平成３１年４月１日から令和 2 年３月３１
日までの事業報告書

令和２年５月１３日
一般社団法人日本繊維機械協会

1． 貿易促進事業
(1) ITMA2019 の協賛事業
① 欧州繊維機械製造事業者団体(CEMATEX)が主催する ITMA2019 は、スペインのバルセロナ
で 2019 年 6 月 20 日～26 日に開催されました。
日本繊維機械協会（以下、「協会」と略す。）は、CEMATEX とのパートナーシップ契約を締結し、
国内の繊維機械メーカー及び繊維関連団体等を通じて広く展示会の開催告知を行うとともに出展
手続き支援等を行いました。その結果、我が国からの出展企業は 24 社（前回 ITMA2015 では 27
社）、出展床面積は 3，212 ㎡（同 3，738 ㎡）で、前回の ITMA2015 を若干下回りました。
協会は、会場運営等に関する出展者の要望を主催者へ事前に申し入れを行うとともに、会期中
は会場内に設置した協会ブースで我が国からの出展者一覧を配布する等広報活動を行いまし
た。また、CEMATEX 及び中国紡織機械協会（CTMA）等と情報交換を行いました。

② 展示会の全体概要については、来場者数は 105 千人で前回 2015 年を 14.6％下回りました
が、出展床面積は 115 千㎡
で 11.7％、出展企業数は 1，
717 社で 4.1％前回を上回り
ました。
国別に見ると、来場者数
ではインドとトルコ。出展企
業では 中国、インド、トルコ
といったアジアの国々の存
在が大きくなっています。

また、展示会の会期が 7 日間と長いことから会期後半の来場者が心配されましたが、最終日で
も 6 千人を超える来場者がありました。

（単位； 人）

20-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

24-Jun

25-Jun

26-Jun

合計

13,568

19,868

19,027

15,515

17,117

14,179

6,024

105,298

出展企業をセクター別にみますと、仕上機（325 社）、紡績機械（281 社）、織機（182 社）、•印刷
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（デジタル捺染/インクジェットプリンター； 157 社）、編機（136 社）でした。中でも、インクジェットプ
リンター等の印刷は前回にと比べて出展社数が約 4 割増となりました。

③ ITMA2019 について、日本から出展した 20 社のアンケート調査をみますと、「ITMA への出展回
数（ITMA2019 を含む）」は３回以上が 17 社で、残りの 3 社は 2 回目でした。新規に参加された企
業はありませんでした。また、展示会の総合的な満足度は「12 社が満足」でした。
次回の ITMA2023 へ出展するかについては、15 社が出展すると回答しました。
ITMA への出展回数

初めて（0 社）

２回目（3 社）

３回以上（17 社）

出展しての総合的な満足度

満足（12 社）

普通（8 社）

不満（0 社）

来場者数

多い（7 社）

普通（12 社）

少ない（1 社）

商談への手がかり

多い（8 社）

普通（8 社）

少ない（4 社）

出展目的の達成度

高い（9 社）

普通（11 社）

低い（0 社）

展示会の運営について

良い（5 社）

普通（13 社）

悪い（2 社）

出展するか

出展する（15 社）

出展しない（0 社）

今後検討（5 社）

出展面積は

増やす（4 社）

同じ（15 社）

減らす（1 社）

前回 ITMA2015 との比較

次回 ITMA2023 について

展示会の申込み～搬入～会期中～搬出といった一連の工程についての改善点としては、
・ 出展申込みシステムが入力しにくい、動きが遅い。
・ テクニカルサービス費が高い。
・ 一部の展示場は搬入時に一時期エアコンが効かなかった。
・ ブース内でのパートナー企業のロゴ掲出が今回から出来なくなった。
・ 電源ボックスの在庫がないとのことから追加発注が出来なかった。
・ 電気設備に関する情報開示が不十分。事務局担当者は設備に関する知識が無い。
・ 初日の入り口が大変混雑した。開場時間を早くして欲しい。出入り口の数を増やして欲しい。
これらの要望については、事務局へ伝え、次回展示会での改善に務めます。

④ 展示会会期中に行った諸外国との意見交換について
村田会長は、CEMATEX の Mr Fritz P. MAYER 会長(ドイツ)、Mr Ernesto MAURER 副会長(スイ
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ス)、Mrs Cornelia BUCHWALDER 事務総長（スイス）と面談し、最近の繊維機械の市場動向等に
ついて意見交換を行いました。
CTMA との意見交換では、王名誉会長、Mr. Gu Ping 新会長等と就任のご挨拶をしました。その
他、韓国及び台湾の工業会と繊維機械に関する展示会情報等について意見交換しました。

