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２０１９年度  

事 業 報 告 書 

衣料管理士（ＴＡ）関係  

 

◆衣料管理士（ＴＡ）資格の認定・登録 

  大学正会員卒業生 
［2020年3月認定］ 

大学正会員卒業生 
［2019年9月認定］ 

2019年度認定・登録者 

1級 369名 3名 372名 

2級 289名 1名 290名 

計 658名 4名 662名 

   

◆高校生へのＴＡ広報 

 ◇ＤＶＤ「ファッションビジネスと衣料管理士」、ポスター、パンフレットによる高校生への

ＴＡ広報 

  ■全国約1,300校の高等学校の家庭科担当教員へ送付 

  ■会員大学のオープンキャンパスなどで活用 

◇高校の関係組織との連携 

  ■全国高等学校長協会家庭部会（校長の組織） 

   ・出版物『家庭部会報』（購読者：校長・家庭科教員）へ広告掲載 

   ・会員名簿に広告掲載 

  ■全国高等学校家庭クラブ連盟（高校生・家庭科教員の組織） 

   ・出版物『Future Homemakers of Japan』（購読者:高校生・家庭科教員等）へ広告掲載 

   ・家庭クラブ研究発表大会の資料にＴＡ広告掲載    

 

◆大学新入生へのＴＡ広報 

■『衣料管理士パンフレット』を製作し、会員大学新入生へ広報 

 

◆ＴＡ養成科目のテキスト出版 

■『染色加工学』テキストの編集・出版（2020年2月、1,500部） 

執筆者：牛田智氏（武庫川女子大学） 

編集委員：牛田智氏（武庫川女子大学）、榎本一郎氏（日本女子大学）、 

團野哲也氏（大妻女子大学）、丸山尚夫氏（新潟青陵大学短期大学部） 

■『新版 消費生活論』テキストの編集・出版（2020年2月、2,500部） 

   執筆者：島田和夫氏（東京経済大学）、小野由美子氏（東京家政学院大学）、 

柿野成美氏（(公財)消費者教育支援センター）、 

坂倉忠夫氏（(公社)消費者関連専門家会議） 

 

◆大学正会員と繊維・ファッション業界との産学交流事業 

 ［繊維ファッション産学協議会（産業5団体、学校2団体、学会他2団体）］ 

事務局：一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 

日 程：2019年4月24日（総会） 
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◆調査事業 

 ＝衣料の使用実態調査＝ 

  ◇2018年度調査の実施分データの解析と報告書の刊行 

調査対象者：28校、学生220人、父183人、母300人 

   依 頼 日：2018年11月21日 

   回   収：2019年2月 

   報告書刊行：2020年1月 

  ◇2019年度調査の実施 

 調査対象者：28校、学生338人、父336人、母336人 

   依 頼 日：2019年11月20日 

   回   収：2020年2月 

   報告書刊行：2020年12月予定 

 

 ＝トピックス調査＝ 

 ◇2018年度実施『衣生活行動に関する調査』のデータ解析と報告書の刊行 

 調査対象者：28校、学生445人、母172人 

 依 頼 日：2018年11月21日 

   回   収：2019年2月 

   報告書刊行：2020年1月 

◇2019年度調査『メイクとファッションに関する調査』の実施 

調査対象者：28校、学生580名(女子のみ) 

依 頼 日：2019年11月20日 

回   収：2020年2月 

報告書刊行：2020年秋 

 

＝衣料管理士の就職状況調査＝ 

調査対象者：2019年3月卒業の衣料管理士取得者 

依 頼 日：2019年4月 

 

