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  本号の主なニュース 

１．第１１３回通商問題委員会の開催 

２．日本繊維産業連盟 平成２９年度第１回常任委員会 開催 

３．平成２９年度織布運転技能審査試験の募集 

４．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１１３回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１１３回通商問題委員会が７月２４日（月）に開催され（１）日本の繊維貿易の現状

（２）各国とのＥＰＡ交渉状況（３）ＥＵＲＡＴＥＸとのミーティング報告等等について説明が

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 

①２０１７年１月～５月の現状 

・円ベースでは、輸出は前年同月比９６.７％、輸入は同９８.５％。 

・輸出（円ベース）は、２０１５年１２月をピークに上下、２０１７年１月以降漸

増している。輸入は１月に急増、反動で２月に激減、３月に持ち直した。しかし

その後は下げ傾向。 

 

 

項目 

２０１７年５月 ２０１７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 69,532 619 102.0% 99.2% 348,602 3,099 96.7% 97.0% 

輸入 275,743 2,458 102.3% 99.5% 1,602,956 14,223 98.5% 98.9% 

 

 

http://www.kinujinsen.com/
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  ②繊維品別輸出入実績（２０１７年１月～５月累計・前年同期比） 

 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 76.4% 繊維原料 100.4% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 100.8% 糸類（紡績糸・合繊糸） 95.2% 

  綿糸 99.2%   綿糸 94.4% 

  毛糸 89.5%   毛糸  70.3% 

  合繊糸 99.1%   合繊糸 100.4% 

織物 95.5% 織物 97.2% 

 綿織物 83.8%  綿織物 93.1% 

 毛織物 90.7%  毛織物 89.5% 

 合繊織物 97.8%  合繊織物 100.2% 

二次製品 104.3% 二次製品 98.6% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１７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）９８.２％、米州９７.２％、欧州９４.７％。 

・中国は、９６.３％。シェアは０.１pt ダウンの２８.７％へ。 

・アセアンは、１０２.０％、シェアは２４.７％（前年同期比＋１.２pt）。 

・前年同期比増は、台湾１０１.１％、タイ１０７.７％、ベトナムが１０６.０％、

カンボジア１２９.０％、パキスタン１２７.９％、イギリス１０６.４％など。 

・シェアが安定して伸長、ベトナム１１.３％（前年同期比＋１.０pt） 

・バングラデシュが前年同期比で８５.４％まで減少。 

 

  ②輸入（２０１７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）９８.７％、米州９５.２％、欧州９６.２％。 

   ・中国は、９６.９％。シェアは１.１pt ダウンの５９.８％へ。 

   ・アセアン１０４.９％。シェアは＋１.４％の２４.０％と伸長が続く。 

・前年同期対比増は、台湾１０４.４％、マレーシア１１６.６％、ベトナム１０８.

９％、ミヤンマー１０７.７％、カンボジア１０５.３％、カンボジア１０５.３％、

ドイツ１０７.３％、アフリカ１０９.５％など。 

・ベトナムのシェアは１０.５％（前年比＋１.０pt）まで伸長。 

   ・伸長の続いたバングラデシュは前年同期比で９６.９％とやや一服気味。 

 

２.次回日程について 

第１１４回通商問題委員会は、９月２２日（金）１４時 ～１６時 
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◇ 日本繊維産業連盟 平成２９年度第１回常任委員会 開催 ◇ 

 

日本繊維産業連盟は、７月２７日（木）に常任委員会を開催した。 

鎌原会長は「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。 

日本経済は、安倍政権が推し進めてきたアベノミクスに減速感があり、海外景気の下振

れの影響を受け、為替や株価の乱高下で市場が安定せず、企業収益も弱含む状況にある。 

昨日、日ＥＵ・ＥＰＡが大筋合意したこともあり、繊維・繊維製品の関税が即時撤廃される

見通しとなり、新たなビジネスチャンスを活かし日本の繊維産業の技術力、意匠力を発揮

できる製品をマーケットに訴求し、日本素材の価値を共有しながら、新しい価値の創造を

推し進めていく必要がある。 

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

生活製品課の取組み方針、 ②クールジャパン関連施策等の説明があり、意見交換が行われ

た。 

 

