本当かウソか、是非読んでみて下さい。あなたはどう思われますか？
長年にわたって日本経済は好転せず、いまだにあまり良い状況ではありませんね。
美容室も同じですね。しかし・・・
他の業界からは、「美容業界は、まだ多くのチャンスが残っている業界」とみられています。
消費をけん引しているのは、まぎれもなく女性だからです。
不況の中、売上が３０％もしくは５０％ダウンするような業界から見れば、美容室はどうでしょう？
悪い悪いと言われながらも、そこまでの落ち込みは起きていないと思い込んではいませんか？
現実的には、岐阜県の人口減少（約１９０万人にまで落ち込む）、美容室（約４，０００店舗以上有）、
美容師（８，０００人以上）、これらの数字から読み取ると・・・

平均１美容室当り

１日来店客２人、美容師１人の１日当たりの施術人数約０．９人（平成２８年統計）

と計算出来ます。その上所得が上がらない、でも物価は上がった。当然いろんな方面への出費を抑えます・・・

あなたのサロンは、あと何年営業されたいですか？
資金力を持った優良企業（大・中・小）にとって、美容業界への参入は簡単です。
少額の資金投資ですむからです。
資金力にものを言わせ、美容の市場を荒らすでしょう。
立派なサロンを建設し、低価格路線や高価格路線。または巨大な箱物を建設し、そこに
美容室や化粧品のショップ、ネイルサロン、ブライダルサロン、ファッションなどを
コラボしたモールを作り出したりするかもしれません。
豊富に資金を持った他業界が、このような形で参入・乱立すれば、現状の美容室の経営は、
風前の灯火となるでしょう。

では何故？いまだに参入する企業が少ないのでしょう？
それは・・・・

我々美容業界は、美容師法「美容師免許制度」によって守られています。
他業界からするとこれがネックとなり、大勢の免許取得者を必要とする大規模店を作りにくい
ことになるのです。
参入となると定期的に多くの人材を求め続けることになりますが、離職者も多く、免許取得まで時間
のかかる美容師ですから、「美容師免許制度」がある限り容易にはいかない のです。
しかし、これまでに何度となく「美容師免許を廃止」という不穏な動きがありました。 しかし・・・⇒

早々に美容組合が、情報を察知し未然に防いでいます。
組織として、政治的に強いパイプを持っているからです。
個々の声だとなかなか届かず、スルーされてしまいますが、

美容組合の一言は、全国数万件の美容室経営者の声を代表するもの

ですから、

重く受け止められやすいのです。
私たち美容室経営者にとって美容組合の存在そのものが、大きなバックボーンとなっています。

ですが・・・・

何故？かと言うと・・・

美容組合が消滅すれば、政治が動く規制緩和という、大きな波に飲み込まれ、
「美容師免許制度」廃止が成立してしまうでしょう。
それは困ると立ち上がっても、時すでに遅しという事になります。
他業種からの参入はもちろん、各個人が家庭で“お小遣い稼ぎにカットする”なんてことも
予想でき、需要と供給のバランスが崩れ、現美容室の経営は困難となります。

加盟店減少で組織を維持するのが困難に・・・
美容組合の、加盟店の方たちにも高齢化が起き、これから加盟店が激減していきます。
経営者が高齢となり、美容室を閉めてしまうからです。
おそらく５年後には、存続できないほどの数になると予想されます。
かりに存続できたとしても、その存在は希薄となり影響力は弱くなってしまいます。
これからも、自分たちのサロンを安定的に経営していくには・・・

皆さんの美容室を守るため、組合を存続させるために、是非、美容組合にご参加いただければと思っております。
もちろん何の強制力もあるものではございませんので、組合に参加するもしないも自由です。
生衛法ポケットブック、ＺＥＮＢＩをご一読下されば嬉しく思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【連絡先】
〒５００－８３０５
岐阜県岐阜市沖ノ橋町３丁目３番地
岐阜県美容業生活衛生同業組合
ＴＥＬ ０５８－２５４－０８６１
ＦＡＸ

