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本号の主なニュース

１．ＪＦＷ テキスタイル・フェア ２０１８ＡＷ 開催報告
２．第１１６回通商問題委員会の開催
３．セーフティネット保証５号の対象となる指定業種

◇ ＪＦＷ テキスタイル・フェア ２０１８ＡＷ 開催報告 ◇
かってない程のアパレル不況から閉塞感漂う繊維・ファッション業界。そんな環境の中、
国内最大級の服地見本市「ＪＦＷ テキスタイル・フェア」が、１１月２８日、２９日に東京
国際フォーラムで開催された。昨年に続き１１月末という会期の遅さが懸念されたが、開
場と同時に全国のテキスタイル・メーカやコンバーターが開発した最新素材を求めるバイ
ヤーで会場は埋め尽くされ、各所で熱心な商談が繰り広げられた。今回のＪＦＷテキスタイ
ル・フェアでは出展申込み時点でＰｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ(ＰＴＪ)、ＪＦＷ Ｊａｐａｎ Ｃｒｅａｔｉｏｎ
(ＪＦＷ－ＪＣ)共に過去最多となり、来場者数も約１７，５００人と過去２番目を記録した。
会期を通じての盛況感は取り巻く環境の厳しさとギャップすら感じるが、厳しい市況だか
らこそ素材で差別化する機運が高まっている表れと見られる。また、近年増えて来た海外
バイヤーも今回は特に多く、アジア圏を中心に中東や欧州からも来場者もあった。
会期：２０１７年１１月２８日（火）～２９日（水）
会場：東京国際フォーラム展示ホール Ｅ ＋ ロビーギャラリー
主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構
ＪＦＷテキスタイル事業運営委員会
後援：経済産業省 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）
一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会
日本繊維輸入組合／日本繊維輸出組合

１

■ＪＦＷ－ＪＣ２０１８、ＰＴＪ２０１８ＡＷ 来場者数：１７，４６９人(前年：１６，２８５人/昨対比１０７％)
アパレル・
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問屋・商社・
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関係団体

ＪＦＷ-ＪＣ 2018
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各合計

2,011

1,285

17,631

1,193

――

14,173

総来場者数

17,469

ＰＴＪ 2018Ａ/Ｗ

□トレンド＆インデックス・コーナー（ロビーギャリー）
毎回趣向を凝らした施工が話題となるトレンド＆インデックス・コーナー。今回は大型
のアーチを幾重にも重ね、中に入ると京都・伏見稲荷神社の千本鳥居のごとく木漏れ日と
風を感じるような設計とした。施工コンセプトはミラノ・上海と同じだが東京用に特別に
アレンジした。展示構成はＪＦＷが発信するテキスタイル・トレンド・ディレクションを基
にＪＦＷ- ＪＣとＰＴＪ双方の出展者から集めた素材をテーマ毎に分類・編集したトレンド・コ
ーナーと、出展各社一押し素材を展示するインデックス・コーナーに分かれ、バイヤーを
効果的に出展小間へ誘導する人気のコーナーとなっていた。
《トレンド・テーマ別展示点数》
・黄昏のビギン ：２１７点

・十人十色

・考古学の謎

・妄想リアリズム ：２１３点

：２２８点

《インデックス・コーナー
・ＪＦＷ-ＪＣ

：２２７点
計：８８５点

展示点数》

：２０１点

・ＰＴＪ

：２３４点

計：４３５点

トレンド＋インデックス 合計：１，３２０点

■ＪＦＷ-ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１８
□ 出展エントリー状況 ：９９件/２８４社/２２２.８小間 （昨年：９８件/３０４社/２１８.２小間）
ゾーン

件数

傘下企業数

テキスタイル（国内）

５７

テキスタイル（海外）

２２

服飾資材

１０

繊維関連・製品

小間数(６㎡換算)

