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  本号の主なニュース 

１．「外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を決定 

２．セーフティネット保証５号の対象となる指定業種 

３．当会のＪＦＷ-ＪＣ２０１９出展公募結果 

４．繊維ファッション SCM 推進協議会 平成３０年度第 1回取引改革委員会の開催 

 

 

◇ 「外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を決定◇ 

 

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ９ 日 

繊維産業技能実習事業協議会 

 

 繊維産業技能実習事業協議会は本日、「外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を

決定したので公表します。 

 

1．背景 

・繊維産業において、外国人技能実習生に関する法令違反が多く指摘されています。 

・こうした状況を踏まえ、技能実習制度の主務官庁（法務省及び厚生労働省）の協力を

得て、経済産業省では、繊維産業を所管する立場から、「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）」第５４条第１項に

基づき、本年３月に関係業界団体等を構成員とする繊維産業技能実習事業協議会を設

置し、本日まで４回にわたって、繊維業界としての取組を議論してきました。 

2．概要 

・これまでの会合の議論を踏まえ、本日、「繊維産業における外国人技能実習の適正な実

施等のための取組」を決定しました。 

http://www.kinujinsen.com/
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・本決定を踏まえ、主務官庁による適切な法執行等に加え、繊維業界としても、技能実

習に係る法令遵守等の徹底、取引適正化の推進、発注企業のサプライチェーン全体に

おける法令遵守等に係る社会的責任、業界団体における態勢等の整備の取組を進めて

いきます。 

関連資料 

繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組について（PDF形式：

376KB）  

繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組（概要）（PDF形式：

585KB）  

【担当】 

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） 

０３-３５０１-０３１６（FAX） 

 

 

◇ 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２四半期） 

 

 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２四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％ 

  保 証 料 率 ： ０.７～１.０％（保証協会所定の料率） 

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-2.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-2.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180619003/20180619003-2.pdf


 ３ 

   別紙１：セーフティネット保証５号の概要 

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180620002/20180620002-1.pdf 

 

２．平成３０年度第２四半期の指定業種 

 

   別紙２：セーフティネット保証５号の指定業種 

（平成３０年７月１日～平成３０年９月３０日） 
   http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180620002/20180620002-2.pdf 

 

 

◇ 当会のＪＦＷ-ＪＣ２０１９出展公募結果 ◇ 

 

全国の繊維産地・企業が一堂に集結する国内唯一の繊維総合見本市である「ＪＦＷ－

ＪＣ２０１９」が、１１月２１日（水）～２２日（木）に有楽町の東京国際フォーラム

で開催される。東京国際フォーラムを会場に、テキスタイル・ビジネス商談会「ＰＴ

Ｊ」を併催して、相乗効果による多くの来場者を見込む。  

当会では、絹・合繊織物の普及を目的とした「展示会出展支援事業」として、「ＪＦＷ

－ＪＣ２０１９」に展示スペースを確保し、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、出展希望者を当会ホームページにより広く募集を行

なった。その結果、参加希望組合・企業数は、ここ数年増加を遂げ、本年は１７産地組

合・８８企業に対して出展支援することとなった。  

また、これに先立ち７月２７日(金)に日絹会館において、出展者説明会を行う。 

 

 

◇ 繊維ファッション SCM 推進協議会 平成３０年度第 1回取引改革委員会の開催 ◇ 

 

繊維ファッションSCM推進協議会第１回取引改革委員会が東京・有明のTFTビルで ６

月２９日（金）に開催され、１．講義「SOCIETY ５．０を実現する CSR」（委員長 細野

助博） ２．本年度の委員会（業界団体）活動 産地の傘下企業における取引ガイドライン

の啓蒙、取引ガイドライン第三版改訂の活用、取引適正化推進のための説明会アンケート

報告 ３．経済産業省からの連絡・報告 ４．事務局からの報告 ５．その他など、講義と

議事が行われた。 

会議要旨は以下の通り。 

 取引改革委員会細野委員長（中央大学大学院教授）は、経団連の企業行動憲章では

「Society ５．０ の実現を通じた SDGs(持続可能な開発目標)の達成を企業行動憲章の柱

とする」と明記され、CSR を超えた世界課題への取り組みが、企業の行動規範となること
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が打ち出されていることから、企業の社会的責任について講義をした。「従来からの CSR

