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主 な 内 容
綿工連綿’ｓ倶楽部委員会開催／ＪＥＴＲＯ２０２１年度テキスタイル商談会開催／
繊産連「責任ある企業行動ガイドライン」委員会について／繊維産業における
自主行動計画改正／小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
公募中／１１月は下請取引適正化推進月間／第５回ＴＰＰ委員会開催／綿工
連産地・企業の新聞記事一覧（２０２１年９月）／特許公開情報

●綿工連綿’ｓ倶楽部委員会開催
９月４日（土）、大阪綿業会館において綿工連綿’s 倶楽部の委員会が開催された。当日
はリモートによる出席３名を含めた８名の委員と金澤専務と事務局が出席した。検討事項の
今年度の全国交流会については、コロナ感染状況によって前年度同様中止となる可能性
はあるが、開催することを前提として３月４日（金）に新横浜での開催で準備を進めることとし
た。（後日、日程を３月５日（土）に変更）。その後、産地、企業の問題点等について意見交
換を行った。

●ＪＥＴＲＯ２０２１年度テキスタイル商談会開催
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）は２０２１年１２月上旬より２０２２年２月末の予定で「テキスタ
イル商談会」を開催する。前回同様、参加企業のサンプル生地をスワッチブックに纏め、ロ
ンドン、パリ、ミラノの各ジェトロ事務所において有名メゾン・ブランドのバイヤーに企業情報
と共に見てもらい、サンプル生地送付要望をとり、参加企業にフィードバックする形式。
また、別途「備中備後デニム販路拡大プロジェクト」としてデニム生地の企業が参加する
商談会も同時期、同形式にてミラノ、パリ、アムステルダム、ニューヨーク事務所において行
われる。いずれの商談会も参加募集は９月にＪＥＴＲＯホームページから行われた。

●繊産連「責任ある企業行動ガイドライン」委員会について
９月１３日（月）、日本繊維産業連盟が策定準備を進めている標記ガイドラインの第１回委
員会がリモートで開催された。綿工連より金澤専務が出席した。このガイドライン策定趣旨に
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ついては本誌９月号に掲載。
当日は、事務局からガイドライン策定に当たっての考え方や出席した各アドバイザーから
コメントがあった。今後の進め方として、年内に関係者へのヒアリングを行い並行して情報共
有を目的とした勉強会的な委員会を開催する。

●繊維産業における自主行動計画改正
中小企業庁は、２０２１年３月３１日に、下請中小企業振興法第３条第１項において、（１）
知的財産の取扱い、（２）手形等の支払サイトの短縮化及び割引料負担の改善、（３）フリー
ランスとの取引、（４）親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備な
どについて改正をした。
これに伴い、日本繊維産業連盟と繊維産業流通構造改革推進協議会は、繊維業界の実
情を鑑みつつ、これらの課題を反映させるため、９月１０日付にて２０１７年３月策定の「自主
行動計画」の改訂(第４版)を行った。
〇繊維産業の適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画
http://www.jtf-net.com/news/PDF/210913%20jisyukodo-4th.pdf

●小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）公募中
９月１６日、小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型ビジネス枠の第４回公募申請が
開始された。この事業は新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため
の対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネ
スやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するもの。
〇申請締切日： １１月１０日（水）１７時
〇事業概要（公募要領）
https://www.jizokuka-post-corona.jp/ （本事業事務局）
※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

●１１月は下請取引適正化推進月間
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延
等防止法（以下「下請法」という。）の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中
小企業振興法（以下「下請振興法」という。）に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通
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じ、その推進を図っている。特に、毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の
普及・啓発事業を集中的に行っている。
〇本年度の取組事業
（１）下請取引適正化推進講習会の開催（公正取引委員会との連携事業）
（２）適正取引講習会（テキトリ講習会）の開催（中小企業庁独自事業）
（３）下請かけ込み寺の利用促進（中小企業庁独自事業）
（４）広報誌等への掲載・提示（公正取引委員会との連携事業）
☆２０２１年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語

「トラブルの未 然 防 止 に発 注 書 面 」
●第５回ＴＰＰ委員会開催
９月１日、日本が議長国となり第５回ＴＰＰ委員会がオンラインで開催され、７月２１日に国
内法上の手続きを完了したペルーが９月１９日付けで８番目の本協定締約国となったことが
確認された。

