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  本号の主なニュース 

１．２０１９年版中小企業白書・小規模企業白書の公表 

２．第１２７回通商問題委員会の開催 

３．令和元年度の繭及び生糸の関税割当て 

４．当会 工業会定時総会及び連合会通常総会を開催 
 

 

◇ ２０１９年版中小企業白書・小規模企業白書の公表 ◇ 

 

平成３１年４月２６日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

 中小企業庁では、「平成３０年度中小企業の動向」及び「平成３１年度中小企業施策」（中

小企業白書）、並びに「平成３０年度小規模企業の動向」及び「平成３１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２６日閣議決定されましたので公表します。 

 

２０１９年版中小企業白書・小規模企業白書の特色 

２０１９年版白書では、下記のポイントを中心に、令和時代を迎えるに当たって求められ

る、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組につい

て、豊富な事例（昨年並みの１１３の事例）を交えながら分析を行いました。 

 

２０１９年版中小企業白書のポイント 

第１部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益が昨年に引き続き過去

最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示しました。また、中小企業の財務や

開廃業、人手不足等について分析を行いました。 

http://www.kinujinsen.com/
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第２部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、新たに経営者になる者につい

て、その現状や課題などについて分析を行いました。 

１． 事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、特に引退する経営者に着目

して分析を行いました。具体的には、若い世代への事業承継が企業の業績にプラス

の影響を与えること、事業承継や経営資源の引継ぎのためには早めの準備が必要で

あることなどを明らかにしました。 

２． 起業や事業承継により、新しく経営者になる者に着目して分析しました。具体的

には、経営資源を引き継いでの起業や事業承継の際の課題や取組、売上高の成長や

雇用の拡大を志向する企業の傾向などについて示しました。 

第３部では、社会が大きく変化する中で、中小企業・小規模企業の経営者に期待される自

己変革や、周囲の関係者との関わり方の再構築について、検討材料を提供しました。また、

その典型例として、災害対策について分析を行いました。 

１．人口減少、デジタル化、グローバル化といった経済・社会構造の変化の中で、中

小企業や小規模企業の経営者がどのように行動変容すべきか、また、ステークホル

ダー（中小企業や小規模企業を取り巻く様々な関係者）との関係をどのように再構

築していくべきか、データや事例を用いてヒントを示しました。 

２．近年多発している自然災害における中小企業の被災や復旧の状況を分析し、災害

に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗や、実施に当たっての課

題などについて示しました。 

 

２０１９年版小規模企業白書のポイント 

第１部では、最近の小規模事業者の動向について、小規模事業者の経常利益が緩やかに増

加する傾向にあること等を示しました。 

第２部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、フリーランスや副業として新

たに経営者になる者について、その現状や課題などについて分析を行いました。 

１． 事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、引退する経営者に着目して

分析しました。特に、個人事業者にとっての事業承継に際しての課題について、個

人事業者と小規模法人の比較を通じて明らかにしました。 

２． フリーランスや副業として起業する際の利点や課題について分析しました。一般

的な形態で起業する場合と比較して、開業費用が低いことや、フリーランスとして

起業して従業員を雇用するに至る者や、副業として始めて本業に移行する者が、一

定数存在することを明らかにしました。 

第３部では、近年多発している自然災害における小規模事業者の被災や復旧の状況を分析

し、災害に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗、実施に当たっての課

題などについて示しました。 
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関連資料 

• ２０１９年版中小企業白書・小規模企業白書概要（PDF 形式：1,412KB）  

• ２０１９年版中小企業白書の概要（PDF 形式：178KB）  

• ２０１９年版小規模企業白書の概要（PDF 形式：166KB）  

関連リンク 

• ２０１９年版中小企業白書について  

• ２０１９年版小規模企業白書について  

担当 

中小企業庁 事業環境部 企画課調査室長 伊藤 

担当者：宇野、鹿野 

電 話：03-3501-1511（内線 5241） 

    03-3501-1764（直通） 

    03-3501-1207（FAX） 

 

 

◇ 第１２７回通商問題委員会の開催 ◇ 

  

第１２７回通商問題委員会が４月２６日（金）に開催され（１）英国のＥＵ離脱（２）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２月の現状 

円ベースでは、輸出は前年同月比１１２.２％、輸入は８８.６％と単月で輸出は増、

輸入は減である。輸出（円ベース）は２０１５年１２月以降、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、２０１８年通期では前年同期比１０１.