 次回日程について 

第２回常任委員会 １２月１２日（火）１４時 ～１６時３０分 

 

 

◇ 平成２９年度織布運転技能審査試験の募集 ◇ 

 

本会は、平成２９年度織布運転技能審査試験の募集を、平成２９年８月１７日付２９絹

人繊工連発第２２号「平成２９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 

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 



 ５ 

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２９年１０月２３日～１２月８日の間を

予定している。 

 

３．受験申込期日 

     平成２９年９月２０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。 

 

２．展示会名 

・「The Japan Observatory」 at MU ２０１９ SS  

   会期：２０１８年（平成３０年）２月６日（火）～８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 

  平成２９年８月２８日（月）～平成２９年９月６日（水） 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 
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◇ 「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） 

2017/08/17掲載 

女性起業家支援コンテスト（経済産業省） 

全国の女性起業家支援者による「支援事例コンテスト」を開催します。コンテストを通じ

て、女性起業家が起業時に抱える様々な課題に対する支援連携事例を、支援機関同士で全

国的に共有するとともに、女性の働き方の 1つとして起業を広めていきます。 

・募集期間： － 2017/11/30 

 

2017/08/14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） 

割賦制度の利用を更新しました。金利適用日は８月１１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。 

 

2017/07/21掲載 

中小企業会計啓発・普及セミナー開催機関を募集します。（中小企業基盤整備機構） 

平成２９年度「中小企業大学校 中小企業会計啓発・普及セミナー」の実施にあたり、中小

機構と共催する開催機関を募集しています。開催機関は、中小機構及びそれぞれの全国団

体と連携しながら、セミナーを実施することとなります。 

 

2017/06/26掲載 

業務改善助成金（厚生労働省） 

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低

賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資（機械設備、POS シ

ステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備

投資などにかかった費用の一部を助成します。 

http://joseikigyo.go.jp/jokicon/
http://www.smrj.go.jp/sy-navi/procedures/consider/installment_payment/003562.html
http://kaikeiseminar.smrj.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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2017/05/10掲載 

海外展示会出展サポート（専門家によるアドバイス）（中小企業基盤整備機構） 

海外ビジネスの経験が豊富な中小機構の専門家が、効果的な出展方法や用意すべき商談ツ

ール、商談成約に向けた交渉方法などについて無料でアドバイスをします。 

 

2017/05/10掲載 

海外展示会出展サポート（資料作成支援）（中小企業基盤整備機構） 

自社及び出展品を紹介する英語のリーフレットやポスターの資料作成と、それに必要な翻

訳を行い、その一部費用を中小機構が補助します。 

 

2017/05/10掲載 

海外展示会出展サポート（資料翻訳支援）（中小企業基盤整備機構） 

パンフレットや製品カタログ、ウェブサイト等を原稿として英文・その他外国語に翻訳し、

その一部費用を中小機構が補助します。 

 

2017/04/26掲載 

米国初輸出スプリント事業（デザイン・日用品分野）（ジェトロ） 

初めての輸出に踏み切る中小企業でも安心して米国への輸出に取り組めるよう、米国と日

本のビジネスの橋渡しをする経験豊富な専門家の協力のもと米国市場開拓をサポートし

ます。対象見本市での商談成約を目指し、製品の市場調査から商品戦略、販売戦略に関す

るアドバイス、提案を一貫して行う一貫支援（募集企業数６社程度、申込締切：一次５月

１９日（金）、二次１０月※予定）、製品のウェブページを作成し、バイヤーへのプロモー

ションを行うウェブページ制作およびバイヤーへのプロモーション（募集企業数１０社程

度、申込締切１２月１５日（金）※予定）、製品の市場調査を行い、レポートを作成する市

場調査レポートの作成（募集企業数５社程度、申込締切２０１８年２月１６日（金）※予

定）があります。 

・募集期間： － 2018/02/16 

 