（2） ITMAASIA+CITME2020 の協賛事業
CEMATEX と CTMA 等は、ITMAASIA+CITME2020 を中国上海市「National Exhibition and
Convention Center (NECC)」で開催します。
協会は、展示会の共催者である ITMAServices（CEMATEX の子会社）とパートナーシップ契約を
締結し、日本国内からの出展者募集及び出展者支援等を積極的に行いました。
ITMAASIA+CITME2020 は、今般のコロナウィルス禍の影響を回避するために、申込期限を
2020 年 2 月 28 日から 3 月 27 日まで約一ヶ月間延長しました。その結果、日本からの 3 月末日時
点での申込み社数は 32 社、床面積合計は 3，594 ㎡で前回 2018 年比約△8．4％減となりました。
なお、2018 年に引き続き 2020 年も出展する企業（表中(※)）は 30 社で、その床面積はほぼ前回
並みとなっています。
展示会開催時期

出展企業数

出展床面積（㎡）

2016 年

10 月 21 日 ～ 25 日

42

4,299

2018 年

10 月 15 日～19 日

37

3,925 （※ 3，590）

2020 年

10 月 15 日～19 日

32 （※ 30）

3，594 （※ 3，552）

なお、CTMA 経由での申込（主として中国企業）は、2020 年は 1，621 社（2018 年； 1，726 社）で
△6．1 ％減となっています。その床面積は 18 万㎡で同じでした。

（3） インドにおける展示会について
India ITME Society は、「India ITME 2020」を India Exposition Mart Ltd, Noida.で開催します。日
本からの出展申込み状況は下記とのこと。
展示会会期

出展企業数

出展床面積（㎡）

2016 年

12 月 3 日 ～ 08 日

16

1，146

2020 年

12 月 10 日～15 日

5

792
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協会は、国際・貿易問題研究会を開催して、会員企業のインド市場における課題や展示会に関
する改善要望等をとりまとめ、現地大使館や JETRO 等関係機関や展示会の主催者である India
ITME Society へ働きかけして、改善に向けて努力します。

（4） 中国で新たに開催する展示会について
① CTMA 王名誉会長が令和元年 8 月に来日し、新たな展示会について下記のように説明を受け
ました。
CTMA は、これまで展示会を開催しなかった、2021 年と 2023 年に深圳で、繊維機械に
留まらず紡績からアパレルまでの繊維産業も含めた新た展示会を開催する事で CEMATEX
と合意しました。この措置は上海 Tex への繊維機械メーカの出展を阻止することを目的と
したもので､上海 Tex を潰した後に開催回数を減らす方向で検討すると発言しました。

② 本件への対応についての参与会での議論
・ 基本的な考え方は、中国での展示会開催の回数は多いという意見が大宗でした。
・ 協会がどのような立ち位置で本展示会へ参画するかについては、現状は人的能力、財政規模
に照らしても CTMA/CEMATEX 同様に主催者としての参画は困難であると事務局より表明した
ところ。委員からは主催者として参画すべきとの意見はありませんでした。逆に、協会が主催者
という立場になるとビジネスに基づく出展判断とは別に主催者として応分の出展等を求められ
る等のリスクがあるとの指摘を受けました。
・ 協会会員企業の出展については、自社の輸出に占める中国向け比率が低い会社にとっては
新しい展示会の開催コストは大きな負担になるので、協会全会員企業が新たな展示会へ出展
する旨の表明を協会が行うのは難しい。他方で、中国向けの輸出の割合が高い会社にとって
は、また、欧州競合企業が出展するのであれば出展を考えなければいけないといった事情があ
る会社があるのも事実だとの意見がありました。
・このような議論を踏まえ、新たな展示会への会員企業の出展については個々の企業の判
断で対応したら良いのではないかとの意見が大宗を占めました。

③ このような経緯を踏まえ、令和元年１１月１５日に開催した第１４８回理事会においては、
・ 協会は新たな展示会の主催者としては参画しないこと
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・ 新たな展示会への参加は各社の判断によること、の二点について合意しました。
④

新しい展示会を含む世界での繊維機械開催の周期
上海Tex

年

EU

2015

ITMA（Milan)

2016

×

2017

×

2018

×

2019

ITMA(Barcelona)

2020

×

ITMAASIA（上海）

×

2021

×

New Exhibition(深圳)

20ｔｈ

2022

×

ITMAASIA（上海）

×

2023

ITMA（Milan）

New Exhibition(深圳)

21ｔｈ

2024

×

ITMAASIA（上海）

×

中国

17ｔｈ

ITMAASIA（上海）
×

ITMAASIA（上海）
×

×
18ｔｈ

×
19ｔｈ

２． 参与会の開催について
（1） 令和元年１０月１１日(金) 村田機械(株)加賀工場にて第 266 回参与会を開催しました。議題
は、① 第 148 回理事会/第 56 回臨時総会の開催について、② ＣＴＭＡの諸活動について(新た
な展示会について、標準化規格への対応について、知財活動について)、③ 令和元年度事業の
進捗状況について、④ 今後の協会事業の予定について議論しました。参与会終了後は加賀工
場を見学しました。

