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主 な 内 容
「Ｔ・Ｎ・ＪＡＰＡＮ東京展２０２１－２０２２Ａ/Ｗ」開催／繊産連 「 Ｉ ｏ Ｔ」セミナー開
催／「コットンの日」セミナー開催／「小規模事業者持続化補助金」特別枠最終
公募／冬季の省エネルギーの取組／日・英ＥＰＡ署名／ＲＣＥＰ中間閣僚会議／
綿工連産地・企業の新聞記事一覧（２０２０年１０月）／特許公開情報
☆１０月号より統計月報はホームページのみの掲載になりました。 タイムリーな統計データはホーム
ページをご覧ください。 https://www. jcwa. jp

●「Ｔ・Ｎ・ＪＡＰＡＮ東京展２０２１－２０２２Ａ/Ｗ」開催
１０月２２日（木）－２３日（金）、東京目黒のカイタックインターナショナル展示会場におい
てテキスタイルネットワークジャパン東京展が開催された。綿工連傘下の産地企業から、遠
州の古橋織布有限会社、天龍社の有限会社福田織物、「ＨＣＮ浜松コットンネットワーク」で
辻村染織有限会社、「播州の機屋」で遠孫織布株式会社が出展した。

●繊産連 「 Ｉ ｏ Ｔ」セミナー開催
１０月１４日（水）、大阪綿業会館において日本繊維産業連盟主催の「コロナ禍における効
果の出る具体的な Ｉ ｏ Ｔの取り組み」をテーマにセミナーが開催された。最初に繊産連の小
寺常任幹事より「今、なぜ Ｉ ｏ Ｔなのか」の説明の後、 i Ｓmart Technologies（株）木村哲也社
長により Ｉ ｏ Ｔを活用した生産性向上に係る具体的な取り組みについての講演が行われた。
このセミナーはオンライン参加も併用された。

●「コットンの日」セミナー開催
ＣＣＩ国際綿花評議会は、１０月２３日（金）に「コットンの日」イベントを米国とのオンライン
セミナー形式で開催した。毎年コットンの日に制定された５月１０日に東京で開催されている
が、新型コロナ感染予防対策としてオンラインでの開催となった。「世界のコットン市況の見
通し」、「コットントラストプロトコル」、「ＣＯＴＴＯＮ ＵＳＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ」をテーマした講演
が行われ、コットン展示ホールも設けられた。
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●「小規模事業者持続化補助金」特別枠最終公募
１０月２日に、小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型について第５回受付が始
まった。 小規模事業者が新型コロナウイルスの事業環境に与える影響を乗り越えるために、
販路開拓等に取り組む費用の２/３を補助する。
〇特別枠対象事業
補助対象経費の６分の１以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
類型Ａ： サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
類型Ｂ： 非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設
備・システム投資を行うこと
類型Ｃ： テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも１回以上、テレワークを実施する必要がある。
※ＰＣ・タブレット・ＷＥＢカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
〇特別枠の事業類型別補助率
類型Ａ： サプライチェーンの毀損への対応

２/３

類型Ｂ： 非対面型ビジネスモデルへの転換

３/４

類型Ｃ： テレワーク環境の整備

３/４

・１５０万円以上の補助対象となる事業費に対し、１００万円を補助。
・１５０万円未満の場合は、その２／３の金額を補助。
・事業再開枠は、類型Ａ～Ｃのオプションとして活用を認め、業種ごとのガイドラインに基
づいた感染拡大防止の取組（事業再開枠）を行う場合は、定額補助・上限５０万円を上
乗せする。
〇締切： ２０２０年１２月１０日（木）
〇公募要領（第７版）
＜日本商工会議所＞

＜全国商工会連合会＞

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

�新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援パンフレット
（経産省、随時更新）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
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●冬季の省エネルギーの取組
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、毎年夏と冬の省エネキャンペー
ン期間が始まる前に開催されているが、１０月２３日に当該会議にて「冬季の省エネルギー
の取組について」が決定された。
この決定に基づき、１１月から３月までの冬の省エネキャンペーンの期間において、各
方面に省エネルギーの取組を呼びかけ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体と
なった省エネルギーの取組をより一層推進することとしている。
〇工場・事業場関係について
①工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
以下に掲げる取組の推進を含め、省エネ法に基づく適切なエネルギー管理を実施す
ること。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組方
針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基
準」に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施すること。
・省エネ法の「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指
針」に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用への
転換、電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する
時間の変更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。
〇「冬季エネルギーの取組について」資源エネルギー庁資料
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006-1.pdf

●日・英ＥＰＡ署名
９月に大筋合意した日英包括的経済連携協定は、自動車や農産物の関税について昨年
２月に発効した日本と欧州連合（ＥＵ）のＥ Ｐ Ａ をおおむね踏襲する内容が固まっていた。
１０月２３日に東京で署名後、２６日開会の臨時国会において審議され、来年１月の発効を
目指す。