１９４

１３２．６

２２

２８．０

１０

２０

１６．０

３

３

６

８．０

皮革・毛皮

５

３５

４０

３７．２

メディアスタンド

２

―

２

１．０

９９件

―

２８４社

２２２.８小間

合計

１３７

総企業・団体数

―

○海外出展者：２２件/２８小間（台湾１０件/１４小間、韓国１２件/１４小間、）
○新規：６件/１５.０小間

２

以前のＪＣは“組合から補助が出るから出展している”企業もあり、来場者からは「やる
気がなさそう」
「ブースに入る気がしない」等の意見もあったが、現在では新規顧客の開拓
に向けて固有の技術や独自性の打出しに努める組合出展者が多い。現在のＪＦＷ-ＪＣ（ＰＴＪ
含む）では「世界最軽量の極薄素材」
、
「世界一薄い絹織物」
、
「世界で最も高密度に織れる
技術」、
「世界で唯一の麻ベルベット」の他、ＭＯＭＡやブラド美術館への展示・納入実績が
ある企業が、世界レベルの素材と技術を更に進化させている。その証拠に世界各国の素材
展を廻る欧州バイヤーからは、「展示会としてはＰＶ展よりＱｕａｌｉｔｙが高いと感じる」（グロ
ーバルＳＰＡのバイヤー）
、
「非常にレベルの高い製品が多いと感じる」
（Ａｇｅｎｔ）等の評価が
寄せられた。また今回、特に来場が多かった中国人バイヤーも「見どころが多く、興味の
ある企業や製品が多い」と熱心に商談を行っていた。日本の大手アパレルも使い易い素材
ばかりに注力するのではなく、ＪＦＷ-ＪＣやＰＴＪを通じて日本素材の素晴らしさを認識する
事が望まれる。
一方、海外出展者も台湾紡拓会の台湾Ｐａｖｉｌｉｏｎと韓国繊維産業連盟（ＫＯＦＯＴＩ）の韓国
Ｐａｖｉｌｉｏｎに、２４社・団体が出展した。ＫＯＦＯＴＩでは「ＪＦＷ- ＪＣへの出展希望は大変高く、
今回は新規の６社を入れた」
「日本人との商談も増えたが、海外バイヤーとの商談も多かっ
た」とコメント。また台湾Ｐａｖｉｌｉｏｎもブースへ入り易すいコンパクトな構造に変更した事
もあり、初日から順調に賑わいを見せていた。ＪＦＷではミラノ・ウニカやインターテキス
タイル上海、プレビュー・イン・ソウルへの出展を通じて日本素材のプロモーションとブ
ランディングを実施して来たが、国内展においても国際化は“待ったなし”の状況となっ
ている。

■Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１８ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ
□ 出展エントリー状況 ：８２件／１１７.１小間 （昨年：８５件／１１５.６小間）
ゾーン

件数

小間数

Ａ

織物短繊維 (コットン、麻、ウール、複合)

３１

４２.６

Ｂ

織物長繊維 (化合繊、シルク、機能素材、複合)

２２

３７.０

Ｃ

染色 ・ 後加 工 、プ リ ン ト、 刺 繍・ レ ース 、 皮 革

１８

２０.５

Ｄ

服飾資材、ニットファブリック、撚糸、パイルファブリック

１１

１７.０

８２

１１７.１

合計
○海外：４件/４小間（韓国２件、トルコ、イタリア）

○新規：６件/７小間

「商談がいつになく熱く、新しい素材へのニーズの高さが感じられる」
（ＰＴＪ出展者）と
のコメントに代表される様に、今回は例年にも増して多数の来場者と活発な商談が繰り広
げられたＰＴＪ。ＪＣとのコネクション・ゲート位置を見直した事で、Ｈａｌｌ.Ｅ１側に突き出た
ＰＴＪエリアも来場者で賑わっていた。また、ＰＴＪ唯一の関連プログラム“Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｗｏｒｋｓｈ

３

ｏｐ～日本の素材を学ぼう！～”も、今回は「ジャカード：桐生産地」と「ベルベット：北
陸産地」をテーマに開催された。
□Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ～日本の素材を学ぼう！～
◇

