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本号の主なニュース

１．第１２９回通商問題委員会の開催
２．２０１９年度織布運転技能審査試験の募集
３．絹・合繊織物の海外展示会(ミラノ・ウニカ)出展支援事業の公募

◇ 第１２９回通商問題委員会の開催 ◇
第１２９回通商問題委員会が８月８日（木）に開催され（１）輸出貿易管理令の改正（２）
日本の繊維貿易の現状（３）各国とのＥＰＡ交渉状況等について説明があり意見交換が行わ
れた。
１.日本の繊維貿易の現況について
（１）輸出入全般の動向
①２０１９年６月の現況
円ベースでは、輸出は前年同月比９７.９％、輸入は９１.３％と単月で輸出、輸入と
もに減である。輸出（円ベース）は２０１５年１２月以降、落ち込みが続いていたが、
２０１８年に入り回復傾向が認められ、２０１８年通期では前年同期比１０１.７％
となった。その後、２０１９年１月は減少に転じたものの、２月以降は増が継続して
いたが、５月以降、減が継続している。また、輸入は２０１８年通期では前年同期比
で１０６.０％と増加傾向であった。２０１９年も１月は増加傾向であり、２月は一
転減少に転じたものの、３月以降は増が続いていたが、５月以降は減少に転じている。

項目

金

２０１９年６月

２０１９年１月～６月

額

金

前年同月比
円ベース

＄ベース

前年同期比

（百万円）

（百万＄）

輸出

80,549

745

97.9%

99.7%

439,138

3,990

100.7%

99.3%

輸入

274,509

2,541

91.3%

93.0%

1,973,242

17,931

100.1%

98.8%

１

（百万円）

額
（百万＄）

円ベース

＄ベース

②繊維品別輸出入実績（２０１９年１月～６月累計・前年同期比）
輸出（円ベース）
繊維原料
糸類（紡績糸・合繊糸）

輸入（円ベース）
102.5% 繊維原料
92.1%

糸類（紡績糸・合繊糸）

97.4%
96.3%

綿糸

89.9%

綿糸

93.7%

毛糸

105.6%

毛糸

96.8%

合繊糸

99.8%

合繊糸
織物

91.5%
100.5% 織物

103.7%

綿織物

91.9%

綿織物

92.5%

毛織物

99.4%

毛織物

114.8%

合繊織物

109.5%

合繊織物
二次製品

104.3%

103.0% 二次製品

100.2%

（２）各国・地域別輸出入の動向
①輸出（２０１９年１月～６月累計 前年同期比（円ベース））
東南アジア（中国含む）:９９.６％、米州:１０３.０％、欧州:１０６.３％、中
国:９７.４％、シェアは２８.４％（前年比▲０.９ｐｔ）と１月～６月累計で輸出額、
シェア共に減である。
アセアン:１０１.０％、シェアは２５.６％（前年比＋０.１ｐｔ）。シェア増加は
一服感がある。
２０１９年１月～６月累計で、前年同期比増は、台湾１１４.０％、マレーシア１
１３.０％、ベトナムが１０５.８％、カンボジア１１４.１％、ミャンマー１１３.
６％、バングラデシュ１１０.３％、フランス１１０.１％、ドイツ１２４.５％など。
シェアが安定して伸長しているベトナムの構成比は１２.６％（前年同期比＋０.
６ｐｔ）。
ドイツは前年同期対比大幅増が継続しているが、バングラデシュは一服感がある。
②輸入（２０１９年 1 月～６月累計 前年同期比（円ベース））
東南アジア（中国含む）:９９.８％、米州:１０４.８％、欧州:１０４.３％、
中国:９５.６％、シェアは５４.２％（前年比▲２.６ｐｔ）と減である。
アセアン:１０７.０％、シェアは２７.９％（前年同期比＋１.８ｐｔ）とこちらは増
が継続している。
１月～６月累計で前年同期比増はベトナム１０９.０％、カンボジア１１２.０％、
ミャンマー１２１.４％、インド１０８.２％、バングラデシュ１１０.８％などで
ある。
ベトナムのシェアは１３.０％（前年同期比＋１.１ｐｔ）と堅調である。

