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主 な 内 容
「第９回綿織物産地素材展」開催／「コダワリノヌノ２０２２」開催／「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ
東京展２３春夏」「ＪFW-Premium Textile Japan ２０２３Ｓ/Ｓ」出展予定／価格
改定へご理解・ご協力のお願い／織布運転の技能実習３号移行申請（３年→５
年）について／中小企業活性化パッケージ策定／セーフティネット保証５号対象
業種に継続指定／「省エネ補助金」公募中／「小規模事業者持続化補助金」公
募中／綿工連大阪事務所の閉鎖について／綿工連産地・企業の新聞記事一
覧（２０２２年３月）／特許公開情報

●「第９回綿織物産地素材展」開催
綿工連は、「Cotton Ｆａｂｒｉｃ Ｍａｄｅ in Ｊａｐａｎ」をバイヤー、クリエイターに直接商談する
「第９回綿織物産地素材展」を３月１７日（木）、１８日（金）の２日間、東京都港区西麻布の綿
工連会館１階で開催した。昨年３月にこれまでの渋谷から西麻布に会場を変更、２年ぶりの
開催を果たし、今回も同会場が確保できたことから、感染者数の減少を想定して計画を進め
てきた。
出展者は、知多の東洋織布・新美、高島の杉岡織布と高麻、大阪南部の辰巳織布と和
紙の布、岡山のショーワの７社。知多の新美と高島の杉岡織布は初出展。
１８都道府県にまん延防止重点措置発令中であったが、両日とも活発な商談が行われた。

●「コダワリノヌノ２０２２」開催
３月２日（火）～４日（金）、東京港区のふくい南青山２９１で、「コダワリノヌノ２０２２」が開催
された。１府８県の９社の合同展示会で、綿工連産地から天龍社産地のカネタ織物が出展し
た。

●「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ東京展２３春夏」「ＪFW-Premium Textile Japan ２０２３Ｓ/Ｓ」出展予定
「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ東京展２３春夏」は、４月１９日（火）～２０日（水）に東京中目黒で開催され
る。綿工連産地から遠州の杉浦テキスタイルと辻村染織（ＨＣＮ浜松コットンネットワーク）、
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福田織物（天龍社）、遠孫織布（播州）が出展する。
「ＪFW-Premium Textile Japan ２０２３Ｓ/Ｓ」は、５月２５日（水）～２６日（木）に東京国際フォー
ラムで開催、綿工連産地から古橋織布（遠州）とカイハラ（広島）が出展する。

●価格改定へご理解・ご協力のお願い
綿工連は、昨今の原油高をはじめとする様々な原材料費の高騰により厳しい状況のなか、
価格改定について傘下企業が交渉する際に活用できる綿工連会長からの依頼文を作成し
た。関係各位には、なお一層のご理解・ご協力をお願いしたい。
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●織布運転の技能実習第３号移行申請（３年→５年）について
３月１７日、厚労省で外国人技能実習制度における紡績運転職種、及び織布運転職種
の３号整備に係る審査基準等の変更（３年から５年が可能）が行われた。これにより、織布運
転の準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業において第３号技能実習が追加される
こととなり、在留期間が５年まで延長され、高度な技能の修得を目指せる第３号に移行でき
ることとなった。
〇技能実習制度 移行対象織布・作業一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000914169.pdf
〇織布運転の審査基準（第３号が追加）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

●中小企業活性化パッケージ策定
３月４日、経済産業省はコロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の
収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開するため、金融庁・財
務省とも連携のうえ、「中小企業活性化パッケージ」を策定した。２０２１年度末の資金需要
への対応、２０２２年度以降の資金需要への対応など、今後は本パッケージに基づき、中小
企業の活性化に向けた施策を展開してゆく。
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●セーフティーネット保証５号対象業種に継続指定
３月１１日、経済産業省は業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対
象とするセーフティネット保証５号について、２０２２年４月１日～６月３０日分の対象業種に
「綿・スフ織物業」を継続指定した。

●「省エネ補助金」公募中
３月３日、令和３年度補正予算による「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の公
募が開始された。２０５０年のカーボンニュートラル実現に向けて更なる省エネ設備投資の推
進が求められるなか、足元では世界的にエネルギー価格が高騰しており、エネルギー消費
機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を図ることが喫緊の課題となっている。
本事業は緊急的な支援として、産業・業務部門における性能の優れた省エネ設備への
更新事業に要する経費の一部を補助することで、需要側における燃料・電力の消費抑制に
資する取組を促し、エネルギーコストの削減を目指すことを目的とする。対象となるユーティ
リティ設備は高効率空調、変圧器、高性能ボイラーなど。
〇公募期間： ２０２２年３月３日（木）～４月５日（火）
〇交付決定： ２０２２年５月下旬予定

- 4 -

２０２２年(令和４年) ４月号

Vol.１８７３

綿スフ織物情報

〇事業期間： 交付決定日から２０２３年１月３１日（火）
〇公募情報ＵＲＬ： https://sii.or.jp/cutback03r/overview.html

●「小規模事業者持続化補助金」公募中
３月２２日、令和元年度・令和３年度補正予算「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
の第８回公募を開始した。小規模事業者が直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の
適用拡大等）に対応するため、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援す
るもの。なお、今後の公募予定は次の通り。第９回２０２２年９月中旬、第１０回２０２２年１２月
上旬、第１１回２０２３年２月下旬。
〇公募期間： ２０２２年３月２９日（火）～６月３日（金）
〇商工会の管轄地域

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

〇商工会議所の管轄地域 https://r3.jizokukahojokin.info/
※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
※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