７％となった。その後、２０１９年１月は減少に転じたが、２月は増加となった。ま

た輸入は２０１８年通期では前年同期比で１０６.０％と増加傾向であった。そして

２０１９年も１月は増加傾向であったが、２月は一転減少に転じた。今後の動向を注

視する。 

 

項目 

２０１９年２月 ２０１９年１月～２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 70,971 643 112.2% 109.6% 127,800 1,164 102.6% 102.2% 

輸入 307,329 2,785 88.6% 86.6% 689,518 6,293 97.7% 97.5% 

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005-3.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
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  ②繊維品別輸出入実績（２０１９年１月～２月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 102.3% 繊維原料 97.4% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 89.0% 糸類（紡績糸・合繊糸） 101.8% 

  綿糸 83.6%   綿糸 99.0% 

  毛糸 127.8%   毛糸  118.4% 

  合繊糸 88.3%   合繊糸 105.0% 

織物 105.0% 織物 101.3% 

 綿織物 88.6%  綿織物 89.5% 

 毛織物 109.2%  毛織物 117.5% 

 合繊織物 111.1%  合繊織物 105.1% 

二次製品 105.8% 二次製品 97.4% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１９年１月～２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:１０２.５％、米州:１００.７％、欧州:１０９.６％、

中国:１００.７％、シェアは２６.５％（前年比▲０.５ｐｔ）と１月～２月累計で輸出

額は微増、シェアは前年同期比で微減である。 

アセアン:１０６.１％、シェアは２４.８％（前年比＋０.８ｐｔ）。 

２０１９年１月～２月累計で、前年同期比増は、台湾１１２.９％、マレーシア１

１５.６％、ベトナムが１１５.３％、カンボジア１２８.６％、ミャンマー１３５.

８％、バングラデシュ１２２.９％、ドイツ１７５.４％、大洋州１２１.１％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１１.７％（前年同期比＋１.

３ｐｔ）。 

２０１９年１月～２月累計の比較であるがカンボジア、ミャンマー、バングラデ

シュ、ドイツが大幅増である。 

 

  ②輸入（２０１９年 1月～２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:９７.３％、米州:１１１.０％、欧州:１０１.４％、 

中国:９２.１％、シェアは５４.２％（前年比▲３.４ｐｔ）と減である。 

アセアン:１０５.２％、シェアは２８.４％（前年同期比＋２.０ｐｔ）とこちらは増

である。 

２０１９年１月～２月累計で前年同期比増は韓国１０８.０％、タイ１０７.２％、

カンボジア１１８.２％、ミャンマー１２３.２％、インド１０８.８％、バングラデ

シュ１２３.１％、西アジア１１２.１％、米州１１１.０％などである。 

ベトナムのシェアは１３.０％（前年同期比＋０.６ｐｔ）と堅調である。 
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２.次回日程について 

第１２８回通商問題委員会は、６月２０日（木）１４時 ～ 

 

 

◇ 令和元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平成３１年４月１日付けで次のとおり

定められた。 

 

１．用途別の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 ４８５トン） 

（３）通関期限    令和２年３月３１日 

 

２．その他 

  その他関連事項に関しては、平成３１年度の繭及び生糸の関税割当てについて（平成

３１年３月８日付け３０国際第１２１８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/ 

 

 
◇  当会 工業会定時総会及び連合会通常総会を開催 ◇ 

 

工業会第１６７回定時総会及び連合会第６４回通常総会が、５月２１日（火）ホテルグラン

ドパレスにおいて開催され、工業会及び連合会の平成３０年度事業報告・平成３０年度収支決

算報告等が行われ何れも承認された。 

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第２３６回理事会

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/
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及び連合会第２９２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   渡 邉 隆 夫（西 陣）  理 事 長  山 本 一 人（石 川） 

副会長   山 本 一 人（石 川）  副理事長  松 本 博 之（丹 後） 

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

 〃    松 本 博 之（丹 後）    専務理事   上 野 千 秋（員 外） 

専務理事  上 野 千 秋（員 外） 

 

 

◇ 「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） 

2019/05/15掲載 

公募：令和元年度予算「創業支援等事業者補助金」（ランドブレイン株式会社） 

経済産業省では、製品安全に取り組んでいる企業を募集しています。応募企業には、専門

家が取組を評価し、自社の強み・課題の整理、課題解決に向けたアドバイスを行います。

また、受賞企業の注目度が高く、マスメディアでの紹介や新規取引先の獲得にも繋がって

います。募集期限は７月１６日（火）までです。本制度の内容については詳細を確認下さ

い。 

・実施期間：2019/05/15 － 2019/06/14 

 

