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本号の主なニュース

１．下請取引適正化推進月間の実施について
２．第１２２回通商問題委員会の開催
３．きものサローネ in 日本橋 きもの安心宣言について

◇ 下請取引適正化推進月間の実施について ◇
平成３０年９月２１日
中 小 企 業 庁
公正取引委員会
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防
止法（以下「下請法」という。
）の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企
業振興法（以下「下請振興法」という。
）に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、
その推進を図っています。特に、毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法
の普及・啓発事業を集中的に行っています。本年度は以下の取組を行います。
１. 平成３０年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語
(公正取引委員会との連携事業)
本年５月に、下請取引を行っている事業者に「下請取引適正化推進月間」を認知
していただくことを目的として、キャンペーン標語の一般公募を行ったところ、全
国から５２１点の応募がありました。厳正な審査の結果、入選作品５点を選定し、
その中から特選作品を決定しました。
特選作品は、平成３０年度下請取引適正化推進月間のキャンペーン標語として、
下請取引適正化推進月間のポスター、下請取引適正化推進講習会テキストの表紙な

１

どに使用するほか、全国各地で実施する下請取引適正化推進講習会で発表するなど、
事業者のコンプライアンスに資するよう幅広く活用します。
【特選作品】
見直そう 働き方と 適正価格

渡辺 佳幸さん(愛知県)

【入選作品】
下請法 守る企業に 明るい未来

柳谷 益弘さん(静岡県)

適正化に 向けて改善 取引条件

村岡 孝司さん(兵庫県)

信頼と 信用つなぐ 下請法

井上 靖さん(神奈川県)

契約は きっちり守り 無茶言わず

赤羽 慶正さん(東京都)

２．普及・啓発
（１）下請取引適正化推進講習会の開催(公正取引委員会との連携事業)
４７都道府県(６２会場)において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、
下請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知徹底します。
（２）下請取引適正化推進シンポジウム・セミナーの開催(中小企業庁独自事業)
中小企業の公正な取引環境の実現に向けて、全国８ヶ所で下請法・独禁法に
詳しい弁護士による基調講演、取引条件改善に向けた企業の独自の取組につい
て紹介いただく、シンポジウム・セミナーを開催します。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
下請取引適正化推進シンポジウム

http://www.shitauke-tekiseika.jp/

（３）適正取引推進講習会(テキトリ講習会)の開催(中小企業庁独自事業)
日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙解決します。親事業者
と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、「下請法」、「下請ガイドライ
ン」、「消費税転嫁対策特別特措法」の３つに関する講習会を開催し、「出張
講習」も無料で実施しています。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
平成３０年度下請取引講習会

http://www.tekitori.org/

（４）下請かけこみ寺の利用促進(中小企業庁独自事業)
「下請かけこみ寺」（全国４８ヶ所に設置）では、中小企業の皆さんが抱え
る取引上の悩み相談を受け付けています。問題解決に向けて、専門の相談員や
弁護士がアドバイスを行います。 また、取引先と価格交渉を行う上で必要と
なる基本的な法律の知識、ノウハウについて解説を行う「価格交渉セミナー」
を実施しています。

２

詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請かけこみ寺

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.htm

（５）広報誌等への掲載・掲示
・ホームページ、メールマガジンを通じた広報
・ポスターを公正取引委員会、経済産業省、都道府県、中小企業関係団体、事
業者団体等の施設に掲示
・都道府県や中小企業関係団体、事業者団体等の機関誌を通じた広報
お問い合わせ先
中小企業庁事業環境部取引課長 林
担当者：鈴木、村山、井出
電

話：０３－３５０１－１５１１(内線 ５２９１～７)
０３－３５０１－１６６９(直通)
０３－３５０１－６８９９(ＦＡＸ)

◇ 第１２２回通商問題委員会の開催 ◇
第１２２回通商問題委員会が９月２６日（水）に開催され（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
①２０１８年７月の現状
円ベースでは、輸出は前年同月比１０２.１％、輸入は前年同月比１１２.３％と単月
で輸出、輸入共に増である。輸出（円ベース）は、２０１５年１２月がピークであっ
た。その後、落ち込みが続いていたが、２０１８年に入り回復傾向が認められた。１
月～７月では前年同期比１０２.８％となっている。また、輸入は２０１７年１月に
急増した反動で２月は激減したが、３月は持ち直し、その後の動きは２０１６年、２
０１７年と同じ動きであったが、２０１８年に入り、１月～７月では前年同期比で１
０４.６％と若干の増である。

