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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．繊維産業技能実習事業協議会を設置
３．平成３０年度絹・合繊織物の国内展示会（ジャパン・クリエーション）出展支援事業の公募

◇ セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 ◇
（平成３０年度第１四半期）

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３０年度第１四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ていない中小企業者。
【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８０％

１

保 証 料 率 ： ０.７～１.０％（保証協会所定の料率）
２．平成３０年度第１四半期の指定業種
（平成３０年４月１日～平成３０年６月３０日）
【１１５９】その他の繊維粗製品製造業（製経業等）
http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180320001/20180320001-1.pdf

◇ 繊維産業技能実習事業協議会を設置 ◇
平成３０年３月２３日
経

済

産

業

省

経済産業省は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第５
４条第１項に基づき、繊維産業技能実習事業協議会を設置し、第１回の会合を開催した。
１．概要
繊維産業において、外国人技能実習生に関する労働関係法などの違反事例が生じている。
こうした状況を踏まえ、平成２９年１１月１日に施行された「外国人の技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）」に基づき、技能実
習制度の適正化等に係る周知や徹底を図るとともに、技能実習の実施等に係る状況の把握
や、技能実習の適正な実施等に資する取組等について協議を行うため、繊維産業技能実習
事業協議会を組織することとし、第１回の会合を開催した。
第１回繊維産業技能実習事業協議会における世耕経済産業大臣からのビデオメッセージ

２．開催日時及び場所
日時：平成３０年３月２３日（金曜日） １５時００分～１７時００分
場所：経済産業省別館２階 ２３８会議室
所在地：東京都千代田区霞が関１－３－１
３．議題
１）繊維産業技能実習事業協議会の設置
２）外国人技能実習制度について

２

４．構成員等
関連資料のとおり
５．関連資料
第１回繊維産業技能実習事業協議会
【担

議事資料(PDF形式：３０８KB)

当】

経済産業省製造産業局生活製品課長 杉山
担当者：田村、矢崎
電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３８６１～３８６６）
０３－３５０１－０９６９（直通）
０３－３５０１－０９１６（FAX）

◇ 平成３０年度絹・合繊織物の国内展示会（ジャパン・クリエーション）出展支援事業の公募 ◇
１．事業の目的
グローバル化するファッションマーケットにおいて、日本のテキスタイルは、エ
コ・テキスタイルや機能素材、染色・後加工をはじめ、その品質、技術、感性への
評価が高く、国際競争力がある分野と言えます。一般社団法人日本絹人繊織物工業
会では、日本独自の絹織物や高機能性を有する合繊織物を国内外にアピールするた
めに、規模が小さく単独小間での出展は難しいが、自社開発商品を広くバイヤー等
に見てもらい、ビジネスチャンスを求めたいとする積極的企業に向けて、下記の展
示会について出展公募を行います。
２．展 示 会 名
・JFW ジャパン・クリエーション２０１９
会

期 ：平成３０年１１月２１日(水)～２２日(木)

会

場 ：東京国際フォーラム

３．出展対象者
出展対象者は、日本の絹織物・化合繊(長)織物の製造者を構成員とする団体(組
合)並びにこれらの団体(組合)から推薦された事業者とします。
４．公募（受付）期間
・平成３０年４月２３日(月)～平成３０年５月１０日(木)

３

（受付最終日の１７時までに申込書必着）
・申し込みは郵送または FAX
・公募資料ダウンロード
公募要領[PDF]
出展申込書[Excel]
５．公募申請提出先及び問合せ先
〒１０２－００７３
東京都千代田区九段北１－１５－１２
一般社団法人 日本絹人繊織物工業会 担当 大森
ＴＥＬ：０３－３２６２－４１０１
ＦＡＸ：０３－３２６２－４２７０

◇ 経済産業省人事異動 ◇
○ ３月３１日付
（新）
長野

（旧）
正太郎 様

鶴岡市役所商工観光部商工課

生活製品課（繊維担当）
（行政事務研修員）

◇ 「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）
2018/04/16 掲載

平成２９年度「コンテンツ産業強化事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再
構築支援事業）」の公募（ジェトロ）

４

サプライチェーンの合理化につながる産地内の事業再編や産地間・異業種との連携等を通
じて海外需要獲得を目指す繊維産業、日用品等の生活関連産業分野のものづくり関係企業
等によるビジネスモデルの検証のための費用の一部を補助します。説明会（要事前申込）
が４月２５日（水）に開催されます。
・実施期間：2018/04/13 － 2018/05/11
2018/04/12 掲載

