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特別レポート

1．はじめに
2011 年 7 月 26 日、平成 23 年 7 月度日本繊維産

業連盟（以下「繊産連」）の常任委員会が霞ヶ関ビ
ルで開催された。常任委員会ではこの半年間に開
催された各団体の総会で新しく会長・理事長に就
任した新常任委員を含め、10 名の常任委員と 1 名
の顧問が出席した。経済産業省からは、鈴木製造
産業局長（現・中小企業庁長官）、田川繊維課長を
はじめ幹部が出席し、下村会長の挨拶を皮切りに、
鈴木局長の挨拶や官民それぞれから活発な意見交
換が行われた。

2．下村繊産連会長　会議冒頭挨拶（要約）
東北地方を襲ったあの未曽有の大地震、津波か

らはや 4 カ月あまりがたった。繊維産業において
も東北地方に拠点のある業界・企業を中心に大き
な被害があり、またその後の原発事故による放射
能汚染の風評被害、電力需給の問題など、いまだ
に多くの業界で大変なご苦労をされていることに
対し、心からお見舞い申し上げる。

繊維産業全体としての、地震の直接的な被害は、
他産業と比較すると、必ずしも大きなものではな
く、むしろサプライチェーンの復旧・復興に当初
から貢献できた業界だったと感じている。繊維産
業は、今後とも日本全体の復興の先頭に立てる業
界であり、またそうした役割を果たさねばならな
い。我が日本の繊維産業にはそうした底力があり、
その底力を世界に示して、ビジネスを今こそ世界
に拡大するチャンスである。

5 月 24 日、経済産業省で行われた「今後の繊維・
ファッション産業のあり方に関する研究会」では、
まさにこうした震災復興への貢献と繊維産業の課
題といった内容が議論された訳である。

一つの重要な方向性は、長期化が予想される省
エネルギー、節電対策のクールビズ、ウォームビズ、

そしてさらに拡大してクールライフ、ウォームラ
イフといった、新しいライフスタイルを支えるさ
まざまな素材開発、商品企画である。

もう一つの重要な方向性は、産業資材分野、特
に我が国が強い国際競争力を有する高機能・高性
能繊維による、省エネなどの社会システムへの貢
献である。先般、閣議決定された「政策推進指針」
に沿った繊維産業の活性化戦略として、こうした
高機能繊維による社会システムへの貢献、新しい
ライフスタイルへの対応は極めて重要な課題であ
ることを、確認した。ぜひとも各業界、企業にお
かれてはこうした課題に積極的に挑戦頂き、経済
産業省には各種の支援をお願いする。

さて、日本が震災の復旧・復興に邁進する間も、
世界経済はダイナミックに変化し続けており、リー
マンショック後のアジア新興国の台頭、特に中国
のますますの成長、世界的な投機マネーの流れの
変化による資源高、そして環太平洋を取り巻く貿
易自由化の流れ、すなわち、TPP 交渉や日中韓
FTA 交渉など、いずれも繊維産業界に大きな影響
を及ぼす環境変化と言わざるを得ない。

震災復興において、力強く貢献すると共に、グ
ローバルな環境変化に対応していくという意味で、
今一度、本年 1 月の総会で承認頂いた繊産連の活
動方針をしっかりとご理解頂き、各業界、企業の
活性化、改革を進めて頂きたい。

まず第 1 の「構造改革の推進」は、環境変化に
対し、グローバルな視点で事業構造改革を推進し
なければならない。また、従来からの重要な課題
である流通構造の改革についても、引き続き SCM
推進協議会中心に推進して頂きたい。

第 2 の「新素材・新商品・新技術の開発・上市」
の重要性はますます高まっており、新しいライフ
スタイル、社会システムへの貢献という大きな視
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点で開発を強化する必要がある。そのためには、
個々の企業での努力はもちろんのこと、繊維クラ
スターなど産学官連携が重要である。

第 3 の「環境問題、製品安全問題への対応」に
関しては、2008 年に設置した繊産連の環境・安全
問題検討会の活動を継続・強化し、一昨年末に策
定した繊維製品の安全性自主基準の普及に引き続
き取り組んでいく。

第 4 の「情報発信力・ブランド力の強化」は、
これまでのいわゆる JFW 予算が削減され、自立化
を求められる中であるが、これまでの各種イベン
トの自立化に向けた努力に加えて、関連予算のと
りまとめを行っているクリエイティブ産業課に対
し、より一層の予算的な手当てをして頂くよう、
繊維課からもお願いしてもらいたい。

第 5 の「通商問題への積極的な対応と工商一体
の貿易拡大」では、既に発効したアセアンを中心
とする FTA の積極的な活用と共に、TPP 交渉へ
の早期参加や日中韓 FTA の推進を政府に強くお願
いしていく。また、今こそ世界に向かってビジネ
スを拡大、特に成長著しい中国市場への展開が重
要である。

第 6 の「人材の確保と育成」、第 7 の「税制」といっ
た恒久的な課題にも引き続き積極的に取り組んでいく。

繊産連は、今年後半も、活動方針の課題に対応
するために、通商問題研究会活動、環境・安全問
題検討会活動、そして海外の繊維業界との交流な
ど、繊産連全体での活動を強化すると共に、各協
会や団体が主体となる活動も支援していく。