項目

金

２０１８年７月

２０１８年１月～７月

額

金

前年同月比

（百万円）

（百万＄）

円ベース

＄ベース

輸出

76,239

684

102.1%

103.1%

512,514

輸入

357,761

3,213

112.3%

113.3%

2,328,655

３

（百万円）

額

前年同期比

（百万＄）

円ベース

＄ベース

4,704

102.7%

105.8%

21,356

104.6%

107.9%

②繊維品別輸出入実績（２０１８年１月～７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）
99.9% 繊維原料
103.1%

糸類（紡績糸・合繊糸）

109.2%
104.2%

綿糸

103.2%

綿糸

98.5%

毛糸

143.4%

毛糸

108.1%

合繊糸

102.2%

合繊糸

107.0%

織物

98.6% 織物

103.7%

綿織物

95.6%

綿織物

102.1%

毛織物

108.4%

毛織物

108.6%

合繊織物

103.6%

合繊織物
二次製品

98.7%

106.3% 二次製品

104.6%

（２）各国・地域別輸出入の動向
①輸出（２０１８年１月～７月累計 前年同期比（円ベース））
東南アジア（中国含む）:１０３.１％、米州:１０７.４％、欧州:１０６.９％、中
国:１０２.２％、シェアは２９.８％（前年同期比－０.１ｐt）と１月～７月の平均で
は輸出額は若干の増であるがシェアは減である。
アセアン:１０６.２％、シェアは２５.４％（前年同期比＋０.８ｐｔ）。
１月～７月累計で、前年同期比増は、インドネシア１０９.８％、ベトナムが１０８.
２％、ミャンマー１２１.９％、インド１１４.４％、パキスタン１２６.０％、バン
グラデシュ１１７.０％、イギリス１０８.４％、フランス１０４.４％、ドイツ１０
８.５％、イタリア１１１.９％、米州１０７.４％、アフリカ１０５.１％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１２.１％（前年同期比＋０.６
ｐｔ）。
バングラデシュが前年同期に激減したが、今期は１１７.０％と好調である。
②輸入（２０１８年 1 月～７月累計・前年同期比（円ベース））
東南アジア（中国含む）:１０４.４％、米州:１０１.４％、欧州:１０８.８％、中
国:９９.９％、シェアは５６.５％（前年同期比－２.７ｐｔダウン）へ。
アセアン:１１３.８％。シェアは２６.２％（前年同期比＋２.１ｐｔ）と堅調である。
前年同期比増は、台湾１０３.７％、タイ１０６.１％、インドネシア１０８.８％、
マレーシア１０５.８％、ベトナム１１８.２％、カンボジア１１８.０％、ミャンマ
ー１１５.６％、インド１０９.２％、パキスタン１２１.３％、バングラデシュ１１
９.２％、イギリス１１０.０％、フランス１０８.０％、イタリア１０６.４％、ア
フリカ１０２.８％などである。

４

ベトナムのシェアは１２.２％（前年同期比＋１.４ｐｔ）と堅調である。
２.次回日程について
第１２３回通商問題委員会は、１０月２９日（月）１５時 ～１７時

◇ きものサローネ in 日本橋 きもの安心宣言について ◇
きものサローネ実行委員会は１０月１２日(金)に「きものサローネ in 日本橋」の特別
企画として「きもの未来会議」を日本橋三井ホールにおいて開催した。
生活者が求めるきものをしっかりと生産できる環境を作り、生活者から見て安心してき
ものを買える環境を整備することは、業界に求められる至急の命題であり、
「きもの未来会
議」では消費者目線に立った対応をきわめて重要と捉え、下記の「きもの安心宣言」を提
言した。

き も の 安 心 宣 言
１． 私たちはお客様に対し、
わかりやすい価格・品質表示を徹底します。
２． 私たちはお客様に対し、
根拠の無い二重価格表示をしません。
３． 私たちはお客様に対し、
販売意図を隠した勧誘をしません。
４． 私たちはお客様に対し、
お客様が強引と思ったり、圧力を感じる販売をしません。
５． 私たちはお客様にとって、
安全・安心でない不適切な業者・コンサルタントとは取引しません。
（不適切とは、和装商慣行改善１７条に背く行為を続けることを指します）

