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◇ 「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」の閣議決定

◇

平成３１年２月１５日
経 済 産 業 省
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する
法律案」（中小企業強靱化法案）が閣議決定されました。
１. 本法律案の趣旨
自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、多くの中小企業は、事業活動の継
続が危ぶまれています。こうした状況を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資す
るため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改
正する法律案」（中小企業強靱化法案）により必要な措置を講じます。

２．本法律案の概要
本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。
（１）中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化
①事業継続力強化に関する「基本方針」の策定
中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者（サプライチェーンの
親事業者、金融機関、保険会社、地方自治体、商工団体等を想定）に期待される協
力を規定した基本方針を策定します。

１

②中小企業の事業継続力強化に関する計画を認定し、支援措置を講ずる
中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う
「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度を創設し、認定事業者
に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇、補助金の優
先採択等の支援措置を講じます。
③商工会・商工会議所による小規模事業者の事業継続力強化の支援
商工会又は商工会議所が市町村（特別区含む）と共同して行う、小規模事業者の事
業継続力強化に係る支援事業（普及啓発、指導助言、復旧支援等）に関する計画を
都道府県が認定する制度を創設します。これらに要する経費について地方交付税措
置を講ずることとしており、地方における小規模事業者支援を推進します。
（２）中小企業の経営の承継の円滑化
個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を１００％
納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成３１年度税制改正大綱に盛り込
まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法
特例の対象を個人事業者に拡大します。
（３）その他（関係者の関与による基盤強化等）
一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材（プログラマー・エンジニア、弁
護士・税理士・会計士等）を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設
し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援（ストックオプション税制の対象
に、計画に従って活用する社外高度人材を追加）を講じます。
小規模事業者の経営発達に係る支援事業について、商工会・商工会議所と市町村（特
別区含む）が共同で計画を作成するとともに、認定の際に都道府県知事の意見を聴
くものとします。また、これらに関する情報提供、相談対応等を、新たに（独）中
小機構の業務に追加するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正
します。
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中小企業庁 事業環境部企画課長 田上
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電

話：０３－３５０１－１５１１(内線 ５２３１)
０３－３５０１－１７６５(直通)

２

◇ 第１２６回通商問題委員会の開催 ◇
第１２６回通商問題委員会が２月２７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（３）ＯＥＣＤＦorum 報告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１２月の現状
円ベースでは、輸出は前年同月比９７.４％、輸入は９９.３％と単月で輸出は減、輸
入は微減である。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、１月～１２月通期
では前年同期比１０１.７％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、２０１７年
と同じ動きであった。２０１８年に入り、１月～１２月通期では前年同期比で１０６.
０％と増加傾向である。
項目

金

２０１８年１２月

２０１８年１月～１２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

85,638

761

97.4%

97.8%

901,179

輸入

331,676

2,950

99.3%

99.7%

4,351,796

額

前年同期比

（百万＄）

円ベース

＄ベース

8,163

101.7%

103.3%

39,375

106.0%

107.5%

②繊維品別輸出入実績（２０１８年１月～１２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）
100.6% 繊維原料

109.6%

100.4%

105.1%

糸類（紡績糸・合繊糸）

綿糸

93.6%

綿糸

100.5%

毛糸

132.8%

毛糸

114.2%

合繊糸

107.5%

合繊糸
織物

99.7%
98.5% 織物

104.6%

綿織物

90.6%

綿織物

100.5%

毛織物

105.7%

毛織物

109.5%

合繊織物

100.4%

合繊織物

106.3%

二次製品

104.7% 二次製品

（２）各国・地域別輸出入の動向
①輸出（２０１８年１月～１２月累計 前年同期比（円ベース））

３

106.0%

東南アジア（中国含む）:１０１.６％、米州:１０５.８％、欧州:１０５.８％、中
国:９９.３％、シェアは３０.０％（前年同期比▲０.７ｐｔ）と１月～１２月の平均で
は輸出額は前年同期比微減でシェアは若干の減である。
アセアン:１０５.０％、シェアは２５.６％（前年同期比＋０.８ｐｔ）。
１月～１２月累計で、前年同期比増は、インドネシア１０７.０％、ベトナムが１０
７.２％、ミャンマー１１７.９％、インド１１１.２％、パキスタン１２８.４％、
バングラデシュ１１４.３％、イギリス１０５.５％、ドイツ１０８.３％、イタリア
１１１.５％、米州１０５.８％、アフリカ１１７.６％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１２.４％（前年同期比＋０.７
ｐｔ）。バングラデシュが前年同期に激減したが、今１月～１２月は１１４.３％と好
調である。
②輸入（２０１８年 1 月～１２月累計・前年同期比（円ベース））
東南アジア（中国含む）:１０５.８％、米州:１０４.４％、欧州:１０９.９％、中
国:１００.７％、シェアは５７.２％（前年同期比▲３.０ｐｔ）へ。
アセアン:１１６.２％。シェアは２６.５％（前年同期比＋２.３ｐｔ）と堅調である。
前年同期比増は、韓国１０５.９％、タイ１０４.９％、インドネシア１０８.８％、
マレーシア１１１.０％、ベトナム１１９.３％、カンボジア１２７.６％、ミャンマ
ー１３５.１％、インド１０７.４％、パキスタン１１６.９％、バングラデシュ１２
８.８％、イギリス１０９.６％、フランス１０５.５％、イタリア１１０.１％、米
州１０４.４％などである。
ベトナムのシェアは１２.４％（前年同期比＋１.４ｐｔ）と堅調である。
２.次回日程について
第１２７回通商問題委員会は、４月２６日（金）１０時３０分 ～