開催日時：２０１７年１１月２８日（火）～ ２９日（水）１０:３０ ～（６０分）

◇

開催場所：ＰＴＪ会場内の特設レクチャールーム

◇

受講者：アパレル・服飾雑貨メーカー、小売り、デザイナーメゾン等に勤務し、商品
企画・素材仕入れに携わる職歴５年未満の若手社員（＊学生不可）

【

プログラム内容 】

➢

日本の素材産地とは・・・
【講師】ＪＦＷテキスタイルコーディネーター

➢

産地レクチャー

久山 真弓氏

/ 素材テーマ

１１月２８日：ジャカード（桐生産地）講師：今井 毅 （ミワ㈱ 繊維部 担当部長）
１１月２９日：ベルベット（福井産地）講師：山﨑 昌二（山﨑ビロード工業㈱ 取締役会長）
≪出展者の声≫
・「かってない程、盛況」
・「ブランドのオリジナル性を、わかり易く伝えられる生地が求められた」
・「ものづくりに拘るブランドやデザイナーの来場が、かってないほど多い」
・「今迄は裏方に徹していたが、日本のものづくりを残す為に、この展示会に出展した」
・「ブース位置は最深部だったが来場者は前年比３割増。エコな素材という観点からも引
き合いが多い」
・
「スーリーアルパカやモヘア・シャギー、毛足のあるループ使いなどのファンシーヤーン
使いが人気を得た」
・
「中国ではメード・イン・ジャパン素材の人気が高い。特に中国で作れない複雑なドビー
やジャガード」
・「大手アパレルの来場が少ないのでは・・」
・
「当社は個展を開いて無いので、この展示会で独自の加工技術を広く訴求していきたい」
・「元々インテリア素材を主力としてきたが、衣料分野に進出する上で差別化のヒントを
得たい」
・「当社独自の機能加工を披露する事で、かなりの反響を頂いている」
・「学生の考える“快適性”は大変参考になった。今回の出展は大成功」
・
「今回は初日だけで中国人バイヤーが２０名来た」
「商談した中国人バイヤーの工場見学
が決まった」
・「ファッション分野以外の顧客獲得を狙って初出展したが、想定以上の成果があった」
・
「拘りの強い当社の生地をデザイナーとコラボしてガーメント展示したが、
“こんな使い
方が出来るのか“等、高い評価を得た」
・
「初日の朝から大手スポーツ・メーカーなどが多く訪れ非常に成果があった。この展示会
の客層は素晴らしいので、今後は他の展示会出展をやめて、この展示会に注力したい」

４

・
「昨年よりブース訪問者数・商談共に増加した。年２回開催してくれれば他展に出る必要
ないのだが・・」
≪来場者の声≫
・「様々な産地企業に出会える唯一の展示会なので、必ず来ている」（アパレル）
・「この展示会では、大手コンバーターの素材とは一味違う素材に出会える」(アパレル)
・
「いつも思うが、この展示会のトレンド・コーナーは素晴らしい。なぜ他の展示会も同じ
事をしないか不思議」
（商社）
・
「出展企業それぞれに新しい事に挑戦している。この展示会を見ると日本の繊維・ファッ
ション業界は前向きな良い方向への過渡期にあると思う」（繊維団体トップ）
・「この展示会では単なる商談に止まらず、若手の業界人や業界を目指す学生の支援をす
るプログラムが複数あり、それも単発ではなく継続的に行っているのが素晴らしい」
（業界関係者）
・「学生達にとってＦｏｒｍ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎの最終選考に残り、この場で作品展示できる事は
モチベーションの向上に繋がっている」（学校関係者）
・「初めて訪れたが、展示会規模や雰囲気もよく全体的にフレンドリーな対応をしてくれ
るので、印象が良い。又訪れたい」
（米国の来場者）
・
「中国と違う高級素材を求めに来たが、トレンド・コーナーで既に多くの魅力的な素材を
見つけた」
（中国アパレル）
・
「５月に続いて２回目の訪問だが、この展示会は大変気に入っている。ただ、残念なこと
は各ブースでの言語問題である。英語が通じる企業が少ないのでコミュニケーション
を取りにくい」
（欧州グローバルＳＰＡのバイヤー）
・「初めて訪れたが規模的にも雰囲気的にも大変良いと思う。ＭＵとＰＶの間のような印
象がある。当社の顧客はイタリアのＴＯＰメゾンなので付加価値のある素材が前提だが、
生地幅や納期の点で少し問題がある」（イタリアＡｇｅｎｔ）
・「初めて訪れたが非常にレベルの高い製品が多いと感じる。この展示会はオープンで感
じが良い。雰囲気も良く規模的にも回りやすい」
（フランスＡｇｅｎｔ）
・「高級ミセス向けの素材をソーシングにやってきたが来てみて良かった。見るものが多
く、素晴らしい」
（韓国アパレル）
■ ２０１８年度 ＪＦＷ テキスタイル事業実施予定
【国内】
□ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１９ Ｓｐｒｉｎｇ/Ｓｕｍｍｅｒ
会期：２０１８年５月 ９日（水）１０：００ ～ １８：３０
１０日（木）１０：００ ～ １８：００
会場：東京国際フォーラム 展示ホールＥ