◆研修事業 

◇アパレル設計・生産実習セミナー 

   開催日：2019年12月21日(土) 13：00～16：30 ／ 22日（日）10：00～17：00 

   会 場：日本女子大学 目白キャンパス 低層棟6Ｆ 被服構成実習室  

   テーマ： 

〔12/21〕・アパレル設計・生産実習テキストおよび本セミナーの概要説明 

［講師：大塚美智子氏（日本女子大学）］ 

       ・人体計測［講師：大塚美智子氏］ 

       ・人体計測データの解析・まとめ方［講師：川上梅氏（実践女子大学）］ 

       ・パターン設計（タイトフィッティング）［講師：大塚美智子氏］ 

       ・国内外の縫製業界の動向とスマート化の取組み［講師：本間君雄氏（JUKI㈱）］ 

〔12/22〕・ファッションイラストレーション［講師：滝澤愛氏（椙山女学園大学）］ 

・衣服の製作１…シャツ［講師：渡部旬子氏（文化学園大学）］ 

・衣服の製作２…スカート［講師：渡部旬子氏］ 

・プロダクトパターンについて［講師：渡部旬子氏］ 

   参加者：15名 

◇ＴＡ養成教員のブラッシュ･アップ講座 

   3月23日～24日に岡山・児島への見学・研修を予定していたが中止 
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◆大学正会員関係 

◇年次報告書審査 

   報告書提出：2019年6月末日 

   審   査：大学審査プロジェクト（2019年8月10日開催） 

         第208回常任委員会（2019年10月5日開催） 

     結果の通知：2019年9月28日 

 ◇主務教員会議の開催 

   開催日：2019年12月14日（土）14:00～18:30 

   会 場：メルパルク東京 4階『白鳥』 

 内 容：□講演① 

      『アダストリアが衣料管理士（TA）に期待すること 』 

講師：有元史朗氏（㈱アダストリア VC統括本部 チーフマネジャー） 

□講演② 

 『スポーツ業界における戦略と商品開発について』 

         講師：中村研二氏（㈱ゴールドウイン 理事役員 事業統括本部 事業本部 

テック・ラボ 部長） 

       □調査結果報告（調査部会） 

        『衣料の使用実態調査』、『トピックス調査「衣生活行動に関する調査」』 

         講師：藤田雅夫氏（共立女子大学） 

□協会より 

         １.アパレル設計・生産実習セミナー開催予告 

         ２.ＴＡ養成教員のブラッシュ・アップ講座開催予告 

         ３.出版物紹介 

「染色加工学」、「消費生活論」、「繊維製品の品質問題究明ガイド」 

         ４.ＴＡ交流会実施状況報告 

         ５．ＴＥＳ試験結果報告 

    出席者：27名 

 

◆『衣料管理士の集い』の活動への支援 

  ■ 衣料管理士相互の情報交換 

  ■ 勉強会、見学会による自己研さん活動 

◇勉強会 

日程 支部 内容 

5月21日 関西 オーガニックコットンについて 

7月30日 関東 RFIDについて 

8月22日 中部 最近の小売業における品質問題と品質管理の状況 

8月23日 関西 最近の羊毛・獣毛事情について 

10月2日 関東 SDGsについて 

1月17日 関西 SDGsとZDHC 

3月18日 中部 骨格スタイルセミナー【延期】 

 

◇見学会 

日程 支部 内容 

6月12日 関東 ㈱福装（縫製工場） 

11月14日 ３支部合同 ㈱白洋舍 千葉支店／リネンサプライ千葉事業所 

12月3日 関西 ㈱スマイリーアース（オーガニックコットンタオル工場） 
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◆ＴＡ交流プロジェクトチームの活動 

