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  本号の主なニュース 

１．当会のＪＦＷ-ＪＣ２０２２出展公募結果 

２．第１３９回通商問題委員会の開催 

３．製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーの開催 

４．「価格交渉促進月間」の実施について 

５．２０２１年度織布運転技能審査試験の募集 

 

 

◇ 当会のＪＦＷ-ＪＣ２０２２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－

ＪＣ２０２２」が、１２月７日（火）～８日（水）に有楽町の東京国際フォーラムで開

催される。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「ＰＴＪ」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

－ＪＣ２０２２」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、参加希望企業数は本年も増加を遂げ、１７産地組合・１０３企業に

対して出展支援することとなった。  

また、例年７月下旬に開催の出展者説明会は、前年同様に新型コロナウイルス感染拡

大防止及び健康・安全確保の観点から開催を見送り、会場レイアウト等は事務局にて決

定し、会場レイアウト及び出展者マニュアル等を７月下旬に送付した。 

 

 

◇ 第１３９回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１３９回通商問題委員会が８月１８日（水）にオンライン開催され（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 

①２０２１年６月の現況 

円ベースでは、輸出は前年同月比１３７.３％、輸入は１０２.８％で単月で輸出大

幅増、輸入やや回復してきた。（参考：２０２１年５月単月は、輸出１３０.９％、

輸入７５.６％） 

輸出（円ベース）は、前年同期比で２０１８年通期では１０１.７％、２０１９年

通期では９８.３％、２０２０年通期では８５.１％であったが２０２１年１月～６

月累計では１０６.９％となった。 

一方、輸入は前年同期比で２０１８年通期では１０６.０％、２０１９年通期で９

７.０％、２０２０年通期で９５.２％であったが、２０２１年１月～６月累計は９１.

９％となっている。輸入は２月単月は１５５.３％と大幅にアップしたが、１月・４

月・５月は７０％台で低迷していた。 

 

項目 

２０２１年６月 ２０２１年１月～６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 75,259 683 137.3% 134.1% 410,207 3,802 106.9% 107.3% 

輸入 273,478 2,484 102.8% 100.4% 1,829,845 17,007 92.0% 92.4% 

②繊維品別輸出入実績（２０２１年１月～６月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 94.5% 繊維原料 98.0% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 114.8% 糸類（紡績糸・合繊糸） 101.1% 

  綿糸 108.3%   綿糸 115.1% 

  毛糸 119.5%   毛糸  62.3% 

  合繊糸 120.1%   合繊糸 105.4% 

織物 96.0% 織物 90.4% 

 綿織物 100.4%  綿織物 88.9% 

 毛織物 74.2%  毛織物 59.6% 

 合繊織物 97.8%  合繊織物 93.8% 

二次製品 114.5% 二次製品 91.6% 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０２１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）:１０４.３％、米州:１１９.８％、欧州:１０９.５％、

中国:１０８.２％、シェアは２７.５％（前年比＋０.２ｐｔ）と１月～６月累計で

輸出額・シェア共に増である。 
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アセアン:１０３.２％、シェアは２４.２％（前年比▲０.８ｐｔ）。輸出額増のシ

ェア減である。 

２０２１年１月～６月累計で、前年同期対比１００％以上は、中国の他に韓国、

タイ、マレーシア、ベトナム、インド、フランス、イタリア、米国、アフリカ、

大洋州、など。ミャンマーは前年同月比で７９.４％、同期比で５０.９％と依然

として不調であるが、やや持ち直してきた。シェアが安定して伸長していたベト

ナムの構成比は１１.７％（前年同期比▲０.４ｐｔ）と微減。 

  ②輸入（２０２１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）:９１.１％、米州:９３.７％、欧州:１０５.５％、中国: 

８４.１％、シェアは５４.０％（前年比▲５.１ｐｔ）と輸入額、シェア共に大幅

減である。アセアン:１０２.３％、シェアは２９.６％（前年同期比＋２.９ｐｔ）

と輸入額、シェア共に増である。 

１月～６月累計で前年同期対比１００％以上は韓国、台湾、タイ、マレーシア、

インド、パキスタン、バングラデシュ、西アジア、フランス、イタリア、アフリ

カなどである。特にマレーシア２０２１年４月単月が前年同期比３２３.８％で

あり、２０２０年１２月単月の１５６.４％以降好調で、１月～６月累計で２３

０.８％である。 

ベトナムのシェアは１３.３％（前年同期比＋０.４ｐｔ）若干持ち直している。 

 