●綿工連大阪事務所の閉鎖について
綿工連大阪事務所は、連合会発足以来、綿織物産地の拠点として活動してきたが、諸般
の事情により、３月末をもって閉鎖した。今後の業務は引続き東京事務所において継続する。

●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２２年３月）
繊維ニュース
３月 １日

綿工連 ３月１７、１８日に綿織物産地素材展

３月 １日

コダワリノヌノ展 １府８県９社の展示会 カネタ織物が出展（天龍社）

３月 １日

「カイハラ」 環境配慮型染色の提案加速／東京オフィス移転（広島）

３月 ２日

ＪＡＦＩＣ 【 Ｊ∞クオリティー】 工場発で中国市場へ挑戦 「中国紡織」が参加（広島）

３月 ３日

「中国紡織」 刺し子デニムをアピール Ｊ∞クオリティーのＰＪで（広島）

３月 ４日

「 カイハラ」のデニム生地パンツ ワークマン １０万着限定（広島）

３月 ９日

「新美」 知多木綿の白い布展開く 阿久比町のギャラリーで
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『特集 播州織産地』 今こそ商機、変革の好機
＜播州織総合素材展＞サステのアピールに力 ＜播州織コレクション＞スーパーノヴァと初コラボ

３月１１日

遠州織物コレクション２０２２ 個性の訴求で新規顧客を 質感や風合いが特徴の生地

３月１７日

『往来』 「篠原テキスタイル」 篠原由起新規事業開発リーダー 福山デニム発信の動き活発に（広島）

３月１８日

「セイショク」 布積層板が時計ストラップに 出荷規格外の布を活用（岡山）

３月１８日

【Ｊクオリティーファクトリーブランドプロジェクト】 上海で初開催 中国紡織が参加(広島）

３月２４日 Ｔ・Ｎ JAPAN ４月に２３春夏展開催 福田織物（天龍社）、浜松ＣＮ、遠孫織布（播州）出展
３月２８日

《ジーンズ別冊》 潮目が変わるジーンズ業界
・デニム製造・デニム製造卸 潮目がこれから大きく変わる
テキスタイル 輸出回復で１９年に戻る／サステ切り札に攻勢へ
・有力デニム・ジーンズメーカーのトップに聞く アフターコロナで変わる市場への一手は？

「カイハラ」 貝原淳之専務 ライフスタイルへの提案は最重要課題（広島）
「タカヤ商事」 落合 豊社長 成長に向け新境地へ（備中）
・座談会 三備産地 繊維企業×サッカークラブ座談会
スポーツから発信する福山デニム 「篠原テキスタイル」 篠原由起氏出席（広島）
３月２８日 『往来』 「ショーワ」 片山真一朗社長 厳しい環境下社員の労働意識維持向上が重要（岡山）
３月２９日 綿工連 綿織物産地の素材展開催 個性の提案で顧客引き付け
３月３１日 「タカヤ商事」 レディースカジュアル 消費マインドの変化期待 ＲＮＡなどで夏企画提案（備中）

繊 研 新 聞
３月 ４日

西脇市がデザイナー支援セミナー スズキタカユキと玉木新雌が対談（播州）

３月 ７日

５ポケットデニムパンツ カイハラ製を販売 ワークマン（広島）

３月 ９日

「玉木新雌」 産地の雑貨と食品集積した新店 魅力発信、作り手の刺激にも（播州）

３月１０日

繊維産地継承プロジェクト委員会 福山でデニムツアー開始へ（広島）

３月１５日

綿織物産地素材展 ３月１７日（木）、１８日（金）開催

３月１７日 JAFIC【 Ｊクオリティー】 上海で初の海外展 中国セレクトに商品アピール 中国紡織が参加（広島）
３月１８日

福山市 デニム商品コンテスト デザイン画公開 製品化狙う（広島）

信 用 情 報
３月２４日

綿工連 第９回綿織物産地素材展開催 地産地消のサステナブル素材を披露
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●特許公開情報
２０２２年３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]

（２０２２年３月公開分）

＜３月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

1

特開 2022-034226

帝人フロンティア(株)

布帛およびその製造方法および繊維製品

2

特開 2022-040590

東レ(株)

織編物

3

特開 2022-040767

(株)クラレ

4

特開 2022-041780

5

特開 2022-045049

帝人(株)

布帛および防護製品

6

特開 2022-045950

クラレトレーディング(株)

異収縮混繊糸及びこれを用いてなる布帛

7

特開 2022-048630

帝人(株)

耐熱性防護服

8

特開 2022-049931

9

特許 7029033

10

特許 7030931

補強繊維及びその製造方法、並びにそれを
用いた成形体

金井重要工業(株)

洗浄部材及び洗浄用スポンジ

キクロン(株)

日本ケイカル(株)

機能性成分含浸ゾノトライト中空体

(株)セラフト

ガラスクロス、プリプレグ、及びプリント

旭化成(株)

基板

ソンウォルビナジェイエス
シー（ベトナム）

ピンタック織物及びその製造方法

３ 月 の 行 事
３月 ４日………… 同交会理事会（名古屋・ウインクあいち）
３月 ５日………… 綿工連綿’ｓ 倶楽部全国交流会（横浜）《中止》
３月１７～１８日 …… 第９回綿織物産地素材展（綿工連会館１ 階）
３月３１日………… 大阪事務所閉所
４ 月 以 降の行 事
４月２６日 ………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（綿工連会館）
５月１４日 ………… 綿工連綿’ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館）
５月２４日 ………… 綿スフ工連／綿工連通常総会、同交会理事会・評議員会（名古屋）
５月２５～２６日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２３Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム）
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