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主 な 内 容
綿工連産地の展示会開催・出展について／「日本工芸産地博覧会大阪２０２１」
開催／「東京インターナショナルギフト・ショー秋２０２１」開催／「ファッションワー
ルド東京」開催／「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ東京展２０２２－２３Ａ/Ｗ」展開催／Ｓ. Ｔ. Japan
の活動について／第５回自主行動計画フォローアップアンケート調査／雇用調
整助成金の特例措置等の延長について／事業再構築補助金公募開始／原油
価格上昇に伴う中小企業・小規模事業者対策について／綿工連産地・企業の
新聞記事一覧（２０２１年１０月）／特許公開情報

●綿工連産地の展示会開催・出展について
高島組合は「第３６回ビワタカシマ２０２３年春夏素材展」を、１１月１１日（木）、１２日（金）の両
日、大阪の綿業会館において開催する。川島織布、木村織物、駒田織布、坂尾織物、杉岡織
布、 高麻、本庄織布、マスダ、高島晒協業組合の８社、１組合が出展。東京展は、１２月７日（火）
～８日（水）、東京国際フォーラムで開催される（一社）日本ファッションウィーク推進機構主催の
「JFW-Japan Creation ２０２２」に出展する。
「JFW-Japan Creation ２０２２」には岡山組合、播州組合も出展。岡山組合はショーワ、タケヤ
リ、丸進工業の３社、播州は 桑村繊維、服部テキスタイル、貢織布、播州織工業協同組合がこ
れまでの「播州織総合素材展」を ＪＣ会場に移した北播磨地場産業開発機構のブースに出展す
る。
同時開催の「ＪFW-Premium Textile Japan ２０２２ Ａ/Ｗ」には、遠州の古橋織布、広島のカイ
ハラ、「井原デニム（備中）」 で岡本テキスタイル、クロキ、日本綿布、（青木被服）の４社が出展す
る。

●「日本工芸産地博覧会大阪２０２１」開催
１１月２６日（金）～２８日（日）の３日間、大阪吹田市の万博記念公園において、（一社）日本工
芸産地協会主催の「日本工芸産地博覧会」が開催される。全国各地から５０余社の職人が集い、
ひとつの産地をつくる、これまでの展示会とは一線を画した催しで、実演・体験を通して匠の技
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を披露・衆知することを主眼としている。
繊維企業は２０社が出展予定で、綿工連傘下では泉州組合の平山繊維がブースを構え、糸
車を使った糸つむぎとコースターづくりのワークショップ開催の予定。
〇https://kougei-sunchi.or.jp/expo/

●「東京インターナショナルギフト・ショー秋２０２１」開催
「第９２回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋２０２１」が１０月１３日（水）から１５日（金）の３
日間、東京ビッグサイトで開催された。今回のテーマは「自然との共生・花と緑のガーデニングラ
イフの魅惑」。綿工連傘下企業では奈良の笹田織物、丸山繊維産業、静岡繊維協会から遠州
織物の杉浦テキスタイル、辻村染織が出展した。

●「ファッションワールド東京」秋開催
「ファッションワールド東京」が１０月１８日（月）～２０日（水）の３日間、東京ビッグサイトで開催
された。今展示会はジャパンファッションＥＸＰＯ、国際サスティナブルファッションＥＸＰＯ、海外
生地・素材ＥＸＰＯ、ファッションＯＥＭ・ＥＸＰＯなど５つの専門展で構成された。今回初の国際サ
ステナブルファッションＥＸＰＯでは日本各地で作られているサステナブル製品、素材の商談展
示会が開催され、綿工連傘下から大阪南部の和紙の布が出展、また、ジャパン ファッションＥＸ
ＰＯには生地・素材で播州織工業協同組合と、多可町商工会から橋本裕司織布、川上織物、コ
ンドウファクトリー、小円織物が出展した。

●「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ東京展２０２２－２３Ａ/Ｗ展」開催
１０月２１日（木）、２２日（金）の２日間、東京目黒区のカイタックインターナショナルにおいて産
地横断型合同展示商談会「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ東京展」が開催された。綿工連傘下から天龍社の福
田織物、播州の遠孫織布が出展した。

●Ｓ.Ｔ. Japan の活動について
日本の繊維製造中小企業のＳＤＧｓ達成のため、産地・業種間の交流会、セミナー、展示会な
どへの共同出展を目指す活動「Ｓ．Ｔ．Ｊａｐａｎ」が１０月１８日に設立された。綿工連平松会長も副
代表として参画しており、綿工連傘下企業へ参加をよびかけたところ、多くの機業から申し込み
があった。
Ｓ.Ｔ. Ｊａｐａｎ事務局は上記国際サステイナブルファッションＥＸＰＯにもブースを構え、Ｔｅｘｔｉｌｅ
Ｅｘｃｈａｎｇｅアジア地区アンバサダーでＳ．Ｔ．Ｊａｐａｎ代表の稲垣氏が「持続可能なアパレルの認
証基準とは？ サステナブル繊維の取組みと国際認証」をテーマに講演した。