は金銭的支援や社員をボランティアに参加させるなど外向き CSR であることが多かった。

それも大事なことではあるが、これからの CSR は組織の持続可能性の手段である。法令順

守を超えた社会良識の範囲での活動、持続可能な社会の創造に向けた活動が求められてい

る」と提言された。また、サプライチェーンの中での CSR の取り組み例として、「対象取

引先が遵守すべき基準が複数存在し、取引先への負荷が発生している。業界内での統一し

た基準を設けて取引先への負荷を軽減する」「価格や品質といった目に見える観点での評

価とは別に、人権の尊重や環境配慮等は測定が難しく、具体化して評価する」「国内のみ

ならず海外においても労働者の人権や安全衛生、環境への取り組みが確実に展開できてい

ることを常に検証する仕組みの導入」などが報告された。 

 事務局からの報告では、昨年８月から３月までに、全国にて適正取引説明会を３３回実

施した。参加者約７８０名のうち７割の参加者が「『自主行動計画』『取引ガイドライン』

を初めて知った」と回答があったことを踏まえ、産地の中小零細業者への周知徹底のため

の取組手段として、どのような方法があるのかを討議した。「組合団体の総会や会合開催

を活用して、執行部及び事務局メンバーが十分に理解・知識を深めることが重要である」

「組合事務局と連携し、説明会を継続して開催することが望ましい」などの発言があった。

「産地企業からは『取引先の中に歩引き・サイトの長い手形などが存在する』との声もあ

る。 

『取引ガイドライン』を川下の業界に周知徹底させ、川中業界・川上業界に浸透していく

方向に向かってほしい」との意見もあった。 

 繊維業界全体で取り組むべき姿勢の「自主行動計画」や「取引ガイドライン」を広める

ためにも、各団体の HP 等への掲載のお願いが協議会よりあった。また、１１月に完成を

予定している取引ガイドライン第三版の周知方法についても、説明とお願いをした。 

 

 

◇ 経済産業省人事異動 ◇ 

 

○ ７月１７日付 

 

（新）                （旧）     

杉山 真 様             

財務省大臣官房付                製造産業局生活製品課長        

 

杉浦 宏美 様             

製造産業局生活製品課長         製造産業局生活製品課企画官 

                    （技術・国際担当） 
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矢野 剛史 様             

製造産業局車両室企画官         製造産業局生活製品課企画官 

（事業環境整備担当）         （事業環境整備担当） 

 

 

◇ 「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） 

2018/07/06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。 

 

2018/07/04掲載 

平成２９年度補正予算「事業承継補助金（事業再編・事業統合支援型)および、

（後継者承継支援型～経営者交代タイプ～（２次公募））」を開始します 

（中小企業庁） 

平成２９年度補正予算「事業承継補助金」の公募を開始します。事業再編、事業統合を契

機として経営革新等や事業転換における新たな取組に要する経費の一部を補助する「事業

再編・事業統合支援型」と、事業承継を契機として経営革新や事業転換等の新たな取組に

要する経費の一部を補助する「後継者承継支援型（経営者交代タイプ／２次公募）」があ

ります。 

・実施期間：2018/07/03 － 2018/08/17 

 

2018/07/02掲載 

第９回「キャリア教育アワード」及び第８回「キャリア教育推進連携表彰」を実

施します（経済産業省） 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180703shoukei.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180703shoukei.htm
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180702005/20180702005.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180702005/20180702005.html
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子どもや若者たちに対して、仕事のやりがいや学校での学びと実社会とのつながりを伝え

る「キャリア教育」に取り組む企業等の活動を表彰する「キャリア教育アワード」と、教

育関係者と地域・社会や産業界の関係者とが連携・協働して取り組む「キャリア教育」の

先進事例を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を実施します。 

・実施期間：2018/07/02 － 2018/10/19 

 

2018/06/21掲載 

平成３０年度企業主導型保育事業の募集開始（児童育成協会） 

企業主導型保育事業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主が、自ら事業所内保

育を設置し、事業を実施する場合（新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限

る）等への助成事業です。平成３０年度募集が開始されました。 

・実施期間：2018/06/15 － 2018/07/31 

 