今年の 11 月 22 日には、中国四川省／成都にて、
「第 2 回日中韓繊維産業協力会議」が開催されるの
で、皆様には、ぜひ、ご参加頂きたい。

繊産連の基本方針は、「創造と信頼の繊産連」で
ある。日本の繊維産業全体が相互信頼の上に立ち、
協力し合うことの重要性を、今一度、皆さんとしっ
かり共有したいと思う。

繊産連の活動は、繊維産業に携わる全員が主役で
あり、皆様と共に大いに話し合い、これまで以上に
積極的な活動を推進して頂くことをお願いしたい。

3．�製造産業局との懇談・意見交換と�
委員会議事について

下村会長の挨拶に続く経産省 鈴木局長からのご
挨拶では、繊維課の人事異動に加えて、商務情報

政策局に文化関連産業を一体的に発信する「生活
文化創造産業課」（クリエイティブ産業課）を新設
し、繊維課に設置されていた「ファッション政策室」
を新課に移管する機構改革の報告があった。

田川繊維課長からは、東日本大震災後の繊維・
ファッション産業の動向を総括する中で、生産活
動や衣料品販売は自粛ムードによって一時的に減
少したものの、4 月以降は回復傾向にあるとの認識
が示された。こうした状況への政府の対応として、
金融・税制面の支援施策、全国の電力供給事情を
勘案した節電要請の考え方、放射能の影響による
風評被害防止と補償、雇用の安定化など、繊産連
の要望に対する措置の進捗報告と共に、節電対策
に対応した新たな「COOLBIZ　TECH」事業の立
ち上げについても説明があった。

また、今後の成長戦略として、産業構造審議会 
産業競争力部会による「中間取りまとめ」（6 月）
を踏まえ、空洞化対策としてのエネルギー供給安
定政策及びサプライチェーンの強靱化、海外市場
開拓などの課題設定を行い、税制・通商などを含
む包括的な政策立案を行いたいとの表明があった。
さらに、7 月 1 日付で着任した渡辺クリエイティブ
産業課長は、JFW 事業関連業務を担当しつつ繊維
課と連携し、「クールジャパン戦略」の一環として
繊維産業の活性化を支援していくと挨拶された。

各団体との意見交換では、日本ニット工業組合
連合会、日本絹人繊織物工業組合連合会、日本綿
スフ織物工業連合会、日本アパレル・ファッショ
ン産業協会、日本紡績協会、日本化学繊維協会、
日本羊毛紡績会、日本染色協会、 日本ファッション・
ウィーク推進機構から、震災の影響及び各業界に
即した要望など活発な意見交換がなされた。また、
直接被災しなかった業界においても、震災後のビ
ジネス不振や原料価格の乱高下、エネルギー需給
問題などを要因として、廃業や海外シフトが加速
化していることに危機感を持っているとの発言が
相次いだことを受け、引き続き官民連携が重要と
の認識で一致した。

その後の報告・審議事項は以下の通り。
（1） 繊維産業の現況と平成 23 年繊産連活動の進

捗状況について
（2） 東日本大震災対策委員会について
（3） 本年前半の通商問題への対応と今後の課題

について
（4） 繊維産業における環境・安全問題検討会に

ついて
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（5） 外国人労働者問題検討会について
（6） 日中韓繊維産業協力会議 第 1 回 WG 開催結

果及び第 2 回本会議開催予定について

（7） 日本ファッション・ウィーク推進機構の事
業について

（8） 平成 23 年度繊維 SCM 推進協議会の活動状
況について

＜常任委員会構成メンバー＞　　＊下線は新任常任委員

会　　長	 下村　	彬一	 （東レ	相談役）

常任委員	 中野　	光雄　日本紡績協会	会長	 （富士紡ホールディングス	社長）
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	 貝原	　良治　日本綿スフ織物工業連合会	会長	 （カイハラ	会長）

	 西　	　紀幸　日本絹人繊織物工業組合連合会	理事長	 （西米織物	社長）

	 八代　	芳明　（社）日本染色協会	会長	 （東海染工	社長）

	 中島　	健一　日本ニット工業組合連合会	理事長	 （中半産業	社長）

	 尾畑　	守伸　日本繊維輸出組合	理事長	 （三菱商事	執行役員）

	 廣内　　	武　（一社）日本アパレル ･ファッション産業協会	理事長
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	 小川　	恒弘　日本繊維産業連盟	副会長兼事務総長	 （化繊協会	副会長）

顧　　問	 鈴木　	弘治　日本百貨店協会	会長	 （髙島屋	社長）

	 清水　	信次　日本チェーンストア協会	会長	 （ライフコーポレーション	会長兼CEO）

	 馬場　　	彰　繊維産業流通構造改革推進協議会	会長	（オンワードホールディングス	名誉顧問）

	 三宅	　正彦　（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構	理事長
	 	 （TSI	ホールディングス	会長）