◇ 平成３１年度生糸の関税割当制度の申請手続き ◇
本会は、平成３１年度生糸の関税割当制度の申請受付を開始しました。
平成３１年度（平成３１年４月から平成３２年３月まで）に生糸の輸入を希望する本会の
会員等（絹織物産地組合並びに絹織物業者）は、関税割当申請書類を作成の上、平成３１
年４月４日（木）までに本会宛にご提出ください。
申請総量については、生産計画に基づいた輸入必要量を申請することになりますが、申
請総量が輸入枠を超えた場合は、農林水産省による調整（申請者毎に昨年の輸入実績を勘
案した申請数量の調整）がありますので、ご承知おきください。

４

なお、本申請手続きのご案内は、前年度に申請手続きをされた組合に対して行っており
ますが（平成３１年３月５日付け３１絹人繊工連発第１０号）、新規に申請される場合に
は、本会にお問い合わせください。

◇ 「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）
2019/03/18 掲載

第５３回（２０１９年度）グッドカンパニー大賞 候補企業の推薦
（中小企業研究センター）
グッドカンパニー大賞は全国の中小企業の中から経済的・社会的に優れた成果をあげてい
る企業を選んで贈られる我が国で最も歴史と実績のある中小企業のための賞です。
・実施期間：2019/04/01 － 2019/06/20
2019/02/26 掲載

小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（全国商工会連合会、日本商工会議
所）
本事業は、各地の商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者等と協力して、特産品開発
や観光開発及び地元自治体等と一体になって取り組む地域の課題解決に資する事業（コミ
ュニティビジネス等）などのプロジェクトを支援するものです。
・実施期間：2019/02/20 － 2019/03/28
2019/02/19 掲載

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（全国中小企業団体中央会）
平成３０年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募を開始し
ます。この事業は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的な
サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
・実施期間：2019/02/18 － 2019/05/08

５

2019/02/15 掲載

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）
（経済産業省）
地域経済牽引事業計画の実施に必要な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ことを目的とします。
・実施期間：2019/02/15 － 2019/04/01
2019/02/13 掲載

平成３１年度リサイクル技術開発本多賞（第２４回）（産業環境管理協会）
３R 関連開発に従事する研究者・技術者等へ提供し、研究および技術開発を奨励する制度
です。3R に関する技術の発展に貢献する報文等を発表した個人、グループを表彰します。
・実施期間：2019/01/10 － 2019/05/27
2019/02/13 掲載

平成３１年度 資源循環技術・システム表彰（第４５回）（産業環境管理協会）
廃棄物の発生抑制（リデュース）
、使用済み物品の再使用（リユース）
、及び再生資源の有
効利用（リサイクル）に寄与し、高度な技術又は先進的なシステムの特徴を有する優れた
事業や取り組みを行っている企業・事業団体を募集します。
・実施期間： － 2019/04/15
2019/02/12 掲載

３R 推進ポスターデザインコンテスト
（リデュース・リユース・リサイクル推進協議会（３R 推進協議会））
工場、工事現場、オフィス、店舗などのビジネス現場や公共の場において、事業者に 3R（リ
デュース・リユース・リサイクル）活動の推進を促すためのポスターのデザインを募集し
ます。
・実施期間：2019/02/01 － 2019/06/07
2019/02/08 掲載

第１８回 女性起業家大賞（全国商工会議所女性会連合会）
創業期（創業から１０年未満）の女性経営者で、日々、経営革新・創意工夫に
果敢に取り組み、他の女性経営者の範となる企業経営・事業展開・事業発展等に実績を挙
げている方を対象に募集を行います。
・実施期間： － 2019/03/29

６

2019/02/06 掲載

２０１９年度「地方発明表彰」（発明協会）
地方発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の
振興に寄与することを目的として大正１０年に開始されたものです。全国を８地方に分け、
北海道地方発明表彰、東北地方発明表彰、関東地方発明表彰、中部地方発明表彰、近畿地
方発明表彰、中国地方発明表彰、四国地方発明表彰及び九州地方発明表彰を実施し、各地
方において優秀な発明、考案、又は意匠を完成された方々、発明等の実施化に尽力された
方々、発明等の指導、育成、奨励に貢献された方々の功績を称え顕彰するものです。
・実施期間：2019/02/01 － 2019/03/29
2019/01/28 掲載