０５８－２５４－１３７７

岐阜県美容業生活衛生同業組合 支部窓口一覧
平成２８年４月 現在
管轄保健所
岐阜

支部名

揖斐
関
郡上
中濃

東濃

恵那

飛騨
下呂

岐阜市

店名

羽島第１

岩前 孝治

羽島第２

鍛冶屋 高徳 美容室 ピンクロッド

各務原

森下 芳子

住所

美容所設置該当地
羽島郡、岐阜市柳津町 各務原市川島町

羽島市竹鼻町蜂尻１４９－１

058-392-6638

羽島市

美容室 Sa.fran

各務原市那加南栄町６４

058-389-5180

各務原市 (川島町除く）

後藤 久

ろまんてぃっく はうす

山県市高富１０６４－１

0581-22-5678

山県市

安江 君江

ビューティーサロン さふぁいや 本巣郡北方町春来町１－８２

058-324-6349

瑞穂市、本巣市、本巣郡

大垣第１支部

高橋 良和

サロン・ド・はし

大垣市室村町３－８８－６

0584-75-5767

大垣市（駅より西）

大垣第２支部

角田 晃

美容室ＮＯＡ

大垣市東町１－８８－１ 中村第８ビル１Ｆ 0584-78-8860

大垣市（駅より東）

海津支部

佐野 栄一

サノウ美容室

海津市南濃町駒野字長切３７９－３

0584-55-1315

海津市

養老支部

栗田 百合

美容室ＨＡＮＡ

養老郡養老町大巻９６６－１

0584-35-3517

養老郡、大垣市上石津町

不破支部

南谷 きみ子

大滝美容室

不破郡垂井町大滝

0584-22-5181

不破郡

安八支部

伊藤 淳俊

Hair a.n.c

安八郡神戸町神戸１１１２－１

0584-27-8365

安八郡、大垣市墨俣町

揖斐支部

近藤 ホノエ

エルザ ビューティサロン

揖斐郡池田町八幡２３６５－６

0585-45-7324

揖斐郡

関支部

横井 たつ江

美容室 華

関市倉知６０６

0575-23-5059

関市（板取・洞戸を除く）

美濃支部

山口 雅生

ＪＵＳＥＮ美容室

美濃市俵町２１３８

0575-33-3302

美濃市、関市板取・洞戸

郡上支部

川原 智子

トモ美容室

郡上市白鳥町為真１２５４－１２

0575-82-2652

郡上市

加茂支部

西田 明彦

パロマ美容室

美濃加茂市太田町２５４０－８

0574-25-3517

美濃加茂市、加茂郡

可児支部

加藤 雄二

パーマハウス雄二

可児市広見８２４－１

0574-62-2800

可児市、可児郡

多治見支部

松本 邦江

美容室 萌

多治見市太平町６－６５

0572-24-3873

多治見市（笠原町除く）

岐阜市沖ノ橋町３－３

058-254-0861

瑞浪市（県直轄）

瑞浪支部

サムソン＆デリラ 柳津店 岐阜市柳津町丸野１－８６

電話番号
058-388-5881

山県支部
本巣
山県センター 本巣支部

西濃

支部長

岐阜県美容業生活衛生同業組合

土岐支部

佐々木 誠

ササキ美容室

土岐市泉町久尻６１８－５

0572-54-8118

土岐市（笠原町含む）

中津川支部

田口 武志

Spica hair

中津川市中津川２９７３－６

0573-65-6147

中津川市（蛭川・阿木を除く）

恵那支部

伊東 聖司

（有）ミューズ美容室

恵那市大井町２５１－４４

0573-25-2211

恵那市、中津川市蛭川、中津川市阿木

高山支部

青豆 淳

（有）ビイ・カンパニー

高山市有楽町４５ SING2nd 2F

0577-32-9575

高山市（国府・上宝を除く）、大野郡

南吉城支部

岩佐 須賀子 hair fanctionヴィアン・ヴィアン

飛騨市古川町南成町５－７

0577-73-7310

高山市国府、飛騨市古川町、宮川町、河合町

北吉城支部

塩田 幸子

飛騨市神岡町東町４６２－１

0578-82-0303

高山市上宝町、飛騨市神岡町、高山市奥飛騨温泉郷

下呂支部

日下部 順子 ジュン美容室

下呂市御厩野８３２

0576-26-2137

下呂市

岐阜第１支部

小川 道春

ｈａｉｒ position ＧＩＧＹ / ＯＧＡＷＡ

岐阜第２支部

後藤 法治

(有)サロンのりか

岐阜第３支部

古家 弘之

洒落人美容室

058-263-1992

岐阜市（柳津町を除く）

岐阜第４支部

宇野 強

ぱーまはうす宇野つよしの店 岐阜市美園町3-16

岐阜第５支部

山口 元子

たかぎ美容室

五反田美容室

岐阜市連合会