２

２.次回日程について
第１３０回通商問題委員会は、９月２６日（木）１５時 ～

◇ ２０１９年度織布運転技能審査試験の募集 ◇
本会は、２０１９年度織布運転技能審査試験の募集を、令和元年８月１９日付元絹人繊
工連発第２２号「２０１９年度織布運転技能審査試験の募集について」において募集案内
を行った。
技能審査試験の概要については以下の通り。
１．対

象

「準備工程」
「製織工程」
「仕上工程」の運転業務に従事する者の有する技能で、受験
資格は、１級が勤続２年以上、２級が勤続１年以上。
受験対象工程は、
「準備工程」は整経、糊付から、また、
「製織工程」は有杼織機、エアジ
ェット式織機、ウォータージェット式織機、レピア式織機、グリッパー式織機から選択。
◎

合格者に対する称号
・１級織布運転技士（準備工程）

・２級織布運転技士（準備工程）

・１級織布運転技士（製織工程）

・２級織布運転技士（製織工程）

・１級織布運転技士（仕上工程）

・２級織布運転技士（仕上工程）

２．試験内容
（１） 学科（筆記）試験
学科試験は一般知識と専門知識に大別。
（ａ）一般知識
繊維産業に従事するものにとっての基本知識で、範囲は以下の通り。
①繊維の種類と特徴

②紡績の基本原理と糸の種類および特徴

原理と布の種類および特徴
生

④統計的なものの考え方と工程管理

③製織の基本
⑤安全と衛

など

（ｂ）専門知識
①機械の構造と作用（付属装置も含む） ②諸計算 ③試験・検査 ④運転管理
の心得、標準動作の手順 など

３

（２） 実技試験
課題

準 備 工 程

製 織 工 程

仕 上 工 程

１級

２級

１

始業作業

始業作業

２

運転作業

運転作業

３

ビーム交換作業

ビーム交換作業

４

異常時の処理判断

異常時の処理判断

１

経糸継ぎ作業

機台の始動及び停止作業

２

緯糸継ぎ作業

経糸継ぎ作業

３

切卸及び運搬作業

緯糸継ぎ作業

４

機台の見回り作業

機台の見回り作業

５

異常時の処理判断

異常時の処理判断

１

始業作業

始業作業

２

検査作業

検査作業

３

格付け作業

格付け作業

４

異常時の処理判断

異常時の処理判断

なお、既に学科（筆記）試験又は実技試験の合格者で本年度受験する者は、申請の際
「一部合格証明書」のコピーを添付すれば、一部合格している学科試験又は実技試験が
免除される。
受験料は、１級、２級ともに学科（筆記）試験が６，０５０円（税込）、実技試験が
１４，８５０円（税込）
。試験実施の期間は２０１９年１０月２１日～１２月６日の間を
予定している。
※なお、受験料に係る消費税分については、試験実施期間が１０月以降となる関係で
消費税率１０％となっている。
３．受験申込期日
２０１９年９月１８日までに当会に申請書を送付。

◇ 絹・合繊織物の海外展示会(ミラノ・ウニカ)出展支援事業の公募 ◇
１．事業の目的
本事業は、日本独自の絹織物や高機能性を有する合繊織物を海外にアピールするため
の支援として、下記展示会への出展支援事業の公募を行います。

４

２．展示会名
・「The Japan Observatory」 at MU ２０２１ SS
会期：２０２０年（令和２年）２月４日（火）～６日（木）
会場：イタリア ミラノ市「Ｒｈｏ Ｆｉｅｒａｍｉｌａｎｏ（ロー・フィエラ・ミラノ）」
３．出展対象者
出展対象者は、日本の絹織物・化合繊（長）織物の製造者を構成員とする団体（組合）
及びこれらの団体（組合）から推薦された事業者。
４．公募期間
令和元年８月２８日（水）～令和元年９月１０日（火） １７時まで（必着）
５．公募資料（公募要領、申請書等）
資料等詳細は、公募期間中の本会ホームページより入手してください。
【公募申請書（事業計画書）の提出先及び問合わせ先】
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-15-12
一般社団法人 日本絹人繊織物工業会 担当 大森
TEL 03-3262-4101 FAX 03-3262-4270

