8 49 49 98 22.8 75.2

9 40 39 79 3.6 75.4

10 47 48 95 19.2 75.8

11 43 49 92 15.6 76.4

12 51 45 96 18 78

13 45 45 90 7.2 82.8

14 57 50 107 21.6 85.4

15 74 75 149 36 113

（敬称略）

一色　浩之

児玉　廣造

加富屋㈱

藤原　眞司 ㈱藤和

一色㈱

竹内　義則

後藤　克公

㈱アタックベース

㈱山名繁治郎商店

三好商事㈱

㈱ナツメダ

旭蝶繊維㈱

氏　名 会　社　名

田邉　和憲 山和㈱

後藤　昇

クロダルマ㈱

田邉　萃

山名　作太

三好　　勇

棗田　和敏

理事長

㈱ジーベック

平　祐介 シンメン㈱

田邉㈱

信岡　正郎

平　謙介

清田　寛 グンゼ㈱
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◎株式会社ミツボシコーポレーション（新市町戸手）

　　　　新社長　槙本　克司氏　就任

◎株式会社イーブンリバー（駅家町）

　　　　新社長　平川　吉輝氏　就任

◎　株式会社ロン　（新市町戸手）

新社長　　宮口　卓也氏　就任

◎　丸江商店（新市町新市）　組織変更及び新社長

　　　　丸江商店を丸江株式会社に組織変更

　　　　新社長　　下江　正泰氏　就任

　　　　　　　　　　　　　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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