●第５回自主行動計画フォローアップアンケート調査
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２０１７年３月に作成した繊維産業
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の取引条件改善に関する「自主行動計画」の進捗状況について定期的にフォローアップを行っ
ているが、１０月中に第５回目のフォローアップ調査を開始した。綿工連も傘下組合を通じて企
業へアンケートを送付し回答を依頼した。集計結果は１１月下旬に繊維産業流通構造改革推進
協議会より経産省製造産業局生活製品課に提出にされる。

●雇用調整助成金の特例措置等の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイル
ス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については２０２１年１１月末までとされているが、
来年３月まで延長することする政府方針が１０月１９日に表明された。現在の助成内容は２０２１
年１２月末まで継続する予定。この延長措置の施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要
であり、現時点での予定となる。
また、２０２２年１月以降の特例措置の内容は「経済財政運営と改革の基本方針２０２１（２０２１
年６月１８日閣議決定）」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、今月中に改めて告知される。
〇今年１２月末までの助成内容
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●事業再構築補助金公募開始
１０月２８日、「事業再構築補助金」の第４回公募が開始された。申請の受付開始は１１月中の
予定。第３回公募から最低賃金引上げの影響を受ける事業者向けに新たに最低賃金枠が設け
られている。最低賃金枠は、緊急事態宣言特別枠に比べて採択率において優遇される。この事
業の申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要。
〇公募期間： ２０２１ 年１０月２８日（木）～１２月２１日（火）
〇公募要領： https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf
〇ＧビズＩＤプライムアカウントの取得： https://gbiz-id.go.jp/top/
※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

●原油価格上昇に伴う中小企業・小規模事業者対策について
中小企業庁は原油高の影響を受けたり、今後影響が懸念される中小企業・小規模事業者へ
の支援策として、①特別相談窓口の設置、②セーフティネット貸付の運用緩和、③下請事業者
に対する配慮要請を行う。
①特別相談窓口の設置
１１月２日付で、日本政策金融公庫などの政府系金融機関や商工会議所、中小企業団体、
中小企業基盤整備機構、経産省の各地方経済局などに「原油価格上昇に関する特別相談窓
口」を設置し、原油価格上昇の影響により資金繰りに困難をきたしている中小企業者に対する資
金繰りや経営に関する相談を受け付ける。
②セーフティネット貸付の運用緩和
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を原油高等
により今後の影響が懸念される事業者にまで拡大する。
③下請事業者に対する配慮要請
１１月２日付で、繊維業界を含む関係事業者団体約 1,400 団体に対して、原材料・エネル
ギーコスト増加分の適正な価格転嫁等を要請する経済産業大臣名の文書を発出した。親事業
者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額など違反行為が認められた場合は下請代
金支払遅延等防止法に基づき厳正に対処する旨明記されている。
〇https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2021/211102oil.html
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●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２１年１０月）
繊維ニュース
１０月 １日 日系生地・副資材商社 上海で合同展 「植山織物」、「桑村繊維」が出展（播州）
１０月 ５日 産地ツアーでモノ作りの魅力体感 「篠原テキスタイル」を見学 「スノーピーク」 （広島）
１０月１２日 ８月の岡山県織物生産 前年比増も１９年並みには戻らず（岡織工組纏め）
１０月１４日 播州織産地が参画 「クラボウ」【ループラス】 製織工程の端材再資源化
１０月１４日 多可町商工会 ＜ファッションワールド＞出展 橋本裕司織布、川上織物、コンドウファクトリー、小円織物が参加（播州）
１０月１５日 デニムを軸に販売イベント 「若葉家具」 備後のモノ作り発信
１０月１８日 ＜デニムオンライフ＞ 岡山のデニム製品一堂に サステイナブルな商品充実
１０月２０日 「タカヤ商事・ワークウエア事業」 主力ブランドの販売堅調（備中）
１０月２１日 三河ＴＮＮと泉州・播州など産地間交流の輪が広がる 業種超え情報・意見交換も
１０月２１日 「播州織産元の桑村繊維」 東京での展示会活発に 新設のショールームで
１０月２１日 【福山シティＦＣ】 福山産デニムを発信 マスコットのジーンズ完成（広島）
１０月２２日 播州織工業協組 新たな販路開拓へ本腰 環境に優しい加工強みに
１０月２２日 【井原デニムを履こうＰＪ】 井原デニム体感イベント 工場ツアーや縫製講座も企画（備中）
１０月２５日 【和泉木綿】マスクプロジェクト 「次」につながる取り組み 産官学で地産地消 生地提供は飯田産業（泉州）
１０月２５日 倉敷ファッションセンター 第３回【繊維マイスター】 ２７人を認定
１０月２６日 「アパレルの玉木新雌」 グッドデザイン賞に 播州織産地で２例目
１０月２７日 【ジーンズソムリエ】 第８回認定証授与式を開催 式典に１８人が参加
１０月２９日 「篠原テキスタイル」 学生に産地の取り組み伝える 地元大学のセミナーで（広島）
＜産地の１０～１２月を追う ＝２２春夏向け生産動向＝＞
１０月１２日 泉州・大阪南部 立ち上がりは堅調
１０月１３日 播州 入り混じる期待と不安
１０月１８日 遠州 自販と受諾で明暗
１０月２０日 三備 全体的に回復傾向