■ 目  的：現場で活躍する衣料管理士が衣料管理士取得の意義、業界で役立った知識などを、

衣料管理士を目指す学生に伝え、学生の衣料管理士取得のモチベーションを高め、

衣料管理士取得希望者を増やす。 

■ 発  足：2017年7月4日 

■ メンバー：協会常任委員（衣料管理士資格者）、衣料管理士の集い幹事 

◇ＴＡ交流会の実施 

現場で働く衣料管理士が、学生に対して、仕事内容、これまでの業務経験、ＴＡの知識が

役立ったエピソード、ＴＡ資格の意義、学生へのアドバイスなどを講演した。 

＜実施履歴＞ 

開催日 大学 講師 

4月2日 大阪樟蔭女子大学 村本祐子氏（㈱阪急クオリティーサポート） 

 （資格ガイダンス）   

4月4日 新潟青陵大学短期大学部 相阪珠音氏（イトキン㈱） 

 （資格ガイダンス） 五十嵐つかさ氏（与板大丸(有)：婦人服縫製） 

 ※座談会形式で実施 佐藤姫子氏（藤久㈱：手芸用品店） 

  野村梨紗氏（㈱キャン） 

  南有美氏（㈱オンワード樫山） 

4月6日 文化学園大学 伊藤裕子氏（㈱三越伊勢丹ホールディングス） 

 （資格ガイダンス） （資格についての説明：古内里実） 

4月27日 名古屋学芸大学 向城美晴氏（タキヒヨー㈱） 

  山下友希氏（㈱トゥモローランド） 

5月23日 日本女子大学 柳田奈緒氏（㈱ドーム） 

  遠藤冴華氏（㈱福助） 

  米倉恵美氏（(一財)ケケン試験認証センター） 

5月24日 京都女子大学 奥田彩氏（㈱ワコール） 

  上田奈那美氏（㈱ワコール） 

  柳川二美氏（㈱阪急クオリティーサポート） 

6月10日 文化学園大学 五島真由子氏（(一財)ボーケン品質評価機構） 

  柳亜季子氏（㈱アダストリア） 

  岡崎多美氏（㈱シップス） 

6月27日 和洋女子大学 櫻井美佳子氏（㈱東京ソワール）※資格説明 

  小島亜美氏（㈱東京ソワール） 

7月2日 東京家政大学 相阪珠音氏（イトキン㈱） 

  水野桃子氏（(一財)ボーケン品質評価機構） 

  竹内萌子氏（㈱ダイドーフォワード） 

7月18日 椙山女学園大学 小倉妙子氏（㈱髙島屋） 

    北畑早紀氏（(一財)日本繊維製品品質技術センター） 

    藤吉里恵氏（㈱シキボウ江南） 
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開催日 大学 講師 

7月26日 神戸松蔭女子学院大学 小倉妙子氏（㈱髙島屋） 

  村本祐子氏（㈱阪急クオリティーサポート） 

  北畑早紀氏（(一財)日本繊維製品品質技術センター） 

9月17日 武庫川女子大学 柿崎優氏（㈱デサント） 

 武庫川女子大学短期大学部 大倉禎子氏（岡本㈱） 

  中山沙緒里氏（㈱Ｆ・Ｏインターナショナル） 

9月28日 実践女子大学 駒崎紋菜氏（(一財)カケンテストセンター） 

  伊藤裕子氏（㈱三越伊勢丹ホールディングス） 

  秋浜実和氏（㈱オリエンタルランド） 

10月3日 大阪樟蔭女子大学 小倉妙子氏（㈱髙島屋） 

  北畑早紀氏（(一財)日本繊維製品品質技術センター） 

  村本祐子氏（㈱阪急クオリティーサポート） 

10月24日 共立女子大学 小森香菜氏（(一財)カケンテストセンター） 

  柳田奈緒氏（㈱ドーム） 

  山下友希氏（㈱トゥモローランド） 

11月14日 大阪産業大学 吉田尚弘氏（㈱シティーヒル） 

  佐波千和衣氏（㈱ラピーヌ） 

  西田千穂子氏（㈱アーバンリサーチ）※資料提供 

11月28日 東京家政学院大学 竹内萌子氏（㈱ダイドーフォワード） 

 ※就職懇談会と 高須詩織氏（㈱一蔵） 

 絡めて実施 阿部仁美氏（㈱フクダ） 

  木﨑鮎紗氏（(一財)カケンテストセンター） 

2020年3月 大妻女子大学【中止】 澤田浩位氏（小山市産業観光部工業振興課） 

   高柳彩佳氏（(一財)ボーケン品質評価機構） 
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繊維製品品質管理士（ＴＥＳ）関係 

 

◆繊維製品品質管理士（ＴＥＳ）資格の認定・登録 

 ◇新規登録試験（第38回） 

出 願 者 試験合格者 2019年度認定・登録者 

2,239名 524名 522名 

 

 ◇登録更新試験（対象：第3期・第8期・第13期・第18期・第23期・第28期・第33期ＴＥＳ） 

  

 

 

                    

