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主 な 内 容
綿工連綿’ｓ倶楽部委員会開催／T・Ｎ Ｊａｐａｎ 東京展 ２０２２Ｓ/Ｓ開催／綿・ス
フ織物業セーフティネット保証５号指定期間延長／英国のＴＰＰ加盟に向けて交
渉開始決定／特定原産地証明発給対象にＲＣＥＰ協定を追加／第Ⅱ期中小企
業デジタル化応援隊事業／「通商白書２０２１」取り纏め／綿工連産地・企業の
新聞記事一覧（２０２１年６月）／特許公開情報

●綿工連綿’ｓ倶楽部委員会開催
６月１２日（土）、綿工連綿’ｓ倶楽部の委員会が大阪綿業会館で開催され、２産地から４
名が会場で、３産地から３名の委員がリモートで出席した。当日は今年度の事業計画として、
「全国交流会」と「勉強会」の実施が検討された。
全国交流会は現時点の予定として今年度末の２０２２年３月に開催することとし、場所につ
いては各産地で候補を挙げ、次回の委員会において決定することとした。勉強会は①製品
開発のノウハウを知ること、②モノづくりから販売までのヒントをつかむ、③補助金申請につ
いて（申請書類の書き方や補助金情報）などのテーマが挙がった。勉強会については全国
交流会の場で実施することも検討する。今後日程、内容を詰めることとなった。

●Ｔ・Ｎ Ｊａｐａｎ 東京展 ２０２２Ｓ/Ｓ開催
６月２日（水）、３日（木）の２日間、東京のカイタックインターナショナルにおいて「テキスタイル
ネットワークジャパン２０２２ Ｓ/Ｓ」が開催された。今回のテーマは「おしゃれ、こころの花、春を呼
ぶ」。綿工連傘下企業では天龍社の（有）福田織物、「ＨＣＮハママツコットンネットワーク」で
遠州の杉浦テキスタイル（株）、辻村染織（有）、「播州の機屋」で遠孫織布（株）が出展した。

●綿・スフ織物業セーフティネット保証５号指定期間延長
新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援のセーフティネット保証５号は現在綿・スフ
織物業を含む全業種が２０２１年６月３０日まで指定されているが、一旦全業種の指定期間
が７月まで延長された。その後は８月１日から１２月３１日まで指定期間を業種ごとに延長す
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ることが予定されており、綿・スフ織物業もその指定予定業種となっている。

●英国のＴＰＰ加盟に向けて交渉開始決定
日本やカナダ、オーストラリアなど環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加盟１１カ国は６月２日、オン
ライン形式で開いた閣僚級の「ＴＰＰ委員会」で、今年２月に参加を申請している英国との交
渉を始めることを決定した。英国が参加すれば、ＴＰＰ全体の名目ＧＤＰ（国内総生産）は
１０.８兆ドルから１３.５兆ドルに増加。欧州連合（ＥＵ）の１５兆ドルに匹敵する巨大経済圏が
誕生することになる。

●特定原産地証明発給対象にＲＣＥＰ協定を追加
６月２２日、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の
一部を改正する政令」が閣議決定された。この改正によって「経済連携協定に基づく特定原
産地証明書の発給等に関する法律」に基づき特定原産地証明書を発給することができる協
定として地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定が追加され、６月２５日に公布された。
〇産地証明書とは（日本商工会議所ＨＰ）
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/
files/pdf/all.pdf
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●第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業
中小企業庁は、中小企業のテレワーク導入等のデジタル化を支援するために、令和２年
度第１次補正予算にて（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）に対し「中小企業デジタル
化応援隊事業」の経費を計上している。今年度も中小企業に対してテレワークやＥＣ等の活
用について助言等を行うＩＴ専門家や支援を受ける中小企業のウェブ登録受付が開始され
ている。
中小企業がデジタル化を推進するためこのＩＴ専門家のサポートを受ける際の通常の謝
金（時間単価）から最大３,５００円/時間(税込)が事務局からＩＴ専門家に支払われる。（謝
金額は中小企業とＩＴ専門家双方で決定）