2017/04/19掲載 

「Rin crossing」参加メーカー募集（中小企業基盤整備機構） 

Rin crossing は、地域資源を活かした商品の販路開拓を支援する中小機構のプロジェクトで

す。非食品の地域資源商品等を有する中小企業者を対象に、参加メーカーを募集します。 

・募集期間：2017/04/17 － 2018/03/15 

 

 

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/news/065251.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/news/065251.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/news/065251.html
https://www.jetro.go.jp/services/sprint.html
https://rincrossing.smrj.go.jp/members_support/index.php
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2017/04/17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の

２／３（上限額５００万円）をジェトロが負担します。 

・募集期間： - 2017/10/31 

 

2017/04/17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の方々のために、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： - 2017/10/31 

 

2017/04/17掲載 

中小企業等海外侵害対策支援事業（防衛型侵害対策支援事業）（ジェトロ） 

海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれており、防衛型侵害対策を行おうとする中小企

業の方々のために、対策にかかった係争費用の２／３（上限額５００万円）をジェトロが

負担します。 

・募集期間： - 2017/10/31 

 

 

動 向  

 

７月２４日 日本繊維産業連盟 第１１３回通商問題委員会 

７月２７日 日本繊維産業連盟 平成２９年度第１回常任委員会 

８月２３日 当会 ＪＦＷ－ＪＣ２０１８出展者説明会 

 

 

会議予定 

 

☆ 繊維ファッションＳＣＭ推進協議会 取引適正化推進のための説明会 

８月３０日（水）１５時 ～ １７時 於: ＴＦＴビル ９Ｆ ９０４号室 

☆ 日本繊維産業連盟 第１１４回通商問題委員会 

９月２２日（金）１４時 ～ １６時 於: 繊維会館 

 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas
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☆ 全国中央会 工業専門委員会 

９月２７日（水）１３時３０分 ～ １６時 於：全中・全味ビル 

☆ 当会 平成２９年第１回資産運用検討委員会 

９月２９日（金）１２時 ～ 於：日絹会館 

 

 

イベント 

 

☆ 第８４回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋２０１７  

１９月 ６日（水）～ ８日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 全館 

 

☆ JFW－IFF MAGIC Japan ９月展 

１９月２６日（火）～ ２８日（木）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 西館 

 

☆ 桐生テキスタイルコレクション２０１８ 

１０月 ５日（木）１０時 ～ １８時  

７月 ６日（金）１０時 ～ １７時  

会 場：青山 ＴＥＰＩＡ 

 

☆ Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃｓ Ａｕｔｕｍｎ Ｅｄｉｔｉｏｎ ２０１７ 

１０月１１日（水）～ １３日（金）９時 ～ １８時３０分 

会 場：中国 上海 國家會展中心 

 

☆ ２０１７丹後きものまつりｉｎ天橋立 

１０月１５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 

http://www.tanko.or.jp/ 

 

☆ 米沢テキスタイルコレクション２０１８ＡＷ 

１０月２６日（木）～ ２７日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：有楽町 交通会館３Ｆグリーンルーム 

 

 

 

http://www.tanko.or.jp/
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☆ 米沢織の集い きもの大好きパーティ 

１１月 ２日（木）１８時３０分 ～  

会 場：米沢市 グランドホクヨウ 

 

☆ 第１１５回博多織求評会 

１１月１０日（金）～ １２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 

 

☆ 第６８回丹後織物求評会 

１１月１５日（水）～ １６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 

 

☆ Ｔｈｅ ３６ｔｈ ＪＡＰＡＮＴＥＸ２０１７ 

１１月１５日（水）～ １７日（金）１０時 ～ １７時 

会 場：東京ビッグサイト 東４・５ホール 

 

☆ ＩＦＦＴ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ living 

１１月２０日（月）～ ２２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１・３・４ホール＋アトリウム 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１８ 

１１月２８日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月２９日（水）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホールＥ１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１８ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１１月２８日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月２９日（水）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホールＥ２ 

 

☆ 丹後織物総合展「Ｔａｎｇｏ Ｆａｂｒｉｃ Ｍａｒｃｈｅ」 

１１月２９日（水）～ １１月３０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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