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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たは、かつてない厳しい経済環境が続いております中で、決意も新た

に新年をお迎えのことと存じます。

　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、新しい２０１０年の見通しも更なるデフレの進行、為替や雇用の問題等多くの課題

を抱えたまま越年しており、景気の二番底が心配される中、それを如何に回避し、回復の

足がかりを掴めるかどうか、正に正念場を迎えた新年だろうと思っております。

　又、政界においては、劇的な政権交代があり、多くの国民から期待を寄せられ誕生した

鳩山内閣でありますが、高らかと打ち上げたマニュフェストも思うように実現せず、いさ

さか苦戦の様相を呈しております。

　その上、沖縄基地の問題、鳩山・小沢両氏の金の問題、そして景気の問題、この３Ｋを

抱えた上に、内閣の要であった藤井財務大臣の辞任問題等で、多くの国民は、鳩山内閣に

対する失望と景気の行く末に不安を感じるようになって来ているのではないでしょうか。

　当産地の主力商品であります実用衣料も昨今の大手小売の価格破壊に悩まされております。

特に作業服業界では、労働者の派遣切り、工場の海外移転、下請企業の切捨て等によって、

多くの労働者が働く場を失いました。そこで消費されていた作業服・作業用品の市場は、

壊滅的状態になりました。それでも売上が大きく落ち込みだした一昨年の秋から二廻り目に

入った昨年の秋冬商戦からは、少しは下げ止まるか、わずかでも回復傾向に向かうのでは

ないか、そんなささやかな期待も完全に裏切られ残念な結果となっております。

　そんな中にあって組合員の多くは、今を乗り切るためにも市場の少しの隙間を目指し、

新商品の開発や新しい市場の模索等怠ることなく自助努力されておられます。

　組合のお手伝い出来ますことは、大きく移り変わって行く産業構造や流通業界の変化の

流れ等をタイムリーに情報提供を行い、組合員共々変化の波に遅れないよう、そして、時代

の流れから取り残されないよう勉強の場を設け、教育情報活動に力を注いで行きたいと思っ

ております。



　又、本年は、当組合の創立５０周年という大きな節目の年に当たっております。

その記念式典を５月に行う予定にしておりますが、時節柄許せるだけ地味な式典にしようと

思っております。それよりも組合員の皆様が一人でも多く参加して頂き、これを期に組合員

同志の団結が期待できるような事柄を考えてみたいと思っております。併せて平素大変お世

話になっております仕入先関係の皆様にもご参加を頂き、記念ゴルフコンペを催したいと

思っております。そして懇親の場を通して、我々を勇気付けて頂けるそんな事を期待しなが

ら予定しておりますので、その節にはご参加のほどよろしくお願いいたします。

　さて、最後に目先の景気につきましては、民主党政権の一時も早い具体的な経済対策が

望まれるわけでございますが、公共事業の縮小や“コンクリートから人”への政策転換は

我々の業界にとってはゆゆしき問題であります。バラマキ政策も必要かと思いますが、多く

の国民はそれよりも経済全体のパイを広げ、産業の活性化を促しながら雇用の拡大による

豊かさの実現であり、経済の王道を追求する成長戦略に向かってくれることを期待している

のではないでしょうか。

　そんな社会が一日も早く実現してくれることを心から祈念しながら、本年も組合員一同

「信頼と協調」の精神を貫き頑張って参る所存です。

　組合員皆様方の一層のご支援・ご協力を重ねてお願い申し上げ、年頭の挨拶に代えさせて

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(木）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

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

商工課長　武田　栄貴氏）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１４０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　克公氏（加富屋㈱会長）から中締めの挨拶があり、盛会裡