（2） 令和２年３月５日(木) 東洋紡糸工業（株）忠岡工場において 267 回 参与会を開催しました。
議題は、① 令和２年度事業計画(案)について、② 令和２年度予算（案）について、③ 任期満了
に伴う理事・監事、役員及び顧問の改選について議論しました。
中でも、事業計画 ５．物づくり・繊維機械の魅力等情報事業については（新人社員採用対策）、
下記のような意見があった。
各社における新人等の採用状況について
・機械系は量的には採用できているが、電気（IT）、文系及び高専の採用は難しい。
・若手社員（大学 OB）のルートを活用して後輩にあたる若手を採用している。
・韓国の大卒をリクルートしたが、優秀な学生を採用できた。
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・営業セクションの人材採用が困難である。
・工場が立地する地域での採用は比較的容易だ（地元で有名なこの会社へ入りたかった。）
新人採用等で効果的なアプローチ
・インターンシップは効果的であった。アパレルが好きな学生が縁もゆかりも無い当社のインタ
ーンシップへ応募してきて（優秀だったので）採用に至った。
・最終製品（完成形）を見せると感激する。
・大学とのチャンネルの一つとして日本繊維機械学会がある。協会の会員企業は学会へ参画し
ているので､このチャンネルを活用すべき。
今後のアプローチ
・電気（IT）系・文系及び高専へのアプローチについては、協会が学会（前・会長等）と意見交換
する。
・今後は、月一程度、メールベースにて議論を深める。
参与会終了後は、東洋紡糸(株)忠岡工場・春木工場、島精機ミュージアムを見学しました。

３． 知財委員会の活動について
（１） 第 57 回委員会； 令和元年 6 月 5(木)にＴＭＴマシナリー（株）松山工場にて開催しました。
① ITMA2019 について、協会会員企業のスペインにおける知財権の有無等現状整理、各委員の
出張スケジュール、展示会での各社の活動予定の紹介を行った。
② 上海 Tex での活動予定について
③ CTMA との意見交換（上記上海 Tex 帰国時に北京にて開催）； ITMAASIA2020 の IPR OFFICE
の運用改善について、事前警告書の発出について、第二回知財セミナーについて等意見交換し
ました。
④ 知財委の委員長であった村田機械・大島さんは任期満了につき、津田駒・室井さんに交代し
ました。
⑤ 年度行事予定を共有しました。

（２） 第 58 回委員会；令和元年 11 月 1 日（金)に豊田自動織機 名古屋支社にて開催しました。
① ITMA2019 における各社の活動についての情報交換（出展社の権利侵害の確認と措置内容、
展示物の公証について等）
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② 上海 Tex 2019 への各社の対応について
③ 特許庁担当官を招聘して開催する委員会（12/13；東京）の開催について

（3） 第 59 回委員会； 令和元年 12 月 13 日（金)に機械振興会館にて開催しました。
① 「最近の知財情勢と施策紹介」について、特許庁・佐々木審査長より下記資料を用いて御講
演をいただきました。
資料１： 最近の知財情勢と施策紹介
資料２： 特許出願・審査等に関する統計資料
資料３： ドイツ語由来の技術用語集～結合・加工技術編～
② 下記について、特許庁担当官と意見交換をしました。
Ｑ１： ＰＣＴ協働調査について日本語出願の受け入れが開始について
Ｑ２： ＡＩコアの審査について
Ｑ３： 日米及び日欧間の進歩性判断乖離に関する調査について
③ 事前に当方より提出した質問及び要望事項について特許庁担当上席審査官より回答があり
ました。
④ 上海 Tex における模倣品の実態等各社からの報告
⑤ ITMAＡＳＩＡ2020 の運用等に関する CTMA との意見交換の結果等について
⑥ 中国の知財概況（JETRO 北京事務所にて聴取した内容）について報告
⑦ 来年度の活動について

４． 外国政府機関/業界団体等との活動
（1） 令和元年 10 月 16 日 CTMA との意見交換（在北京 CTMA 事務所にて）
① CTMA が策定中の標準化規格への対応について
② 新たな展示会について
③ ITMAASIA2020 における知財活動について

(2) 令和元年 11 月 29 日 CTMA との意見交換（在北京 CTMA 事務所にて）
① 新たな展示会(2021 年 11 月に深圳で開催)についての協会としての回答
② CTMA が推進している標準化について
③ ITMAASIA2020 における IPROFFICE の運用改善について
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④ 上海 Tex2019 の開催状況について

（3） 令和元年 11 月 29 日ＪＥＴＲＯ北京事務所・知財部との意見交換（ＪＥＴＲＯ北京事務所にて）
① 中国における知財の状況
商標出願は、日本 ２０万件、 中国 ７３１万件。量から質への転換。悪意の申請は認めない。
② 地方の産権局の位置づけは、審査はしていない。基本的には行政手続きのみ(経産省本省と
地方局の位置づけに近い)
③ 展示会場内の IPROffice の運用については、知識産権局、CCPIT-TEX、CTMA の共同体での
運用だが、窓口では産権局が力を持っていて、JTMA と CTMA の合意事項の運用がその通り運
用されないといった事案がある。上海の知識産権局への働きかけのチャンネルとしては CTMA
が正しいルートだと考える。