[1,374名の内訳］ 

 更新試験に 

合格した者 

代替措置の適用が 

認められた者 

更新した者 

／3回以上の更新で合格扱いの者 

 

673名 176名 525／617 

◆代替措置:TES会等の活動に数多く参加したTESは登録更新試験に合格したものと扱う｡ 

◆3回以上の更新で合格扱いの者:3回以上の更新者は品質管理の実績があるものと認め登録更新試験に合格した

ものと扱う。 

［繊維製品品質管理士の有資格者総数］ 

 

                   [2020年3月31日現在]  

 

◆ＴＥＳ制度の広報 

■ ＴＥＳポスター・パンフレットを団体・企業・行政機関等へ送付してＴＥＳ制度の広報依頼 

・繊維関係の業界団体・検査団体 

・繊維業界の有力企業 

・ネット通販・ＥＣ企業 

・国民生活センター、消費者センター、繊維工業試験場など行政機関 

・教育機関（大学・専門学校他） 

■ 専門紙、学会誌などへＴＥＳ試験実施要項を掲載して広報 

日経ＭＪ、繊研新聞、繊維学会誌、日本繊維製品消費科学会誌等 

■企業訪問によるＴＥＳ広報 

有力企業や団体などの役員、能力・人材開発責任者にＴＥＳをＰＲし、受験の推奨を依頼。 

 

◆ＴＥＳ受験テキストの発刊 

■『繊維製品の品質問題究明ガイド』テキストの企画・編集・発刊（12月） 

内 容：「品質苦情ガイド」の内容を刷新し、JIS L 0001の取扱い表示記号へ変更するとと

もに、「繊維製品の苦情処理技術ガイド」（色に関する苦情）、（損傷、形態変化、

外観変化、機能低下等）、（縫製・安全性・表示等に関する苦情・不適正）の内容

も盛り込み、2分冊とする。 

執筆者：永野暁氏（前ダイニック㈱）、清嶋展弘氏（前㈱デサント）、中西輝薫氏（ユニチ

カトレーディング㈱）、藤本晋氏（(一財)カケンテストセンター）、本郷利明氏 

（前㈱キング） 

 

対 象 者 2019年度登録更新者 更新率 

1,698名 1,374名 80.9％ 

8,182名 
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 ■ 過去問題集（3年分）発刊（12月） 

   従来5年間分であったものを、2019年度より3年間分とする。 

 

◆ＴＥＳ制度の変更事項 

■ 試験日の変更  従来7月第3日曜日であったものを、7月第2日曜日とする。 

 

◆苦情衣料品収集プロジェクトチーム 

JIS L 0001に基づく苦情品収集のため、TES会各支部より事例を収集し、その一部を「繊維製品の品質

問題究明ガイド」へ掲載した。 

 

◆ＴＥＳ会活動への支援 

 東日本・中部・西日本・北陸・中国支部および九州会の活動を支援する。 

活動内容は、①自己研さん、②ＴＥＳ相互の情報交換、③行政との連携など。 

◇研修会、講演会、見学会など自己研さん活動 

 ＜東日本支部＞ 

行事 開催日 人数 内容 

年次大会 6月13日 101名 ・これからのアパレルの人財育成・教育 

「“メード・イン・ジャパン”の行き先は世界が市

場」 

【情報交換会】24名 

新会員歓迎会 12月9日 148名 ・アパレル業界が取り組むべきCSRについて 

【情報交換会】57名 

苦情処理検討会 

 

 

 

5月21日 137名 ・婦人パンツの生地の破損 

・ストライププルオーバーの生地の波うち 

【講座】古代日本の繊維(万葉集の世界から) 

7月5日 166名 ・Tシャツのパーツごとの変色 

・カットソーのポリウレタン糸の飛び出し 

【講座】ミシン糸の選び方トラブル事例 

9月19日 

 

135名 

 

