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主 な 内 容
ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業公募中／小規模事業者持続化補助金スケジュー
ル／新型コロナ特例リスケジュール支援について／消費税の適格請求書等保
存方式の導入について周知依頼／２０２１年度「中小企業白書」（中小企業・小
規模企業施策）閣議決定／ＲＣＥＰ現在開催中の国会で承認／綿工連３団体監
事監査実施／綿工連産地・企業の新聞記事一覧（２０２１年４月）／特許公開情報

●ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業公募中
本事業は海外展開を見据えた新規販路開拓等の取組を中小企業者が行う場合に、その
経費の一部を補助するもの。１次公募の締切は７月１５日（木）１７：００。
〇補助金額： ５００万円以内（下限２００万円）
※原則、複数者による連携体の場合、１社ごとに５００万円嵩上げし、最大４社で２,０００
万円が上限額となる。
〇補助率： １、２年目は２/３以内、３年目は１/２以内。
３年以内に海外展開を行うことを明確に示した案件は、国内販路開拓に係る部分につ
いて補助率１/２以内で補助対象経費とする。
〇補助事業期間： 交付決定日から２０２２年３月末日まで
〇今年度事業より、
・中小企業庁が選定する「支援パートナー」の活用が必須となる。
・申請はインターネットを利用した電子申請「J グランツ」のみ受付。
〇事業の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2021/21041502Jbrand-koubo.html

●小規模事業者持続化補助金スケジュール
〇低感染リスク型ビジネス枠
小規模事業者等が、経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた「感染拡大
防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる新たなビジネスやサービ
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ス、生産プロセスの導入等について支援する事業。
対象： 小規模事業者等
補助上限額： １００万円（*）、補助率：３/４（*）
（*）補助金総額の１/４以内（最大２５万円）を感染防止対策に充当
各回の受付締切日（２０２１年３月３１日より公募開始されている）：
第１回締切： ２０２１年５月１２日（水）、 第２回締切： ２０２１年７月７日（水）
以降９月、１１月、２０２２年１月、３月と第６回まで予定されている。
申請は電子申請「J グランツ」のみ受付
本事業の概要:
http://www.jizokuka-post-corona.jp
〇通常型
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援するもの。
対象： 小規模事業者等
補助上限額： ５０万円（単独型）、共同申請は５００万円、補助率： ２/３
各回の受付締切日：
第５回： ２０２１年６月４日（金）、第６回： １０月１日（金）、第７回締切： ２０２２年２月４日（金）
申請は郵送または電子申請「Ｊグランツ」
本事業の概要:
全国商工会連合会管轄

日本商工会議所管轄

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

https://r1.jizokukahojokin.info/

●新型コロナ特例リスケジュール支援について
各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会では、２０２０年４月より、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに窮する中小企業者を支援するため窓口相談や金
融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援が開始されている。今般新型コ
ロナの影響の長期化に鑑み、ポストコロナに向けた取組を後押しするため、一部改定の上
２０２１年度以降も引き続き本支援を実施することとした。
〇本事業の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
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◎新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援パンフレット（随時更新）
http://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamhlet.pdf

〇業種別支援策リーフレット（製造業向け）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/02_seizou_flyer.pdf?0209
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●消費税の適格請求書等保存方式の導入について周知依頼
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保
存方式（インボイス制度）が導入されることとなっているが、経産省、国税庁より４月９日付文
書で繊産連を通じて関係団体にこの制度の周知依頼があった。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要に
なり、インボイスの交付を行うためには本年１０月１日に開始される税務署への「適格請求書
発行事業者」としての登録申請が必要となる。「適格請求書発行事業者」になるためには、
税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。（ただし、登録申請書の提出が
可能となるのは、令和３年１０月１日以降となる）
〇インボイス制度の概要
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を
伝えるもの。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消
費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。
＜売手側＞
売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、
インボイスを交付しなければならない。（また、交付したインボイスの写しを保存しておく
必要がある）。
＜買手側＞
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録
事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となる。
（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必
要な事項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控
除の適用を受けることもできる。
（国税庁ＨＰ） https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

●２０２１度「中小企業白書」（中小企業・小規模企業施策）閣議決定
中小企業庁は、「令和２年度中小企業の動向」及び「令和３年度中小企業施策」(中小企
業白書)、並びに「令和２年度小規模企業の動向」及び「令和３年度小規模企業施策」(小規
模企業白書)を取りまとめ、４月２３日閣議決定された。
２０２１年版白書では、新型コロナウイルス感染症が中小企業・小規模事業者に与えた影
響や、この危機を乗り越えるために重要な取組として、事業環境の変化を踏まえた事業の見
直し、デジタル化、事業承継・Ｍ＆A に関する取組等について、豊富な事例を交えながら調
査・分析を行った。
〇https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/soukai/2021/download/210315HS05.pdf
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●ＲＣＥＰ現在開催中の国会で承認
４月２８日、現在開催中の通常国会参院本会議で、日本、中国、韓国、東南アジア諸国
連合（ＡＳＥＡＮ）など１５カ国が２０２０年１１月に署名した地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）
協定が可決、承認された。１５日に衆院本会議で可決されており締結のための日本の国会
手続きは完了し、今後ＡＳＥＡＮ事務局に報告される。協定はＡＳＥＡＮのＡＳＥＡＮ１０カ国と、
それ以外の５カ国のそれぞれ過半数が締結してから６０日後に発効となる。

●綿工連３団体監事監査実施
４月２２日（木）、東京の綿工連会館において日本綿スフ織物工業組合連合会、日本綿ス
フ織物工業連合会、一般財団法人日本綿スフ機業同交会の監事会が開催された。当日は
３団体の２０２０年（令和２年）度決算関係書類、事業報告書等について監査され了承された。

