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  本号の主なニュース 

１．令和３年度の繭及び生糸の関税割当て 

２．２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書の公表 

３．第１３８回通商問題委員会の開催 

４．当会 工業会定時総会及び連合会通常総会の開催 

５．「夏季の省エネルギーの取組について」を決定 

６．セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 

 

 

◇ 令和３年度の繭及び生糸の関税割当て ◇ 

 

 とうもろこし等の関税割当制度に関する省令（昭和４０年農林省令第１３号）第６条の

規定に基づき、繭（繰糸に適するものに限る。）及び生糸（よってないものに限るものと

し、野蚕のものを除く。）の関税割当てに関する事項が令和３年４月１日付けで次のとお

り定められた。 

 

１．割当対象物品、割当数量及び通関期限 

（１）割当対象品目  繭及び生糸 

（２）割当数量＜注＞ ７９８トン （当会関係 ３８０トン） 

（３）通関期限    令和４年３月３１日 

２．その他 

  その他関連事項に関しては、令和３年度の繭及び生糸の関税割当てについて（令和３

年３月１１日付け２国際第９４２号関税割当公表第８４号）による。 

  関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所を、農林水産省のホームページ、経

済産業公報及び通商弘報において公表される。 

 ＜注＞ 本公表による関税割当ては、繭及び生糸の共通数量（生糸換算）で行うものと

し、乾繭歩合（乾繭から生糸への換算）は４０％とする。 

「農林水産省ホームページ」  http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/ 

http://www.kinujinsen.com/
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/
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◇ ２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書の公表 ◇ 
 

令和３年４月２３日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

中小企業庁では、「令和２年度中小企業の動向」及び「令和３年度中小企業施策」(中

小企業白書)、並びに「令和２年度小規模企業の動向」及び「令和３年度小規模企業施

策」(小規模企業白書)を取りまとめ、本日４月２３日閣議決定されましたので公表しま

す。 

 

１．２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書の特色 

２０２１年版白書では、新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）が中

小企業・小規模事業者に与えた影響や、この危機を乗り越えるために重要な取組として、

事業環境の変化を踏まえた事業の見直し、デジタル化、事業承継・M&A に関する取組等に

ついて、豊富な事例を交えながら調査・分析を行いました。 

 

２．２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書のポイント 

総論 

・感染症流行により、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある。 

・事業環境の変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目し、事業を見直すこ

とも重要。 

危機を乗り越える力 

・財務状況を把握し、事業環境の変化に合わせた経営戦略を立てていくことが必要。 

・デジタル化推進に向けては、デジタル化に積極的な組織文化の醸成や業務プロセスの

見直しなどの組織改革を、経営者が関与し、全社的に推進していくことが重要。 

・事業承継後に新たな取組にチャレンジする企業が多く、事業承継は企業の成長・発展

のためにも重要。事業承継策の１つである M&A はイメージが改善し件数も増加。 

消費者の意識変化と小規模事業者の底力 

・感染症流行による消費者の意識・行動の変化に着目し、新たな需要を獲得する小規模

事業者も存在。 

・地域とのつながりや SDGs への取組は小規模事業者の持続的発展に貢献。 

・感染症流行下の支援を通じて、商工会・商工会議所への期待は高まっている。 

関連資料 

・２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました（PDF 形式：177KB）  

・２０２１年版中小企業白書・小規模企業白書の概要（PDF 形式：3,308KB）  

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-2.pdf
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・中小企業の新事業展開事例集 概要（PDF 形式：3,153KB）  

 

関連リンク 

・２０２１年版中小企業白書について  

・２０２１年版小規模企業白書について  

・白書・統計情報  

 

担当 

中小企業庁 事業環境部 調査室長 関口 

担当：小倉、西村 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ５２４１） 

０３－３５０１－１７６４（直通） 

０３－３５０１－１２０７（ＦＡＸ） 

E-Mail：hakusyo-chuki@meti.go.jp  

 

 

◇ 第１３８回通商問題委員会の開催 ◇ 

 
 

第１３８回通商問題委員会が５月１３日（木）にオンライン開催され（１）日本の繊維

貿易の現状（２）各国とのＥＰＡ交渉状況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 

①２０２１年３月の現況 

円ベースでは、輸出は前年同月比１０５.５％、輸入は９６.９％で単月で輸出増、

輸入は減である。 

（参考：２０２１年２月単月は、輸出７３.９％、輸入１５５.３％） 

輸出（円ベース）は、前年同期比で２０１８年通期では１０１.７％、２０１９年

通期では９８.３％、２０２０年通期では８５.１％であったが２０２１年１月～３

月累計では９０.４％となった。 

一方、輸入は前年同期比で２０１８年通期では１０６.０％、２０１９年通期で９

７.０％、２０２０通期で９５.２％であったが、２０２１年１月～３月累計は１０１.