繊 研 新 聞
１０月 ４日 バーチャル繊維産地ツアー 倉敷ファッションフロンティア実行委 １０月２５日～１１月５日
１０月１４日 播州織産地とも連携開始 「クラボウ」端材再利用の【ループラス】
１０月１８日 福山発一点物「フューリー」 今秋デニムライン始動 山足織物の旧式の力織機で（広島）
１０月２０日 知多半島で綿花作り 【知多木綿キッチンズ】 地産地消を発信
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１０月２０日 『日本の逸品』 岡山県織物染色工協組【倉敷染】国際基準の安全な染色加工
１０月２５日 「知多木綿の新美」 小幅中心にシャトル織機２００台超が稼働 自社企画の生地を販売 製品ブランド【ＹＯＫＵＩ】も開始
１０月２６日 兵庫県西脇市 ビームスジャパンと連携し製品開発（播州）
１０月２６日 倉敷ファッションセンター 【繊維マイスター】 認定式を実施
１０月２７日 「タカヤ商事」 キャンプギアの新ライン【ハク・マウンテンサプライ】 インディゴ生かし自社生産（備中）
１０月２８日 【ジーンズソムリエ】 認定証授与式開く

●特許公開情報
２０２１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]

（２０２１年１０月公開分）

＜10 月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

(株)コスミック・エナジー
1

特開 2021-154649

2

特開 2021-155863

3
4

研究所
東レ(株)

搬送ベルト用モノフィラメント及び搬送ベ

東レ・モノフィラメント(株)

ルト用織物

特開 2021-155874

日本毛織(株)

保護シート及びその設置方法

特開 2021-155899

帝人フロンティア(株)

布帛

ユニチカ(株)
5

布地

特開 2021-155901

ポリエステル複合繊維及びポリエステル複

日本エステル(株)
ユニチカトレーディング(株)

6

特開 2021-161336

平岡織染(株)

7

特開 2021-161542

ユニチカ(株)

合繊維を含有する織編物
軟質塩化ビニル樹脂シート及びその製造方
法
難燃性織物

ユニチカ(株)
8

特開 2021-161543

日本エステル(株)

再生ポリエステル繊維

ユニチカトレーディング(株)
9

特開 2021-161546

滋賀県

織物及び織物の製造方法

10

特開 2021-161547

倉敷紡績(株)

制電性着用品及び制電性防寒衣服

11

特開 2021-161548

(福)京都ライフサポート協会

絨毯等の敷物の製造方法
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東レ(株)
12

特開 2021-161550

13

特開 2021-161553

東レ・テキスタイル(株)
東レ(株)

特開 2021-161563

ポリエステル複合仮撚糸
糸条、その製造方法、および織物

ダイワボウホールディングス(株)
14
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大和紡績(株)

ポリオレフィン系分割型複合繊維及びその
製造方法、並びにこれを用いた繊維集合物
及び電池セパレータ

15

特開 2021-161566

東レ・デュポン(株)

繊維構造物

16

特開 2021-161567

東レ・デュポン(株)

防護製品用布帛及びそれを用いた繊維製品

17

特開 2021-161578

東レ(株)

織物および衣料

18

特開 2021-166749

サンコロナ小田(株)

カーテン

19

実登 3234372

依美ジャパン(株)

冷感ナイロンプリント生地およびこの生地
を用いた衣料

１ １ 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１ ０ 回日中韓 繊維産業協力会議（帝国ホテル大阪）
１１月１１～１２日………第３６回ビワタカシマ素材展２０２３春夏（大阪・綿業会館）
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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