●綿工連産地・企業の新聞記事一覧 （２０２１年４月）
繊維ニュース
４月 ７日 【和泉木綿マスク】 地元ＦＭで販売 小学生への寄贈も（泉州）
４月 ７日 児島ジーンズストリート 新型コロナ禍で客足戻らず 都市部の催事やネットに活路
４月 ８日 せんいのまち児島フェスティバル オンラインとリアルで開催予定 ５月１５日～３０日
４月 ９日 「倉敷帆布」 社名変更のイベント開始 ブランディング強化へ（岡山）
４月１３日 第８回綿織物産地素材展 サステ対応などに視線集まる さまざまな角度で提案
４月１３日 「岡本テキスタイル」 デジタル活用や自販事業強化 縫製の魅力広げる活動も（備中）
４月１５日 ２月の岡山県織物生産 デニム堅調も帆布・厚織は減少傾向 （岡織工組纏め
４月１６日 「岡本テキスタイル」 “土に還る”ジーンズでＣＦ 天然素材のみを使用（備中）
４月１６日 『きいボード』 「日本綿布」 １００年前の姿が鮮明に（備中）
４月１６日 「カイハラ」のサンプル生地を使い座椅子 家具屋アカトシロ （広島）
４月２１日 福山シティＦＣ マスコットキャラのジーンズ製作 福山デニムを全国でＰＲ（広島）
４月２３日 倉敷ファッションセンター 繊維マイスター認定募集を開始
４月２６日 「タケヤリ」 東京でポップアップショップ（岡山）
４月２７日 「タカヤ商事」 ワークウエア事業部 ３，４月は２桁％増収 デニム、新定番販売堅調（備中）
４月２８日 播州織産地 若手が生地や製品を開発 “産地を盛り上げたい”
４月３０日 デニムブランド ITONAMI デニム回収ＰＪ開始 織布は「篠原テキスタイル」（広島）
４月３０日 ３月の岡山県織物生産 前年同月比４割弱減 （岡織工組纏め）
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＜産地の４～６月を占う＞
４月１３日 高島

受注堅調も綿糸高騰に悲鳴

４月１５日 播州

オンラインで生地販売

４月１９日 尾州

今秋冬向けも低迷続く

４月２１日 遠州

遠州織物の知名度広がる

４月２２日 三備

回復傾向も不安定さ残る

繊 研 新 聞
４月 ２日

「高麻」 【琵琶の葦糸】販売強める 地元の企業や大学と協業（高島）

４月１４日

「タカヤ商事」 【RNA-N】 ２１年夏物 軽い素材感や自然な色合い（備中）

４月１９日

「玉木新雌」 ワゴンで全国の専門店へ 直営店の雰囲気を再現（播州）

●特許公開情報
２０２１年４月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。
特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00
[特許公開情報]

（２０２１年４月公開分）

＜４月分＞
項番

文献番号

出願人

発明の名称

1

特開 2021-049754

平岡織染(株)

産業用シート材及びその製造方法

2

特開 2021-050293

積水化学工業(株)

繊維含有樹脂体および多層管

3

特開 2021-050425

日本フエルト(株)

製紙用シームフェルト用基布及びその製造方法

4

特開 2021-050443

日本エステル(株)

5

特開 2021-050462

伊澤タオル(株)

タオル地

6

特開 2021-054182

豊田合成(株)

エアバッグ用基布

7

特開 2021-054183

豊田合成(株)

エアバッグの折畳体

8

特開 2021-055158

セーレン(株)

金属焼結部材搬送用布

9

特開 2021-055191

導電性マルチフィラメント、導電性マルチフィ
ラメントの製造方法、織編物およびブラシ

タンパク質繊維糸及び編織体、並びに、タン

(株)島精機製作所

パク質繊維糸の製造方法及び編織体の製造

Ｓｐｉｂｅｒ(株)

方法

10

特開 2021-055204

(株)川島織物セルコン

織物、及び、織物の製造方法

11

特開 2021-055207

東レ(株)

複合仮撚糸およびそれを用いた織編物
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獣毛繊維を含む繊維構造物及びその製造

12

特開 2021-055232

13

特開 2021-055233

14

特開 2021-055242

15

特開 2021-055248

16

特開 2021-059790

加茂繊維(株)

混紡糸および繊維構造物

17

特開 2021-059809

(株)川島織物セルコン

立体感を有するデザイン織物

18

特開 2021-059811

旭化成(株)

ガラスクロス、プリプレグ、及びプリント配線板

19

特開 2021-059827

(株)マルイチ

切創防止用防護素材及び切創防止具

20

特開 2021-063320

信越化学工業(株)

21

特開 2021-066984

帝人フロンティア(株)

日本毛織(株)

方法

(株)ＴＯＭＩ－ＴＥＸ

織物とそれを利用した梯子、椅子、棚、バリケ

池田

ード、脚立、テーブル、機器

順治

スターライト工業(株)

軟質金属受け用保護材

北陸ウエブ(株)

マスク用ゴム入り織物

興和(株)

シリカガラスクロス、プリプレグ、及びプリント
配線基板
織物およびインテリア用品

４月 の 行 事
４月 ２日 ………… 繊産連幹事会 《オンライン》
４月２２日 ………… 綿スフ工連／綿工連／同交会監事会（綿工連会館）
５月 以 降 の 行 事
５月１３日 ………… 第１３８回繊維通商問題委員会 《オンライン》
５月２５日 ………… 綿スフ工連／綿工連通常総会、同交会理事会・評議員会（大阪・綿業会館）
５月２５～２６日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０２２Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム）
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