
平成29年4月  
中小企業庁取引課  

（TEL:03-3501-1669）   

地域の下請等中小企業の 
取引条件改善に向けて 

地方自治体、 
支援機関等の皆様へ 

中小企業庁ホームページ  未来志向型の取引慣行に向けて 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/miraitorihiki.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/miraitorihiki.htm
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１．政府の問題意識と取組の概要 

(1)全国津々浦々まで「経済の好循環」を実現していくためには、地域における下請等の中
小企業の取引条件を改善していくことが重要です。 

(2)このため、政府においては、平成27年12月、官邸に関係府省等連絡会議を設置し、
大企業、下請企業双方に対する実態把握やヒアリングを実施しました。特に、秘密保持
をお約束した上で、三次・四次下請と言われるような地域の下請等の中小企業者を訪
問し、その実態をきめ細かくヒアリングしました。 

(3)確認された課題を踏まえて、昨年9月には対策パッケージとして「未来志向型の取引慣
行に向けて（通称：世耕プラン）」をとりまとめ、昨年12月には13年ぶりの下請法の運
用基準の改正（違反事例を倍増）、50年ぶりの手形関連通達の改正（できる限り
現金払い）など、関係法令の運用を強化しました 

(4)産業界に対しては、「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主行動計画の策定
を要請し、平成29年3月までに8業種21団体で行動計画が策定されました。 

(5)こうした取組を全国に浸透させ、地域の中小企業の取引条件の改善に繋げてまいりま
す。 

取組の詳細は、中小企業庁ホームページ 未来志向型の取引慣行に向けて 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/miraitorihiki.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/miraitorihiki.htm
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（参考）下請等中小企業ヒアリングでの声 
• お聞きした内容を、下請法の運用基準など、政府のルールづくりにも反映しています。 

Ⅰ．価格関係 
① 円高を理由にコスト削減を要求され、価格を下げたが、円安になったのに還元はない。一律一定率の
原価低減ではないが、「発注予定額の○○％でいくら」という金額として要求される。量産終了後も、
著しく少数の場合を除いて、量産時と同じ取引価格だ。 

② 親事業者（大企業）は業績好調であるが、自分達にはひたすら厳しい原価低減要請ばかり。設備
投資や技術開発はもとより、賃上げもままならない。 

③ 光熱費、原材料費などの値上げを申請すると、「他社はどこも言ってきてない」「貴社だけですよ」などと
言われる。半期に一度の価格見直しがあり、文書ではなく口頭で目標値を言われる。 

④ 価格協力を数年していないと、「いいんですね？」「上の方が不愉快に思っている」「他の会社はやって
いますよ」「発注は難しい」などと脅迫まがいの言い方をされる。 

Ⅱ．コストのしわ寄せ 
① 所有権は親事業者側だが、弊社の工場の建屋内、屋外の相当部分が金型の保管スペースとなってお
り、ラックに入りきらず、野ざらしになっているようなものも多数ある。親事業者に返却や保管料負担の話
しをするが、「待って欲しい」と言われているだけで何も対応してもらえない。 

② 弊社は金型の製造等を同業他社の中小企業に委託しているが、支払いは全て現金。しかし、製品を
納めた後、大企業からは長期手形（120日）による支払いを受け、いつも資金繰りに苦慮している。 



  
 
 

（１）親事業者による不適正な行為に対して厳正に対処し、公正な取引環境を実現する。 
（２）親事業者・下請事業者双方の「適正取引」や「付加価値向上」につながる望ましい取引慣行等を普及・定着させる。 
（３）サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善や賃上げできる環境の整備に向けた取組を図る。 

3つの重点課題 

事項 具体的な政策 

下請代金法の運用強化 
（運用基準改正） 

違反事例を追加し、違反情報の収集強化と未然防止を図る。【不適正な原価低減活動、金型の保管コス
トの押しつけ、等の違反行為事例の追加を公正取引委員会に提案】 

適正取引、付加価値向上の促進 
（振興基準改正） 
*下請中小企業振興法 

望ましい取引慣行を追記し、親事業者に要請する。（取引先の生産性向上への協力、労務費上昇分に対
する考慮、サプライチェーン全体での取引適正化、等）【年内改正】 

下請代金の支払条件の改善 
（通達、振興基準の見直し） 

下請代金の支払条件の改善を、親事業者に要請する。（現金払いの原則、割引料負担の一方的な押しつ
けの抑制、手形等の支払期間の短縮、等）【年内見直し、約50年ぶり】 

下請代金法の調査・検査 
の重点化 

原価低減・金型・手形等に重点をおいて、下請代金法の書面調査の充実、特別立入検査を実施する。
【年度内に実施】 

業種横断的なルールの明確化・厳格な運用（横軸） 

（１）下請ガイドライン策定業種のうち、まずは幅広い下請構造をもつ自動車等の業種に対して、サプライチェーン全体での
「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主的な行動計画の策定と着実な実行を要請するとともに、フォローアッ
プを行う。【年度内に策定】 