２.次回日程について 

    第１４０回通商問題委員会 日時未定 

 

 

◇  製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーの開催  ◇ 
 

令和３年８月２３日 

経 済 産 業 省 

 

特定技能外国人材の受入れを検討している製造３分野の事業者を対象に、必要なノウ

ハウ等を学ぶためのオンラインセミナーを開催します。 

 

１．概要 

我が国の製造業においては、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電

子情報関連産業分野の３分野において特定技能外国人材の受入れ制度が開始され、２０

２１年３月末時点で４,６００名が業務を行っています。この度、特定技能外国人材の受

入れを検討している事業者が円滑にその受入れを行えるよう、特定技能外国人材制度及
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び製造分野特定技能１号評価試験等の概要に加え、受入れ企業による事例紹介を内容と

するオンラインセミナーを以下のとおり開催します。 

 

２．オンラインセミナー日程について 

 日付 時間 

第１回 ２０２１年９月 １日（水曜日） １３時～１４時５５分 

第２回 ２０２１年９月 ７日（火曜日） １３時～１４時５５分 

第３回 ２０２１年９月 ９日（木曜日） １３時～１４時５５分 

第４回 ２０２１年９月１５日（水曜日） １３時～１４時５５分 

第５回 ２０２１年９月２８日（火曜日） １３時～１４時５５分 

※各回 定員８０名 

 

詳細及び申込み 

「製造業における特定技能外国人材受入れセミナー」  

 

参考 

  ・ 製造業における外国人材受入れに関する政策ページ 

    ※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針／運用要領、 

説明会の資料等を掲載しています。 

  ・ 特定技能外国人材制度（製造３分野）ポータルサイト  

 

担当 

製造産業局 総務課 ものづくり政策審議室長 伊奈 

担当者：藤本、篠原 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３６４１～４） 

０３－３５０１－１６８９（直通） 

０３－３５０１－６５８８（FAX） 

 

 

◇ 「価格交渉促進月間」の実施について ◇ 
 

令和３年８月２７日 

経済産業省製造産業局生活製品課 

中 小 企 業 庁 

https://www.sswm.go.jp/seminar_j/detail_05.html
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
https://www.sswm.go.jp/
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210823002/20210823002.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210823002/20210823002.html
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中小企業庁では、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に

適切に反映されることを促すため、本年９月を「価格交渉促進月間」に設定します。こ

れに伴い、発注側企業と受注側企業との価格交渉を促進するため、次のとおり取組を実

施します。 

 

１．キックオフイベント 

経済産業大臣と経済団体の代表、各業界の主要企業の経営者等が一堂に会するキック

オフイベントを開催します。各企業から取引先中小企業との共存共栄の実現に向けた

各社の方針や取組などを紹介いただき、価格交渉の重要性を訴えます。 

日時 

９月２日 木曜日 ９時５０分～１０時２０分（最長１０時３０分） 

会場 

オンライン会議室 

※以下リンク先にてライブ配信を行います。 

ライブ配信  

２． 受注側企業への状況調査 

価格交渉促進月間終了後の１０月に、受注側企業に対して、 

１．下請 G メンによる重点的なヒアリング（２千社程度） 

２．アンケート調査（数万社に対して配布予定） 

を実施します。 

３． 発注側企業への周知 

上記２．の調査結果について 

１． 先進的な取組、グッドプラクティスの公表 

２． アンケートの回答を数値化して集計し、公表することを検討 

３． 下請代金法に違反する事案については、公正取引委員会と連携して対処等を行

うことを、月間の開始時にあらかじめ、各省の担当部局から業界団体を通じて、

発注側企業へ幅広く周知します。 

４．広報 

新聞広告やインターネット広告、ポスター、チラシ等を用いて価格交渉促進月間の取

組を周知します。 

５．講習・研修・相談等 

受注側企業の価格交渉担当者向けに、価格交渉や下請代金法に関するセミナーや講習

会、相談対応等をオンライン形式で実施します。また、発注側企業の調達担当者向け

に、下請代金法等についてのセミナーや講習会をオンライン形式で実施します。講習

会等の日程は以下のページで随時公開していきます。 

講習会等の日程  

https://youtu.be/TM9gVjSTsMc
https://youtu.be/TM9gVjSTsMc
http://tekitorisupport.go.jp/
http://tekitorisupport.go.jp/
https://youtu.be/TM9gVjSTsMc
http://tekitorisupport.go.jp/
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担当 