2019/05/15掲載 

募集：令和元年度 製品安全対策優良企業表彰（経済産業省） 

令和元年度予算「創業支援等事業者補助金」は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支

援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援等の取り組みを

補助します。公募期限は 6 月 14 日（金）17 時必着です。公募要領等については詳細を確

認下さい。 

・実施期間：2019/05/14 － 2019/07/16 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2019/190515sogyo.htm
https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/
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2019/05/14掲載 

公募：経済産業省補助事業「第５回 飛びだせ Japan!」（経済産業省） 

中堅・中小企業がインド・アフリカ等の新興国で行う、製品・サービスの開発・現地事業

創出支援等に必要となる経費を一部補助する「第５回飛びだせ Japan!世界の成長マーケッ

トへの展開支援補助金」の公募が開始されました。公募締切：２０１９年５月３１日（金）

正午までです。公募説明会も開催されます。募集要項などは詳細からご確認ください。 

・実施期間：2019/05/08 － 2019/05/31 

 

2019/05/14掲載 

補助金：平成３０年度第二次補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」(商工会

議所地区分)（日本商工会議所） 

本事業は、小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的な発展に向けて経営計

画を作成して販路開拓等に取り組む際の経費の一部を補助するものです。申請書類一式の

送付締切：６月１２日(水) です。 

・実施期間：2019/04/25 － 2019/06/12 

 

2019/05/13掲載 

公募：２０１９年度中小機構ビジネスミッション事業 グループ提案型（中小機構） 

「ビジネスミッション事業」グループ提案型では、海外展開を志向する中小企業者等によ

り構成されるグループを対象に、特設 Web サイトを活用した外国語による海外企業への情

報発信や海外現地ミッションを通じて、海外展開のサポートを行います。採択者数：１５

グループ程度を予定、受付締切：５月３１日(金) １７ 時(必着)です。 

・実施期間：2019/05/13 － 2019/05/31 

 

2019/05/13掲載 

補助金：小規模事業者持続的発展支援事業 共同・協業販路開拓支援事業 公募 

（全国商工会連合会） 

本事業は、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が互いに足らざる経営資源を補いな

がら商品やサービスを展開していく取組を支援し、企業の商品展開力・販売力の向上を図

ることを目的としております。応募締切は６月１４日（金）１７時です。 

・実施期間：2019/05/13 － 2019/06/14 

 

2019/05/13掲載 

補助金：平成３０年度第二次補正予算事業「共同・協業販路開拓支援事業費補助金」 

（全国商工会連合会） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190508003/20190508003.html
https://h30.jizokukahojokin.info/
https://h30.jizokukahojokin.info/
http://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/frr94k000006kz8x.html
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=6720
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2019/190513hanro.htm
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本事業は、地域振興等機関(地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関)が中心的な役

割を担い、企業の商品やサービスの販路開拓に取り組むために要する経費の一部を補助す

るものです。 

・実施期間：2019/05/13 － 2019/06/14 

 

2019/05/13掲載 

平成３０年度補正予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄

の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の

推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係る

もの)」補助事業者の公募開始（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所） 

平成３０年度補正予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進

事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のう

ち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)」の補助事業者

の募集を行います。 募集期限は６月２８日（金）までです。募集要項等は詳細を確認くだ

さい。 

・実施期間：2019/05/10 － 2019/06/28 

 

2019/05/13掲載 

補助金：平成３１年度「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」 

（全国中小企業団体中央会） 

「本事業は、中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上や地域経済への

波及効果拡大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

の設備投資等を支援するものです。（１者のみの応募はできません。）応募締切：６月２４

日(月)[当日消印有効]までです。 

・実施期間：2019/04/23 － 2019/06/24 

 

2019/05/09掲載 

小規模企業者等設備貸与事業（全国中小企業振興機関協会） 

小規模企業者等の創業又は経営の革新に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、

小規模企業者等設備貸与事業が設けられており、割賦販売及びリースの二つの形態による

事業を各道府県の機関において実施しています。事業を実施している道府県内に所在する

小規模企業者等の方が利用することができます。事業の概要や実施機関等は詳細を確認く

ださい。 

 

