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(1)靴下製造作業 (1)靴下製造作業 (1)靴下製造作業

     Socks producing      Socks producing      Socks producing

　①靴下編機の点検作業 　①靴下編立て仕様書読み取り作業 　①靴下編立て仕様書読み取り及び作成作業

     Inspection of the sock knitting machine      Reading of the sock knitting specifications    Reading and making of the socks knitting specifications

　　一つ以上の編機の点検作業を必ず行うこと。 　②靴下編機の点検及び調整作業 　②靴下編機の点検及び調整作業
     Be sure to inspect more than one knitting machine.    Inspection and adjustment of the sock knitting machine    Inspection and adjustment of the sock knitting machine

　　　1.シングルシリンダー編み機 　③靴下編機による編立て作業 　③靴下編み機の分解、組立て作業 (必要に応じて行う。)

          single cylinder knitting machine      Warping by using the sock knitting machine       Assembly/disassembly of the sock knitting machine

　　　2.ダブルシリンダー畦編み機 　④靴下検査作業       (Carry out as necessary.)

          double cylinder rib knitting machine       Inspection of socks 　④靴下編機による編立て作業

　　　3.チューブラーパンティストッキング編み機      Warping by using the sock knitting machine

          tubular panty stocking knitting machine 　⑤靴下検査作業

　②靴下編機による編立て作業       Inspection of socks

     Warping by using the sock knitting machine

　　 一つ以上の作業を必ず行うこと。

     Be sure to use one or more.

　　　1.シングルシリンダー編み機によるソックス

　　　　の編立て作業
         Socks warping by using the single cylinder

         knitting machine

　　　2.ダブルシリンダー畦編み機によるソックス

　　　　の編立て作業

         Socks warping by using the double cylinder

         knitting machine

　　　3.チューブラーパンティストッキング編み機による

　　　　パンティストッキングの編立て作業

         Panty stocking warping by using the

         tubular panty stocking knitting machine

(2)安全衛生業務 (2) Safety and health work

　①雇入れ時等の安全衛生教育   1. Safety and health education at the time of new employment

　②作業開始前の安全装置等の点検作業   2. Inspection work of safety equipment etc. before starting work

　③靴下製造工場における整理・整頓・清掃・清潔・躾(習慣)の遵守   3. Observing organizing, arrangement, cleaning, keeping clean and neat,

      discipline (custom) in socks producing factory

　④靴下製造作業で使用する機械及び周囲の安全確認作業 　　　※   4. Safety confirmation work of machine for socks producing and surroundings

　⑤保護具の着用と服装の安全点検作業   5. Safety inspection and wearing protective equipment

　⑥安全装置の使用等による安全作業   6. Safety work by using safety devices, etc. 

　⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業   7. Work to prevent hazards in occupational health

　⑧異常時の応急措置を修得するための作業   8. Work to acquire emergency measures in case of abnormalities

(1)関連業務

     Related works

　①器工具の取り扱い作業 　④寸法測定作業

      Handling of instrument tools       Dimensional measurement

　②材料の管理・取り扱い作業 　⑤各種編作業

      Management and handling of materials       Various knitting

　③図面等読み取り作業 　⑥靴下の加工作業（口紙・帯紙付、サイズ転写、値札付等）

      Reading of drawings etc.       Processing of socks (attaching header/wrapper, size transcription, attaching price tags etc.)

(2)周辺業務

     Peripheral works

　①機械保全補助作業 　⑥数量管理及び品質管理補助作業

      Supplementary work of machine maintenance       Supplementary work of quantity management and quality control

　②ニット生地等の材料荷受け管理作業 　⑦横編ニット製造作業
      Load receiving and control of materials such as knitted fabric etc.       Weft knit producing

　③糸巻き作業 　⑧たて編ニット生地製造作業

      Reeling       Wrap knitted fabric manufacturing

　④編立生地の補修作業 　⑨製品の構内運搬作業

      repair of knitted fabric       Transportation of parts in working site

　⑤ニット製品検針・包装・出荷作業

      Needle check, packing and shipping of knitted goods

(3)安全衛生業務（関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務）

     Safety and health operations (operations to be carried out whenever related work and peripheral work are carried out)

    上記※に同じ

     Same as ※ above
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　ニット製品製造職種（靴下製造作業）

作業の定義

Criteria of

Operations

第１号技能実習  Technical Intern Training (ⅰ) 第２号技能実習 Technical Intern Training (ⅱ) 第３号技能実習 Technical Intern Training (ⅲ)

  靴下編立て仕様書に基づき、靴下編機（小直径の丸編機）を使用し、生地を靴下の形状に編み立てる方法により、靴下を製造する作業をいう。

  Produce socks by using the sock knitting machine (a circular knitting machine which has a small‐diameter) and

 the method of warping fabric in sock shape based on knitting specifications.
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Job category: Knit goods manufacturing (Operation: Socks producing work)
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　一つ以上必ず使用すること。

  Be sure to use one or more.