・レースブラウスの変色 

・パンツの白い線 

【講座】帽子の製造工程とクレーム事例 

11月15日 114名 ・半袖シャツの色糸消失 

・ストレッチパンツの変色 

【講座】銀めっき導電性繊維AGposs®およびウェアラ

ブルIoT hamon®製品の展開について 

1月16日 168名 ・ワンピースのフロッキーの脱落 

・セーターの凸凹 

【講座】㈱シップスのCSR取り組みとSDGsについて 

3月13日 中止 【講座】経編の基礎知識 

クミボウ研 6月18日 34名 ・知っておきたい、シミと生地との関係 

8月31日 31名 ・一般家庭向けクリーニングとリネン工場の見学 

(国際クリーニング㈱) 

11月29日 56名 ・業務用クリーニング仕上げ機械の工場見学及びミ

ニ講演会(㈱三幸社) 

2月7日 76名 ・最近のウエットクリーニング事情 

ライフサイクル

研究会 

 

4月16日 38名 ・東京農工大学 科学博物館 見学会 

7月17日 74名 ・ファッション界を革新する東レの最新アパレルCAD 

10月30日 15名 ・㈱辻洋装店見学会 

2月26日 中止 ・繊維製品の抗微生物試験について 
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＜中部支部＞ 

行事 開催日 人数 内容 

年次大会 5月25日 42名 ・CSR体制の構築について 

新会員歓迎会 1月18日 60名 ・AIが拓くファッション産業の未来 

クレーム勉強会 4月19日 30名 ・最近取り扱われた修正品の内容と、その対処方法に 

ついて 

6月21日 33名 ・クレーム事例検討：(一財)ボーケン品質評価機構 

8月23日 19名 ・クレーム事例検討：(一財)ニッセンケン品質評価セ

ンター 

10月18日 30名 ・クレーム事例検討：(一財)日本繊維製品品質技術セ

ンター 

2月21日 中止 ・クレーム事例検討：(一財)カケンテストセンター 

基礎セミナー 7月20日 65名 ・スポーツ向けなどの機能素材について 

9月7日 56名 ・ファスナーの基礎知識とトラブル事例 

11月15日 30名 ・㈱シキボウ江南㈱見学会 

3月14日 中止 ・アパレル業界のサステイナブル活動 

 

＜西日本支部＞ 

行事 開催日 人数 内容 

年次大会 5月24日 97名 ・繊維産業の課題と対策 

・国内外の縫製業界の動向とスマート化の取り組み 

新会員歓迎会 1月24日 37名  

見学会 6月14日 41名 ・㈱島精機製作所 

9月13日 42名 ・ツバメタオル㈱ 

12月13日 46名 ・飯田繊工㈱ 

2月21日 40名 ・白青社クリーニング㈱ 

繊維勉強会 

 

 

 

 

 

7月12日 

 

90名 

 

・事例から見る、最近の染色加工に関する解決し難い

問題について 

・銀メッキ導電繊維製品の展開 

10月18日 65名 ・世界における日本のタオル-泉州タオルの秘密は- 

・アパレル業界で必要な知的財産権の知識 

1月24日 

 

 

107名 

 

 

・検針作業を正確に実施していただくための検針機の 

 正しい使い方とＸ線検査を含めた今後の流れ 

・テンセル繊維の特徴とサステナビリティ 

品質問題研究会 8月23日 56名 ・天然皮革の構造と特性について 

【パネルディスカッション】天然皮革について 

11月29日 44名 ・外観と形態変化に関する事故事例と原因分析につい  

て 

【グループディスカッション】苦情事例から学ぶ～外

観と形態変化に関する苦情 

3月13日 中止 ・繊維製品の品質管理～なぜ苦情品はなくならないの

か 

【パネルディスカッション】色泣きについて 
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＜北陸支部＞ 

行事 開催日 人数 内容 

年次大会 6月22日 49名 ・繊維業界におけるイノベーションと市場開拓 

・シルクの素晴らしい構造と応用展開 

新会員歓迎会 12月7日 69名 ・裏地の役割と機能性 

・学生工学研究所の研究と学生服の開発 

技術講演会 

 

11月2日 

 