2018/06/20掲載 

地方拠点強化税制における雇用促進税制（厚生労働省） 

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」

の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設（整備計

画に基づき整備する本社機能を有する施設をいいます。）の雇用者を増加させた場合、１人

当たり最大９０万円の税額控除が受けられます。 

 

2018/06/19掲載 

平成３０年度予算「潜在的創業者掘り起こし事業」に係る認定創業スクールの２

次募集を開始します（中小企業庁） 

全国各地で実施される創業支援講座で一定の要件を満たすカリキュラムを「認定創業スク

ール」として認定し、創業希望者の基本的知識の習得からビジネスプランの策定まで支援

します。認定を受けることで、講座に対する信頼性の向上が見込めることや事務局のホー

ムページで募集情報を掲載することができる等のメリットがあります。 

・実施期間：2018/06/19 － 2018/07/31 

 

2018/06/14掲載 

「地方創生☆政策アイデアコンテスト２０１８」の開催について 

（経済産業省 中国経済産業局） 

自身が暮らす、または、ゆかりのある地域の現状・課題について、「地域経済分析システム

(RESAS：リーサス)」を使って分析し、その上で解決策となるような政策アイデアを募集

します。 

 

 

http://www.kigyounaihoiku.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2018/180618sogyoschool.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2018/180618sogyoschool.htm
http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/kikaku/180614.html
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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 －  

 

2018/06/08掲載 

「イクメン企業アワード２０１８」・「イクボスアワード２０１８」（厚生労働省） 

厚生労働省では、育児を積極的に行う男性＝「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得

を促進するイクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業アワード」と「イ

クボスアワード」を実施します。それに先立ち、育児と仕事の両立を推進する企業や個人

を、全国から募集します。 

・実施期間：2018/06/01 － 2018/07/27 

 

2018/06/05掲載 

「第２０回 福岡デザインアワード２０１８」（福岡県産業デザイン協議会） 

日本国内の中小企業者及び小規模企業者が製造または販売する様々な商品の中から、オリ

ジナリティと市場性を有し、デザイン性に優れた商品を表彰します。 

・実施期間：2018/05/25 － 2018/08/10 

 

2018/06/05掲載 

均等・両立推進企業表彰（厚生労働省） 

「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」又は「仕事と育児・介護との両

立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰し、

これを広く国民に周知することにより、男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて

持てる能力を発揮できる職場環境の整備の促進に資することを目的に「均等・両立推進企

業表彰」を実施しています。 

・実施期間：2018/06/04 － 2018/07/31 

 

2018/06/01掲載 

平成３０年度「手づくり郷土賞」の募集（国土交通省） 

国土交通省は、平成３０年度「手づくり郷土ふるさと賞」の募集を開始します。「手づくり

郷土ふるさと賞」は昭和６１年度に創設され、今年度で３３回目を迎える国土交通大臣表

彰です。同賞は、地域づくり活動によって地域の魅力や個性を生み出している良質な社会

資本とそれに関わった団体のご努力を表彰するものです。また、これらの好事例を広く紹

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208920.html
http://award.fida.jp/94605.html
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/award/
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000191.html
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介することで、各地で個性的で魅力ある郷土づくりに向けた取組が一層推進されることを

目指しています。 

・実施期間：2018/06/01 － 2018/08/20 

 

2018/05/15掲載 

外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業）（ジェトロ） 

中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小

企業等に対して、基礎となる出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の外国出願に

かかる費用の半額を助成します。 

・実施期間：2018/07/02 － 2018/08/03 

 

2018/05/10掲載 

「第３２回（２０１８年度）中小企業懸賞論文」の募集（商工総合研究所） 

「地域資源の活用による中小企業の発展戦略」「人手不足と中小企業の生産性向上」「中小

企業が求める金融機関による本業支援」「中小企業金融におけるリスクマネー供給と信用

保証制度」の４テーマから論文を募集します。 

・実施期間：2018/08/01 － 2018/10/15 

 

2018/05/10掲載 

発明研究奨励金交付申請の受付（日本発明振興協会） 

科学技術の振興、産業の発展に資する中小企業及び発明研究者の発明考案を奨励する目的

をもって奨励金を交付し、その発明考案の実施化を援助します。中小企業や個人の発明考

案の試験研究で、「特許・実用新案として登録済みのもの」、「特許・実用新案を出願して公

開され、審査請求済みのもの」に該当し、その実施化に助成が必要と認められるものを対

象とします。 

・実施期間：2018/05/01 － 2018/07/31 

 