2019/05/08掲載 

助成金：中小企業退職金共済制度（中退共）（中小企業退職金共済事業本部） 

https://www.nttdata-strategy.com/h30chusho-bcp/kobo.html
https://www.nttdata-strategy.com/h30chusho-bcp/kobo.html
https://www.nttdata-strategy.com/h30chusho-bcp/kobo.html
https://www.nttdata-strategy.com/h30chusho-bcp/kobo.html
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/mhr_koubo31fy.html
http://www.zenkyo.or.jp/funds/pdf/outline.pdf
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/cyuutaikyou.html
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中退共制度は、昭和３４年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金

共済法」に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用

になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。制度

の概要、申込方法等については詳細を確認下さい。 

・実施期間：2019/05/07 － 

 

2019/04/26掲載 

クールジャパンプロデュース支援事業公募開始（経済産業省、株式会社 JTB） 

「日本らしい」魅力ある商材やサービスをお取扱いの事業者様に対し、地域の消費拡大に

向けて、訪日外国人向けの需要の獲得、海外市場への販路拡大を支援いたします。応募期

限は５月７日（火）～ ６月７日（金）までです。 

本事業に関する公募説明会を全国５か所で実施しますので、事業の詳細を知りたい方は、

是非ご参加ください。公募説明会の開催会場や日時、また支援事業に関する概要等は詳細

を確認ください。 

・実施期間：2019/05/07 － 2019/06/07 

 

2019/04/25掲載 

公募：小規模事業者持続化補助金事業（日本商工会議所） 

本事業は、小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的な発展に向けて経営計

画を作成して販路開拓等に取り組む際の経費の一部を補助するものです。対象者は商工会

議所地区で事業を営む小規模事業者。公募期限は６月１２日(水)です。 

・実施期間：2019/04/25 － 2019/06/12 

 

2019/04/23掲載 

平成３１年度当初予算「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の公募

開始（中小企業庁） 

複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間で連携して行う新たな付加価値の創造や生産

性の向上を図るプロジェクトを支援します。（１者のみの応募はできません。）「企業間デー

タ活用型」と「地域経済牽引型」の２つの事業類型があります。公募期間は４月２３日(火)

～６月２４日(月)【当日消印有効】です。公募要領等は、詳細ページのリンク先から確認

ください。 

・実施期間：2019/04/23 － 2019/06/24 

 

2019/04/22掲載 

発明研究奨励金 交付申請の受付（公益財団法人 日本発明振興協会） 

https://brandlandjapan.com/public_offering/
https://h30.jizokukahojokin.info/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2019/190423mono.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2019/190423mono.htm
http://jsai.org/Shoureikin/index.html
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中小企業や個人が発明考案を実用化する際に資金面で支援し、優れた発明を世に送り出し、

産業の発展に寄与するため「発明研究奨励金交付事業を行っています。中小企業や個人の

発明考案の試験研究で、①特許・実用新案として登録済みのもの②特許・実用新案を出願

して公開され、審査請求済みのものであって、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。募集期間は５月１日（水）～７月３１日（水）までです。 

・実施期間：2019/05/01 － 2019/07/31 

 

2019/04/15掲載 

平成３１年度募集～地域雇用活性化推進事業の実施地域（厚生労働省） 

我が国の雇用情勢を見ると、地域によっては改善のテンポが遅く、様々な地域課題が存在

しています。このため、地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から選抜し、当該協

議会に対しその事業の実施を委託する地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集を行い

ます。企画書の提出期間は６月７日（金）まで、提出先は応募地域を管轄する労働局です。

対象地域や募集要項は詳細を確認下さい。 

・実施期間：2019/04/15 － 2019/06/07 

 

2019/04/12掲載 

平成３０年度第２次補正予算事業承継補助金の公募（中小企業庁） 

事業承継、事業再編・事業統合をきっかけとした、中小企業者等による経営革新や事業転

換への挑戦を応援するため、「事業承継補助金」を実施します。公募期間は４月１２日（金）

～５月３１日（金）です。全国で説明会を実施します。説明会の日程や補助対象者等は詳

細を確認下さい。 

・実施期間：2019/04/12 － 2019/05/31 

 

2019/04/10掲載 

第５３回「グッドカンパニー大賞」候補企業の推薦受付開始(２０１９年度) 