平成３１年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）（中小企業庁）
中小企業・小規模事業者による情報処理、精密加工等のものづくり基盤技術の向上を図る
ことを目的として、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等と連携して行う、研究開発
や試作品開発、その成果の販路開拓に係る取組等を一貫して支援します。
・実施期間：2019/01/28 － 2019/04/24
2019/01/23 掲載

３R 推進功労者等表彰（リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰）
（リデュース・リユース・リサイクル推進協議会）
本表彰は平成４年度よりスタートし、リデュース（発生抑制）
・リユース（再使用）
・リサ
イクル（再資源化）３R を率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙げて
いる者を表彰することによりこれらの活動を奨励し、もって循環型社会の形成推進を図る
ことを目的としています。
・実施期間：2019/01/21 － 2019/04/19
2019/01/22 掲載

軽減税率対策補助金（中小企業庁）
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助すること
により、導入等の準備が円滑に進むように支援する制度です。
「所得税法等の一部を改正す
る法律」の成立日（２０１６年３月２９日）から２０１９年９月３０日までに導入または
改修等が完了したものが支援対象となります。また、A 型および B－２型の申請受付期限
は２０１９年１２月１６日（事後申請）です。B－１型は２０１９年９月３０日までに事業
を完了することを前提に、２０１９年６月２８日までに交付申請を行ってください。
・実施期間： － 2019/12/16

７

2018/12/13 掲載

卓越した技能者（現代の名工）の表彰（厚生労働省）
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もっ
て技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希
望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的としています。
２０１９年度について、被表彰候補者の推薦受付を開始します。
・実施期間：2019/02/01 － 2019/03/29
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

動

向

２月２７日

日本繊維産業連盟 第１２６回通商問題委員会

３月

日本繊維産業会議 拡大常任委員会

１日

３月１４日 全国中小企業団体中央会 第２３２回理事会
３月２０日 ケケン試験認証センター 第３回理事会
３月２２日 当会 平成３１年度助成金等審査会
３月２６日 シルクセンター国際観光貿易会館 ２０１８年度第２回定例理事会
３月２７日

繊維評価技術協議会 理事会

３月２８日

繊貿会館 第１７回理事会

会議予定
☆ 第６３回新作博多織展 審査会
４月

２日（火）１３時 ～ １５時 於：日本橋三越本店本館７Ｆ特別食堂

☆ 当会 正副会長・正副理事長会議
４月１２日（金）１２時 ～ 於：日絹会館

８

☆ 経済産業省 第７回繊維産業技能実習事業協議会
４月２５日（木）１５時 ～ １７時 於：経済産業省内 会議室
☆ 日本繊維産業連盟 第１２７回通商問題委員会
４月２６日（金）１０時３０分 ～ 於：繊維会館

イベント
☆ 第６３回新作博多織展
４月
会

３日（水）～ ９日（火）１０時 ～ １９時
場：日本橋三越本店本館４F

☆ パンテキスタイルフェアＴＯＫＹＯ ２０１９
４月

３日（水）１０時 ～ １７時３０分

４月

４日（木）１０時 ～ １７時

会

場：青山 ＴＥＰＩＡ ３Ｆ

☆ 十日町きものフェスタ２０１９
４月

８日（月）～ １２日（金）審査会 ９時 ～ １７時（最終日１５時まで）
１３日（土）一般公開 ９時 ～ １５時

会

場：十日町地域地場産業振興センター

☆ KAWAMATA SILK FESTIVAL ２０１９
４月２７日（土）～ ５月５日（日）１０時 ～ １６時３０分
会

場：かわまたおりもの展示館 からりこ館

☆ 米沢テキスタイルコレクション ２０２０/ＳＳ
５月

９日（木）１０時 ～ １８時

５月１０日（金）１０時 ～ １７時
会

場：東京交通会館 ３Ｆ グリーンルーム

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２０ Spring/Summer
５月２１日（火）～ ２２日（水）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

９

☆ ＴＯＣＨＩＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ’２０ S/S ORINAS EXPO
５月２２日（水）１０時３０分 ～ １８時
２３日（木）１０時３０分 ～ １６時３０分
会

場：表参道・新潟館 ネスパス３Ｆ

☆ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０２０ Ａ/Ｗ
７月
会

９日（火）～ １１日（木）９時 ～ １８時３０分
場：イタリア ミラノ ロー フィエラ ミラノ

☆ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ＴＯＫＹＯ２０１９
７月１７日（水）～ １９日（金）１０時 ～ １８時（最終日１７時まで）
会

場：東京ビッグサイト

西１・２・３・４ホール＋アトリウム

１０