に終了しました。





　日本被服工業組合連合会の創立50周年

記念式典が11月10日（火）午後4時より

東京霞ヶ関の霞山会館（霞ヶ関コモン

ゲート西館37階）において開催された。

　式典は、出崎専務理事の司会で始まり、

山田正一実行委員長の開会宣言の後、

谷岡一治理事長（大阪理事長・㈱タニオカ

ドレス社長）が主催者を代表して、「昭和

34年創立以来、時代の折々に対応した

事業を積極的に行い、業界の発展に尽力

してきた。次なる60周年を勇躍して向かえ

《主催者を代表して挨拶される谷岡理事長》 ることが出来るよう一層の団結と協調を

高めて努力したい。」旨の挨拶と決意を

述べられた。

　　　次いで、永年、連合会と業界の発展に寄与

　　された役員に対して表彰が行わました。

　　　受賞者を代表して、経済産業大臣表彰を

　　受賞した信岡正郎副理事長（広島県理事長・

　　㈱コーコス信岡社長）が答辞を述べられた。

　　　次に多くの来賓を代表して、経済産業省

　　繊維課の間宮繊維課長（経済産業大臣代理）、

　　全国中小企業団体中央会三浦調査部長、

　　東レ㈱杉本副社長、㈱チクマ竹馬社長から、

　　ご懇篤なご挨拶をいただきました。

　当日は、国会議員の方々も式典にご出席いただき、 　　　《答辞を述べる信岡副理事長》

中野寛成衆議院議員（民主・大阪）、稲見哲男衆議院議員（民主・大阪）、本田平直衆議院議員（民主・

埼玉）の各代議士からそれぞれご懇篤なご挨拶を頂戴しました。

　最後に河合達朗副理事長（岡山県理事長・河合産業㈱会長）が閉会の挨拶を述べて盛会裡に終了

しました。　なお、当日の参加者は総勢約130名でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　日本被服工業組合連合会（略称：日被連）について
日被連は、昭和34年11月（5地区組合で）に設立された。35年には、9地区組合・819社の組合員
が加入していたが、現在では、4地区組合・280名まで減少している。当初は、調整事業が主な
事業であった。昭和56年には、業界の過剰衣料縫製用ミシン等の共同廃棄事業に参画した。
翌年には、日被連標準型学生服に関する規定を制定し、青少年の非行防止・健全育成に取り
組んだ。
平成3年に、取引適正化のためのマニュアルを独自に作成し、業界に啓蒙した。更に平成7年に
は、阪神・淡路大震災に対して13万点余の救援物資と義援金を現地に届ける活動を展開した。
平成9年、家庭用品品質表示法の運用見直しにより「日被連品質表示者番号制度」を発足さ
せ、製造者としての責任と消費者保護に役立てている。更に平成13年には、グリーン購入法の
施行に伴って「日被連国産エコ・ユニフォームマーク制度」を発足させ、循環型社会の形成に貢
献する活動を展開している。2年後には、「海外縫製エコ・ユニフォームマーク制度」も併せて発
足させ、エコ・ユニフォームの拡大を図っている。平成18年に情報発信の手段として、インター
ネットホームページを開設し、多くの関係者に利用されている。



　記念式典終了後、会場を移して祝賀会が開催されま

した。会場入口で正副理事長が立礼して、参加者の

入場を迎えました。出崎専務理事の司会で始まり、

主催者を代表して信岡副理事長が開宴の挨拶を述べ

ました。次いで、日本繊維産業連盟下村会長から関連

業界を代表してのご挨拶がありました。

　　　祝賀会には、国会開催中にも関わらず、国会議員や

　　　政界の方々がお祝いに駆けつけていただきました。

　　　来場された議員等は、次のとおりです。なお、それぞ

　　　れからご懇篤なご挨拶と励ましを頂戴しました。

　　　平沼赳夫議員（無所属・岡山）・樽床伸二議員

　　　（民主・大阪）・片山虎之助日本消防協会々長・

　　　亀井静香金融・郵政改革担当大臣（国民新・広島）

　　　(以上挨拶順）



　祝賀会はこの後、ご出席された亀井大臣を始めとした国会議員の先生方との名刺交換や挨拶、参会者

同志の和やかな懇親が続いた後、繊維産業流通改革推進協議会の阿部　旭専務理事のご発声による

万歳三唱が行われ、最後に長谷川和男副理事長（埼玉県理事長・㈱サンペックス会長）の挨拶で閉宴

しました。

　　（当日のスタッフ一同）
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　　※括弧書きは、平成20年度地域別最低賃金額。
　　※新潟と岐阜は、平成21年度の改定は行われなかったため、前年度の金額と同じ。