地域文化資源活用空間創出事業費補助金（中心市街地活性化事業）（経済産業省）
中心市街地において、歴史的な建造物等地域文化資源を活かした空間創出によって、にぎ
わいを創出し、外国人観光客を含めた交流人口を増加させるための施設整備に対して支援
を行うことにより、中心市街地及び周辺地域も含めた経済活力を向上させることを目的と
します。
・実施期間：2018/04/12 － 2018/05/28
2018/04/05 掲載

研究開発助成金（三菱ＵＦＪ技術育成財団）
技術指向型の中小企業の新技術、新製品等の研究開発に対する助成金の交付事業を行いま
す。
・実施期間：2018/04/01 － 2018/05/31
2018/04/03 掲載

モール活用型ＥＣマーケティング支援事業（中小企業基盤整備機構）
中小企業者のＥＵ加盟国への販路開拓の取組みを支援するため、越境ＥＣモールへの出店に
かかる費用等を補助するとともに、Ｗｅｂサイト・海外リアル店舗でのテストマーケティン
グ支援の実施、専門家によるアドバイス等を行うことにより、実効性のある取り組みを行
います。
・実施期間：2018/04/02 － 2018/05/18
2018/04/03 掲載

「グッドカンパニー大賞」候補企業の推薦受付開始（中小企業庁）
経営の刷新、技術開発、市場開拓等の分野で優れた成果をあげている中小企業を顕彰する
第５２回グッドカンパニー大賞の募集を４月２日から開始しました。
・実施期間：2018/04/02 － 2018/06/20
2018/03/30 掲載

ものづくりに取り組む中小企業への支援策（中小企業庁）

５

「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づき、ものづくり基盤技術
を担う中小企業に対する様々な支援策が設けられています。
2018/03/30 掲載

エンジェル税制（経済産業省、中小企業庁）
ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に
対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を
行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることが
できます。また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同
様にこの税制の対象となります。
2018/03/30 掲載

グリーン投資減税（経済産業省 資源エネルギー庁）
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ１年以内に事業の用に供
した場合に、取得価額の３０％特別償却又は７％税額控除（中小企業者等のみ）のいずれ
かを選択し税制優遇が受けられる制度です。
2018/03/30 掲載

中小企業投資促進税制（中小企業庁）
機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の３０％の特別償却又は
７％の税額控除（※税額控除は、個人事業主、資本金３，０００万円以下法人が対象）が
選択適用できる制度です。
2018/03/30 掲載

事業承継における融資・保証制度（ＰＤＦファイル）（中小企業庁）
事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資が受けられます。会社および個人事業
主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
2018/03/30 掲載

事業承継税制（ＰＤＦファイル）（中小企業庁）
事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度です。
2018/03/30 掲載

企業のベンチャー投資促進税制（経済産業省）
認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資した企業は、出資額の一定割合を
上限に損失準備金を積み立て、損金算入することができます。

６

2018/03/30 掲載

伝統的工芸品産業支援補助金（経済産業省）
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の規定に基づく各種計画の認定を受けた組合等及
び団体等が行う事業に対し当該経費の一部を補助します。
2018/03/30 掲載

創業支援貸付利率特例制度（日本政策金融公庫 国民生活事業）
新たに事業を始める方や事業を開始して１年以内の方を対象として、各融資制度に定める
利率の－０．２％（ただし、女性または３０歳未満の方及びＵターン等により地方で創業
する方は各融資制度に定める利率－０．３％）で利用できます。
2018/03/30 掲載

小規模事業者経営発達支援資金（日本政策金融公庫）
経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を
受け、持続的発展に取り組む小規模事業者を支援します。
2018/03/30 掲載

少額減価償却資産の損金算入特例（ＰＤＦファイル）（中小企業庁）
従業員１，０００人以下の中小企業者等が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、
当該減価償却資産の合計額３００万円を限度として、全額損金算入（即時償却）を認める
制度です。
2018/03/30 掲載

所得拡大促進税制（経済産業省）
青色申告書を提出している法人（又は個人事業主）が、全ての要件を満たした場合に、雇
用者給与等支給増加額の１０％を法人税額（又は所得税額）から控除（税額の１０％（中
小企業者等は２０％）が上限）できる制度です。
2018/03/30 掲載

新連携支援 資金調達の支援について（中小企業庁）
新連携とは、異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新
事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることです。複数の中小企業者は、
基本方針に沿った新連携計画を作成し、その新連携計画が適当である旨の認定を受けるこ
とができます。新連携計画の実施に必要な資金の調達について支援します。

７

2018/03/30 掲載

研究開発税制（経済産業省）
所得の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合、その事業年度の法人税額
（国税）から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した金額を控除できる制度で
す。
2018/03/30 掲載

設備投資に係る新たな固定資産税特例（中小企業庁）
従業員１，０００人以下の中小企業者等が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、
当該減価償却資産の合計額３００万円を限度として、全額損金算入（即時償却）を認める
制度です。
2018/03/27 掲載