●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２１年９月）
繊維ニュース
９月 ７日 『往来』 カイハラ 貝原淳之専務 価値あるモノ作りで生き残りを（広島）
９月 ８日 せんい児島瀬戸大橋まつり オンライン＆リアルで開催 １０月２２日～１１月７日
９月 ９日 愛知県一宮市 市制１００周年記念のＴシャツ オンデマンド生産でサステ意識
９月１４日 「日本綿布」 来春にファクトリーショップを開店（備中）
９月１４日 １０月に＜ファッションワールド東京 秋＞ 播州織工業協組【クラッシュ加工】で出展
９月１５日 ７月の岡山県織物生産 前年上回るも１９年並みには戻らず（岡織工組纏め）
９月１７日 倉敷ファッションフロンティア「繊博」オンライン開催 モノ作りの現場をバーチャル訪問（岡山）
９月１７日 ＜ＰＶパリ＞ ９月、リアル・デジタル併催で 日本から２２社、桑村繊維（播州）、ショーワ（岡山）出展
９月２１日 ＜Ｔ.Ｎ. ＪＡＰＡＮ＞ １０月に２２・２３秋冬展 福田織物（天龍社）、遠孫織布（播州）が出展
９月２２日 泉州・大阪南部産地の２２春夏生産 立ち上がりは比較的堅調 反動増と国産回帰で
９月２２日 『往来』 三備 産地の文化を感じる部屋 【NIPPONIA 鞆 港町】
９月２４日 ジェトロ岡山・広島 デニム販路拡大ＰＪ 海外での商談機会提供
９月２７日 『ズームイン』 古橋織布の社長に就いた西井佳織里氏 若い仲間と力を合わせ懸命に歩む（遠州）
９月２９日 ＰＶ出展の「ショーワ」 独自のデニムが高評価 サステにとどまらない価値訴求（岡山）
９月３０日 遠州織物や布耳使った作品販売 ハンドメード作品の通販サイトで
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《 繊維街道－立志編 》 杉岡織布 社長 杉岡定弘氏（高島）
９月１４日 電話に出るのが嫌で嫌で・・・ ／９月１５日 中伝毛織で武者修行／９月１６日
産地存続へ、父と共に

繊 研 新 聞
９月 ７日 愛知・一宮市 オンデマンドで１００周年 T シャツ 期間限定ＥＣ
９月１６日 ＜ＰＶパリ２２～２３年秋冬＞ ９０３社が出展、日本は２２社 桑村繊維（播州）、ショーワ（岡山）出展
９月１６日 ２０周年で特別なジーンズ・Ｇジャン ヒーローインター メンズは山足織物による１３㌉のセルビッジデニムも（備中）
９月３０日 【知多木綿】ブランド認知度向上へアンテナショップ開設 竹内宏商店

●特許公開情報
２０２１年９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９月公開分）

＜９月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

1

特開 2021-126901

三井化学(株)

積層吸音材

2

特開 2021-127545

倉敷紡績(株)

吸湿発熱性生地の製造方法

3

特開 2021-127832

4

特開 2021-130883

東洋紡ＳＴＣ(株)

パイル用紡績糸及び織編物

5

特開 2021-137242

平岡織染(株)

帯電防止性消臭シート状物及びその製造方法

6

特開 2021-139061

三菱ケミカル(株)

多重織物

7

特開 2021-139077

8

特開 2021-139093

勤倫有限公司（台湾）

9

特開 2021-143438

▲呉▼

10

特開 2021-143439

三和テクノ(株)
庄司

カットパイル織物からなるシール材

進（兵庫県）

槌屋ティスコ(株)

補強繊維シート

(株)丸勝

▲隆▼榮（台湾）

弾性が制限された弾性糸構造及び当該弾性
糸を有する織物
排熱式経編地並びに排熱式経編地を使用し
た中敷

東レ・モノフィラメント(株)

ポリエステルモノフィラメントおよび工業

東レ(株)

用織物
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一村産業(株)

織物

11

特開 2021-143443

12

特開 2021-145698

平岡織染(株)

消臭抗菌性シート状物及びその製造方法

13

特開 2021-145779

(株)門林

敷物、パイル糸及び敷物の製造方法

14

特開 2021-146622

凸版印刷(株)

膜材

15

特開 2021-147426

Ｓｐｉｂｅｒ(株)

タンパク質成形体及びその製造方法

16

特開 2021-147716

帝人(株)

耐熱布帛および繊維製品

17

特開 2021-147735

日本毛織(株)

18

特開 2021-147875

凸版印刷(株)

内装材

19

特開 2021-148345

帝人フロンティア(株)

送風ダクト

20

特開 2021-152233

ユニチカ(株)

21

特許 6931898

22

特許 6931899

23

特許 6931900

24

特許 6932217

丸井織物(株)

織物の製造方法、経糸の検査方法及び経糸
の検査装置

マルチフィラメント糸及びこれを用いた熱
成形体の製造方法

ログイン(株)
(株)ＩＴＯ 知財インベストメント
ログイン(株)
(株)ＩＴＯ 知財インベストメント
ログイン(株)
(株)ＩＴＯ 知財インベストメント
東洋紡ＳＴＣ(株)

導電性を有するマルチフィラメント糸

導電性を有する編物又は織物

導電性を有する編物又は織物
紡績糸織物

９月 の 行 事
９月 ４日 ………… 綿工連綿’ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館）
９月１３日 ………… 責任ある企業行動のガイドライン準備委員会 《オンライン》
９月 以 降 の 行 事
１１月 ５日 ………… 第１４０回繊維通商問題委員会 《オンライン》
１１月 ８日 ………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（綿工連会館）
１１月１５日 ………… 綿工連産地事務局会（大阪・綿業会館）
１１月１６日 ………… 第１０回日中韓 繊維産業協力会議（帝国ホテル大阪）
１２月 ４日 ………… 綿工連綿’ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館）
１２月 ７～８日 ……

ＪFW-Premium Textile Japan ２０２２ Ａ/Ｗ、JFW-Japan Creation ２０２２
（東京国際フォーラム）
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