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主 な 内 容
綿工連セミナー「インボイスって何？知ってるようで知らない消費税の話」開催／
１０月の綿工連産地企業の展示会出展／経産省「次代を担う繊維産業企業
１００選」新設及び募集について／令和３年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助
金」公募中／主な補助金・助成金の申請スケジュール／政府「物価高克服・経
済再生実現のための総合経済対策」閣議決定／綿工連産地・企業の新聞記事
一覧（２０２２年１０月）／特許公開情報

●綿工連セミナー「インボイスって何？ 知ってるようで知らない消費税の話」開催

１０月２８日（金）、綿工連は浜松市において、来年１０月から始まるインボイス制度をテー
マにセミナーを開催した。講師はイセキサイド税理士法人代表で、綿工連監事でもある竹内
恵子氏、９産地の２５名が受講した。
「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」を、①消費税制度とインボイス
制度の基礎知識、②免税事業者の対応・課税事業者の対応、③インボイス発行事業者へ
の登録手続について順を追って説明を受け、予備知識を得た。

●１０月の綿工連産地企業の展示会出展
１０月の綿工連産地企業の展示会出展実績は下記の通り。

ａ) 「Ｔ・Ｎ ＪＡＰＡＮ ２０２３－２０２４ Ａ／Ｗ」

１０月１２日（水）～１３日（木）、カイタックンターナ

ショナル（東京・中目黒）
福田織物（天龍社）／杉浦テキスタイル、辻村染織「ＨＣＮハママツコットンネットワーク」
（遠州）内／遠孫織布「播州の機屋」（播州）内
ｂ) 「Ｆａｓｈｉｏｎ World 東京」 １０月１８日（火）～２０日（木）、東京ビッグサイト
播州織協同組合／篠原テキスタイル（ＳＩＮＯＴＥＸ）「三備インディゴワークス」（広島）内
ｃ) 「ＥＣＯ ＥＴＨＩＣＡＬ ＦＡＳＨＩＯＮ」

１０月２５日（火）～２６日（水）、綿業会館

笹田織物（奈良）／大城戸織布（播州）
＊大阪商工会議所主催、せんば適塾（関西ファッション連合（ＫａｎＦＡ））共催
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●経産省「次代を担う繊維産業企業１００選」新設及び募集について
経済産業省はサステナビリティやデジタル化など優れた取組を進める繊維分野の中堅・
中小企業１００社を選定する「次代を担う繊維産業企業 100 選」を新設、１0 月１７日から募集
を始めた。
優れた取組をしている企業を広く周知することで、社会的認知度の向上と、業界への横
展開を図り、選定事業者のビジネスチャンス拡大を目指すことが目的。
今年５月に公表された「２０３０年に向けた繊維産業の展望(繊維ビジョン)」に沿った施策
で、次の５つの分野のいずれか、または複数分野での応募が可能。
①サステナビリティ
②デジタル化
③技術力やデザイン力による付加価値の創出(古い織機で高度な技術の付加価値等)
④新規性のある事業・サービスの展開（DtoC、産地企業による独自ブランド、異業種連携等）
⑤海外展開
応募の締切は１１月３０日(水)１３時、選定結果は今年度中に公表の予定。
〇https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221017003/20221017003.html

●令和３年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」公募中
中小企業庁は、先月初旬から令和３年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の申請受
付を開始した。申請は１０月６日(木)～１１月２４日(木)の予定で、電子申請(Ｊグランツ)のみの
受付となる。
今年度の事業承継・引継ぎ補助金は下記３つの類型になる。

【経営革新事業】 補助率: ２／３

補助上限: ６００万円

事業承継や M&A を契機として、経営革新(事業再構築、設備投資、販路開拓等)へ挑戦
に要する費用を補助
（補助対象経費: 設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用等）
活用例： 新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい
新たな顧客層の開拓に取り組みたい
今まで行っていなかった事業活動を始めたい
【専門家活用事業】 補助率: ２／３

補助上限: ６００万円

M&A による経営資源の引継ぎを支援するため、M&A に係る専門家等の活用費用を補
助
【廃業・再チャレンジ事業】 補助率: ２／３

補助上限 １５０万円

再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助
〇事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト

https://jsh.go.jp/r3h/
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●主な補助金・助成金の申請スケジュール
ａ）中小企業等事業再構築補助金
第８回公募： １０月３日（月）～２０２３年１月１３日（金）１８時
ｂ）ものづくり補助金〔一般型・グローバル展開型〕
第１２次締切： １０月２４日（月）１７時
ｃ）小規模事業者持続化補助金
第１０回受付締切： １２月上旬予定
第１１回受付締切： ２０２３年２月下旬予定
商工会連合会

商工会議所地区

ｄ－１）ＩＴ導入補助金（通常枠）
８次締切： １１月２８日（月）予定
ｄ－２）ＩＴ導入補助金（デジタル化基盤導入枠）
１５次締切： １１月１４日（月）予定
１６次締切： １１月２８日（月）予定
ｄ－３）ＩＴ導入補助金（セキュリティ対策推進枠）
４次締切： １１月２８日（月）予定
ｅ－１）令和４年１１月までの雇用調整助成金の特例措置について
ｅ－2）令和４年１２月以降の雇用調整助成金の特例措置等について（予定）

