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  本号の主なニュース 

１．平成２８年度の繭及び生糸の関税割当 

２．第１０１回通商問題委員会の開催 

３．消費税の軽減税率制度の対応への協力について 
 

 

◇ 平成２８年度の繭及び生糸の関税割当て ◇ 

 

 とうもろこし等の関税割当制度に関する省令（昭和４０年農林省令第１３号）第６条

の規定に基づき、繭（繰糸に適するものに限る。）及び生糸（よってないものに限るもの

とし、野蚕のものを除く。）の関税割当てに関する事項が平成２８年４月１日付けで次の

とおり定められた。 

 

１．用途別の割当数量及び通関期限 

（１）割当対象品目  繭及び生糸 

（２）割当数量＜注＞ ７９８トン （当会関係 ７５３トン） 

（３）通関期限    平成２９年３月３１日 

 

２．その他 

  その他関連事項に関しては、平成２８年度の繭及び生糸の関税割当てについて（平

成２８年３月１１日付け２７国際第１３７７号関税割当公表第７９号）による。 

  関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所を、農林水産省のホームページ、経

済産業公報及び通商弘報において公表される。 

 

 ＜注＞ 本公表による関税割当ては、繭及び生糸の共通数量（生糸換算）で行うもの

とし、乾繭歩合（乾繭から生糸への換算）は４０％とする。 

 

 

http://www.kinujinsen.com/
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「農林水産省ホームページ」 

  http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/ 

 

 

◇ 第１０１回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１０１回通商問題委員会が４月２１日（木）に開催され（１）日本の繊維貿易の現

状（２）ＥＰＡ交渉の状況（３）ＥＰＡ産業協力の状況（４）第５回日中韓繊維産業協

力実務委員会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 

①２０１６年１月～２月累計及び２月の現状 

・円ベースでは、輸出は前年同月比９２.７％、輸入は同８８.６％。 

・輸出（円ベース）は、前年同月比が２０１３年３月からは２０１５年２月を除

きプラスが続いていたが、２０１５年１２月から３ヶ月連続のマイナス。 

 

 

項目 

２０１６年２月 ２０１６年１月～２月 

金 額 前年同月比 金 額 前年同期比 

（百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース （百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース 

輸出 62,271 602 99.6% 102.7% 131,335 1,127 92.7% 94.2% 

輸入 337,105 2,931 86.5%  89.1% 689,405 5,910 88.6%  89.9% 

 

  ②繊維品別輸出入実績（２０１６年１月～２月累計・前年同期比） 

 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 69.6% 繊維原料 98.1% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 92.7% 糸類（紡績糸・合繊糸） 88.4% 

  綿糸 142.6%   綿糸 82.2% 

  毛糸 87.2%   毛糸 102.0% 

  合繊糸 90.6%   合繊糸 89.1% 

織物 99.4% 織物 88.4% 

 綿織物 100.2%  綿織物 80.6% 

 毛織物 92.3%  毛織物 95.7% 

 合繊織物 100.5%  合繊織物 84.5% 

二次製品 100.2% 二次製品 88.4% 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/
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（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１６年１月～２月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）９１.２％、米州９７.０％、欧州９０.７％。 

・中国は、９０.２％。シェアは０.８ptダウンの２７.４％へ。 

 

・アセアンは、９３.２％、シェアは２２.３％（前年比＋０.１pt）。ベトナム１

００.２％、インドネシア９５.４％、ミャンマー９９.２％。主要国でベトナム

以外は前年比を割っている。ベトナムのシェアは９.２％（前年比＋０.７pt）

まで伸長。 

・米州は９７.０％。シェアは０.５ptアップの１０.７％へ。 

 

  ②輸入（２０１６年 1月～２月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）８７.７％、米州９７.８％、欧州１０２.７％。 

   ・中国は、８２.８％。シェアは４.３ptダウンの６０.７％へ。 

   ・アセアン全体では９９.７％。シェアは２３.０％（前年比＋２.６pt）まで拡

大。ベトナム９３.４％、インドネシア９８.９％、ミャンマー１１３.１％。ベ

トナムは旧正月の影響が見られるが、シェアは９.８％（前年比＋０.６pt）ま

で伸長。 

   ・バングラデシュも１１３.２％と伸長が続く。（２０１５年４月からニット衣類

製品の特恵関税が１工程基準に緩和） 

 

２.次回日程について 

第１０２回通商問題委員会は、５月２４日（火）１５時 ～１７時 

 

 

◇  消費税の軽減税率制度の対応への協力について ◇ 

 

 平成２８年４月２８日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

国 税 庁 

 

 今般、「所得税法等の一部を改正する法律｣（平成２８年法律１５号)の成立により消

費税法等の一部が改正され、平成２９年４月に軽減税率制度を導入することとされてお

ります。 
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 これを受けて、４月８日に開催された消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議におき