５

□ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１９
会期：２０１８年１１月２１日（水）１０：００ ～ １８：３０
２２日（木）１０：００ ～ １８：００
会場：東京国際フォーラム 展示ホールＥ
□ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１９ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ
会期：２０１８年１１月２１日（水）１０：００ ～ １８：３０
２２日（木）１０：００ ～ １８：００
会場：東京国際フォーラム 展示ホールＥ
【海外】
□ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０１９ Autumn/Winter
会期：２０１８年７月中旬(予定)
会場：Ｒｏｈ Ｆｉｅｒａ Ｍｉｌａｎｏ
□ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０２０ Ｓｐｒｉｎｇ/Ｓｕｍｍｅｒ
会期：２０１９年２月中旬
会場：Ｒｏｈ Ｆｉｅｒａ Ｍｉｌａｎｏ
□ Ｉｎｔｅｒｔｅｘｔｉｌｅ Shanghai Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃｓ
・Ｊａｐａｎ Ｐａｖｉｌｉｏｎ ２０１８ Ａｕｔｕｍｎ Ｅｄｉｔｉｏｎ
会期：２０１８年９月下旬～１０月中旬(予定)
会場：中國國家會展中心
・Ｊａｐａｎ Ｐａｖｉｌｉｏｎ ２０１９ Ｓｐｒｉｎｇ Ｅｄｉｔｉｏｎ
会期：２０１９年３月(予定)
会場：中國國家會展中心

◇ 第１１６回通商問題委員会の開催 ◇
第１１６回通商問題委員会が１１月３０日（木）に開催され（１）北朝鮮からの繊維製
品の調達を禁ずる安保理決議の厳格な実施（２）各国とのＥＰＡ交渉状況（３）日本の繊維
貿易の現状（４）ＥＰＡ産業協力（５）第７回日中韓繊維産業協力会議等について説明があ
り意見交換が行われた。
１.日本の繊維貿易の現況について
（１）輸出入全般の動向
①２０１７年１月～９月の現状
・円ベースでは、輸出は前年同月比１１１.３％、輸入は同１０３.０％。
・輸出（円ベース）は、２０１５年１２月がピークであった。２０１７年に入り、
トレンドは昨年に似て来ており、１月～９月累計では前年同期比で１００.７％。