〇事業スケジュール
・ ９月３０日（木） 中小企業等・ＩＴ専門家の登録受付期限
・１１月３０日（火） 中小企業等・ＩＴ専門家間における契約締結の期限
・１２月１７日（金） ＩＴ専門家による支援終了、支援実施報告の期限
・１２月２４日（金） ＩＴ専門家による謝礼申請の期限
〇中小企業デジタル応援隊ＨＰ

https://digitalization-support.jp/

※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（随時更新）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

〇業種別支援策リーフレット（製造業向けは ３／１８～４／１８ページ）
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/leaflet.pdf
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●「通商白書２０２１」取り纏め
経済産業省通商政策局が発行する「令和３年版通商白書」が取り纏められ、６月２９日に
閣議配布された。本白書では、「第１部 コロナショックからの回復を続ける世界経済」「第２
部 通商を巡る課題とその克服」と題して述べられており、今後の方向性として、デジタル技
術の活用による強靭なサプライチェーンの構築や、アジアの持続可能な成長を実現するた
めの新たな市場機会を獲得していくことが求められており、また、自由貿易体制を担う新た
な国際ルールや規範作りに取り組み、日本の強みを活かすバリューチェーンを官民で作り
込む重要性が提言されている。
〇https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2021/pdf/2021_zentai.pdf

●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２１年６月）
繊維ニュース
６月 １日 タカヤ商事 ２１秋企画 リラックス感、アウトドアテイスト等反映 【ＲＮＡ】等４ブランド（備中）
６月 ４日 「福田織物」 染め生地の備蓄を開始 小口、即納ニーズに応える（天龍社）
６月 ４日 大阪南部綿織物工業協同組合 中川理事長を再任
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６月 ４日 泉州織物工業協同組合 植野理事長を再任
６月 ８日 「タケヤリ」 男性が使いやすい父の日限定トートバッグ販売（岡山）
６月１０日 ＜Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ 東京展＞ １２の企業・団体が２２春夏向け素材提案
福田織物、HCN（杉浦テキスタイル、辻 村染織）、播州織工組（遠孫織布）が出展
６月１０日 高島織物工業協同組合 内藤理事長を再任
６月１０日 「玉木新雌」 関東初の店舗７月開業 東京・町田に直営店（播州）
６月１１日 播州織工業組合 堀口理事長を再任
６月１５日 『ズームイン』 日真産業の社長に就いた木村浩三氏 “最後までやり切る”姿勢で(岡山)
６月１５日 「カイハラ」 “経糸共通”で短納期対抗拡充 環境配慮したデニムを追加（広島）
６月１７日 ユニフォームフェア AW2021 「タカヤ商事」 高機能でダイバーシティ対応（備中）
６月１８日 「丸進工業」 コンバースと２回目のコラボ 帆布製品で新規開拓を（岡山）
６月２１日 《往来》 「カイハラ」 稲垣執行役員 【モンスターストレッチ】 製品化とＣＦに挑戦（広島）
６月２３日 「維研」 減収も高級カーテン地は堅調 抗ウイルス関連の開発に注力（江南）
６月２３日 「タケヤリ」 ＣＦの取り組みを強化 自社ネット通販の拡大受け（岡山）
６月２３日 《産地往来》 倉敷「日真産業」 木村社長 織機部品の惜しまれる技術（岡山）
６月２３日 「カイハラ」 ボトム用の最軽量デニム開発 春夏向けに提案強化（広島）
６月２４日 宇仁繊維 「藤井福織布」と共同開発の広幅綿JQ４５００ｍがスペインのメゾンに採用（播州）
６月２４日 「篠原テキスタイル」 地元企業との協業広がる 生産は復調傾向（広島）
６月２５日 三備ユニフォームフェア２１秋冬 「タカヤ商事」 新定番のアイテム広げる（備中）
６月２９日 三備産地 デニム生産に回復の兆し 原料費上昇など懸念材料も
６月２９日 《往来》 「日真産業」 木村社長 帆布製造は日々勉強、今後も技術継承含め取り組む（岡山）
６月３０日 「カイハラ」 ＣＦをモノ作りに生かす モンスターストレッチの安定生産へ（広島）