まして、軽減税率制度の円滑な導入に向けた取組を関係府省庁が連携して推進していく

こととなりました。 

 つきましては、軽減税率制度への対応が必要となる事業者の皆さまの準備が円滑に進

むよう、貴団体におかれては、広報･周知等、下記の事項にご協力いただきますようよろ

しくお願いします。 

 

記 

 
１． 広報･周知 

   各種広報資料の配布や貴団体ホームページ（国のホームページ特設サイトへのリ

ンクの作成等）を通じ、傘下の各団体及び事業者の皆様に対して、軽減税率制度の

内容及び中小企業・小規模事業者等の皆様に対する支援措置に関する広報･周知をお

願いいたします。 

 

  [軽減税率制度関係のホームページ特設サイト] 

  ・特集－消費税の軽減税率制度（政府広報オンライン）： 

   http://www.gov-online.go.jp/tokushu/keigen_zeiritsu/index.html 

  ・消費税の軽減税率制度について（国税庁）： 

   http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm 

  ・軽減税率対策補助金（軽減税率対策補助金事務局)： 

    http://kzt-hojo.jp/ 

 

２． 説明会の開催案内及び支援体制の構築 

貴団体傘下の各団体におかれましては、税務署や市町村等が開催する説明会の日

程の案内にご協力いただくほか、必要に応じて、各地域の税務署や商工会･商工会議

所等の中小企業団体と連携を図りつつ、貴団体傘下の各団体主催の説明会を開催い

ただくようお願いいたします。 

 また、傘下の各団体及び事業者の皆様からの相談に対応するための窓口設置な

ど、必要な支援体制を構築いただくとともに、内容に応じて国の相談窓口にお取り

次ぎいただくようお願いいたします。 

 

  [参考：国の相談窓口] 

・ 軽減税率制度の内容に関する相談（国税庁） 

最寄り（又は所轄）の税務署（専用コールセンター） 

※音声ガイダンスに従い「＃」又は「３」をプッシュ 

http://www.gov-online.go.jp/tokushu/keigen_zeiritsu/index.html
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
http://kzt-hojo.jp/
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  （受付時間）８：３０～１７：００（土･日･祝除く） 

※税務署の電話番号につきましては、国税庁ホームページから確認できます。 

   国税庁ホームページ：http://www.nta.go.jp/ 

    

・ レジ導入･システム改修等の支援に関する相談（軽減税率対策補助金事務局) 

軽減税率対策補助金事務局コールセンター 

 ０５７０－０８１－２２２（ナビダイヤル） 

 ０３－６６２７－１３１７（IP 電話用） 

（受付時間）９：００～１７：００（土･日･祝除く） 

 

・ 消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的なお問い合わせ 

消費税価格転嫁等総合相談センター 

 ０５７０－２００－１２３（ナビダイヤル） 

(受付時間)９：００～１７：００（土･日･祝除く） 

 

３． 都道府県別の軽減税率制度導入協議会への参加 

上記１.及び２．で実施する広報･周知や説明会の開催等を効果的に実施していくた 

め、中小企業や業種団体と国･地方を含めた行政機関が参加する「軽減税率制度導入協議

会」を都道府県ごとに組織し、軽減税率制度や中小企業･小規模事業者の皆さまに対する

支援措置に関する必要な情報の共有を図ることとしております。 

 本協議会の事務局は、都道府県商工会連合会にご担当いただく予定ですが、参加の各

団体等に対しまして、事務局からに案内がございましたら、本協議会へ積極的に参加い

ただくようお願いいたします。 

 

４． その他 

 軽減税率制度の円滑な導入に向け、事業者の皆さまの準備状況等を検証するため、今

後、定期的にアンケート調査の実施を予定しておりますことから、調査実施に当たりま

しては、特段のご配慮をよろしくお願いします。 

 

 

◇ 「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。 

http://www.nta.go.jp/
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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） 

2016/4/28掲載 

平成２７年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業費補助金（農商

工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業）」に係る間接

補助事業者の２次公募について（経済産業省） 

平成２７年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業費補助金（農商工連携

等によるグローバルバリューチェーン構築事業）」に係る間接補助事業者につ

いて、２次公募を開始します。 

・募集期間： 2016/4/28 - 2016/6/30 

 

2016/4/28掲載 

平成２７年度補正予算ふるさと名物応援事業補助金 (低未利用資源

活用等農商工等連携支援事業 )の二次公募を開始します  

（中小企業庁） 

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に

活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農

林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目

的としたものです。 

・募集期間： 2016/4/27 - 2016/5/27 

 

2016/4/28掲載 

平成２７年度補正予算ふるさと名物応援事業補助金 (地域産業資源活

用事業・小売業者等連携支援事業 )の二次公募を開始します  

（中小企業庁） 

ふるさと名物応援事業補助金(地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業)