●ＲＣＥＰ中間閣僚会議
１０月１４日（水）に第１１回の東アジア地域包括的経済連携協定中間閣僚会合がテレビ
会議形式で開催され梶山経産相が出席した。今年に入って６月と８月に閣僚会合が開催さ
れており、年内のＲＣＥＰ協定の署名を目指すが、日本政府はインドのＲＣＥＰ復帰への取り
組みも進めることとしている。
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●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２０年１０月）
繊維ニュース
１０月１３日 『この人に聞く』 カイハラ会長 貝原良治氏 “長ロットが重要”（広島）
１０月１６日 播州織総合素材展２０２１ ＪＦＷ－ＪＣで初出展 “プレ素材展”スタート
１０月１９日 『地域未来牽引企業』 篠原テキスタイル（広島）、明大（岡山）など選定
１０月２３日 「筑後染織協組」 Ｄ２Ｃブランド立ち上げ デザイナー、学生と共同で（九州）
１０月２７日 「岡本テキスタイル」 デジタルへ投資推進 Ｄ２Ｃビジネスも模索（備中）
１０月２８日 「播州織工業協組」 新型コロナの減少を確認 独自の抗ウイルス加工で
１０月２８日 『産地往来』 ＜播州＞ ～ほんのり甘い播州ラーメン～
１０月２９日 「岡山県織物染色工業協組」 地元大学と産学連携「倉敷染」生地で作品制作
１０月２９日 『産地往来』 ＜児島＞ ～せんいまつりをオンラインで～
１０月３０日 「コンドウファクトリー」 ネット通販の売上拡大へ 高まる手芸需要取り込み（播州）
【いざ２１春夏へ 産地の１０～１２月を読む】
１０月１９日 「大阪南部」 引き合いは増えてきたが……
１０月２１日 「遠州」 一部で動きあるが全体では低調
１０月２２日 「尾州」 昨年に輪を掛けて今年は低調
１０月２６日 「三備」 回復基調だが不透明感強く
１０月２８日 「播州」 かつてない静かな最盛期に
１０月２９日 「高島」 定番生機苦戦も染め品は需要増

繊 研 新 聞
１０月２８日 タカヤ商事がメンズ強化 「カフェッティ」に男性ライン（備中）
１０月３０日 ＜播州織総合素材展２０２１＞ ＪＦＷ－ＪＣ内で開催 リモート会議システム活用

●特許公開情報
２０２０年１０月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。
特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00
[特許公開情報]

（２０２０年１０月公開分）

＜１０月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

1

特開 2020-158897

三菱ケミカル(株)

高通気性織物

2

特開 2020-158901

三菱ケミカル(株)

炭素繊維織物の製造方法及び張力測定装置
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海島型複合繊維およびそれからなる多孔中
3

特開 2020-165028

帝人フロンティア(株)
空繊維

4

特開 2020-165033

一ツ山産業(株)

織紐

5

特開 2020-165044

日本エステル(株)

導電性複合繊維、およびその製造方法

ダイワボウホールディングス(株)

芯鞘型ポリマーアロイ繊維、それを含む繊

6

特開 2020-165050
大和紡績(株)

維集合物、及びその製造方法
ポリウレタン弾性糸、これを用いた繊維構

7

特開 2020-169399

東レ・オペロンテックス(株)
造物及びその製造方法

8

特開 2020-169401

旭化成(株)

伸縮性織物、及び該織物を含む衣服

9

特開 2020-169411

東レ(株)

織編物及びタオル

10

特開 2020-171453

帝人フロンティア(株)

毛髪用布帛および繊維製品

11

特開 2020-171719

伊澤タオル(株)

洗浄タオル地

12

特開 2020-172723

ユニチカトレーディング(株)

ストライプ柄又はチェック柄に染色するた
めの織物地
13

特開 2020-172725

帝人フロンティア(株)

滑り止め布帛および繊維製品

14

特開 2020-172728

帝人フロンティア(株)

織物および衣料

15

特開 2020-176339

ユニチカ(株)

耐荷重ベルト

16

特開 2020-176345

日本エクスラン工業(株)

潜在嵩高性アクリル織物および嵩高アクリ
ル織物の製造方法
17

特開 2020-176355

帝人フロンティア(株)

18

特許 6706730

広東石油化工学院（中国）

布帛およびその製造方法および繊維製品
原油中の低蒸留アルカリ性窒素を除去する
ための固定式吸着剤反応装置

19

特許 6765137

日繊商工(株)

洗濯によって嵩高性が増すタオル地

１０ 月 の 行 事
１０月１４日………… 繊産連主催 「ＩｏＴセミナー」（大阪・綿業会館）
１１月 以 降 の行 事
１１月 ６日………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会
１１月１０日………… 第１３６回繊維通商問題委員会（東京・繊維会館）
１１月１８～１９日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２１ Ａ/Ｗ、JFW-Japan Creation ２０２1
（東京国際フォーラム）
１１月２８日………… 綿工連綿’ｓ倶楽部委員会・勉強会（大阪・綿業会館）
１２月 ７日………… 繊産連常任委員会、技能実習適正化推進委員会、取引適正化推進委員会
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