５．調査研究事業
（１） 繊維機械統計表の作成
協会は、我が国の繊維機械の生産活動等の実態把握を目的として、その生産（生産動態統計
調査：経済産業省）、輸出・輸入（貿易統計調査：財務省）及び受注（機械受注統計調査：内閣府）
に関する統計資料を広く収集し、輸出・輸入統計については生産動態統計調査と品目の概念範
囲が整合的になるように（紡績機械や織機といったいわゆる品目概念で生産から輸出･輸入の需
給動向を一覧で利用することが可能となる。）協会で加工集計して「繊維機械統計表」を作成しま
した。
また、輸出・輸入統計を生産動態統計調査と品目の概念範囲が整合的になるように貿易統計
コード対応表の見直しを実施しました。そして、会員企業からの HS コード別輸出額を積み上げて
我が国繊維機械に占める協会のカバレッジを推計しました。

（２） 我が国貿易統計について
上記繊維機械統計表の内、輸出統計品目表及び輸出申告上の問題もあって、生産と整合的な
概念で輸出動向を把握できない一部の品目が存在しています。そこで、協会は当該品目を生産す
る会員企業の協力を得て、生産と輸出統計の齟齬が発生する原因の究明やその対策、時系列デ
ータの試算等について意見交換を行いました。
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（３） 歴史的な繊維機械の情報収集等調査
（３）-① 産業技術史資料調査協力について
国立科学博物館・産業技術史資料情報センターが実施している、今日、散逸または失われつつ
ある産業技術史資料の所在調査に協力しました。会員企業からは、6 社から産業技術史（１４３
件）の提供を受けて公開されています。http://sts.kahaku.go.jp/sts/result.php?c=1147

（３）-② 伝統的な繊維産業支援
全国の絹織物産地から力織機の供給要請がなされている現状に鑑み、各産地での実情を把握
する出張は、今年度は実施しませんでした。

（４） 生産見通しの作成
会員企業を対象として、令和元年度の生産見通しについて調査しました。この調査結果は（一
社）日本機械工業連合会を通じて公表されました。

（５） CTMA との協力事業
CTMA との間で、統計資料の相互交換する件については、今年度は実施しませんでした。

６．標準化委員会の活動について
（１）ＪＩＳ(日本工業規格)の定期見直し調査
ＪＩＳは 5 年毎に定期見直しが実施されています。繊維機械及び付属品関係のＪＩＳは現在 32 規
格あります。当協会では、(一財)日本規格協会（JSA）の調査依頼を受けて、毎年、見直し調査を
実施しています。 令和元年度には、見直し期限を迎える規格が無かったことから、標準化委員会
所属の会員企業へのアンケーﾄ調査および確認は行いませんでした。

（２）国際規格の定期見直し及び作成原案への対応
繊維機械及び付属品(TC72)の国際規格に関しては、国際標準化機構(ISO)から随時、加盟国/
団体に諮問(投票依頼)があり、TC72 の国内審議団体である当協会は随時対応しました。
令和元年度における審議対象案件は、定期見直し(SR=Systematic Review)=15 規格のみで、詳

-9-

細は、別紙 1．「令和元年(2019)度における国際規格の審議対象規格＜SC 別＞」の表のと
おりです。
上記 SR 対象規格を分科委員会(SC=Subcommittee)別にみると、
① SC1：

紡績準備精紡及び撚糸機械＜5 件=承認＞

② SC3：

製布機械＜4 件=承認＞

③ SC5：

工業用洗濯機器及びドライクリーニング・マシン＜4 件=承認＞

④ SC8：

繊維機械の安全制御＜1 件=審議中＞

⑤ SC10： 共通基準＜1 件=承認＞ となっています。
（3）SC5 の委員長再任
SC5 委員長の任期満了にともない、ＩＳＯ事務局より、現委員長スタイナー氏(Ｍｒ. Martin
Steiner、ドイツ在勤、1959 年 6 月生まれ)の再任について諮問がありました。当協会では、同氏
が、繊維機械関係規格の分野において、ISO のほかに、CEN(欧州標準化委員会)や DIN(ドイツ規
格協会)の委員として活躍中であること等から、続投（再任）が妥当と判断し、賛成票を投じました。
ちなみに、同委員長の在任期間は 2014 年から 2019 年の 6 年間に及んでおり、再任の場合（正
式決定は投票締切= 2020 年 4 月 23 日以降）、新しい任期は 2023 年までの 3 年間となります。
TC/SC 委員長

【参考】
委 員 会

委員長(幹事国）

創設年

TC72 繊維機械及び付属品

Dr. Joachim Binnig（スイス）

1949

＜任期: ~2023 年＞
SC 1

紡織準備精紡及び撚糸機

Dr. Joachim Binnig（スイス）

1981

＜任期: ~2023 年＞
SC 3

製布機械

SC 4

染色仕上げ機械（活動休止中）

SC 5

工業用洗濯機器及びドライ
クリーニングマシン

Dr. Peter Stockman (ドイツ)
＜空席＞

1981

Mr. Martin Steiner (ドイツ)