※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

●政府「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」閣議決定
政府は１０月２８日、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資
と改革」を重点分野とする「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定
した。
中小企業・小規模事業者における事業再構築・生産性向上等と一体的に行う賃上げ引
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上げへの支援を大幅に拡充するとともに、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、労
務費、原材料費、エネルギーコスト等のコスト上昇分適切な価格転嫁に向けた環境整備を
進める。
資金繰り支援では、信用保証制度において借換え需要に加え、新たな資金需要にも対
応する制度を創設するとともに、資本制資金(劣後ローン)への転換による資金繰り円滑化等
を図る。
中小企業等の輸出拡大策では、輸出向け商品開発、ブランディング・プロモーション、輸
出商社等との連携強化、ＥＣサイト等を活用した販路開拓強化に取り組む事業者を支援す
る「新規輸出中小企業 1 万者支援プログラム」を推進する。
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の事業規模は約７２兆円、財政支
出約３９兆円。これらの裏付けとなる第２次補正予算の一般会計は約２９兆円で、今国会の
成立を目指す。
〇内閣府「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和４年１０月２８日閣議決定）
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku.pdf

●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２２年１０月）
繊維ニュース
１０月 ３日

ホテルリネンの服部テキスタイル “ケミカルフリー”のブランド 寝装品以外にアパレルも（播州）

１０月 ３日

ＪＥＡＮＳ祭 児島の１２ブランド集結 ショーワ「セブンスセンスフォークロア」のデニムシャツ販売（岡山）

１０月 ４日

播州織産元 コスト上昇も値上げ難航 「モノ作りができなくなる」

１０月 ４日

地域産業発信の場へ イチ セトウチ 篠原テキスタイルが什器素材提供（広島）

１０月 ５日

産地ブランド「ジャパンデニム」 欧州で知名度向上 生地、製品ともに堅調（三備）

１０月 ６日

播州織工協組 「ＣＩＣＡ」加工開発 生地に保湿や抗酸化機能

１０月 ７日

『きいボード』 播州織のふんどし ドビー織工場の細田義昭織布

１０月１４日

『きいボード』 デニム商談会 in 福山城 威厳放つ鉄板張りの城郭で（広島）

１０月１７日

琵琶湖でヨシ狩りツアー たまゆら 「琵琶の葦布」の高麻が協力（高島）

１０月１７日

福山市で繊維産地ツアー スノーピーク・ディスカバーリンクせとうち 篠原テキスタイルを見学（広島）

１０月１８日

＜特集 東海のファクトリーブランド＞ 製品通じて、素材の特徴を訴求
維研「クールシルバー」 銀の放熱効果で“持続涼感”を（江南）

１０月１８日

＜特集 播州織総合素材展２０２３＞ ＪＦＷ－ＪＣで３回目の挑戦
播州織で新たな商機を 産地の進化、市場に示せ

１０月１８日

ジーンズソムリエ １１月に認定授与式 工場見学はショーワ(岡山)など
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１０月１９日

