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  本号の主なニュース 

１．セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 

２．第１３３回通商問題委員会の開催 

 

 

◇  セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 ◇ 

（令和２年度第１四半期） 

 

令和２年３月２３日 

経 済 産 業 省 

 

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事

業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証５号の指定業種に

ついては、令和元年度第４四半期において、２回にわたり業種見直しを行い、計３５６

業種を追加し、現在５０８業種を対象としているところです。 

今般、業種別の業況を踏まえ、令和２年度第１四半期の対象業種として５８７業種を指

定することとしました。 

 

令和２年４月１日から令和２年６月３０日までのセーフティネット保証５号（別紙１参

照）の対象業種については、別紙の業種（別紙２参照）を指定します。 

セーフティネット保証５号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、本日から各信

用保証協会において事前相談を開始いたしますのでお近くの信用保証協会に御相談くだ

さい。 

各信用保証協会の連絡先につきましては、こちら を御覧ください。 

なお、セーフティネット保証５号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町

村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。 

別紙１：セーフティネット保証５号の概要（PDF 形式：４７８KB）  

http://www.kinujinsen.com/
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-1.pdf
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-1.pdf
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別紙２：セーフティネット保証５号の指定業種（令和２年４月１日～令和２年６

月３０日）（PDF 形式：５６８KB）  

 
関連資料 

新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報 

 

お問い合わせ先 

（※お問い合わせは、上記中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。）  

中小企業庁 事業環境部金融課長 貴田 

担当者：高橋、小野 

電 話：０３－３５０１－１５１１ 

０３－３５０１－６８６１(ＦＡＸ)  

 

 

◇ 第１３３回通商問題委員会の開催 ◇ 
 

第１３３回通商問題委員会は新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言を受

けて書面開催となった。 

 

１.日本の繊維貿易の現況について 

（１）輸出入全般の動向 

①２０２０年２月の現況 

円ベースでは、輸出は前年同月比１１４.４％、輸入は６４.９％と単月で輸出増の

輸入大幅減である。 

輸出（円ベース）は、２０１９年通期では前年同期比９８．３％であったが、２０

２０年については１月は減少に転じたものの、２月は増。 

一方、輸入は２０１９年通期では前年同期比で９７.０％と減少傾向であった。 

２０２０年も１月は増加傾向であったが、２月は一転減少に転じ、その後、増減を繰

り返しており、1 月～１２月の通期では、前年同期比で若干の減となっているが、こ

の２月は激減である。 

 

 

項目 

２０２０年２月 ２０２０年１月～２月 

金 額 前年同月比 金 額 前年同期比 

（百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース （百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース 

輸出 81,221 738 114.4% 114.9% 140,399 1,279 109.9% 109.9% 

輸入 199,433 1,814 64.9% 65.1% 594,102 5,424 86.0% 86.0% 

 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf
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②繊維品別輸出入実績（２０２０年１月～２月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 149.7% 繊維原料 81.9% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 106.4% 糸類（紡績糸・合繊糸） 79.8% 

  綿糸 85.8%   綿糸 80.6% 

  毛糸 100.6%   毛糸  54.3% 

  合繊糸 105.7%   合繊糸 82.8% 

織物 97.5% 織物 84.6% 

 綿織物 90.4%  綿織物 75.2% 

 毛織物 68.9%  毛織物 71.0% 

 合繊織物 97.3%  合繊織物 86.7% 

二次製品 108.8% 二次製品 86.3% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０２０年１～２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:１０９.９％、米州:１０５.１％、欧州:１０４.３％、

中国:９８.８％、シェアは２３.８％（前年比▲２.７ｐｔ）と１～２月累計では輸出額、

シェア共に減である。 

アセアン:１０７.６％、シェアは２４.３％（前年比▲０.５ｐｔ）。輸出増でシェ

ア共に減である。 

２０２０年１月～２月累計で、前年同期比増は、台湾１２６.７％、香港１５８.

１％、インドネシア１２８.５％、インド１２４.７％、パキスタン１６２.１％、バ

ングラデシュ１５１.３％、西アジア１３５.０％、アフリカ１２７.８％など。 

シェアが安定して伸長しているベトナムの構成比は１０.７％（前年同期比▲１.

０ｐｔ）と低調。 

 

  ②輸入（２０２０年 1月～２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:８５.５％、米州:９２.５％、欧州:９３.４％、 

中国:７６.６％、シェアは４８.２％（前年比６.０ｐｔ）と大きく落ち込んでいる。 

アセアン:９８.６％、シェアは３２.５％（前年同期比＋４.１ｐｔ）とシェアは中国

が大きく落ち込んだ結果として、アセアンで大幅増となっている。 

１月～２月累計で前年同期比増は香港１５０.８％、ミャンマー１１５.８％など 

で輸入に関しては全般に低調である。 

ベトナムのシェアは１５.１％（前年同期比＋２.１％ｐｔ）と堅調である。 

 

２.次回日程について（未定） 
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動 向  
 

４月 ８日 日本繊維産業連盟 第１３３回通商問題委員会 

４月２１日 当会 工業会・連合会 監査会 

 

 

会議予定 
 
☆ 当会 日絹工業会理事会・定時総会、日絹連合会理事会・通常総会 

５月１９日（火）１２時 ～ １４時 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ シルクセンター国際貿易観光会館 令和２年度第１回定例理事会 

５月２７日（水）１４時 ～ 於：シルクセンター 大会議室 

☆ 繊貿会館 第２１回理事会 

５月２８日（木）１１時 ～ 於：上野『精養軒』 

☆ ケケン試験認証センター 監事監査会 

６月 １日（月）１１時 ～ 於：中川ビル 

☆ 繊貿会館 第１１回評議員会、第２２回理事会および第１２回評議員会 

６月１７日（水）１５時 ～ 於：熱海 三平荘 

☆ ケケン試験認証センター 第４回理事会 

６月２３日（火）１４時 ～ 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ ケケン試験認証センター 評議員会 

６月２５日（木）１４時 ～ 於：ＫＫＲホテル東京 

 
 

イベント 
 

☆ ＴＯＣＨＩＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ’２１ S/S ORINAS EXPO 

７月 ８日（水）１０時３０分 ～ １８時 

９日（木）１０時３０分 ～ １６時３０分 

会 場：表参道・新潟館 ネスパス３Ｆ 

 
☆ Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ ａｔ ＭｉｌａｎｏＵｎｉｃａ ２０２１ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗinter 

９月 ７日（月）～ ９日（水）９時 ～ １８時３０分 

会 場：イタリア ミラノ市 ロー フィエラ ミラノ 

 
☆ Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ 上海 Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃｓ Japan Pavilion ２０２０ Autumn Ｅｄｉｔｉｏｎ 

９月２３日（水）～ ２５日（金）９時 ～ １８時 

会 場：中国 上海 中國國家會展中心 
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