６

輸入は１月に急増した反動で２月に激減したが、３月に持ち直し、１月～９月累
計では前年同期比で１０１.２％。輸出入共に若干回復気味である。

項目

金

２０１７年９月

２０１７年１月～９月

額

金

前年同月比

（百万円）

（百万＄）

円ベース

＄ベース

（百万円）

輸出

74,757

675

111.3%

102.6%

643,246

輸入

400,203

3,616

103.0%

94.9%

3,033,892

額

前年同期比

（百万＄）

円ベース

＄ベース

5,753

100.7%

97.7%

27,125

101.2%

97.9%

②繊維品別輸出入実績（２０１７年１月～９月累計・前年同期比）
輸出（円ベース）
繊維原料
糸類（紡績糸・合繊糸）

輸入（円ベース）
86.3% 繊維原料
104.7%

糸類（紡績糸・合繊糸）

109.2%
99.3%

綿糸

94.7%

綿糸

96.4%

毛糸

90.2%

毛糸

77.8%

合繊糸
織物

103.2%

合繊糸

99.2% 織物

104.4%
101.4%

綿織物

91.4%

綿織物

97.2%

毛織物

92.9%

毛織物

94.8%

合繊織物
二次製品

101.3%

合繊織物

105.5% 二次製品

103.5%
101.1%

（２）各国・地域別輸出入の動向
①輸出（２０１７年１月～９月累計 前年同期比（円ベース））
・東南アジア（中国含む）１０２.０％、米州１０６.４％、欧州９８.７％。
・中国は、１０２.６％。シェアは＋０.６ｐｔの３０.１％へ。
・アセアンは、１０３.９％、シェアは２４.５％（前年同期比＋０.７ｐｔ）。
・前年同期比増は、台湾１０２.９％、タイ１０５.５％、ベトナムが１０６.２％、
カンボジア１２３.３％、ミャンマー１０４.７％、インド１０１.８％、パキスタ
ン１２９.０％、イギリス１０２.４％、フランス１０３.５％、ドイツ１０２.４％、
米州１０５.４％など。
・シェアが安定して伸長、ベトナム１１.４％（前年同期比＋０.６ｐｔ）
・バングラデシュが前年同期比で９８.６％と徐々に回復。

７

②輸入（２０１７年 1 月～９月累計・前年同期比（円ベース））
・東南アジア（中国含む）１０１.２％、米州１０３.１％、欧州１００.５％。
・中国は、９９.６％。シェアは１.０ｐｔダウンの６０.１％へ。
・アセアン１０６.１％。シェアは＋１.１ｐｔの２４.０％と伸長が続く。
・前年同期対比増は、韓国１００.４％、台湾１０６.９％、タイ１０４.１％、イン
ドネシア１０３.２％、マレーシア１１５.５％、ベトナム１０７.２％、ミャンマ
ー１０７.６％、西アジア１１４.２％、ドイツ１１２.９％、イタリア１００.２％、
米州１０３.１％、アフリカ１０９.０％など。
・ベトナムのシェアは１０.８％（前年比＋０.６ｐｔ）まで伸長継続。
・伸長の続いたバングラデシュは前年同期比で９５.４％に留まる。
２.次回日程について
第１１７回通商問題委員会は、１月２９日（月）１４時 ～１６時

◇ セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 ◇
（平成２９年度第４四半期）
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の資金繰りを一
般保証とは別枠で、融資額の１００％を保証する制度である「セーフティネット保証５号」
について、平成２９年度第４四半期に対象となる業種を指定し、公表した。
１．制度概要
セーフティネット保証５号とは、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企
業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受け
た中小企業者が以下の条件で信用保証協会の保証を利用できる制度。
【企業認定基準】
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
①最近３か月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少している中小企業者。
②製品等原価のうち２０％を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇しているに
もかかわらず製品等価格に転嫁できない中小企業者。
【保証限度額等】
保証限度額 ： 一般保証とは別枠で、無担保保証８千万円、最大で２億８千万円
保 証 割 合 ： 借入額の１００％
保 証 料 率 ： ０．７～１．０％（保証協会所定の料率）

８

２．平成２９年度第４四半期（平成３０年１月１日～平成３０年３月３１日）の指定業種
【１１５９】その他の繊維粗製品製造業（製経業等）

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171220002/20171220002.html

◇ 「資金調達ナビ」最新の支援情報（全国版） ◇
中小機構では、Ｊ-Ｎｅｔ２１スタッフが全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの
公的機関のサイトに発表されているＷＥＢ情報を収集し、リンク情報として紹介して
います。資金制度、募集中の資金情報を資金調達の目的、方法、都道府県別に検索で
きますので実施されている事業にあわせて情報を入手することが出来ます。

中小機構ホームページ http://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support
(日絹ホームページからもリンクしていますので御利用下さい)
（公募中案件）
2017/12/20 掲載