５

◇ 「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）
2018/10/17 掲載

日本の優れた商品を世界へ！販路開拓プロジェクト「U×U（ゆう）」参加募集
（中小企業基盤整備機構）
生産者と消費者が強く、末永く結びつくことを願う気持ちから生まれた、日本の優れた商
品を世界へと広めるため、新たな販路の開拓を目的とする中小企業のためのプロジェクト
です。「WEB 展開」と「イベント展開」の２タイプの支援があります。
・実施期間：2018/10/31 － 2019/02/28
2018/10/15 掲載

中小規模事業場安全衛生サポート事業（中央労働災害防止協会）
各事業場を訪問し、作業現場や店舗のバックヤード等を拝見します。作業現場の安全状態
や作業方法の改善等、安全衛生水準の向上に向けたアドバイスを行います。 また、工業団
地や協力会、店舗等の複数の事業場にお集まりいただき、安全衛生に関する教育や講演を
行います。総会や安全衛生大会、幹事会等の機会を活用し行うことも可能です。
・実施期間： － 2019/03/31
2018/10/09 掲載

平成３０年７月豪雨に係る災害に関してセーフティネット保証４号の指定地域を
拡大します（中小企業庁）
平成３０年７月豪雨に係る災害に関し、既にセーフティネット保証４号を指定している１
１府県のうち、福岡県において指定地域を拡大します。これにより、同地域の中小企業者
の資金繰りを一般保証とは別枠の１００％保証で支援します。
2018/10/04 掲載

平成３０年度予算「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経
済牽引事業支援事業）」の２次公募（経済産業省）

６

平成３０年度予算「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引
事業支援事業）
（２次公募）」に係る補助事業者を公募します。この事業は、事業者が連携
して行う戦略分野における設備投資への支援を通じ、地域における経済活動を牽引する事
業を促進し、もって地域経済の活性化を図るものです。
・実施期間：2018/10/03 － 2018/11/09
2018/10/01 掲載

平成３０年台風２０号及び台風２１号の影響に関する中小企業者対策を講じます
（セーフティネット保証４号の指定）
（中小企業庁）
経済産業省は、平成３０年台風２０号及び台風２１号の影響を受けている中小企業者への
資金繰り支援措置として、セーフティネット保証４号を発動することを決定しました。こ
の措置により、当該台風の影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が
利用可能となります。
2018/09/11 掲載

IT 導入補助金 第３次公募開始（サービスデザイン推進協議会）
IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の方々が課題やニーズに合った IT ツールを導
入する経費の一部を補助します。これまでのたくさんの活用者の声を元に、要件等の見直
しを行いました。
・実施期間：2018/09/12 － 2018/11/19
2018/09/07 掲載

商工会及び商工会議所による経営発達支援計画の第６回認定申請の募集
（中小企業庁）
商工会及び商工会議所による経営発達支援計画の第６回認定申請の募集を開始します。認
定申請書の提出先は、商工会または商工会議所の所在地を管轄する経済産業局となります。
・実施期間：2018/11/01 － 2018/11/08
2018/08/27 掲載

第３１回「中小企業優秀新技術・新製品賞」
（りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社）
りそな中小企業振興財団は、中小企業の技術の振興を図り、わが国産業の発展に寄与する
ことを目的に毎年１回優秀な新技術・新製品の表彰を実施しています。
「一般部門」
、
「ソフ
トウエア部門」の２部門において、厳正な審査のうえ優れた新技術・新製品等に対して中
小企業庁長官賞、優秀賞、優良賞、奨励賞の各賞を贈賞し、副賞として最高１００万円を
贈呈しています。

７

・実施期間：2018/09/03 － 2018/12/07
2018/08/23 掲載

第５１回 市村産業賞（市村清技術財団）
リコー三愛グループ各社を統轄した創業者、故市村清氏の昭和３８年４月２９日紺綬褒章
受章 を記念して市村賞を創設し、科学技術の普及啓発に資するとともに科学技術水準の
向上に寄与することを目的としています。本表彰はわが国の科学技術の進歩、産業の発展
に顕著な成果をあげ、産業分野の進展に多大な貢献・功績のあった技術開発者に対して行
います。
・実施期間：2018/11/01 － 2018/11/20
2018/08/03 掲載

平成３０年度中小企業者向け CLO ローン募集開始（PDF ファイル）
（日本政策金融公庫）
地域経済活性化の担い手となる中小企業者に対する無担保資金の供給円滑化のため、地域
金融機関を通じ、CLO（貸付債権担保証券）ローンの募集を開始しました。このローンは
証券化の手法を活用した全国の地域金融機関による日本公庫及び機関投資家との連携商
品で、CLO の発行は平成３１年３月を予定しています。
・実施期間：2018/08/01 － 2018/12/28
2018/07/12 掲載