（中小企業研究センター） 

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５３回グッドカンパニー大賞の募集を２０１９年４月１日から開始しました。 文部科

学省、全国の経済産業局または沖縄総合事務局経済産業部、商工会議所連合会・商工会議

所、商工会連合会・商工会、東京・名古屋・大阪中小企業投資育成株式会社のいずれかの

推薦を受けることが必要です。募集期限は６月２０日（木）までです。 

・実施期間：2019/04/01 － 2019/06/20 

 

2019/04/09掲載 

募集：２０１９年省エネ大賞（省エネルギーセンター） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04200.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2019/190412shoukei.htm
http://www.chukiken.or.jp/
https://www.eccj.or.jp/bigaward/start19/index.html
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「省エネ大賞」は、省エネルギー意識、活動および取組みの浸透、省エネルギー製品等の

普及促進に寄与することを目的として、平成２３年より経済産業省の後援を受けて、省エ

ネルギーセンターが主催しているものです。本年度より、省エネルギー事例部門に小集団

活動分野を新たに設けます。応募様式を簡素化し、現場での幅広い事例を募集します。 募

集期限は６月２０日（木）までです。 

・実施期間：2019/04/05 － 2019/06/20 

 

2019/04/04掲載 

２０１９年度「ジャパン・モール」事業参加者募集（ジェトロ） 

海外における EC 市場拡大及び TPP１１や日 EU・EPA 発効を踏まえ、日本商品の海外 EC

サイトを通じた販売促進を目的とする「JAPAN MALL 事業」の対象国・連携先を拡大し、

食品、化粧品、日用品、生活雑貨などの海外向け輸出拡大に取り組みます。海外 EC サイ

トを通じた販路拡大にご関心のある皆様のお申し込みをお待ちしています。 

 

2019/04/02掲載 

平成３１年度中小企業連携組織対策推進事業「中小企業組合等課題対応支援事業」

の公募を開始（全国中小企業団体中央会） 

中小企業が単独では解決が難しいブランド化戦略、既存事業分野の活力低下、技術・技能

の承継の困難化、環境問題等の問題に対し、中小企業組合等で連携して取り組む事業の調

査やその実現化について、全国中央会が補助を行います。 

第１次募集：４月１日（月）～５月７日（火）、第２次募集：５月８日（水）～７月１日（月） 

・実施期間：2019/04/11 － 2019/07/01 

 

2019/04/02掲載 

特許料等の減免制度（特許庁） 

中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料（第１年分から第１０年分）につい

て、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。審査請求日によって適用される減

免制度（減免を受けるための要件、手続等）が異なりますので、審査請求日をご確認の上、該

当する減免制度のページを御覧ください。 

 

2019/04/01掲載 

２０１９年度 中小企業組合等課題対応支援事業（展示会等出展・開催事業を含む）

（全国中小企業団体中央会） 

本事業では、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：2019/04/01 － 2019/07/01 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2019/190401kumiai.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2019/190401kumiai.htm
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/entry2019/2019kadaitaiou_p1.html
https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/entry2019/2019kadaitaiou_p1.html
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2019/03/29掲載 

中小企業技術革新制度（SBIR）～平成３０年度補正予算及び平成３１年度当初予算

特定補助金等に指定予定の事業の事前予告～（中小企業庁） 

中小企業技術革新制度（SBIR）は中小企業者による研究開発とその成果の事業化を一貫し

て支援する制度です。具体的には、研究開発のための補助金・委託費等を「特定補助金等」

として指定し、当該「特定補助金等」を受けて研究開発を行った中小企業者は、日本政策

金融公庫による特別貸付など、様々な事業化支援策を活用できます。 

 

2019/03/19掲載 

第１６回／２０１９年“超”モノづくり部品大賞 

（モノづくり日本会議、日刊工業新聞社） 

日本のモノづくりの競争力向上を支援するため、産業・社会の発展に貢献する「縁の下の

力持ち」的存在の部品・部材を対象に実施します。表彰対象は「機械・ロボット」「電気・

電子」「モビリティー関連」「環境・資源・エネルギー関連」「健康福祉・バイオ・医療機器」

「生活関連」の６分野です。日本のモノづくりに寄与する卓越した部品・部材を広く募集

します。 

・実施期間： － 2019/06/28 

 

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 

 

2019/02/12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 

 