1995

＜任期: ~2023 年＞
Mr. Frank Tamberg（ドイツ）

SC 8

1988

1997

繊維機械の安全制御
＜任期: ~2022 年＞
Dr. Joachim Binnig（スイス）

SC 10 共通基準
＜任期: ~2023 年＞
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2012

(4) 中国 CTMA が推進する標準化施策への対応
① CTMA との意見交換（2019 年 10 月 16 日、在北京 CTMA にて）
CTMA が推進する標準化の概要は下記の通り。
・ CTMA 内に「紡織機械及び関連付属機器委員会」を立ち上げ、５つの機種別（カテゴリー）（①
紡績、②織機、③編み機、④化学繊維、⑤染色/印刷）について規格を検討する。
・ 規格には、① 国際規格（主に機械安全）、② 国家規格（食品等）、③ 業界規格（団体規格）
及び④ 会社の規格がある。CTMA はそれぞれの規格について「全国紡織機械器材標準化委
员会」で業界規格を作成している。「業界規格」については、異なるメーカーの異なる工程の機
械がつながるような情報通信規格が必要かつ重要だ。
・ 規格を策定後に、規格に規定されたデータ管理等について知財権の権利化は考えていない。
規格作成に参加した企業だけではなく、すべての企業が自由に利用できるようにするつもりだ。
・ CTMA による規格の運用及び適用に際して、クリーンな規格化、透明度をもった運用（例えば、
規格に合致している旨の認証を特定機関で受ける必要があるとか、特定機器を搭載しなけれ
ばならないといった運用）を申し入れ、CTMA は了解した。
・ 今回の規格策定の範囲は、機器の稼働状況を把握する指標（インディケータ）とその情報通信
の標準化であって機器の性能を規定する製造技術等については対象外だ。特に、接続端子の
形状について共通化したい。まずは新たに出荷する製品の接続端子の共通化を図りたい。そ
の後、既に設置済みの機器への対応が必要だ。このためには、全てのメーカーの参加が必要
だ。共通化は第一に接続端子。第二に通信方式だ。
・ 各機種別委員会へ参画するに際して、特段の手続きは必要ない。費用も発生しない。ただ、委
員会へ参加するための旅費は負担して欲しい。また、委員会への参画に際しては、協会会員企
業としてではなく協会（ＪＴＭＡ）としての参加でもかまわない。

② CTMA との意見交換（2019 年 11 月 29 日、在北京 CTMA にて）
・ 規格策定作業の状況は、① スピニングセクター(紡績) 規格はできている。今後修正したい。
② 染色・印刷は策定作成中。③ 編み機：は作成中で、①横編み機(島精機)、 ②丸編み機
(福原)、③立て編み機(カールマイヤー)の三つの規格があり、その中の横編み機と丸編み機の
規格はできたが、立て編み機の規格は作成中である。④ 織機はまだ開始していない。⑤ 化
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学繊維部門はまだ開始していない。
・ 通信プロトコルは工作機械と同じでＯＰC-ＵA で、データセットが機器毎に異なる。
・ この分科会規格化委員会支会は、各企業の規格の作成者で構成され、規格作成のスケジュー
ル(案)を作り、ＣＴＭＡの秘書処長(Ms．Wang Jingyir.Cong)へ提出する。CTMA は更に国家標準
化委員会に報告し、答申し、許可されるなら、CTMA の内部手続きを経て規格作成スケジュー
ルが決まる。 2020 年のスケジュールはない。 2021 年のスケジュールを作成中だ。
・ 上記が目標だが、今の規格は現状の各社の通信プロトコルを含んだ広いものになっている。将
来的には統一したい。

７． 行政機関等への協力・交流
（1）

「中小企業等経営強化法」に係る設備投資促進税制等に関する証明書の発行について。
協会は申請者サービスの一環

申請件数の推移
合計

会員

非会員

として事前相談、申請書の事前

平成 25 年度

7

2

5

審査を実施しております。この結

平成 26 年度

445

258

187

平成 27 年度

536

352

184

平成 28 年度

914

660

254

平成 29 年度

439

298

141

平成 30 年度

675

474

201

令和元年度

448

279

169

3,464

2,323

1,141

合

計

果、令和元年度（2020 年 3 月末
時点）で合計４４8 件の証明書を
発行しました。
これは、中小企業等経営力向
上計画の認定を受けた企業に対
し、機械設備に係る固定資産税
の減税措置。なお、適用期間は、
令和 3 年(2021 年)3 月 31 日まで
です。

（２） 関連協会との情報共有等について
繊維等関連産業団体等との連携強化については、一般社団法人日本縫製機械工業会(ミシン)
とは緊密に意見交換等を実施しましたが、日本紡績協会及び日本アパレル・ファッション産業協
会、繊維輸出入組合及び日本化学繊維協会等繊維産業団体とは活動できませんでした。
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８． トップセミナーの実施
寺澤達也氏（経済産業省顧問、前経済産業審議官、）に『対外経済政策の現状と課題』というテ
ーマでご講演いただきました。今日の米中の対立の背景を、① 構造的な問題と② 二人のリー
ダーの個性、置かれている立場により説明されました。そして、これから日本は中国とどうやって
付き合っていくのかといった方向性を示されました。