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促
進交付金の平成３０年４月１日以降の取り扱いについて（特許庁）
「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」により、中小ベンチャー企業、小規模企業
を対象として、
「審査請求料」
、
「特許料（１～１０年分）」
、国際出願に係る「調査手数料・
送付手数料」
、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を１／３に軽減、また、
『国
際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約
に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取
扱手数料」について、納付金額の２／３に相当する額を「国際出願促進交付金」として交
付する措置を講じます。
2018/07/06 掲載

事業承継税制（贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度）（中小企業庁）
後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継
円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度
です。
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2018/06/08 掲載

中小企業知的財産活動支援事業費補助金（海外知財訴訟保険事業）（特許庁）
中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施
策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知
財訴訟費用保険に加入する際の掛金の一部を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。
・実施期間：2018/04/25 －
2018/05/09 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。
・実施期間：2018/04/25 － 2019/02/06

動

向
１０月１１日 経済産業省 第５回繊維産業技能実習事業協議会
１０月１２日 きものサローネ in 日本橋「きもの未来会議」
１０月２２日 日本繊維産業連盟
責任ある繊維サプライチェーンのためのデュー・デリジェンスに関するセミナー
１０月２３日 ケケン試験認証センター 第２回理事会

会議予定
☆ 当会 関東織物産地連絡協議会 １０月例会
１０月２５日（木）１２時３０分 ～ 於：日絹会館
☆ 全国中小企業団体中央会 全国団体月例研修会～事業承継について～
１０月２６日（金）１４時 ～ １６時 於：全中・全味ビル
☆ 日本繊維産業連盟 第１２３回通商問題委員会
１０月２９日（月）１５時 ～ １７時 於：繊維会館
☆ 第８回日中韓繊維産業協力会議
１１月 ５日（月）９時 ～ ２０時 於：中国 西安市 ヒルトン西安
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☆ 繊維ファッションＳＣＭ推進協議会 第１９回経営トップ合同会議
１１月１６日（金）１４時 ～ １８時 於：ＴＯＣ有明４Ｆ
☆ 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰式
１１月２０日（火）１４時 ～ １６時 於：帝国ホテル
☆ 当会 正副会長・正副理事長会議
１１月２１日（水）１１時３０分 ～ 於：蚕糸会館
☆ 当会 工業会評議員会・理事会、連合会理事会
１１月２１日（水）１２時 ～

於：蚕糸会館

☆ 経済産業省 第７回和装振興協議会
１１月２７日（火）１４時 ～ １６時 於：経済産業省内 会議室

イベント
☆ 文化学園 文化祭
１１月 ２日（金）～ ４日（日）９時３０分 ～ １７時
会 場：文化学園
☆ 全国公募第１６０回記念 日図展
１１月 ２日（金）～ ４日（日）１０時 ～ １６時３０分（最終日は１６時まで）
会 場：京都市 日図デザイン博物館
☆ 米沢織の集い きもの大好きパーティ
１１月 ３日（土）１８時３０分 ～
会 場：米沢市 グランドホクヨウ
☆ 石川県繊維産地 ２０１９A/W 新素材繊維商談会
１１月 ７日（水）～ ８日（木）１０時 ～ １７時３０分
会 場：銀座フェニックスプラザ２F 大ホール
☆ 第１１６回博多織求評会
１１月 ８日（木）～ １１日（日）１０時 ～ １７時（最終日は１５時まで）
11/8 審査日

一般公開 11/9～11

会 場：萬松山 勅賜 承天禅寺

１０

☆ 第６９回丹後織物求評会
１１月１４日（水）１０時 ～ １７時
７月１５日（木）１０時 ～ １６時
会 場：京都市 丸池藤井ビル３Ｆ
☆ ＩＦＦＴ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ living
１１月１４日（水）～ １６日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで）
会 場：東京ビッグサイト 西１・２ホール＋アトリウム

☆ Ｔｈｅ ３７ｔｈ ＪＡＰＡＮＴＥＸ２０１８
１１月２０日（火）～ ２２日（木）１０時 ～ １７時
会 場：東京ビッグサイト 東７ホール
☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０１９
１１月２１日（水）１０時 ～ １８時３０分
１１月２２日（木）１０時 ～ １８時
会 場：東京国際フォーラム ホールＥ１

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１９ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ
１１月２１日（水）１０時 ～ １８時３０分
１１月２２日（木）１０時 ～ １８時
会 場：東京国際フォーラム ホールＥ２
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