中小企業庁事業環境部取引課長 遠藤 

担当者：善明、藤川、佐々木 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ５２９１～７） 

０３－３５０１－１６６９（直通） 

０３－３５０１－６８９９（FAX） 

 

◇ ２０２１年度織布運転技能審査試験の募集 ◇ 

 

本会は、２０２１年度織布運転技能審査試験の募集を、令和３年８月３０日付３絹人繊

工連発第１９号「２０２１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 ③製織の基本

原理と布の種類および特徴 ④統計的なものの考え方と工程管理 ⑤安全と衛

生 など 
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（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 

機台の始動及び停止作業 

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 

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２０２１年１１月８日～１２月１７日の間

を予定している。 

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更する場合があります。 

 

３．受験申込期日 

     ２０２１年９月２８日までに当会に申請書を送付。 

 
 
動 向  
 

７月 ８日 日本繊維産業連盟 第１回常任委員会 

７月 ８日 日本繊維産業連盟 技能実習適正化委員会・取引適正化推進委員会 

７月１９日 日本繊維産業連盟 ３号移行の進捗説明会 
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７月２８日 ＵＩゼンセン 繊維産業会議 

８月 ３日 日本繊維産業連盟 ガイドライン策定準備委員会 

８月１８日 日本繊維産業連盟 第１３９回通商問題委員会 

 

 

会議予定 
 

☆ 当会 正副会長・正副理事長会議 

９月２４日（金） 会場・時間 調整中 

☆ 当会 工業会・連合会 理事会 

１０月２２日（金）１２時 ～ １４時 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ 第１０回 日中韓繊維産業協力会議 

１１月１６日（火）９時５０分 ～ １６時３０分 於：オンライン開催 

帝国ホテル大阪 

 

 

イベント 

 

☆ 桐生テキスタイルコレクション ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１０月 ７日（木）１０時 ～ １８時 

５月  ８日（金）１０時 ～ １７時 

会 場：Ｗｉｔｈ原宿３Ｆ ホール 

 

☆ 第９２回東京インターナショナルギフトショー 秋２０２１ 

１０月１３日（水）～ １５日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 西棟、南棟 

 

☆ ＴＡＮＧＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 第７２回丹後織物求評会 

審査会・展示商談会 

１０月２１日（木）～ ２２日（金）１０時 ～ １７時 

展示 一般公開 

５月 ２３日（土）～ ３１日（日）１０時 ～ １６時 

会 場：丹後織物工業組合 特設会場 
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☆ 十日町・塩沢・小千谷 越後にいがた染と織の逸品展 

【東 京】 

１１月 ９日（火） １１時 ～ １７時 

１０日（水）   ９時 ～ １６時 

会 場：綿商会館４・５Ｆ 

【京 都】 

１１月１６日（火） １４時３０分 ～ １７時 

１７日（水）   ９時 ～ １７時 

１８日（木）   ９時 ～ １３時３０分 

会 場：京都市 丸池藤井ビル３Ｆ 

 

☆ 第１１９回博多織求評会 

１１月１０日（水）～ １２日（金）【審査会】 

    １３日（土）１０時 ～ １７時【一般公開】 

１４日（日）１０時 ～ １５時【一般公開】 

会 場：萬松山 勅賜 承天禅寺 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０２２ 

１２月 ７日（火）～ ８日（水）１０時 ～ １８時 

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１２月 ７日（火）～ ８日（水）１０時 ～ １８時 

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ２ 

 

 

官公庁・団体からの案内情報 

《 経済産業省省 》 

  ・事業再構築補助金 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html 

  ・生産性革命推進事業 

ものづくり補助金      https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0101.pdf 

小規模事業者持続化補助金  https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf 

ＩＴ導入補助金        https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf 

  ・中小法人、個人事業者のための一時支援金 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

https://www/
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0101.pdf
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html


 １０ 

  ・新型コロナウイルス感染症関連 

～経済産業省の支援策（２０２１年８月２４日時点）～ 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

《 厚生労働省 》 

  ・年次有給休暇取得促進特設サイト 

    https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/  

  ・働き方・休み方改善ポータルサイト 

    https://work-holiday.mhlw.go.jp/  

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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