６５歳超雇用推進助成金（６５歳超継続雇用促進コース）（厚生労働省）
A. ６５歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする 66 歳
以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行います。
2017/12/20 掲載

６５歳超雇用推進助成金（高年齢者無期雇用転換コース）（厚生労働省）
５０歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して
助成を行います。
2017/12/20 掲載

６５歳超雇用推進助成金（高年齢者雇用環境整備支援コース）（厚生労働省）
高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等について、措置を実施した事業主
に対して費用の助成を行います。
2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）（厚生労働省）
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成し、介護
休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にす
るための取組を行った事業主に支給します。

９

2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（再雇用者評価処遇コース）（厚生労働省）
妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職
でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事
業主に支給します。
2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（出生時両立支援コース）（厚生労働省）
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育
児休業を取得させた事業主に支給します。
2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）（厚生労働省）
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向け
た「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給しま
す。
2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（育児休業等支援コース）（代替要員確保時）（厚生労働省）
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に
支給します。
2017/12/20 掲載

両立支援等助成金（育児休業等支援コース）（育休取得時・職場復帰時）
（厚生労働省）
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰さ
せた中小企業事業主に支給します。
2017/12/20 掲載

人事評価改善等助成金（厚生労働省）
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃
金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消す
ることを目的としています。
2017/12/19 掲載

職場定着支援助成金（中小企業団体助成コース）（厚生労働省）

１０

事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を
行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的と
しています。
2017/12/19 掲載

職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース）制度導入助成（厚生労働省）
事業主が、新たに雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター
制度、短時間正社員制度（保育事業主のみ）
）の導入・実施を行った場合に制度導入助成（1
制度につき１０万円）を支給します。
2017/12/19 掲載

職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース）目標達成助成（厚生労働省）
事業主が、雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、
短時間正社員制度（保育事業主のみ）
）の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られ
た場合に目標達成助成（５７万円（生産性要件を満たした場合は７２万円））を支給します。
2017/12/14 掲載

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）（厚生労働省）
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業
紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します。
2017/12/14 掲載

労働移動支援助成金（中途採用拡大コース）（厚生労働省）
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大（中途採用率を向上させること、又
は、４５歳以上の方を初めて中途採用すること）を図り、生産性を向上させた場合に助成
します。
2017/12/14 掲載

労働移動支援助成金（人材育成支援コース）（厚生労働省）
「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実
施（Off-JT のみ、または Off-JT と OJT）を行った事業主に対して助成します。
2017/12/14 掲載

労働移動支援助成金（再就職支援コース）（厚生労働省）

１１

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介
事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設
等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
2017/12/14 掲載

労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）（厚生労働省）
再就職援助計画などの対象者を離職後３か月以内に期間の定めのない労働者として雇い
入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
2017/12/14 掲載

労働移動支援助成金（移籍人材育成支援コース）（厚生労働省）
「（１）移籍による労働者の受け入れ」、
「
（２）在籍出向から移籍への切り換えで労働者を
受け入れ」のいずれかにより受け入れた労働者に対して、訓練を実施（Off-JT のみ、また
はＯｆｆ-ＪＴと OJT）を行った事業主に対して助成します。
2017/12/14 掲載

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）（厚生労働省）
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地
域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて
助成されます。
2017/12/14 掲載

特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等採用定着コース）（厚生労働省）
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能
な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着
させた事業主に対して助成金を支給します。

2017/12/14 掲載

特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）（厚生労働省）
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハロー
ワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い
入れる事業主に対して助成されます。
2017/12/14 掲載

特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）（厚生労働省）

１２

雇入れ日の満年齢が６５歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続し
て雇用することが確実な労働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主に
対して助成されます。
2017/12/14 掲載

特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用者雇用開発コース）
（厚生労働省）
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り
返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して
助成されます。
2017/12/14 掲載

生涯現役起業支援助成金（厚生労働省）
中高年齢者（４０歳以上）の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、
事業運営のために必要となる従業員（中高年齢者等）の雇入れを行う際に要した、雇用創
出措置（募集・採用や教育訓練の実施）にかかる費用の一部を助成します。
2017/12/14 掲載

