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  本号の主なニュース 

１．日本繊維産業連盟 第１回常任委員会 開催 

２．第１０４回通商問題委員会の開催 

３．平成２８年度織布運転技能審査試験の募集について 

 

 

◇ 日本繊維産業連盟 第１回常任委員会 開催 ◇ 

 

日本繊維産業連盟は、７月２０日（水）に常任委員会を開催した。 

下村会長は「繊維産業を取り巻く事情環境は依然として非常に厳しい、生産、消費、貿

易等多くの指標はリーマンショック前の水準を大きく下回っており、米国経済の回復基調

が強まっているものの、世界経済成長を牽引してきた中国経済の減速や新興国の景気下振

れ、米国の金融正常化、欧州経済の低迷など先行きの懸念も大きい。 

一方で、日本を巡ってＴＰＰ、ＥＰＡ、日中韓ＦＴＡ、ＲＣＥＰなど広域経済連携交渉が急速に

進んでおり、貿易自由化の流れが一気に加速し、成長著しいアジアを含め世界市場に向け

て商流を更に拡大できる絶好のチャンスが訪れつつある。 

今後デフレ脱却が実現すれば、消費者の本物志向が高まり、日本の繊維産業の技術力、

意匠力を発揮した高品質、高感性、高機能な製品をマーケットに訴求できる機会が増えて

いくことから、日本の製造業、ものづくりの大きなチャンスになり得る。今後も時代の変

化に合わせて、幅広い分野からの高度な要求に応じる形で裾野を拡大させていけば、繊維

産業はまだまだ成長できる可能性を秘めており、社会を支える重要な産業であることをア

ピールできる。日本の繊維産業の価値を世界に力強く発信し、新たな市場開拓を進めてい

く攻めの活動を強化していきたい。」との発言があった。 

 各常任委員からは、業界の現状報告・要望等が行われた。引き続き経済産業省からは①

生活製品課のミッションと繊維施策の方向性 ②クリエイティブ産業施策 ③最近の通商

問題 ④Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業等の説明があり、意見交換が行われた。 

http://www.kinujinsen.com/
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 次回日程について 

第２回常任委員会 １２月１３日（火）１４時 ～１６時３０分 

 

 

◇  第１０４回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１０４回通商問題委員会が７月２９日（金）に開催され（１）日本の繊維貿易の現

状（２）ＥＰＡ交渉の状況（３）開城（ケソン）工業地区問題の取り扱い（４） ＥＰＡ/ＦＴ

Ａにおける他分野のＶＡ設定状況（５）ベトナム調査事業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～５月累計及び５月の現状 

・円ベースでは、輸出は前年同月比９１.５％、輸入は同９３.７％。 

・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６ヶ月連続のマイナス。 

 

項目 

２０１６年５月 ２０１６年１月～５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 68,168 625 82.0% 90.7% 360,394 3,195 91.5% 97.0% 

輸入 269,637 2,470 96.6% 106.9% 1,626,792 14,367 93.7% 98.8% 

 

  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 70.0% 繊維原料 95.4% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 93.5% 糸類（紡績糸・合繊糸） 90.8% 

  綿糸 124.8%   綿糸 91.1% 

  毛糸 98.1%   毛糸 106.2% 

  合繊糸 92.5%   合繊糸 89.5% 

織物 94.3% 織物 90.1% 

 綿織物 94.0%  綿織物 84.4% 

 毛織物 91.9%  毛織物 95.1% 

 合繊織物 95.2%  合繊織物 85.4% 

二次製品 100.4% 二次製品 93.9% 
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（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１６年１月～５月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）９１.４％、米州８９.９％、欧州９１.８％。 

・中国は、８８.５％。シェアは１.０ptダウンの２８.８％へ。 

・アセアンは、９６.７％、シェアは２３.５％（前年比＋１.３pt）。ベトナム１

０３.３％、インドネシア９２.８％、ミャンマー１１６.３％。ベトナムのシェ

アは１０.３％（前年比＋１.１pt）まで伸長。 

・米州は８９.９％。シェアは９.８％へ。 

 

  ②輸入（２０１６年 1月～５月累計・前年同期比（円ベース）） 

   ・東南アジア（中国含む）９３.４％、米州８５.７％、欧州１０１.９％。 

   ・中国は、８９.９％。シェアは２.６ptダウンの６０.９％へ。 

   ・アセアン全体では１０１.１％。シェアは２２.６％（前年比＋１.７pt）まで拡

大。ベトナム９８.９％、インドネシア９６.０％、ミャンマー１１７.１％、カ

ンボジア１２９.４％。ベトナムのシェアは９.５％（前年比＋０.６pt）、カン

ボジアは２.３％（前年比＋０.６pt）まで伸長。ベトナムへの発注が一部、バ

ングラデシュやカンボジアなど、より低賃金の国に移っている模様。 

   ・バングラデシュも１２０.４％と伸長が続く。（２０１５年４月からニット衣料

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１０５回通商問題委員会は、９月２９日（木）１４時 ～１６時 

 

 

◇  平成２８年度織布運転技能審査試験の募集について ◇ 

 

本会は、平成２８年度織布運転技能審査試験の募集を、平成２８年８月１７日付２８

絹人繊工連発第１７号「平成２８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。 
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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者にとっての基本知識で、範囲は以下のとおり。 