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 

 

 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
http://www.shokosoken.or.jp/commendation/index.html#commendation_02
http://www.jsai.org/shoureikin30.html
http://keigen-zei.jp/
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2018/05/07掲載 

中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）（特許庁） 

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企

業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 

 

2018/04/23掲載 

中小企業研究奨励賞・懸賞論文・懸賞レポート 募集（商工総合研究所） 

２０１８年度中小企業研究奨励賞・懸賞論文・懸賞レポートの応募要項を掲載しました。 

・実施期間：2018/08/01 － 2018/10/15 

 

2018/04/23掲載 

「国際化促進インターンシップ事業」参加企業プレエントリーを開始します～海外

若手人材の活用で海外ビジネス拡大を！～（経済産業省） 

インターンの受入れにより、新たな視点によるイノベーションの創出、異文化コミュニケ

ーション経験による意識改革、社内の体制整備等の機会の創出が期待されます。平成３０

年度は受入れ人数を２２０人に拡大します。受入れ期間は３カ月程度とし、外国人学生の

渡航費用や滞在費などを支援します。４月２３日（月）より、参加企業のプレエントリー

を開始しました。 

・実施期間：2018/04/23 － 

 

 

動 向  

 

６月２５日 繊維評価技術協議会 平成３０年度社員総会、第２回理事会 

６月２６日 日本繊維産業連盟 IoT に関するセミナー 

６月２７日 中央蚕糸協会 第８１回通常総会 

６月２９日 全国中小企業団体中央会 第２３０回理事会並びに平成３０年度通常総会  

６月２９日 繊維ファッションＳＣＭ推進協議会 第１回取引改革委員会 

７月 ３日 全国中小企業団体中央会 働き方改革に関する連絡会(第６回) 

７月１０日 第２回和装(きもの文化)ユネスコ登録推進･連絡協議会 

７月１２日 日本繊維産業連盟 幹事会 

 

 

 

 

 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
http://www.shokosoken.or.jp/commendation/
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180423002/20180423002.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180423002/20180423002.html
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会議予定 

 

☆ 日本繊維産業連盟 平成３０年度第１回常任委員委員会 

７月２４日（火）１４時 ～１６時３０分 於：東海大学校友会館 

 

☆ 当会 ＪＦＷ－ＪＣ２０１９出展者説明会 

７月２７日（金）１２時 ～ １４時 於：日絹会館 

☆ 日本繊維産業連盟 第１２１回通商問題委員会 

８月 １日（水）１４時 ～ １６時 於：繊維会館７Ｆ 

 

 

イベント 

 

☆ 十日町染織創作展 

京都展 

７月２４日（火）１４時３０分 ～ １７時 

７月２５日（水）  ９時 ～ １７時 

２６日（木）  ９時 ～ １３時３０分  会 場：京都 丸池藤井ビル３Ｆ 

 

☆ 米沢織物新作求評会 

８月７日（火）～ ９日（木）１０時 ～ １７時（最終日 １６時まで） 

会 場：米沢市 ナセＢＡ よねざわ市民ギャラリー 

 

☆ 丹後織物総合展「Ｔａｎｇｏ Ｆａｂｒｉｃ Ｍａｒｃｈｅ」 

１０月３日（水）～ ４日（木）１０時 ～ １８時 

会 場：代官山 ヒルサイドテラス アネックスＡ棟 

 

☆ 米沢テキスタイルコレクション２０１９ＡＷ 

１０月１１日（木）～ １２日（金）１０時 ～ １８時（最終日 １７時まで） 

会 場：東京交通会館３Ｆ グリーンルーム 

 

☆ ２０１８丹後きものまつりｉｎ天橋立 

１０月２１日（日）１０時 ～ １５時３０分 

会 場：京都府 宮津市 文珠地区 日本三景・天橋立周辺 

http://www.tanko.or.jp/ 

 

http://www.tanko.or.jp/
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☆ 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） 

会 場：萬松山 勅賜 承天禅寺 

 

☆ 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 

７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 

７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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