和紙の布 静かに広がる間伐材活用の繊維製品 森林保全につなげる新規ビジネスに（大南）

１０月２０日

＜ＪＦＷ－ＪＣ＆ＰＴＪ特集＞ ウイズコロナ時代の新たな取り組み
古橋織布 好評のシーチングなど（遠州）／高島織物組合 知名度アップと実売り狙う

１０月２０日

大阪商工会議所／せんば適塾 ２度目の合同展開催 エコ・エシカルテーマに
笹田織物（奈良）、大城戸織布（播州）出展

１０月２１日

播州織の大城戸織布 先染め織物の新境地へ １１月、東京で単独展示会

１０月２４日

デニム回収ＰＪ広がる ITONAMI 協力企業とのコラボも 織布は篠原テキスタイル（広島）

１０月２６日

＜２０２２年秋季総合特集Ⅲ 繊維産業が進むべき道＞製造受諾工場による小売り事業への挑戦
維研 銀の高い熱伝導率に着目 マスクから衣料へ用途広げる（江南）

１０月２７日

大阪商工会議所／せんば適塾 展示商談会 笹田織物 「残布ふきん」を出品（奈良）

１０月２７日

ジャパンデニムデイズ デニム産業のモノ作り発信 １０月２９、３０日（岡山）

１０月２８日

繊維マイスター、今年は１９人 第４回認定式 倉敷ファッションセンター（三備）

１０月２８日

「繊博」 産地のモノ作り発信 全国の学生に向けて（三備）

＜産地の１０～１２月 ２３春夏向けの動静は＞
１０月１７日

泉州・大阪南部

足元の受注は堅調も・・・・・

１０月２０日

遠州

一部堅調も盛り上がり欠ける

１０月２１日

播州

回復に向け正念場

１０月２７日

三備

受注堅調も先行き警戒

繊 研 新 聞
１０月１４日

デニムスアンドジーンズ展 １１月１、２日 日本で初出展 １４ヵ国から関連約５０社が出展
日本からはショーワ（岡山）、日本綿布（備中）など６社

１０月１９日

ジーンズソムリエ認定証授与式 ソムリエツアーでショーワの染色工場、織布工場など（岡山）

１０月２４日

ウェア生地でノート 文具店のカキモリ 播州織の肌触りの良いシャツ生地を使ったものも

１０月２５日

玉木新雌 「親子で社会課題を知るツアー」に協力（播州）

１０月２５日

児島でデニムの循環活動が始動 再生商品、来年販売目指す 織布は篠原テキスタイル（三備）

１０月２6 日

大城戸織布 東京・南青山で単独展 １１月１７日、１８日（播州）

１０月２７日

ミラノウニカ２４年春夏の日本パビリオン フクヤマデニムから篠原テキスタイル出展（広島）

１０月２８日

ジャパンデニムデイズ 児島で１０月２９、３０日開催（岡山）

１０月２８日

デニムＰＶ 日本からクラボウ、クロキ（備中）が出展

１０月２８日

カイハラ 経糸共通デニムやストレッチ素材訴求（広島）
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１０月３１日

ＪＡＦＩＣ 「Ｊクオリティー」 海外販路を開拓 伊「ピッティ・ウオモ」 中国紡織が出展Ｊ（広島）

１０月３１日

繊維マイスターの第４回認定式実施 倉敷ファッションセンター（三備）

●特許公開情報
２０２２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]

（２０２２年１０月公開分）

＜10 月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

(株)ＺＯＺＯ
1

特開 2022-143546

2

特開 2022-143719

3

特開 2022-145007

日本毛織(株)

4

特開 2022-146057

東レ(株)

国立大学法人

東京大学

スマートテキスタイル及び製造方法

(株)ピーエルジェイインター

銅糸、銅糸を用いた布地および銅製布地

ナショナル

の製造方法
多層構造紡績糸、その製造方法、生地及
び衣類
ポリエステル熱融着加工糸
産業資材用ターポリン、及びこれらを用

5

特開 2022-146202

平岡織染(株)

いたフレキシブルコンテナバッグ並びテ
ント構造物

6

特開 2022-147094

帝人(株)

7

特開 2022-147171

東レ(株)

8

特開 2022-151792

9

特開 2022-152966

ユニチカトレーディング(株)

複合仮撚加工糸

10

特開 2022-153022

東レ(株)

ポリエステル織物

11

特開 2022-154535

三菱ケミカル(株)

複合加工糸及び織編物

ハイムバッハ

難燃性布帛および繊維製品
コーティングエアバッグ用織物の製造方
法
ゲーエムベー

ハー（独）

工業用テキスタイルおよびその使用

中日本ハイウェイ・エンジニ
12

特開 2022-154703

アリング名古屋(株)

保護シート及びその設置方法

日本毛織(株)
13

特開 2022-156165

東洋紡せんい(株)

14

特開 2022-156721

三菱ケミカル(株)
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15

特開 2022-157057

バンドー化学(株)

Ｖリブドベルト

16

特開 2022-158020

日東紡績(株)

17

特開 2022-158029

萩原工業(株)

18

特開 2022-160007

19

特開 2022-160471

大嘉産業(株)

20

特開 2022-164245

凸版印刷(株)

21

特開 2022-165326

東洋紡せんい(株)

抗ウイルス加工繊維製品

22

実登 3239446

佐藤

北相木産手紡ぎ糸を織り込んだ亜麻布

建築膜材料用無機繊維織物及び建築膜材
料
荷崩れ防止シート

Ｓｐｉｂｅｒ(株)
小島プレス工業(株)

合成皮革、及びその製造方法
配筋材用の繊維束織物及びこれを使用し
たコンクリート配筋構造
三軸織物製品及び三軸織物製品又はルー
バー材の製造方法

眞弓（長野県）

１０月 の 行 事
１０月１８日 ………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（綿工連会館）

１０月２８日 ………… 綿工連セミナ-「インボイスって何？知ってるようで知らない消費税の話」（浜松市）
１ １ 月 以降 の行事
１１月 １～２日 ……

ＪFW-Premium Textile Japan ２０２３ Ａ/Ｗ、JFW-Japan Creation ２０２３
（東京国際フォーラム）

１１月 ８日 ………… 綿工連産地組合事務局会（知多産地）
１１月 ９日 ………… 第１４４回繊維通商問題委員会 《オンライン》
１１月（未定） ………… 繊産連「責任ある企業行動ガイドライン」説明会《ハイブリッド》
１２月１０日 ………… 綿工連綿’s 倶楽部委員会（名古屋）
１２月１５日 ………… 繊産連常任委員会、技能実習適正化推進・取引適正化推進委員会（東京・日本橋）
２０２３年１月２４日 ………… 繊産連役員総会（東京・東京プリンスホテル）
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