は、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興のため、地域資源を活用した新商

品・新サービスの開発や販路開拓に意欲的に取り組む中小企業等を支援するもの

です。今回、平成２７年度補助事業(補正予算)の二次公募を開始します。 

・募集期間： 2016/4/27 - 2016/5/27 

 

2016/4/28掲載 

海外ビジネス戦略推進支援事業（F/S 支援を含む）の公募について

（中小企業基盤整備機構） 

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160428005.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160428005.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160428005.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2016/160427Noushokou2koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2016/160427Noushokou2koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2016/160427ChiikiShigen2koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2016/160427ChiikiShigen2koubo27.htm
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html
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海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者の海外展開に向け

た戦略策定や販路開拓につなげるため、F/S（実現可能性調査）支援に加え、

Web サイトの外国語化等を支援します。 

・募集期間： 2016/4/27 - 2016/5/31 

 

2016/4/28掲載 

平成２８年度予算「ふるさと名物応援事業補助金（JAPAN ブランド育

成支援事業）」の公募を開始します（中小企業庁） 

複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさ

らに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の

一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るととも  

に、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的として

います。 

・募集期間： 2016/4/27 - 2016/5/27 

 

2016/4/20掲載 

業種別支援策：最低賃金引上げに向けた、業種別団体の賃金引上げの

ための取組を支援（厚生労働省） 

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別中小企業団体助成金）に

ついて、平成２８年度の公募を開始しました。最低賃金引上げに向けて、業

種別団体が業界を挙げて賃金引上げのための環境整備に取り組む費用を助成

します。 

・募集期間： 2016/4/20 - 2016/5/27 

 

2016/4/20掲載 

雇用促進税制（厚生労働省） 

事業年度中に雇用者（雇用保険一般被保険者）数を５人以上（中小企業は２

人以上）かつ１０％以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対す

る税制優遇制度が、平成２９年度まで２年間延長されました（個人事業主の

場合は、平成２９年１月１日から平成３０年１２月３１日までの各年）。 

 

2016/4/18掲載 

平成２８年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募を開始

します（中小企業庁） 

戦略的基盤技術高度化支援事業は、デザイン開発、精密加工、立体造形等の

特定ものづくり基盤技術（１２分野）の向上につながる研究開発、その事業

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160427Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160427Jbrand-koubo.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/02.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/02.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160415SenryakuKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160415SenryakuKoubo.htm
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化に向けた取組を支援することが目的です。中小企業・小規模事業者が大学  

公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究

開発及びその成果の販路開拓への取組を一貫して支援します。 

・募集期間： - 2016/6/09 

 

2016/3/17掲載 

「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度を平成 28

年度も行います（中小企業庁） 

平成２４年２月に策定された「中小会計要領」（中小企業向けの会計ルール）普

及のため、平成２５年４月から行ってきた「中小会計要領」を会計ルールとし

て採用する中小企業に対する信用保証料率の０．１ %割引を平成２８年度につ

いても行います。 

 

2016/3/14掲載 

割賦支払／賃料支払に係る手続き（中小企業基盤整備機構） 

割賦制度の利用が更新されました。適用日は３月１０日からです。割賦制度を利用する

と、初期投資の負担が軽減されます。 

 

2016/2/23掲載 

単独では解決困難な事象について中小連携で改善・解決を目指すプロジェクトを

支援（全国中小企業団体中央会） 

【中小企業連携プロジェクトを支援します～中小企業活路開拓調査・実現化事業～】環

境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな活路開拓・付加価値の

創造、既存事業分野の活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能

の継承、海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連携グループが改善・

解決を目指すプロジェクトを支援します。申込締切は、（１）第１次締切：３月２２日

（火）１７時必着、（２）第２次締切：４月２５日（月）１７時必着、（３）第３次締

切：６月１３日（月）１７時必着、（４）第４次締切：７月１９日（火）１７時必着で

す。※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。 

・募集期間： 2016/2/22 - 2016/7/19 

 

2016/1/25掲載 

平成２８年度予算「下請中小企業自立化基盤構築事業」の公募（中小企業庁） 

本事業は、２者以上の特定下請事業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用し 

て、新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引等を開始又

は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引の依存の状

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160317kaikei.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160317kaikei.htm
http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.smrj.go.jp%2Fsy-navi%2Fprocedures%2Fconsider%2Finstallment_payment%2F003562.html&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-02-12,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU
http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww2.chuokai.or.jp%2Fhotinfo%2F28katsuro-project.htm&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-02-23,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU
http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww2.chuokai.or.jp%2Fhotinfo%2F28katsuro-project.htm&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-02-23,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU
http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.chusho.meti.go.jp%2Fkeiei%2Ftorihiki%2F2016%2F150125shitaukekiban.htm&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-01-25,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU


 ９ 

態の改善を図る取組を支援することにより、下請中小企業の振興と経営の安定に寄与す

ることを目的としています。第１次締切３月１１日（金）、第２次締切５月３１日

（火）です。 

・募集期間： 2016/1/25 - 2016/5/31  

 

2016/1/25掲載 

下請小規模事業者の取引先多様化の取組に係る試作・開発、展示会出展等の費用

を補助（中小企業庁） 

【平成２８年度予算「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」の公募】本事業 

は、親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、又は閉鎖・縮小が予定されている影響に

より売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために実施する

事業の費用を一部補助することにより、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の

振興と経営の安定に寄与することを目的としています。第１次締切３月１１日（金）、

第２次締切５月３１日（火）です。 

・募集期間： 2016/1/25 - 2016/5/31  

 

 

動 向  

 

５月 ９日 当会 工業会監査会 

５月１０日 当会 連合会監査会 

５月１１日 繊維評価技術協議会 監事監査会 

５月１２日 経済産業省 軽減税率制度説明会 

５月１２日 中央蚕糸協会 内外シルク研究会 

５月１６日 当会 正副会長・正副理事長会議 

５月１６日 当会 顧問・正副会長・正副理事長懇談会 

５月１７日 当会 工業会評議員会・理事会・定時総会 

５月１７日 当会 連合会理事会・通常総会 

５月１９日 日本繊維機械協会 平成２８年度定時総会 

５月２４日 日本繊維産業連盟 第１０２回通商問題委員会 

 

 

 

 

 

 

http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.chusho.meti.go.jp%2Fkeiei%2Ftorihiki%2F2016%2F160125shitaukekaitaku.htm&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-01-25,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU
http://j-net21.smrj.go.jp/MAIN/cgi-bin/contentslog.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.chusho.meti.go.jp%2Fkeiei%2Ftorihiki%2F2016%2F160125shitaukekaitaku.htm&JFILE=/headline/support/,SUBCATEGORY=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%83%BB%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%88%B6%E5%BA%A6,DATE=2016-01-25,NEW=new&FROM=SHIENJOUHOU
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会議予定 

 

☆ 全日本帯地連盟 小委員会 

５月２５日（水）１１時 ～ 於: 西陣織会館 

☆ シルクセンター国際貿易観光会館 平成２８年度第１回定例理事会 

５月２５日（水）１４時 ～ 於: シルクセンター 

☆ 東京織物卸商業組合 通常総会及び懇親会 

５月２５日（水）１７時００分 ～１８時 於：サンライズビル 

☆ 繊貿会館 第１０回理事会  

５月２７日（金）１１時 ～ 於：上野「精養軒」 

☆ 経済産業省 第２回和装振興協議会 

５月２７日（金）１５時 ～ 於：同省 

☆ 全日本きもの振興会 第５５回通常総会・５０周年記念式典 

５月３０日（月）１５時 ～１６時３０分 総会 

１６時３０分 ～    ５０周年記念式典 

  於：世界貿易センタービル 

☆ 全国中央会 「海外展開研究会」 

６月 ２日（木）１３時３０分 ～１６時 於：全中・全味ビル 

☆ 繊維産業流通構造改革推進協議会 平成２８年度「第１回取引改革委員会」 

６月 ３日（金）１５時 ～１７時 於：ＴＦＴビル 

☆ 繊維評価技術協議会 平成２８年度第１回理事会 

６月 ７日（火）１６時 ～１７時３０分 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ 繊維産業流通構造改革推進協議会 平成２８年度通常総会 

６月１４日（火）１４時 ～ 於：ＴＦＴビル 

☆ 繊貿会館 第１１回理事会  

６月１４日（火）１５時 ～ 於：熱海 三平荘 

☆ ケケン試験認証センター 理事会及び評議員会  

６月２３日（木）１０時３０分 ～ 理事会 

１４時 ～    評議員会 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ 厚生労働省 平成２８年度卓越技能者表彰に係る部門別審査委員会 

６月２４日（金）１３時１５分 ～１５時１５分 於：同省 

 

 

 

 

 



 １１ 

イベント 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１７ Spring/Summer 

５月２４日（火）～ ２５日（水）１０時 ～ １８時３０分 

会 場：東京国際フォーラム 展示ホール１ 

 

☆ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ＴＯＫＹＯ 

６月 １日（水）～ ３日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１６時３０分まで） 

会 場：東京ビッグサイト 西１・２・３・４ホール＋アトリウム 

 

☆ ２０１６ 桐生織物 “織姫展”  

６月１６日（木）１０時 ～ １７時 

１７日（金）  ９時 ～ １６時 

会 場：綿商会館 ４Ｆ 
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