９． 総務事項 について（開催日付順）
（１） 総会、理事会及び参与会等の開催について
① 第１４６回理事会（書面審議）
日時 平成３１年４月２３日（火）
第１号議案 平成３０年度事業報告（案）について
第２号議案 平成３０年度収支決算書等（案）について
第３号議案 平成３０度公益目的支出計画実施報告書等の提出(案）について
第４号議案 第５５回定時総会の招集及び提出議案（案）について

② 第１４７回理事会
日時 令和元年５月１６日(木)１１：００～１１：４０
場所 東海大学交友会館「冨士の間」
第１号議案 平成３０年度事業報告書（案）について
第２号議案 平成３０年度収支決算書等（案）について
第３号議案 平成３０年度公益目的支出計画実施報告書等の提出(案）について
第４号議案 平成３１年度事業計画書について
第５号議案 平成３１年度収支予算書について

③ 第５５回定時総会
日時 令和元年５月１６日(木) １１：４０～１１：４５
場所 東海大学校友会館「富士の間」
第１号議案 平成３０年度事業報告（案）について
第２号議案 平成３０年度収支決算書等（案）について
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報告事項

平成３０年度公益目的支出計画実施報告書等の提出(案）について

④ 第２６６回参与会
日時 令和元年１０月１１日（金）１４：００～１５：００
場所 村田機械(株)加賀工場内会議室
議題１．第１４８回理事会・第５６回臨時総会の開催について
議題２．ＣＴＭＡ諸活動について(①新たな展示会､②標準化規格策定､③知財活動について)
議題３．令和元年度上半期・業務の進捗状況
議題４．その他

⑥ 第１４８回理事会
日時 令和元年１１月１５日(金) １６：００～１６：４０
場所 (株)豊田自動織機「シャインズ」
議題１． 会員代表者の変更について
議題２． 理事の選任について
議題３． 中国紡織機械協会（ＣＴＭＡ）の活動について
３－１ 新たな展示会について
３－２ ＣＴＭＡが策定中の標準化規格への対応について
３－３ ＩＴＭＡＡＳＩＡ２０２０における知財活動について
議題４． 令和元年度事業の進捗状況について
議題５． その他（今後の予定等）

⑦ 賀詞交換会
日時 令和２年１月１４日（火）１２：００～１３：３０
場所 東海大学校友会館「望星の間」

⑧ 第２６７回参与会
日時 令和２年３月５日（木）１３：００～１４：００
場所 東洋紡糸工業（株）忠岡工場内会議室
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議題１．令和２年度の事業計画（案）について
議題２．令和２年度の予算（案）について
議題３．任期満了に伴う理事・監事、役員及び顧問の改選について
議題４．その他（次回参与会開催場所・日程等）
⑨ 第１４９回理事会（書面審議）
日時 令和２年３月２５日(水)
第１号議案 令和２年度事業計画(案)について
第２号議案

令和２年度予算書(案)について

（２） 役員の変更； 理事の変更（令和元年１１月１５日）
新理事

國遠 正章

旧理事

佐々木 憲夫

（３） 会員代表者の変更
① 株式会社岩間織機製作所（令和元年６月７日付）
（新） 國遠 正章

代表取締役社長

（旧） 佐々木 憲夫

代表取締役社長

② 伊藤忠システック株式会社（令和元年６月１３日付）
（新） 松本 茂伸

（４） 会員の異動；

代表取締役社長

① 入会； なし

（旧） 園田 博之

② 退会； なし

（５） 期末会員数(令和２年３月３１日現在)
会

(法人数)

令和元年度末

平成３０年度末

２１

２１

法人会員

２０

２０

団体会員

１

１

賛 助 会 員

１０

１０

合 計

３１

３１

正

員

代表取締役社長

会

員
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（６） 参与会委員 （令和２年３月３１日現在）
所 属 企 業 名