58名 ・家庭用洗濯機の最近の開発動向 

・家庭用洗剤の最近の開発動向 

繊維製品品質管

理基礎講座 

2月15日 36名 【苦情事例研究会】汚染の事例研究 

3月28日 中止 【公開講座】 

・色、脆化、破損のついて 

工場見学会 9月19日 30名 ・北陸ワコール縫製㈱ 

品質と技術に関

する講演会 

4月18日 中止 ・スポーツウェアの機能開発について 

・アパレルの品質管理とポリエステル素材を主体とし

た苦情例 

支部交流会 
（西日本・中国・北陸） 

11月15日

～16日 

15名 ・桂由美ブランド ブライダル縫製工場「アルファブ

ランカ」見学 

 

＜中国支部＞ 

行事 開催日 人数 内容 

年次大会 5月18日 36名 ・繊維にまつわる単位について 

新会員歓迎会 11月2日 21名  

特別講演会 11月2日 39名 ・洗浄と洗剤の化学 

試験機実習 6月6日 6名 ・倉敷市繊維技術センター 

勉強会 7月27日 26名 ・クレーム事例勉強会 

・欧州ブランドの品質管理の現状とSDGsに沿った今後

の品質管理の在り方 

工場見学会 9月14日 9名 ・岡山ランドリー 

2月8日 46名 ・㈱総社カイタックファクトリー 

 

 ＜九州会＞ 

行事 開催日 人数 内容 

見学会 6月21日 17名 ・㈱サンドライ 

講演会 10月8日 25名 ・事例から見る、最近の染色加工に関する解決し難い

問題について～基礎の復習と解決のヒント 

1月28日 22名 ・繊維製品の品質管理について 

 

◇ＴＥＳ会代表幹事会 

■ 第1回  開催日：2019年10月25日（金）14:00～17:00 

    場 所：日本衣料管理協会会議室 

    内 容：・各支部の状況報告および課題 

             ・ＴＥＳ部会報告 

                  ・苦情衣料品収集プロジェクトの進捗報告 

                  ・50周年記念事業について  他 

■ 第2回    3月12日に予定していたが、中止となる。 

◇経済産業省生活製品課とＴＥＳ会代表幹事との情報懇談会 

   3月12日に予定していたが、中止となる。 

◇『ＴＥＳ会通信』の発行（偶数月） 

・ＴＥＳ会各支部の行事の案内および開催結果報告をまとめ、ＴＥＳ会員へ情報提供する。
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その他の活動 

 

◆会報の発行 

  ・第184号（4月1日発行） 

 ・第185号（7月1日発行） 

 ・第186号（10月1日発行） 

 ・第187号（1月1日発行） 

 

◆『ミニ情報』の発行 

・第36巻1号（4月1日発行） 

・第36巻2号（6月1日発行） 

・第36巻3号（8月1日発行） 

・第36巻4号（10月1日発行） 

・第36巻5号（12月1日発行） 

・第36巻6号（2月1日発行） 

  購読資格：会員限定 

  内  容：行政［経済産業省、消費者庁、内閣府、文部科学省等の関係情報］ 

       抄録［規格関係・素材・加工・アパレル・流通・クリーニング・消費・クレーム 

・品質管理の分野の最新情報］ 

       行事［学会、団体、業界等が主催する行事の情報］ 

  発  行：偶数月の１日 

   

◆関係団体との連携 

■ 公益財団法人スガウェザリング技術振興財団へ委員派遣 

「平成30年度染色堅ろう度関係JIS改正原案作成委員会」 

（松村正明氏を派遣 任期：2019年12月31日まで） 

■ 一般社団法人繊維評価技術協議会へ委員派遣 

「繊維製品の取扱い表示記号に関する標準化委員会」 

（大谷芳男氏を派遣 任期：2020年2月28日まで） 

■ 大学間連携(信州大学、福井大学、京都工芸繊維大学)共同教育推進事業『繊維系大学連合に 

よる次世代繊維・ファイバー工学分野の人材育成』にステークホールダーとして参画 

（運営委員として堀井二三男氏を派遣 任期：2020年3月31日まで） 

■ 日本繊維製品・クリーニング協議会へ委員派遣 

    （大橋正男氏を派遣 任期：2020年6月総会まで） 

■ 繊維ファッション産学協議会との連携    （小林会長、近藤美文事務局長） 

■ 繊維の製造・加工・流通関係団体（全国・地方）、検査機関等との連携 