繊 研 新 聞
６月 ４日 「タカヤ商事」【ＲＮＡ】 ６月にカプセルコレクション セール対象外商品で店頭活性化（備中）
６月 ７日 【神戸松蔭タータン】 スコットランドで正式登録 播州織による生地が永久保存
６月 ８日 「高級カーテン製造卸の維研」 アパレル本格参入 銀イオン練込涼感シャツ等販売（江南）
６月 ９日 「玉木新雌」 東京・町田に関東初の直営店（播州）
６月１５日 「桑村繊維」 トルコ有機綿使いなど開発（播州）
６月１５日 「カイハラ」 経糸共通の新定番デニムを開発（広島）
６月１８日 ファッションユニフォーム 動きやすさと機能性 「タカヤ商事」【タカヤワークウェア】（備中）
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６月２１日 有機栽培綿・高島ちぢみの組み合わせでＴシャツ【テコティー】「アズ」１枚販売で１本植林
６月２３日 「カイハラ」 春夏向けに軽量デニム（広島）
＜産地のおさらい＞
６月 ８日 ① 国内の生地産地をひもとく
６月 ９日 ② 播州 綿織物の一大産地
６月１０日 ③ 泉州 多様な素材が集積
６月１１日 ④ 三備地区 デニム、学生服が得意
６月１５日 ⑤ 遠州 高付加価値の綿織物が得意
６月１６日 ⑥ 久留米 少女の発案から綿織物活発化

●特許公開情報
２０２１年６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]

（２０２１年６月公開分）

＜６月分＞
項番
1

文献番号
特開 2021-083333

出願人

発明の名称

ドギーマンハヤシ(株)

ペット用布製品

ハンクック タイヤ アンド テ
2

特開 2021-084623

クノロジー カンパニー リミ 織物ストリップを含むタイヤ
テッド（韓国）
日本フエルト(株)

3

特開 2021-085108

4

特開 2021-085118

5

特開 2021-085122

東レ(株)

6

特開 2021-087576

櫻護謨(株)

7

特開 2021-088686

8

特開 2021-088799

(株)ミューファン

9

特開 2021-088859

住江織物(株)

製紙用２層織物

三菱ケミカル(株)

編織物

美津濃(株)

ポリアミド繊維、およびそれを用いたレー
ス、編織物
ジャケット製造装置、ジャケット製造方法
およびホース製造方法

ＬＧ Ｊａｐａｎ Ｌａｂ(株)

高分子及び繊維構造体を備えた高分子複合

国立大学法人大阪大学

体
洗濯物の静電気除電と抗菌化が可能な繊維
製品
コンクリート養生シート
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10

特開 2021-091843

ＡＲＴ＆ＴＥＣＨ(株)

繊維強化プラスチック素材

11

特開 2021-091976

(株)豊田自動織機

繊維構造体

12

特開 2021-091977

(株)豊田自動織機

繊維構造体

13

特開 2021-091982

トヨタ紡織(株)

繊維、及び繊維集合体

14

特開 2021-091984

トヨタ紡織(株)

繊維、及び繊維集合体

15

特開 2021-091990

帝人(株)

布帛および防護製品

16

特開 2021-091996

17

特開 2021-092000

東レ(株)

繊維構造体

(株)ニューニット
ユニチカ(株)
ユニチカグラスファイバー(株)

ガラスクロス

ジャリク、デニム、テクスティ 弾性ヤーン用のフィラメント状コア、弾性
18

特開 2021-092015

ル、サン．ベ、ティク．ア．セ． 複合ヤーン、織物布地、ならびに前記弾性
（トルコ）

ヤーンを製造するための装置および方法

19

特開 2021-092016

伊澤タオル(株)

多重ガーゼ織物

20

特開 2021-095644

東レ(株)

織物
離隔動作識別素子とこれを有する荷重刺激

21

特開 2021-095648

鳥光

慶一（宮城県）

のセンシングシステム、及びこれらに関連
する学習済みモデルと推測システム

22

特許 6886568

(株)和紙の布

23

実登 3232620

吉田

針葉樹を原料とする和紙糸及びその製造方
法並びにそれを使用した和紙織物

忠司（大阪府）

黒色ベース多彩色柄プリントデニム生地及
びそのデニム製品

６月 の 行 事
６月１２日 ………… 綿工連綿’ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館）
７月 以 降 の 行 事
７月 ８日 ………… 繊産連常任委員会／外国人技能実習・取引適正化推進委員会（東京 ・日本橋）
７月 ９日 ………… ＳＣＭ推進協議会取引改革委員会（東京・ＴＦＴビル）
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