役 職 名

氏

株式会社島精機製作所

執行役員 総務人事部長

津田駒工業株式会社

取締役 繊維機械販売部長

ＴＭＴマシナリー株式会社

常務理事

株式会社豊田自動織機

経営役員 繊維機械事業部長

株式会社平岩鉄工所

化学機械部長

福原産業貿易株式会社

専務取締役

村田機械株式会社

今 井

名
博 文

（平成２９年５月２９日）
寺 田

武 志

（平成３０年３月２３日）
四 宮

進一郎

（平成２６年１０月２７日）
伊 藤

浩 一

（平成２８年４月１日）
齋 藤

和 良

（平成２９年９月２６日）
福 原

正 則

（平成２６年１１月１日）

執行役員 繊維機械事業部
営業統括部長 兼 大阪支社長

野 村

貫 則

（平成２９年５月１８日）

（企業名の五十音順）

（７）会員への情報提供
平成３１年４月 １日 新たな外国人材受入制度について
４月 １日 設計技術者、生産技術者に対する機械安全・機能安全に係る教育について
４月 ４日 金型管理の実態調査依頼
４月 ８日 ２０１８ＦＬＥＸ Ｊａｐａｎからのお知らせ
４月 ９日 英国のＥＵ離脱に関する「合意なき離脱」による影響調査
４月１０日 対北朝鮮の輸出入禁止措置について
４月１５日 ＪＥＴＲＯ・ビジネス短信のご案内
４月１６日 ＩＳＯ定期見直しの検討依頼
４月１９日 繊維機械統計（２０１９年２月分）の送付
４月２４日 平成３１年度当初ものづくり・商業・サービス補助金公募開始について
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４月２４日 ＣＨＩＮＡ ＩＰ Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒのご案内
令和元年５月 ９日 ＩＴＭＡＡＳＩＡ＋ＣＩＴＭＥ２０２０の会期について
５月１０日 リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の実施について
５月１５日 理事会等のドレスコードについて
５月２０日 コンテナへのヒアリ侵入防止等に係る事業者への協力依頼について
５月２１日 トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う警備協力について
５月２２日 繊維機械統計（２０１９年３月分）の送付
５月２９日 時間外労働等改善助成金のご案内
６月 ３日 新価値創造展２０１９のご案内
６月 ３日 夏期省エネルギーの取り組みについて
６月１１日 大河内賞受賞候補者推薦のお願い
６月１３日 ２０２０年輸出入統計品目表改正品目統合案について
６月１７日 繊維機械統計（２０１９年４月分）の送付
６月１７日 製造業における外国人材受入に関する相談窓口の設置について
６月２４日 製造業における特定技能外国人材受入れセミナーの開催について
６月２７日 経営における知的財産戦略事例集について
６月２７日 技術等情報の管理に向けた専門家派遣事業の説明会について
７月 ４日 スペイン経済の現状（ＪＥＴＲＯ）のご案内
７月１２日 繊維機械統計（２０１９年５月分）の送付
７月１８日 経済産業省の担当官の異動について
７月３１日 令和２年度全国発明表彰募集のご案内
７月３１日 令和元年度発明大賞についてのご案内
８月 ５日 研究開発税制の改正について
８月 ５日 製造業の知的財産関係優越的地位の濫用実態調査報告書について
８月１５日 繊維機械統計（２０１９年６月分）の送付
８月１９日 消費税率引上げに向けた特設サイトのご案内について
９月 ３日 繊維機械統計（２０１９年１－６月分）の送付
９月 ３日 ＩＳＯ３件の定期見直し投票結果について
９月 ４日 天皇陛下御即位関連式典に係る警備協力について
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９月１２日 DX 推進指標の周知及び自己診断結果の報告について
９月１７日 繊維機械統計（２０１９年７月分）の送付
９月２４日 ハザード地区における危険物施設の流出防止対策の促進について
９月２５日 １０月２２日の国旗掲揚につきまして
９月２６日 下請取引適正化推進月間の実施について
１０月１５日 繊維機械統計（２０１９年８月分）の送付
１０月２３日 中小企業へのしわ寄せ防止に向けて
１０月２３日 ＩＳＯ定期見直しへの投票依頼について
１０月３１日 繊維機械統計（２０１９年１－８月分）の送付
１１月 ５日 令和元年十月十一日から同月十四日までの暴風雨及び豪雨により影響を受けて
いる下請中小企業との取引に関する配慮について
１１月１２日 改正労働安全衛生法対応リスクアセスメントセミナーのご案内
１１月１８日 繊維機械統計（２０１９年９月分）の送付
１１月２８日 特許庁委託事業「海外知的財産権最新情勢セミナー～インド・中東アフリカ・韓国・
台湾・中国編～12/19(木)」のご案内
１２月１１日 製造業における特定技能外国人材受入れセミナーのご案内について
１２月１３日 繊維機械統計（２０１９年１０月分）の送付
１２月２３日 コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT 税制）の廃止に伴う対応のお知らせ
１２月２３日 各国・地域における貿易・投資・現地生産上の問題点に関するアンケート調査
(２０２０年)へのご協力のお願い
１２月２７日 中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用について
令和２年 １月２０日 繊維機械統計（２０１９年１１月分）の送付
１月２１日 風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について
１月２７日 連絡体制の構築について
１月２８日 新グローバルニッチトップ１００選の公募開始について
１月３１日 中国における新型コロナウイルスの発生（一部地域の感染症危険レベルの引上）
２月 ３日 特定技能外国人材制度の評価試験受験者の見込調査について
２月 ３日 地方発明表彰のご案内
２月 ６日 デクロランプラス（難燃剤）に係る含有状況等調査への協力のお願い
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２月 ６日 中国での今後の影響調査
２月 ７日 感染症対策に係るご協力のお願い
２月 ７日 外国人労働者について
２月 ７日 中国における新型コロナウイルスの発生について（外務省スポット情報更新）
２月１３日 中国における新型コロナウイルスの発生について（外務省スポット情報更新）
２月１４日 労働安全衛生法の一部改正について
２月１７日 中国における新型コロナウイルスの発生について（外務省スポット情報更新）
２月１８日 個人サンプリング法による作業環境測定及びそその結果の評価に関するガイド
ラインについて
２月１９日 繊維機械統計（２０１９年１２月分）の送付
２月２０日 中国における新型コロナウイルスの発生について
（従業員の方が休みやすい環境整備に向けての協力依頼）
２月２５日 繊維機械統計（２０１９年１－１２月分）の送付
２月２５日 令和３年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等
並びに文書募集開始時期等についての通知
２月２８日 ＩＳＯ 定期見直し(ISO23771)への投票依頼について
３月 ４日 働き方改革関連法等解説教本のご案内
３月 ９日 日 EU・EPA の活用実績についてのご照会の件
３月１０日 ３月１１日大臣訓示の実施について（実施方法変更、弔意表明について）
３月１１日 老朽化した生産設備における安全対策の調査分析事業の調査報告書及び
パンフレットのご案内
３月１８日 繊維機械統計（２０２０年１月分）の送付
３月２３日 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ（支援策パンフレット）
３月２５日 立皇嗣宣明の儀当日における国旗掲揚の協力依頼について（４月１９日）
３月３０日 新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者にいただける支
援策チラシについて
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＜別紙１．＞