①繊維の種類と特徴 ②紡績の基本原理と糸の種類及び特徴 ③製織の基本原

理と布の種類及び特徴 ④統計的なものの考え方と工程管理 ⑤安全と衛生  

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 

 

（２） 実技試験 

 課題 １級 ２級 

準 備 工 程 

１ 

２ 

３ 

４ 

始業作業 

運転作業 

ビーム交換作業 

異常時の処理判断 

始業作業 

運転作業  

ビーム交換作業 

異常時の処理判断 

製 織 工 程 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

経糸継ぎ作業 

緯糸継ぎ作業 

切卸及び運搬作業 

機台の見回り作業 

異常時の処理判断 

機台の始業及び停止作業 

経糸継ぎ作業 

緯糸継ぎ作業 

機台の見回り作業 

異常時の処理判断 
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仕 上 工 程 

 １ 

２ 

３ 

４ 

 始業作業 

 検査作業 

 格付け作業 

 異常時の処理判断 

始業作業 

検査作業 

格付け作業 

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５，９４０円（税込）、実技試験が

１４，５８０円（税込）。試験実施の期間は平成２８年１０月２４日～１２月９日の間

を予定している。 

 

３．受験申込期日 

     平成２８年９月２０日までに当会に申請書を送付。 

 

 

◇ 「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） 

2016/08/18掲載 

平成２８年度研究開発助成金（第２回）の公募開始について【三菱

UFJ 技術育成財団】（全国商工会連合会） 

三菱ＵＦＪ技術育成財団では技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産

業の発展並びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的とし、新製品、新

技術の研究開発に対する助成事業を行っています。この度、平成２８年度第２

回の助成金公募が９月１日より開始となります。 

・募集期間： 2016/09/01 - 2016/10/31 

 

 

 

http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=3842
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=3842
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2016/07/22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３次公募を開始します  

（中小企業庁） 

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）」は、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

業の経営の向上およ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： 2016/07/22 - 2016/09/01 

 

2016/07/22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３次公募を開始します  

（中小企業庁） 

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）」は、地域経済の活性化およ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。 

・募集期間： 2016/07/22 - 2016/09/01 

 

2016/07/19掲載 

「新・ダイバーシティ経営企業１００選」の公募を開始します～今年度

よりダイバーシティ経営普及活動として「MeetUP！（ミートアップ）」

を実施します～（経済産業省） 

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広く

紹介し、取り組む企業のすそ野拡大を目指し、「新・ダイバーシティ経営企業１

００選」として、経済産業大臣表彰を実施します。５年目となる今年度の公募

を、開始します。 

・募集期間：  - 2016/09/14 

 

2016/07/15掲載 

平成２８年度  中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改

善助成金）のご案内（厚生労働省） 

平成２８年度  中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）

の募集を開始しました。事業場内の時間給８００円未満の労働者の賃金を引き

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2016/160722Noushokou3koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2016/160722Noushokou3koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2016/160722ChiikiShigen3koubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2016/160722ChiikiShigen3koubo27.htm
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160715001/20160715001.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160715001/20160715001.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160715001/20160715001.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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上げた中小企業・小規模事業者に対して、労働能率の増進に資する設備・機器

の導入等に係る経費の一部を助成します（上限１００万円）。  

 

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 - 

 

2016/04/20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）。  

 

 

動 向  

 

７月２９日 日本繊維産業連盟 第１０４回通商問題委員会 

８月２５日 当会 ＪＦＷ－ＪＣ２０１７出展者説明会 

 

 

 

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
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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会議予定 

 

☆ 全国中央会 工業専門委員会 

９月 ６日（火）１３時３０分 ～ １６時 於：全中・全味ビル 

☆ ＳＣＭ推進協議会 事例研究セミナー 

９月 ８日（木）１４時 ～ １５時３０分 於：ＴＦＴビル 

☆ 当会 平成２８年第１回資産運用検討委員会 

９月 ９日（金）１２時 ～ 於：日絹会館 

☆ 当会 正副会長・正副理事長会議 

９月 ９日（金）資産運用検討委員会 終了後 於：日絹会館 

 

 

イベント 

 

☆ 十日町 きもの染織展 

９月  １日（木）  １１時 ～ １８時  

７月２・３日（金・土）１０時 ～ １８時 

７月  ４日（日）  １０時 ～ １７時  会 場：サンライズビル東京 

 

☆ 「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 

 

☆ 第２４回 シルク博物館全国染織作品展  

１０月 ８日（土）～ １１月１３日（日）９時３０分 ～ １７時 

会 場：シルク博物館 
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☆ 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 

 

☆ 第３２回長浜きもの大園遊会 

１０月１５日（土）１０時 ～ 

会 場：長浜市街地一帯 

http://kitabiwako.jp/syusse/enyu/ 

 

☆ 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 

 

☆ 長浜きもの大学 

１１月 ５日（土）９時３０分 ～ １６時 

会 場：長浜市街地一帯 

http://kitabiwako.jp/syusse/daigaku/ 

 

☆ 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１１４回博多織求評会 

１１月１０日（木）～ １３日（日）１０時 ～ １７時 

会 場：萬松山 勅賜 承天禅寺 

 

☆ 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 

 

 

 

http://kitabiwako.jp/syusse/enyu/
http://www.tanko.or.jp/%7Etanko/news/kimonomaturi.htm
http://kitabiwako.jp/syusse/daigaku/
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☆ 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 

 

☆ 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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