2019/01/22掲載 

軽減税率対策補助金（中小企業庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2019/190329sbir.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2019/190329sbir.htm
https://award.cho-monodzukuri.jp/
https://www.chukiken.or.jp/
http://www.3r-suishinkyogikai.jp/poster/contest/
http://www.kzt-hojo.jp/
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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 

 

 

動 向  

 

５月１３日 繊維評価技術協議会 監査会 

５月１４日 当会 工業会監査会 

５月１４日 当会 正副会長・正副理事長会議 

５月１５日 当会 連合会監査会 

５月２０日 当会 正副会長・正副理事長会議 

５月２０日 当会 顧問・正副会長・正副理事長懇談会 

５月２１日 当会 工業会理事会・定時総会 

５月２１日 当会 連合会理事会・定時総会 

５月２１日 当会 工業会新理事会・連合会新理事会 

５月２７日 シルクセンター国際観光貿易会館 ２０１９年度第１回定例理事会 

５月２８日 繊貿会館 第１８回理事会 

 

 

会議予定 

 

☆ 日本繊維産業連盟 サステナビリティセミナー 

６月 ６日（木）１３時３０分 ～ １６時３０分  於：ビジョンセンター八重洲南口６F 

☆ 繊維評価技術協議会 ２０１９年度第１回理事会 

６月 ６日（木）１４時 ～ １６時  於：KKR ホテル東京１１F 

☆ 東京織物健康保険組合 ２０１９年度算定事務講習会 

６月１１日（火）１２時３０分 ～ １５時３０分 於：日本橋公会堂４F 

☆ 繊貿会館 第１０回評議員会 

６月１２日（水）１６時 ～  於：熱海 三平荘 
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☆ 日本アパレル･ファッション産業協会 第３７期定時社員総会・懇親パーティー 

６月１３日（木）１８時 ～ 於：東京ミッドタウン B１F ホール A 

☆ ケケン試験認証センター 理事会 

６月１７日（月）１４時 ～ 於：KKR ホテル東京１１F 

☆ 日本繊維産業連盟 第１２８回通商問題委員会 

６月２０日（木）１４時 ～ １６時 於：繊維会館 

☆ ケケン試験認証センター 理事会 

６月２１日（金）１４時 ～ 於: KKR ホテル東京１１F 

☆ 全国中小企業団体中央会 第２３３回理事会 

６月２８日（金）１２時 ～ １３時５０分 於：ANA インターコンチネンタル東京 B１F 

 

 

イベント 

 

☆ ２０１９ 桐生織物“織姫展”  

６月１１日（火）１０時 ～ １７時 

５月 １２日（水） ９時 ～ １６時 

会 場：綿商会館４Ｆ 

 

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

７月 ９日（火）～ １１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 

 

☆ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ＴＯＫＹＯ ２０１９ 

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 

 

☆ 桐生テキスタイルコレクション ２０２０ 

１０月 ３日（木）１０時 ～ １８時 

５月  ４日（金）１０時 ～ １７時 

会 場：青山 ＴＥＰＩＡ３Ｆ 

 

☆ 桐生服飾工芸展 

１０月 ７日（月）～ １２日（土）１１時 ～ １８時（最終日１７時まで） 

会 場：銀座 ぐんまちゃん家多目的ホール 

 



 １５ 

☆ ２０１９ 桐生織物“織姫展” 

１０月 ８日（火）１０時 ～ １７時 

５月   ９日（水） ９時 ～ １６時 

会 場：綿商会館４Ｆ 

 

☆ Ｔｈｅ ３７ｔｈ ＪＡＰＡＮＴＥＸ ２０２０ 

１１月１３日（水）～ １５日（金）１０時 ～ １７時  

会 場：東京ビッグサイト 南１・２ホール 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０２０ 

１１月１９日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月２０日（水）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホールＥ１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２０ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１１月１９日（火）１０時 ～ １８時３０分  

７月２０日（水）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホールＥ２ 

 

☆ ＩＦＦＴ ｉｎｔｅｒｉｏｒｌｉｆｅｓｔｙｌｅ living 

１１月２０日（水）～ ２２日（金）１０時 ～ １８時（最終日は１７時まで） 

会 場：東京ビッグサイト 南ホール 

 

☆ ２０２０ 桐生織物“織姫展”  

１２月 ４日（水） ９時 ～ １７時 

５月  ５日（木） ９時 ～ １５時 

会 場：彩麗館（京都 丸池藤井ビル３Ｆ） 
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