ふるさと名物応援事業補助金（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）（中小企業庁）
複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世
界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することによ
り、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化および地域中小企
業の振興に寄与することを目的とします。
・実施期間：2018/03/27 － 2018/04/25
2018/03/27 掲載

グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（ＪＡＰＡＮブランド育成支
援事業）（中小企業庁）
ＥＵ加盟国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活
かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する
経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域
経済の活性化および地域中小企業の振興に寄与することを目的とします。
・実施期間：2018/03/27 － 2018/04/25
2018/03/27 掲載

海外ビジネス戦略推進支援事業（中小企業基盤整備機構）
中小企業の海外での販路開拓や海外拠点設立のため、海外ビジネスの専門家が支援して、
一緒に海外戦略を検討するとともに、補助金により海外調査や外国語ＷＥＢサイトの作成
等を支援します。
・実施期間：2018/03/26 － 2018/05/07

８

2018/03/16 掲載

戦略的基盤技術高度化支援事業（中小企業庁）
情報処理、精密加工等の技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組みを支援
することを目的とします。特に、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等
と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、およびその成果の販路開拓へ
の取組を一貫して支援します。
・実施期間：2018/03/16 － 2018/05/22
2018/03/13 掲載

小規模事業者持続化補助金（全国商工会連合会、日本商工会議所）
小規模事業者が商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿っ
て地道な販路開拓に取り組む費用の２／３を補助します。商工会議所の管轄地域内に所在
する小規模事業者については日本商工会議所・小規模事業者持続化補助金事務局に、商工
会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については全国商工会連合会・各都道府県
商工会連合会まで、お問い合わせ、ご応募ください。
・実施期間：2018/03/09 － 2018/05/18
2018/03/01 掲載

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金（全国中小企業団体中央会）
足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り
組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等の一部を支援します。
・実施期間：2018/02/28 － 2018/04/27
2018/02/19 掲載

特定下請連携事業計画（中小企業庁）
下請中小企業・小規模の自立化に向けた取組を支援します。国から計画の認定を受けるこ
とにより、事業実施の支援として、補助金や融資などを受けることができます。
2018/02/19 掲載

下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金（下請中小企業自立化基盤構
築事業）（中小企業庁）
この事業は、２者以上の特定下請事業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、
新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引などを開始または
拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において、特定下請取引の依存の状態

９

の改善を図る取組を支援することにより、下請中小企業の振興と経営の安定に寄与するこ
とを目的としています。
・実施期間：2018/02/16 － 2018/04/26
2018/02/19 掲載

下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金（下請小規模事業者等新分野
需要開拓支援事業）（中小企業庁）
この事業は、親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、または閉鎖・縮小が予定されてい
る影響により売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために実
施する事業の費用を一部補助することにより、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者
等の振興と経営の安定に寄与することを目的とします。
・実施期間：2018/02/16 － 2018/04/26
2018/02/15 掲載

平成３０年度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る公募について
（予告）（NEDO）
中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受けてビジネスにつなげることや、
中小企業等が保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化す
ることを通じて、中小企業等が技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを支援し
ます。加えて、上述のような取組を NEDO が支援することにより、橋渡し研究機関が積極的
にその機能強化に取り組むことを促進します。３月１９日（月）から２９日（木）に札幌
（定員６０名）
、川崎（定員８０名）
、名古屋（定員５０名）、大阪（定員５０名）
、福岡（定
員６０名）
、仙台（定員５０名）において説明会を開催します。
2018/01/12 掲載

連合会（全国組合）等研修事業（全国中小企業団体中央会）
全国地区の連合会（組合）等がその会員及び組合員等を対象として、具体的な課題解決や
活路開拓の実現につながる検討等を内容とする研修プロジェクトを中心に支援します。
・実施期間：2018/02/13 － 2018/06/04
2018/02/07 掲載

中小企業組合等活路開拓事業（全国中小企業団体中央会）
中小企業連携グループが、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロ
ジェクトを支援します。
・実施期間： － 2018/06/04
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2018/02/06 掲載

第１７回女性起業家大賞（PDF ファイル）（全国商工会議所女性会連合会）
起業という選択によって自らの活躍の場と地域の雇用を創出し、女性ならではの視点で多
様化する消費者ニーズをつかむビジネスを展開している女性起業家を表彰するために開
催します。
・実施期間：2018/02/01 － 2018/04/27
2018/01/23 掲載

キャリアアップ助成金（PDF ファイル）（厚生労働省）
非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組
を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。平成３０年４月１日以降に転換等
した場合に適用される予定の拡充などの主な変更が掲載されています。４つのコースにつ
いて、拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。
2018/01/12 掲載