　1.植物繊維 3.再生繊維 5.合成繊維

      plant fiber     regenerated fiber     synthetic fiber

　2.動物繊維 4.半合成繊維 6.無機繊維

      animal fiber     semisynthetic fiber     inorganic fiber

①編機 ②機械、装置等 ③機工具及び計測装置

   knitting machine    machine, device etc.     instrument tools and measuring device

　（一つ以上必ず使用すること。） 　（必要に応じて使用すること。）   （必要に応じて使用すること。）

    (Be sure to use one or more.)     (Use as necessary.)     (Use as necessary.)

　1.靴下編機（シングルシリンダ編機） 　1.糸巻き機 　1.やすり

     sock knitting machine (single cylinder knitting machine)       reeling machine       file

　2.靴下編機（ダブルシリンダ畦〔あぜ〕編機） 　2.仕上げ機 　2.水準器

     sock knitting machine (double cylinder rib knitting machine)       finishing machine       spirit level

　3.靴下編機（チューブラ・パンティストッキング編機） 　3.先かがり機 　3.すきまゲージ

     sock knitting machine (tubular panty stocking knitting machine)       linking machine       gap gauge

　4.靴下編機（ダブルシリンダ・ジャガード編機） 　4.給糸装置 　4.ノギス
     sock knitting machine (double cylinder jacquard knitting machine)       yarn feeder       vernier calipers

　5.靴下編機（インターシャ編機） 　5.巻取り装置 　5.マイクロメータ

     sock knitting machine (intarsia knitting machine)       take‐up device       micrometer

　6.靴下編機（スプリット・フート編機） 　6.テンション装置 　6.テスタ

     sock knitting machine (split foot knitting machine)       tension device       tester

　7.靴下編機（コンベンショナル・パンティストッキング編機） 　7.駆動装置 　7.テンションメータ
     sock knitting machine (conventional panty stocking knitting machine)       driving device       tension meter

　※1.～7.でドラムレス編機も含む。 　8.その他の装置 　8.糸速メータ

      Including drumless knitting machine from 1 to 7.       other device       yarn velocity meter

　靴下編機（小直径の丸編機）で製造したくつ下

  Socks manufactured by using sock knitting machines (circular knitting machine which has a small‐diameter)

①成人男子用・少年用くつ下 ②成人女子用・少女用くつ下 ③幼児用くつ下

   socks for adult man, boy    socks for adult woman, girl     socks for child

　1.短くつ下 　1.短くつ下 　1.短くつ下

      short socks       short socks       short socks

　2.タイツ 　2.シームレスくつ下 　2.シームレスくつ下

      tights       seamless socks       seamless socks

　3.その他の成人男子用・少年用くつ下 　3.パンティストッキング 　3.パンティストッキング

      other socks for adult man, boy       panty stocking       panty stocking

　4.タイツ 　4.タイツ

      tights       tights

　5.その他の成人女子用・少女用くつ下 　5.その他の幼児用くつ下

      other socks for adult woman, girl       other socks for child

　4.乳児用くつ下

      socks for baby

　1.くつ下以外のニット製品製造作業 　5.紳士既製服製造作業

      Knit goods manufacturing except for socks       Sewing of men's ready-made clothes

　2.靴下編機（小直径の丸編機）以外によるくつ下製造作業 　6.寝具製作作業

      Socks producing by using other than sock knitting machines       Bedclothes making

      (circular knitting machine which has a small‐diameter) 　7.帆布製品製造作業

　3.ニット製品縫製作業       Canvas product making

      Knit goods weaving 　8.ワイシャツ製造作業

　4.婦人子供既製服縫製作業       Dress-shirt producing

      Sewing of ready-made clothes for ladies and children 　9.上記の関連業務及び周辺業務のみの場合
      In the case of the above-mentioned related work and peripheral work only

外国人技能実習機構　英訳
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