◇ 「資金調達ナビ」最新の支援情報（全国版） ◇
中小機構では、Ｊ-Ｎｅｔ２１スタッフが全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの
公的機関のサイトに発表されているＷＥＢ情報を収集し、リンク情報として紹介して
います。資金制度、募集中の資金情報を資金調達の目的、方法、都道府県別に検索で
きますので実施されている事業にあわせて情報を入手することが出来ます。

中小機構ホームページ http://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support
(日絹ホームページからもリンクしていますので御利用下さい)
（公募中案件）
2019/08/20 掲載

補助金：平成３０年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助
金」二次公募（全国中小企業団体中央会）
中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。応募締切は９月２
０日(金)１５時です。

５

・実施期間：2019/08/19 － 2019/09/20
2019/08/13 掲載

助成金：第２次 新技術開発助成 募集（市村清新技術財団）
広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我
が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的と
しています。当財団の助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本的技
術の確認が終了し、実用化を目的にした開発試作を対象にしています。受付期間は１０月
１日(火)～１０月２０日(日)です。
・実施期間：2019/10/01 － 2019/10/20
2019/08/09 掲載

公募： 起業家表彰「Japan Venture Awards ２０２０ 」（中小機構）
新たな事業の創出や市場開拓に果敢に挑む、有望なベンチャー起業家を表彰する「Japan
Venture Awards (略称：JVA)２０２０」の応募者を、８月８日(木)より募集します。Japan
Venture Awards は、革新的かつ潜在成長力の高い事業や、社会的課題の解決に資する事業
を行う、志の高いベンチャー企業の経営者を称える表彰制度です。募集期限は９月２６日
(木)書類必着です。
・実施期間：2019/08/08 － 2019/09/26
2019/08/08 掲載

公募：中小企業の情報セキュリティマネジメント指導業務（情報処理推進機構）
専門家の訪問指導により、中小企業の現場に応じたリスクの洗い出しからマネジメントに
必要なセキュリティ基本方針や関連規定の策定に向けた支援を受ける中小企業を募集し
ます。全国４００社を対象に１社あたり４回派遣、参加費は無料、実施期間は９月末～１
２月(予定)です。
・実施期間：2019/08/08 －
2019/07/23 掲載

公募：第３回コンポジットハイウェイ・アワード～２０１９（中部経済産業局）
中堅・中小企業の炭素繊維複合材料（Carbon Fiber Reinforced Plastics：CFRP）に関する優
れた技術・製品のうち、国内サプライチェーンの構築につながるものとして、ユーザー企
業等からの評価が高い優れた技術・製品を表彰する「第３回コンポジットハイウェイ・ア
ワード」の募集を開始します。応募期限は１０月１８日(金)です。
・実施期間：2019/07/22 － 2019/10/18

６

2019/07/12 掲載

公募：「キャリア教育アワード」・「キャリア教育推進連携表彰」（経済産業省）
子どもや若者たちに対して、仕事のやりがいや学校での学びと実社会とのつながりを伝え
る「キャリア教育」に取り組む企業等の活動を表彰する「キャリア教育アワード」と、教
育関係者と地域・社会や産業界の関係者とが連携・協働して取り組むキャリア教育の先進
事例を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を公募します。応募受付締切は１０月１８
日(金)です。
・実施期間：2019/07/01 － 2019/10/18
2019/07/11 掲載

助成金：時間外労働等改善助成金（勤務間インターバル導入コース）
（厚生労働省）
勤務間インターバル(勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けるこ
とで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ること)の導
入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。募集締切は１１月１５日(金)必着で
す。助成対象等については詳細を確認ください。
・実施期間：2019/04/02 － 2019/11/15
2019/07/11 掲載

助成金：時間外労働等改善助成金（職場意識改善コース）（厚生労働省）
生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向け
た環境整備に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。募集締め切りは９月３０日
(月)必着です。助成対象等については詳細を確認ください。
・実施期間：2019/04/01 － 2019/09/30
2019/07/10 掲載

公募：「新・ダイバーシティ経営企業１００選」及び「１００選プライム」
（経済産業省）
ダイバーシティ経営に取り組む企業のすそ野拡大を目指し、ダイバーシティ推進を経営成
果に結びつけている企業の先進的な取組を表彰する「新・ダイバーシティ経営企業１００
選」及び「１００選プライム」の今年度の公募を行います。応募期間は７月１７日(水)～
９月９日(月)午後５時まで(必着)です。公募説明会を７月３１日（水）に開催します。
・実施期間：2019/07/17 － 2019/09/09
2019/07/09 掲載