雇用調整助成金（厚生労働省）
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主が、一時的な雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施することによって、
従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
2017/12/05 掲載

第４回 「日本ベンチャー大賞」の募集（経済産業省）
挑戦を称える社会意識を醸成するために、若者などのロールモデルとなるような、インパ
クトのある新事業を創出した起業家やベンチャー企業等を表彰する「日本ベンチャー大賞」
を実施します。
・募集期間：2017/12/04 － 2018/01/14
2017/12/04 掲載

「消費税軽減税率制度に係る事業者支援措置（補助金等）説明会」講師派遣事業
（中小企業庁）
消費税軽減税率に関する説明会への講師派遣説明会開催団体が開催する中小企業向けの
消費税軽減税率説明会等に講師（中小企業庁より事前登録された）を派遣し、消費税軽減
税率の支援措置（補助金等） について中小企業庁発行の資料等をもとに説明をします。
・募集期間：2017/10/23 － 2018/01/31

１３

2017/11/06 掲載

中小企業技術革新制度（SBIR 制度）（中小企業庁）
中小企業技術革新制度とは、中小企業の方々による研究開発とその成果の事業化を一貫し
て支援する制度です。この制度では、研究開発のための補助金・委託費等を特定補助金等
として指定し、指定された特定補助金等を受けて研究開発を行った中小企業の方々が、そ
の成果を事業化する際に、様々な支援策を活用できる機会を設けています。
2017/10/03 掲載

「ＥＣ・ＩＴ活用支援パートナー募集（中小企業基盤整備機構）
ＥＣ・ＩＴ活用支援パートナー制度とは、中小企業・小規模事業者のＥＣ、ＩＴ活用による販路開
拓や生産性の向上を目的に、国内ＥＣ、越境ＥＣ、ＩＴを活用した生産性向上等における支援の
実施にあたりパートナー企業と連携した取り組みを行うための制度です。ＥＣ・ＩＴ活用支援
パートナーとして登録を希望する支援事業者を募集します。
2017/09/27 掲載

グッドスキルマークの表示を希望する製品等の募集
（厚生労働省、中央技能振興センター）
グッドスキルマークとは、技能検定制度での特級技能士、一級技能士または単一等級の技
能士が製作した製品などであることを示すためのマークです。消費者に対して、優れた技
能によって製作された付加価値の高い製品であることをアピールし、ものづくり日本の再
興と熟練技能の継承を図ることを目的としています。グッドスキルマークの表示を希望す
る製品等の募集を開始しました。
2017/04/26 掲載

米国初輸出スプリント事業（デザイン・日用品分野）
（ジェトロ）
初めての輸出に踏み切る中小企業でも安心して米国への輸出に取り組めるよう、米国と日
本のビジネスの橋渡しをする経験豊富な専門家の協力のもと米国市場開拓をサポートし
ます。対象見本市での商談成約を目指し、製品の市場調査から商品戦略、販売戦略に関す
るアドバイス、提案を一貫して行う一貫支援（募集企業数６社程度、申込締切：一次５月
１９日（金）
、二次１０月※予定）
、製品のウェブページを作成し、バイヤーへのプロモー
ションを行うウェブページ制作およびバイヤーへのプロモーション（募集企業数１０社程
度、申込締切１２月１５日（金）※予定）
、製品の市場調査を行い、レポートを作成する市
場調査レポートの作成（募集企業数５社程度、申込締切２０１８年２月１６日（金）※予
定）があります。
・募集期間： － 2018/02/16
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2017/04/19 掲載

「Rin crossing」参加メーカー募集（中小企業基盤整備機構）
Rin crossing は、地域資源を活かした商品の販路開拓を支援する中小機構のプロジェクトで
す。非食品の地域資源商品等を有する中小企業者を対象に、参加メーカーを募集します。
・募集期間：2017/04/17 － 2018/03/15