１％となっている。 
 
 
 
 

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/index.html
mailto:hakusyo-chuki@meti.go.jp
mailto:hakusyo-chuki@meti.go.jp
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001-3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/index.html
mailto:hakusyo-chuki@meti.go.jp
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項目 

２０２１年３月 ２０２１年１月～３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 76,560 704 105.5% 104.2% 192,705 1,815 90.4% 92.7% 

輸入 328,550 3,024 96.9% 95.7% 945,877 8,930 101.1% 103.8% 

②繊維品別輸出入実績（２０２１年１月～３月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 66.8% 繊維原料 82.2% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 96.4% 糸類（紡績糸・合繊糸） 86.2% 

  綿糸 88.3%   綿糸 100.5% 

  毛糸 111.5%   毛糸  49.6% 

  合繊糸 101.3%   合繊糸 90.4% 

織物 83.7% 織物 82.1% 

 綿織物 80.0%  綿織物 97.2% 

 毛織物 55.5%  毛織物 39.5% 

 合繊織物 86.1%  合繊織物 78.9% 

二次製品 99.9% 二次製品 102.6% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０２１年１月～３月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:８９.９％、米州:９９.９％、欧州:８６.６％、中国:

９７.１％、シェアは２６.１％（前年比＋１.７ｐｔ）と１月～３月累計で輸出額減

のシェア微増である。 

アセアン:９０.５％、シェアは２４.７％（前年比±０ｐｔ）。輸出額減のシェア

変わらずである。 

２０２１年１月～３月累計で、前年同期対比１００％以上は、タイの１１２.３％、

イタリアの１０８.６％、米国の１０１.８％、アフリカの１０３.３％、大洋州

の１１２.８％などである。 

シェアが安定して伸長していたベトナムの構成比は１１.５％（前年同期比▲０.

１ｐｔ）と微減。 

  ②輸入（２０２１年 1月～３月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:１０２.８％、米州:７７.８％、欧州:８８.２％、中国: 

１１０.０％、シェアは５３.７％（前年比＋４.２ｐｔ）と輸入額、シェア共に増

である。アセアン:９５.１％、シェアは３０.２％（前年同期比▲２.０ｐｔ）と輸

入額、シェア共に減である。 



 ５ 

１月～３月累計で前年同期対比１００％以上は中国の１１０.０％以外に韓国の

１０２.６％、マレーシア２２１.１％、西アジアの１１１.１％である。マレー

シア２０２１年３月単月が前年同期比２８２.３％であり、２０２０年１２月単

月の１５６.４％以降好調である。 

ベトナムのシェアは１３.１％（前年同期比▲２.０ｐｔ）と伸び悩んでいる。 

 

２.次回日程について 

    第１３９回通商問題委員会 日時未定 

 

 

◇ 当会 工業会定時総会及び連合会通常総会の開催 ◇ 

 

工業会令和３年度定時総会及び連合会令和３年度通常総会を５月１８日（火）に開催予

定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び健康・安全確保の観点から全組合員

の同意を得たうえで書面による開催となり、工業会及び連合会の令和２年度事業報告・令

和２年度収支決算報告等が全組合員の賛成により承認された。 

また、同総会において工業会・連合会それぞれの理事及び監事等全員の任期満了に伴う

改選により、後任理事及び監事等が選任され、続いて開催された工業会令和３年度第１回

理事会及び連合会令和３年度第１回理事会において、工業会正副会長及び連合会正副理事

長に次の各氏がそれぞれ選任された。 

 

一般社団法人日本絹人繊織物工業会    日本絹人繊織物工業組合連合会 

 会 長  舞 鶴 一 雄（西 陣）   理 事 長  山 本 一 人（石 川） 

副会長  山 本 一 人（石 川）   副理事長  舞 鶴 一 雄（西 陣） 

 〃   荒 井 由 泰（福 井）     〃    加 藤 英 樹（福 井） 

  〃   田茂井 勇 人（丹 後）     〃    田茂井 勇 人（丹 後）     

 

 

◇  「夏季の省エネルギーの取組について」を決定 ◇ 
 

令和３年５月２８日 

資源エネルギー庁 

 