第４５回発明大賞候補者募集（日本発明振興協会）

７

優秀な発明考案によって、わが国科学技術の振興、産業の発展、国民生活の向上、環境問
題の解決等に寄与した中小企業または発明研究者を表彰します。
・実施期間：2019/07/01 － 2019/09/30
2019/07/08 掲載

公募：令和元年度「地域発！いいもの」に関する取組の募集（厚生労働省）
令和元年度の「地域発！いいもの」応援事業として、各地域で行われている「技能振興」
や「技能者育成（人材育成）
」などに役立つ、特色ある取組や制度を募集します。募集締切
は１１月１５日(金) 必着です。
・実施期間：2019/07/05 － 2019/11/15
2019/07/08 掲載

公募：グッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集開始（厚生労働省）
令和元年度のグッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集を開始しました。付加価
値の高い製品等であることを、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日
本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的としています。募集は２期あり、上半期募集
期限は８月２３日(金) まで。下半期募集期間は１０月１日(火) 〜 １２月５日(木)です。
・実施期間：2019/06/24 － 2019/12/05
2019/06/12 掲載

募集：第５７回素形材産業優良従業員表彰（素形材センター）
表彰制度は、素形材関係企業の従業員で、技術、技能、又は事務処理が優秀であって、素
形材産業の発展、向上に寄与された方、省エネルギー、環境改善、品質・生産性向上など
により、社業の発展に貢献された方、或いは勤続年数２０年以上で業務に精励され一般従
業員の模範となっている方を対象に、表彰するものです。募集締切は８月３０日(金)です。
・実施期間： － 2019/08/30
2019/06/10 掲載

助成金：「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース（厚生労働省）
働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確
保等支援助成金（働き方改革支援コース）が創設されました。このコースは、長時間労働
の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援するものです。
本コースの支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。事業実施期間中（交付
決定の日から２０２０年２月２２日(土)まで）に取組を実施してください。申込締切は１
１月２９日(金)必着です。※時間外労働等改善助成金とは窓口が異なります。
・実施期間： － 2019/11/29

８

2019/06/05 掲載

公募：「STI for SDGs」アワード（科学技術振興機構）
「STI for SDGs」アワードの募集を開始しました。科学技術イノベーション（Science,
Technology and Innovation : STI）を用いて社会課題を解決することにより SDGs の達成を目
指す、地域における優れた取組を対象とします。募集期限は８月３０日(金)１７時、説明
会（事前申込不要）も予定されています。詳細をご確認ください。
・実施期間：2019/06/03 － 2019/08/30
2019/05/09 掲載

小規模企業者等設備貸与事業（全国中小企業振興機関協会）
小規模企業者等の創業又は経営の革新に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、
小規模企業者等設備貸与事業が設けられており、割賦販売及びリースの二つの形態による
事業を各道府県の機関において実施しています。事業を実施している道府県内に所在する
小規模企業者等の方が利用することができます。事業の概要や実施機関等は詳細を確認く
ださい。
2019/05/08 掲載

助成金：中小企業退職金共済制度（中退共）（中小企業退職金共済事業本部）
中退共制度は、昭和３４年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金
共済法」に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用
になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。制度
の概要、申込方法等については詳細を確認下さい。
・実施期間：2019/05/07 －
2019/01/22 掲載

軽減税率対策補助金（中小企業庁）
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助すること
により、導入等の準備が円滑に進むように支援する制度です。
「所得税法等の一部を改正す
る法律」の成立日（２０１６年３月２９日）から２０１９年９月３０日までに導入または
改修等が完了したものが支援対象となります。また、A 型および B－２型の申請受付期限
は２０１９年１２月１６日（事後申請）です。B－１型は２０１９年９月３０日までに事業
を完了することを前提に、２０１９年６月２８日までに交付申請を行ってください。
・実施期間： － 2019/12/16
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動