動

向
１１月２８日

当会 絹織物部会及び化合繊織物部会並びに先染・後染化合繊織物
専門委員会等合同会議

１１月３０日 日本繊維産業連盟 第１１６回通商問題委員会
１２月 ５日 経済産業省 栄典制度説明会
１２月 ７日 当会 正副会長・正副理事長会議
１２月 ８日 繊維評価技術協議会 第３回理事会
１２月１１日 経済産業省 第３回商工中金のあり方検討会
１２月１１日 内閣府 ＴＰＰ説明会
１２月１２日 日本繊維産業連盟 平成２９年度第２回常任委員会
１２月１４日 当会 全日本帯地連盟 委員総会および交流会
１２月１４日 繊維ファッションＳＣＭ推進協議会 平成２９年度第２回取引改革委員会
１２月１５日 経済産業省 第４回商工中金のあり方検討会
１２月２０日 経済産業省 第５回商工中金のあり方検討会(非公開)
１２月２７日 経済産業省 第６回商工中金のあり方検討会

会議予定
☆ 大日本蚕糸会 新年賀詞交歓会
１月

５日（金）１１時 ～ １２時

於：蚕糸会館

☆ 東京織物卸商業組合 新年賀詞交歓会
１月

５日（金）１１時３０分 ～ 於：綿商会館６Ｆ

☆ 西陣織工業組合 平成２８年新年総会・従業員表彰式
１月

５日（金）１６時３０分 ～ １９時 於：西陣織会館

☆ 日本繊維機械協会 平成３０年新年賀詞交歓会
１月１１日（木）１２時 ～ １３時３０分 於：東海大学校友会館
☆ 日本繊維輸出(入)組合 平成３０年新年賀詞交歓会
１月１１日（木）１７時 ～ １８時３０分 於：ホテルグランドパレス
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☆ 日本アパレル・ファッション産業協会 新年賀詞交歓会
１月１１日（木）１８時 ～ 於：ホテルニューオータニ
☆ 商工中金 東京支店中金会 平成３０年 新年合同賀詞交歓会
１月１１日（木）１８時３０分 ～ ２０時 於：ザ・プリンスパークタワー東京
☆ 当会 新年総会
１月１２日（金）正副会長･正副理事長会議 １１時 ～
臨時総会 １１時３０分 ～
新年懇談会 １２時 ～
於：ホテルグランドパレス
☆ 日本繊維産業連盟 平成２９年度総会、新春講演会並びに新年賀詞交歓会
１月１６日（火）役員総会

１４時３０分 ～ １７時

新春講演会 １７時１０分 ～ １７時５０分
賀詞交歓会 １８時 ～ １９時３０分
於: 東京プリンスホテル
☆ 繊維ファッションＳＣＭ推進協議会 平成２９年度第１回理事会
１月２５日（木）１４時 ～ １６時 於：ＴＦＴビル東館
☆ 日本繊維産業連盟 第１１７回通商問題委員会
１月２９日（月）１４時 ～ １６時 於：繊維会館

イベント
☆ きもの十日町 新春魁展
【東

京】

１月１０日（水） １１時 ～ １７時
１１日（木）
会

【京

都】

９時 ～ １６時

場：綿商会館

１月１６日（火） １５時３０分 ～ １７時

会

１７日（水）

９時 ～ １７時

１８日（木）

９時 ～ １４時

場：京都 丸池藤井ビル

☆ 第８５回東京インターナショナル・ギフト・ショー 春２０１８
１月３１日（水）～ ２月 ３日（土）１０時 ～ １８時
（最終日 １７時まで）
会 場：東京ビッグサイト 東１・２・３・６ホール
☆ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０１９ Spring/Summer
２月 ６日（火）～ ８日（木）９時 ～ １８時３０分
会 場：イタリア ミラノ ロー フィエラ ミラノ
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☆ ２０１８長浜きもの早春のつどい
２月１１日（日・祝）１５時 ～ ２１時
会 場：長浜ロイヤルホテル・慶雲館
☆ 西陣呼称５５０年記念「西陣織展」
２月１６日（金）～ １８日（日）１０時 ～ １７時（最終日 １６時まで）
会 場：西陣織会館
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