６月から９月において夏季の省エネルギーの取組を促進するため、省エネルギー・省

資源対策推進会議省庁連絡会議で「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しまし

た。 



 ６ 

省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成されてお

り、毎年、夏と冬の省エネキャンペーン期間が始まる前に開催されています。本日、当

該会議にて「夏季の省エネルギーの取組について」（別添）を決定しました。 

この決定に基づき、６月から９月までの夏の省エネキャンペーンの期間において、各

方面に省エネルギーの取組を呼びかけ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体とな

った省エネルギーの取組をより一層推進することとしています。 

また、政府自らも率先して、冷房中の室温の適正化や照明の削減など、省エネルギー

の取組を実践します。 

 

関連資料 

別添：「夏季の省エネルギーの取組について」  

参考資料 

   「夏季におけるコロナ禍での省エネルギーの取組について」 

     リーフレット版（オフィス向け）  

 

担当 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー課長 江澤 

担当者：安本、宇佐見 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４５４１～４） 

０３－３５０１－９７２６（直通） 

０３－３５０１－８３９６（FAX） 

 

 

◇ セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 ◇ 

（令和３年８月１日～同年１２月３１日分） 

 

令和３年６月２３日 

経 済 産 業 省 

 

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を対象とする

セーフティネット保証５号について、令和３年８月１日～同年１２月３１日分の対象業

種を指定予定です。 

令和３年８月１日から同年１２月３１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）を指定予定です。 

なお、今後の業況に応じて、対象業種を追加する可能性もあります。 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html
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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。 

 

関連資料 

・ 別紙１：セーフティネット保証５号の概要  

・ 別紙２：セーフティネット保証５号の指定予定業種  

（令和３年８月１日～同年１２月３１日） 

 

関連リンク 

・ セーフティネット保証制度(５号:業況の悪化している業種(全国的))  

 

担当 

中小企業庁 事業環境部金融課長 貴田 

担当者：田口、鈴木、瀬下 

電 話：０３－３５０１－１５１１(内線５２７１～５) 

    ０３－３５０１－２８７６(直通) 

０３－３５０１－６８６１(ＦＡＸ)  

 
 
動 向  
 

５月１３日 日本繊維産業連盟 第１３８回通商問題委員会 

５月１７日 繊維評価技術協議会 監事監査会 

５月１８日 当会 日絹工業会定時総会、日絹連合会通常総会、工業会・連合会(新)理事会 

５月１９日 日本繊維産業連盟 サステナビリティセミナー 

５月２７日 繊貿会館 第２３回定時理事会 

５月２７日 シルクセンター国際貿易観光会館 令和３年度第１回定例理事会 

６月 ２日 ケケン試験認証センター 監事監査会 

６月 ４日 繊維評価技術協議会 ２０２１年度第１回理事会 

６月１７日 繊貿会館 第１３回評議員会、第２４回理事会および第１４回評議員会 

６月２２日 ケケン試験認証センター ２０２１年度第１回理事会 

６月２３日 ケケン試験認証センター 定時評議員会 

６月２４日 繊維評価技術協議会 第１７５回定時社員総会 

 
 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002-2.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
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会議予定 
 

☆ 日本繊維産業連盟 ２０２１年度第１回常任委員会 

７月 ８日（木）１３時３０分 ～ １６時 於：野村コンファレンスプラザ日本橋

（ユイト日本橋）６F 大ホール 

 

 

イベント 

 

☆ ＴＯＣＨＩＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ’２２ S/S ＯＲＩＮＡＳ ＥＸＰＯ 

７月 ７日（水）１０時３０分 ～ １８時 

８日（木）１０時３０分 ～ １６時３０分 

会 場：表参道・新潟館 ネスパス３Ｆ 

 

☆ 桐生テキスタイルコレクション ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１０月 ７日（木）１０時 ～ １８時 

５月  ８日（金）１０時 ～ １７時 

会 場：Ｗｉｔｈ原宿３Ｆ ホール 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０２２ 

１２月 ７日（火）１０時 ～ １８時３０分  

１１月 ８日（水）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１２月 ７日（火）１０時 ～ １８時３０分  

１１月 ８日（水）１０時 ～ １８時   

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ２ 

 

 

官公庁・団体からの案内情報 

《 経済産業省省 》 

  ・事業再構築補助金 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html 

  ・生産性革命推進事業 

ものづくり補助金      https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0101.pdf 

https://www/
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0101.pdf


 ９ 

小規模事業者持続化補助金  https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf 

ＩＴ導入補助金        https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf 

  ・中小法人、個人事業者のための一時支援金 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

  ・新型コロナウイルス感染症関連 

～経済産業省の支援策（２０２１年４月１９日時点）～ 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

《 厚生労働省 》 

  ・年次有給休暇取得促進特設サイト 

    https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/  

  ・働き方・休み方改善ポータルサイト 

    https://work-holiday.mhlw.go.jp/  

https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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