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  本号の主なニュース 

１．当会のＪＦＷ-ＪＣ２０１７出展公募結果 

２．第１０３回通商問題委員会の開催 

３．繊維産業「取引ガイドライン」の説明会開催について 

 

 

◇ 当会のＪＦＷ-ＪＣ２０１７出展公募結果 ◇ 

 

全国の繊維産地・企業が一堂に集結する国内唯一の繊維総合見本市である「ＪＦＷ－

ＪＣ２０１７」が、１１月２９日（火）～３０日（水）に東京国際フォーラムで開催さ

れる。有楽町の東京国際フォーラムを会場に、テキスタイル・ビジネス商談会「ＰＴ

Ｊ」を併催して、相乗効果による多くの来場者を見込む。  

当会では、絹・合繊織物の普及を目的とした「展示会出展支援事業」として、「ＪＦＷ

－ＪＣ２０１７」に展示スペースを確保し、日本独自の絹織物や高機能性を有する合繊

織物を国内外にアピールするため、出展希望者を当会ホームページにより広く募集を行

なった。その結果、参加希望組合・企業数は、ここ数年増加を遂げ、本年は１７産地組

合・８５企業に対して出展支援することとなった。  

また、これに先立ち８月下旬に日絹会館において、出展者説明会を行なう。 

 

 

◇  第１０３回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１０３回通商問題委員会が６月２２日（水）に開催され（１）日本の繊維貿易の現

状（２）ＥＰＡ交渉の状況（３）日ＥＵ ＥＰＡ及び日中韓ＦＴＡにおける原産地規則の

考え方（４）ＥＰＡ産業協力の状況（５）ベトナムにおけるＴＰＰ活用のための調査内

容要望とＴＰＰ関連第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。 

 

http://www.kinujinsen.com/
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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～４月累計及び４月の現状 

・円ベースでは、輸出は前年同月比９４.０％、輸入は同９３.０％。 

・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５ヶ月連続のマイナス。 

 

 

項目 

２０１６年４月 ２０１６年１月～４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 79,876 727 95.5% 104.0% 292,226 2,571 94.0% 98.6% 

輸入 315,028 2,867 85.4% 92.9% 1,355,621 11,883 93.0% 97.2% 

 

  ②繊維品別輸出入実績（２０１６年１月～４月累計・前年同期比） 

 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 72.7% 繊維原料 95.5% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 96.9% 糸類（紡績糸・合繊糸） 89.6% 

  綿糸 124.5%   綿糸 87.5% 

  毛糸 96.6%   毛糸 104.3% 

  合繊糸 95.5%   合繊糸 88.5% 

織物 96.7% 織物 89.2% 

 綿織物 97.7%  綿織物 82.7% 

 毛織物 85.1%  毛織物 95.3% 

 合繊織物 97.3%  合繊織物 84.4% 

二次製品 102.5% 二次製品 93.3% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１６年１月～４月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）９４.１％、米州９１.９％、欧州９４.５％。 

・中国は、９１.９％。シェアは０.９ptダウンの２８.５％へ。 

・アセアンは、９８.７％、シェアは２３.１％（前年比＋１.１pt）。ベトナム１

０３.９％、インドネシア９４.７％、ミャンマー１１８.９％。ベトナムのシェ

アは９.９％（前年比＋１.０pt）まで伸長。 

・米州は９１.９％。シェアは１０.０％へ。 
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  ②輸入（２０１６年 1月～４月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）９３.０％、米州８６.６％、欧州９８.５％。 

   ・中国は、８９.６％。シェアは２.５ptダウンの６１.１％へ。 

   ・アセアン全体では１００.８％。シェアは２２.８％（前年比＋１.７pt）まで拡

大。ベトナム９８.９％、インドネシア９５.４％、ミャンマー１１４.７％、カ

ンボジア１３２.３％。ベトナムのシェアは９.５％（前年比＋０.５pt）、カン

ボジアは２.４％（前年比＋０.７pt）まで伸長。 

   ・バングラデシュも１１７.７％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１０４回通商問題委員会は、７月２９日（金）１４時 ～１６時 

 

 

◇  繊維産業「取引ガイドライン」の説明会開催について ◇ 

 