向

７月２４日

当会 ＪＦＷ－ＪＣ２０２０出展者説明会

７月２５日

全日本帯地連盟 小委員会

７月３０日

日本繊維産業連盟 令和元年度第１回常任委員委員会

８月

５日

ＵＡゼンセン ２０１９年度「化学産業シンポジウム」

８月

８日

日本繊維産業連盟 第１２９回通商問題委員会および第三者承継税制に関する説明会

会議予定
☆ 当会 全日本帯地連盟 委員総会および交流会
９月２５日（水）

委員総会１５時 ～ １７時

９月１１日（火） 交流会

於：西陣織会館

１７時３０分 ～ ２０時 於：西陣魚新

☆ 日本繊維産業連盟 第１３０回通商問題委員会
９月２６日（木）１５時 ～ １７時 於：繊維会館
☆ 当会 令和元年度第１回資産運用検討委員会
９月２７日（金）１２時 ～ 於：日絹会館
☆ 当会 正副会長・正副理事長会議
９月２７日（金）１３時３０分 ～ 於：日絹会館

イベント
☆ 第８８回東京インターナショナル･ギフト･ショー秋２０１９
「産地ブランドの服飾展」
９月
会

３日（火）～

６日（金）１０時 ～ １８時（最終日１６時まで）

場：東京ビッグサイト

西１ホール

☆ Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ 上海 Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃｓ Japan Pavilion ２０１９ Autumn Ｅｄｉｔｉｏｎ
９月２５日（水）～ ２７日（金）９時 ～ １８時
会

場：中國國家會展中心

☆ 丹後織物総合展「Tango Fabric Marche」
１０月 ２日（水）～ ３日（木）１０時 ～ １８時
会

場：代官山 ヒルサイドテラス アネックス A 棟

１０

☆ 米沢テキスタイルコレクション２０２０ＡＷ
１０月 ２日（水）～ ３日（木）
会

場：東京交通会館３Ｆ グリーンルーム

☆ 桐生テキスタイルコレクション ２０２０
１０月 ３日（木）１０時 ～ １８時
５月

４日（金）１０時 ～ １７時
会

場：青山 ＴＥＰＩＡ３Ｆ

☆ 桐生服飾工芸展
１０月 ７日（月）～ １２日（土）１１時 ～ １８時（最終日１７時まで）
会

場：銀座 ぐんまちゃん家多目的ホール

☆ ２０１９ 桐生織物“織姫展”
１０月 ８日（火）１０時 ～ １７時
９日（水） ９時 ～ １６時
会

場：綿商会館４Ｆ

☆ ２０１９丹後きものまつりｉｎ天橋立
１０月２０日（日）１０時 ～ １５時３０分
会

場：京都府 宮津市 文珠地区 日本三景・天橋立周辺
丹後組合ＨＰ

https://www.tanko.or.jp/kimonomaturi/

きものまつり facebook https://www.facebook.com/tangokimonomaturi
☆ ２０１９ 浜ちりめん白生地求評会
１０月２４日（木）１３時 ～ １７時
５月

２５日（金）１０時 ～ １７時
会

場：京都市 丸池藤井ビル３Ｆ

☆ Ｔｈｅ ３７ｔｈ ＪＡＰＡＮＴＥＸ

２０２０

１１月１３日（水）～ １５日（金）１０時 ～ １７時
会

場：東京ビッグサイト 南１・２ホール

☆ 第７０回丹後織物求評会
１１月１４日（木）～ １５日（金）１０時 ～ １７時（最終日は１６時まで）
会

場：京都市 丸池藤井ビル３Ｆ
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☆ 第１１７回博多織求評会
１１月１４日（木）～ １７日（日）１０時 ～ １７時（最終日は１５時まで）
会

場：萬松山 勅賜 承天禅寺

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０２０
１１月１９日（火）１０時 ～ １８時３０分
７月 ２０日（水）１０時 ～ １８時
会

場：東京国際フォーラム ホール Ｅ１

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２０ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ
１１月１９日（火）１０時 ～ １８時３０分
７月 ２０日（水）１０時 ～ １８時
会

場：東京国際フォーラム ホール Ｅ２

☆ ＩＦＦＴ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ living
１１月２０日（水）～ ２２日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで）
会

場：東京ビッグサイト

南ホール

☆ ２０２０ 桐生織物“織姫展”
１２月 ４日（水） ９時 ～ １７時
５月

５日（木） ９時 ～ １５時
会

場：彩麗館（京都 丸池藤井ビル３Ｆ）
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