平成21年10月1日
平成21年10月14日
平成21年10月14日
平成21年10月18日

平成21年10月16日
平成21年10月1日
平成21年10月10日
平成21年10月18日

平成21年10月1日
平成21年10月1日
平成21年10月1日
平成21年10月1日

平成21年10月4日
平成21年10月8日
平成21年10月8日
平成21年10月4日

平成21年10月8日
平成21年10月17日
平成21年10月31日
平成21年10月8日

平成21年10月1日
平成21年10月1日
平成21年10月17日
平成21年9月30日

平成21年10月1日
平成21年10月19日　※

平成21年10月26日
平成21年10月11日

平成21年10月18日
平成21年10月10日
平成21年10月1日
平成21年10月1日

平成21年10月3日
平成21年10月1日
平成21年10月25日

平成21年10月26日 ※

平成21年10月8日
平成21年10月1日
平成21年10月4日
平成21年10月17日

６２９　 （６２７）
７１３　 （７０３）

発効年月日
平成21年10月10日
平成21年10月1日
平成21年10月4日
平成21年10月24日
平成21年10月1日
平成21年10月18日
平成21年10月18日

６３０　 （６２８）
６３１　 （６３０）
６２９　 （６２７）
６３０　 （６２７）

６３１　 （６３０）
６８０　 （６７５）
６２９　 （６２８）
６２９　 （６２８）

６６９　 （６６８）
６３３　 （６３２）
６５２　 （６５１）
６３２　 （６３１）

６３０　 （６２９）
６３０　 （６２９）
６７０　 （６６９）

６９２（６８３）

７６２　 （７４８）
７２１　 （７１２）
６７９　 （６７８）
６７４　 （６７３）

７３２　 （７３１）
７０２　 （７０１）
６９３　 （６９１）
７２９　 （７１７）

６７７　 （６７６）
６８１　 （６８０）
６９６　 （６９６）
７１３　 （７１１）

６６９　 （６６９）
６７９　 （６７７）
６７４　 （６７３）
６７１　 （６７０）

沖縄
全国加重平均額

６４４　 （６４１）
６７８ 　（６７６)
６８５　 （６８３）
６７６　 （６７５）
７３５　 （７２２）
７２８　 （７２３）
７９１ 　（７６６）
７８９　 （７６６）

熊本
大分
宮崎

鹿児島

高知
福岡
佐賀
長崎

山口
徳島
香川
愛媛

鳥取
島根
岡山
広島

大阪
兵庫
奈良

和歌山

愛知
三重
滋賀
京都

山梨
長野
岐阜
静岡

新潟
富山
石川
福井

埼玉
千葉
東京

神奈川

福島
茨城
栃木
群馬

宮城
秋田
山形

最低賃金時間額
６７８ 　（６６７)
６３３ 　(６３０)
６３１ 　(６２８)
６６２ 　(６５３)
６３２　 (６２９)
６３１　 (６２９)

都道府県名
北海道
青森
岩手



　平成２１年１１月２９日（日）新市クラシックゴルフクラブにおいて、第２７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、

また、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 42 39 81 12.0 69.0

2 40 43 83 12.0 71.0

3 37 38 75757575 3.6 71.4

4 43 54 97 25.2 71.8

5 42 43 85 12.0 73.0

6 42 40 82 8.4 73.6

7 40 42 82 8.4 73.6

8 38 42 80 6.0 74.0

9 46 44 90 15.6 74.4

10 44 45 89 14.4 74.6

11 47 45 92 16.8 75.2

12 49 48 97 21.6 75.4

13 47 45 92 15.6 76.4

14 41 50 91 14.4 76.6

15 51 49 100 18.0 82.0

（敬称略）

平　謙介 クロダルマ㈱

出原　昌直 ㈱ディーフェイズ

氏　名 会　社　名

金光　三喜夫 ㈱山名繁治郎商店

平　祐介 シンメン㈱

一色　浩徳

グンゼ㈱

信岡　正郎 理事長

藤田　佳久 ふじ多㈱

後藤　昇 ㈱ジーベック

岡　修也

児玉　廣造 旭蝶繊維㈱

戸田　清登 ハチダイヤ㈱

一色㈱

藤原　眞司 ㈱藤和

田邉　萃 田邉㈱

後藤　昇 ㈱ジーベック

中塚　恭平 中塚被服㈱



開催日時：平成２２年１月２９日（金）　１３：３０～１５：４０
開催場所：福山商工会議所３０４会議室（福山市西町２－１０－１）

ホームページは難しいスキルも専門の社員も必要ない。自分たちで簡単に作り、運営することが
出来ることなどを先進事例を通じて学ぶセミナーです。是非ご参加ください.

　お申し込みは、組合事務局までＦＡＸ又は電話にて。　ＦＡＸ：０８４７－５２－３３４３

　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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