繊維ファッションＳＣＭ推進協議会は、厳しい事業環境が続いている、わが国の繊維

産業において、このような状況を打開するためには繊維商品サプライチェーン各段階にお

ける無駄やロスの排除・削減、業務の効率化および悪しき取引慣行の改善・改革等、最適

化を目指した取り組みを継続することが重要と考え、公正な取引を実践する為のルールブ

ックとして「取引ガイドライン」を策定し、売買基本契約書の締結をした上で、ビジネス

展開を行なうよう粘り強く活動を進めている。日絹連合会としても、この「取引ガイドラ

イン」についての認知や普及啓発がまだまだ遅れている実情を鑑み、各産地組合員向けに

「取引ガイドライン」の概要についての説明会を実施することとした。既に桐生組合（７

月６日）、新潟(構)組合（７月１９日）においては開催され、今後は西陣組合（７月２６日）、

富士吉田・西桂組合（７月２７日）、丹後組合（８月１日）、八王子組合（８月２２日）に

て予定しており、それ以外の各産地においても順次開催を予定している。 

参考：「取引ガイドライン」本文 

中小企業庁作成ホームページ内１６業種ガイドライン中「No.４」「繊維産業における下

請適正取引等の推進のためのガイドライン」にて、ガイドラインの策定の経緯なども含

めて参照できます。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm 

お問い合わせ先 

・繊維産業流通構造改革推進協議会（ＦＩＳＰＡ） 

（呼称：繊維ファッションＳＣＭ推進協議会） 担当 黒田 薫 
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  ＴＥＬ：０３－３５９９－０７２０ 

ＦＡＸ：０３－３５９９－０７２１ 

Ｅmail：kkuroda@fispa.gr.jp  

HP：http://fispa.gr.jp 

 

 

◇ 経済産業省人事異動 ◇ 

 

○ ７月５日付 

（新）                （旧）     

杉浦 宏美 様      

製造産業局生活製品課企画官     国際連合工業開発機関 

途上国技術移転担当課長 

 

 

◇ 「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） 

2016/07/12掲載 

平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」

の２次公募について（全国中小企業団体中央会） 

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認

定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改

善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。なお、本公募に

ついては、１次公募の結果、当初想定されていた交付決定金額に対して、予算

の残額が生じることが予想されることから実施されるものです。 

・募集期間： 2016/07/08 - 2016/08/24 

 

 

mailto:kkuroda@fispa.gr.jp
http://fispa.gr.jp/
http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/27mh_koubo-2nd.html
http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/27mh_koubo-2nd.html
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2016/06/28掲載 

平成２８年度「手づくり郷土ふるさと賞」の募集開始について（PDF

ファイル）（内閣府） 

「手づくり郷土ふるさと賞」は、地域の魅力や個性を生み出している良質な社

会資本とそれに関わった団体の努力を表彰するとともに、好事例を広く紹介す

ることで、各地で個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組が一層推進される

ことを目指し昭和６１年度に創設された国土交通大臣表彰です。今年度の「手

づくり郷土ふるさと賞」の募集を開始します。 

・募集期間： 2016/06/27 - 2016/09/02 

 

2016/06/24掲載 

平成２８年度高年齢者雇用安定助成金のご案内（ PDF ファイル）  

（高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

高年齢者雇用安定助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりな

くいきいきと働ける社会を構築していくために、２つのコースで事業主の皆様

の活動を支援します。 

 

2016/06/15掲載 

中小企業等海外侵害対策支援事業（冒認商標無効・取消係争支援事

業）（ジェトロ） 

海外で現地企業等に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化さ

れた中小企業者のために、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起す

る係争活動に係る経費（採択から２０１６年１２月３１日までに発生する費

用）の２／３（上限額：５００万円）をジェトロが負担します。 

・募集期間： 2016/05/25 - 2016/10/31 

 

2016/06/15掲載 

中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）（ジェトロ） 

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業者に、模倣品・海賊版の製造

元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、

その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の２／３（上限額：４００万

円）をジェトロが負担します。 

・募集期間： 2016/05/25 - 2016/10/31 

 

 

 

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kisya/160627_kisya.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kisya/160627_kisya.pdf
http://www.chuokai-nara.or.jp/h28koureisyakoyouanteijyoseikin.pdf
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
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2016/06/10掲載 