令和元年(2019)度における国際規格の審議対象規格＜SC 別＞

1. 国際規格の審議状況＜定期見直し（SR）、最終国際規格原案（FDIS）＞
（1）定期見直し(SR=Systematic Review)
1. SC 1＜紡績準備精紡及び撚糸機械＞
規 格 番 号
1

ISO 96-2:2009(Ed2,vers2)

標

題

審議結果

繊維機械及び附属品～リング精紡機及び合糸機のリﾝグ

2019.12.02

及びトラベラ～第 2 部：HZ リング及び J リング及びそのトラ

承 認

ベラ (修正 2、第 2 版)
2

ISO 93-1:2006

繊維機械及び附属品～円筒スライバ缶～第 1 部：主要寸
法

3

ISO 93-2:2006

2020.03.03
承 認

繊維機械及び附属品～円筒スライバ缶～第 2 部：スプリン

〃

グ底
4

ISO 5234:2005

繊維機械及び附属品～金属針布～寸法、タイプ及び取付

〃

の定義
5

ISO 9947:2005

繊維機械及び附属品～ダブルツイスタ～用語

〃

2. SC 3＜製布機械＞
規 格 番 号
1

ISO 366-2:2009(Ed2,vers2)

標

題

繊維機械及びその附属品～おさ～第 2 部：プレートボーク
を持つ金属おさの寸法及び表示法 (修正 2、第 2 版)

2

ISO 366-3:2009(Ed2,vers2)

繊維機械及び付属品～おさ～第 3 部：ダブルスプリングボ

審議結果
2019.09.03
承 認
〃

ークを持つ金属おさの寸法及び表示法 (修正 2、第 2 版)
3

ISO 11676:2014(Ed2)

繊維機械及びその附属品～たて編機用パターンデイスク

〃

及びパターンチェーン～用語及び記号 (修正 2)
4

ISO 12912:2014

丸編機械～用語

2019.12.02
承 認
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3. SC 5＜工業用洗濯機器及びドライクリーニング・マシン＞
規 格 番 号
1

2

ISO 9398-1:2003(Ed 2,vers 3)

ISO 9398-2:2003(Ed 2,vers 3)

標

題

審議結果

業務用洗濯機～定義及び能力試験並びに消費特性～第

2019.06.04

1 部：平たい布製品のアイロン仕上げ機（修正 2、第 3 版）

承 認

業務用洗濯機～定義及び能力試験並びに消費特性～第

〃

2 部：バッチ乾燥機（修正 2、第 3 版）
3

ISO 9398-3:2003(Ed 2,vers 3)

業務用洗濯機～定義及び能力試験並びに消費特性～第

〃

3 部：トンネル型洗濯機（修正 2、第 3 版）
4

ISO 9398-4:2003(Ed 2,vers 3)

業務用洗濯機～定義及び能力試験並びに消費特性～第

〃

4 部：洗濯-脱水機（修正 2、第 3 版）

4. SC 8＜繊維機械の安全制御＞
規 格 番 号
1

ISO 23771:2015

標

題

審議結果

繊維機械～騒音発生の低減のための繊維機械の設計の

2020.06.03

手引き

＜審議中＞

5. SC 10＜共通基準＞
規 格 番 号
1

ISO 10782-1:1998

標

題

繊維工程の制御及び監視のためのデータ要素の定義及
び属性～第 1 部：紡糸、紡糸準備及び関連工程

（注）審議結果の年月日は、投票締切日（採択日）。
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審議結果
2019.06.05
承 認