中小企業活路開拓調査・実現化事業（全国中小企業団体中央会）
環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな活路開拓・付加価値の
創造、既存事業分野の活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の
継承、海外展開戦略、各種リスク対策等）について、中小企業連携グループが改善・解決
を目指すプロジェクトを支援します。第１次締切は１月１０日（水）～２月９日（金）
、第
２次締切は２月１３日（火）～４月９日（月）、第３次締切は４月１０日（火）～６月４日
（月）です。
・実施期間：2018/01/10 － 2018/06/04
2018/01/09 掲載

軽減税率対策補助金（中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金）
（中小企業庁）
消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一
部を補助する制度です。申請受付期限を２０１９年１２月１６日まで延長します。
・実施期間： － 2019/12/16
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向
３月２６日

ケケン試験認証センター 理事会

３月２７日

繊貿会館 第１４回理事会
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３月２７日

繊維評価技術協議会 第４回理事会

３月２８日

シルクセンター国際貿易観光会館 平成２９年度第２回定例理事会

４月１３日

当会 正副会長・正副理事長会議

４月２３日

経済産業省 第２回繊維産業技能実習事業協議会

会議予定
☆ 当会 工業会監査会
５月

８日（火）１１時 ～

於：日絹会館

☆ 当会 連合会監査会
５月

９日（水）１１時 ～ 於：日絹会館

☆ 日本繊維産業連盟 第１１９回通商問題委員会
５月

９日（水）１４時 ～ １６時

於：繊維会館

☆ 当会 正副会長・正副理事長会議
５月１４日（月）１６時３０分 ～ 於：日絹会館
☆ 当会 顧問・正副会長・正副理事長懇談会
５月１４日（月）１８時 ～

於：志満金

☆ 当会 工業会評議員会・理事会・定時総会
５月１５日（火）１１時３０分 ～ 於：ホテルグランドパレス
☆ 当会 連合会理事会・通常総会
５月１５日（火）１２時 ～

於：ホテルグランドパレス

☆ 第６２回新作博多織展 審査会
５月１５日（火）１６時 ～

於：日本橋三越新館１２Ｆ

☆ 繊貿会館 第１５回理事会
５月２４日（木）１１時 ～

於: 上野「精養軒」

☆ シルクセンター国際観光貿易会館 平成３０年度第１回定例理事会
５月２９日（火）１４時 ～ 於: シルクセンター大会議室
☆ 経済産業省 第６回和装振興協議会
５月２９日（火）１４時 ～ １６時 於：経済産業省内会議室
☆ 経済産業省 第３回繊維産業技能実習事業協議会
５月２９日（火）１６時１５分 ～ １８時１５分 於：経済産業省別館３Ｆ
３１２共用会議室
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イベント
☆ IFF MAGIC Japan ２０１８ spring
４月２５日（水）～ ２７日（金）１０時 ～ １８時（最終日１７時まで）
会 場：東京ビッグサイト
☆ KAWAMATA SILK FESTIVAL ２０１８
４月２８日（土）～ ５月６日（日）１０時 ～ １７時
会 場：かわまたおりもの展示館 からりこ館
☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０１９ Spring/Summer
５月

９日（水）～ １０日（木）１０時 ～ １８時３０分（最終日１８時まで）
会 場：東京国際フォーラム 展示ホール E－１

☆ 第６２回新作博多織展
５月

９日（水）～ ２２日（火）１０時 ～ １９時

５月

９日 ～ １５日 プレセール

５月１６日 ～ ２２日 本開催
会 場：日本橋三越本店本館４F
☆ 米沢テキスタイルコレクション ２０１９/ＳＳ
５月１０日（木）１０時 ～ １８時
５月１１日（金）１０時 ～ １７時
会 場：東京交通会館 ３Ｆ グリーンルーム
☆ 日本紡績協会 第２３回コットンの日
５月１０日（木）１３時 ～
会 場：ウェスティンホテル東京 B２F
☆ ２０１８ 桐生織物 “織姫展”
５月１６日（水）
５

１７日（木）

９時 ～ １７時
９時 ～ １５時

会 場：京都 丸池藤井ビル
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３Ｆ

☆ ＴＯＣＨＩＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０１９ S/S
５月１６日（水）１０時３０分 ～ １８時
１７日（木）１０時３０分 ～ １６時３０分
会 場：表参道・新潟館 ネスパス３Ｆ
☆ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ＴＯＫＹＯ
５月３０日（水）～ ６月１日（金）１０時 ～ １８時（最終日１６時３０分まで）
会 場：東京ビッグサイト 西１・２・３・４ホール＋アトリウム
☆ ２０１８ 桐生織物 “織姫展”
６月１２日（火）１０時 ～ １７時
１３日（水） ９時 ～ １６時
会 場：綿商会館 ４Ｆ
☆ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０１９ Ａ/Ｗ
７月１０日（火）～ １２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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