平成２８年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（海外知財訴

訟保険事業）（特許庁） 

海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知

的財産侵害を理由とする係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向に

あります。特許庁では平成２８年度から、中小企業が海外において知財係争

に巻き込まれた場合のセーフティーネットとしての施策として、中小企業が

海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の１／２を補助します。 

・募集期間： 2016/06/08 - 

 

2016/06/08掲載 

平成２８年７月から新保険スタート海外での知財訴訟費用を補償  

（日本商工会議所） 

商工会議所の会員である中小企業が海外での知的財産侵害を理由とする係争

に巻き込まれた場合のセーフティーネットとして、７月から「海外知財訴訟

費用保険制度」を開始いたします。本保険制度に加入することで、訴訟費用

が保険から補償されるほか、保険会社のネットワークを活用し、海外知財訴

訟の実績のある弁護士等の専門家の紹介を通じて、海外知財訴訟の円滑な対

応が可能となります。 

・募集期間： 2016/06/08 - 

 

2016/06/08掲載 

「新輸出大国コンソーシアム」専門家による個別支援サービス  ハン

ズオン支援（ジェトロ） 

海外ビジネス経験に精通した専門家が継続的な企業訪問を通じて、海外展開

計画の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫して支援し

ます。 

・募集期間： 2016/06/01 - 2016/08/01  

 

2016/04/20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）。  

 

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2016/0608100000.html
https://www.jetro.go.jp/services/expert/hands-on/
https://www.jetro.go.jp/services/expert/hands-on/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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2016/03/17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。 

 

2016/03/14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。 

 

 

動 向  

 

６月２７日 繊維評価技術協議会 平成２８年度社員総会・第２回理事会 

６月２９日 中央蚕糸協会 平成２８年度理事会及び第７９回通常総会 

６月３０日 全国中央会 第２２４回理事会並びに平成２８年度通常総会 

７月２０日 日本繊維産業連盟 平成２８年度第１回常任委員会・懇親会 

 

 

会議予定 

 

☆ 日本繊維産業連盟 第１０４回通商問題委員会 

７月２９日（金）１４時 ～ １６時 於：繊維会館 

 

 

イベント 

 

☆ 十日町 染織 創作展 

７月２６日（火）１５時３０分 ～ １７時  

７月２７日（水） ９時 ～ １７時 

７月２８日（木） ９時 ～ １４時  会 場：京都 丸池藤井ビル３Ｆ 

 

 

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
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☆ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０１７ＡＷ 

９月 ６日（火）～ ８日（木）９時 ～ １８時３０分 

会 場：イタリア ミラノ フィエラ ミラノ ロー 

 

☆ 第８２回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋２０１６  

９月 ７日（水）～ ９日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 東・西展示棟全ホール 

 

☆ ＪＦＷ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＦＡＳＨＩＯＮ ＦＡＩＲ  

９月２６日（月）～ ２８日（水）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟１Ｆ 

 

☆ Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃｓ 

１０月１１日（火）～ １３日（木）９時 ～ １８時 

会 場：中国 上海 國家會展中心 

 

☆ ２０１６丹後きものまつりｉｎ天橋立 

１０月１６日（日）１０時 ～ １５時３０分 

会 場：京都府 宮津市 文珠地区 

http://www.tanko.or.jp/~tanko/news/kimonomaturi.htm 

 

☆ ＩＦＦＴ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ living 

１１月 ７日（月）～ ９日（水）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 東４・５・６ホール 

 

☆ 第６７回丹後織物求評会 

１１月１６日（水）～ １７日（木）１０時 ～ １７時（最終日は１６時まで） 

会 場：京都 丸池藤井ビル３Ｆ 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１７ 

１１月２９日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月３０日（水）１０時 ～ １８時 会 場：東京国際フォーラム ホール１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１７ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１１月２９日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月３０日（水）１０時 ～ １８時 会 場：東京国際フォーラム ホール２ 

http://www.tanko.or.jp/%7Etanko/news/kimonomaturi.htm


 ９ 

☆ 丹後織物総合展「Ｔａｎｇｏ Ｆａｂｒｉｃ Ｍａｒｃｈｅ」 

１１月３０日（水）～ １２月１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 
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