（２）業種別下請ガイドラインを改訂し、親事業者と下請事業者の連携・協力に係るベストプラクティスを追加する。【年度内
に改訂】 

  
 
 

コスト負担の適正化  
量産終了後に長期間に渡って無償で 
金型の保管を押しつけられる、等 

  
 
 

価格決定方法の適正化 
一律○％減の原価低減を要請される、 
労務費上昇分が考慮されない、等 

支払条件の改善    
手形等で支払いを受ける比率が高い、 
割引コストを負担せざるを得ない、等 

業種別の自主行動計画の策定等（縦軸） 

本来は親事業者が負担すべき費用等を下請事業者に押しつけることがないよう、徹底する。 

3つの基本方針 
２．未来志向型の取引慣行に向けて  「世耕プラン」  （平成28年9月15日発表） 



 

• 昨年12月14日、公正取引委員会は「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」（事
務総長通達）を改正し、違反行為事例を大幅に追加。 

運用基準改正のポイント 

○違反行為事例の追加 

 （現行66事例から141事例に大幅増加） 

 公正取引委員会による勧告・指導の中

で、繰り返し見受けられた行為、事業者

が問題ないと認識しやすい行為等を追加 

 中小企業庁等と共同で実施した大企業

ヒアリングで得られた情報等を元に追加 
 

【減額】 
 コンビニエンスストア本部である親事業者は、消費者に販売
する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ、店舗
において値引きセールを実施することを理由に、下請代金から
一定額を差し引いて支払った。 
 
【買いたたき】 
 親事業者は、取引先と協議して定めた「○年後までに製品
コスト○％減」という自己の目標を達成するために、部品の製
造を委託している下請事業者に対して、半年毎に加工費の
○％の原価低減を要求し、下請事業者と十分な協議をする
ことなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る下請代金の額
を定めた。 
 
【不当な経済上の利益の提供要請】 
 親事業者は、量産終了から一定期間が経過した下請事業
者が所有する金型、木型等の型について、機械部品の製造
を委託している下請事業者から破棄の申請を受けたところ、
「自社だけで判断することは困難」などの理由で長期にわたり
明確な返答を行わず、保管・メンテナンスに要する費用を考慮
せず、無償で金型、木型等の型を保管させた。     

主な違反行為の追加事例 
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３－１．下請代金法の運用強化（運用基準の改正） 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/dec/161214_1.html 
出典：公正取引委員会公表資料（「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について）より抜粋 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/dec/161214_1.html


業種別下請ガイドラインの内容を踏まえ、社内のマニュアル
やルールを整備することにより、自社の調達業務に浸透させ
るよう努める。 
また、業界団体等は自主的な行動計画を策定し、継続的
にフォローアップするよう努める。 
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• 昨年12月14日、中小企業庁は親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行等を示し
た下請中小企業振興法「振興基準」（経済産業省告示）を改正。 

1．取引先の生産性向上等への協力 

2．原価低減要請 
原価低減要請を行うに当たっては、客観的な経済
合理性や十分な協議手続きを欠く要請と受け止め
られることがないよう、合理性の確保に努める。 

5．手形支払及び支払関係 

手形通達と同様の内容（次頁参照。） 

6．下請ガイドライン及び自主行動計画の位置付け 

親事業者は、生産性向上等の努力を行う下請事業
者に、必要な協力（下請事業者との面談、工場訪
問、サプライチェーン全体での連携等）をするよう努
める。 

4．型の保管・管理の適正化 
金型、木型などの型の保管に関して、双方が十分に協議し
た上で、必要事項を明確に定める。 
親事業者の事情によって下請事業者にその保管を求めてい
る場合には、親事業者が費用を負担する。 

3．取引対価への労務費上昇分の影響の考慮 

取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足
や最低賃金の引き上げ等に伴う労務費上昇について、
その影響を十分に加味して協議する。 

３－２．下請中小企業振興法「振興基準」の改正 

（振興基準の全文等は下記URLを参照） 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm
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３－３．新たな手形に関する通達 
• 昨年12月14日、中小企業庁と公正取引委員会は連名で、手形支払に関する新たな通達を発
出（昭和41年以来、50年ぶり）。なお、「振興基準」の中でも同内容を記載。 

親事業者のうち大企業から率先
して取り組んでいただきます！ 

※今後、政府が数年間かけて改善状況
を調査します。 

新たな手形に関する通達のポイント 

（通達の全文等は下記URLを参照）
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shiharaisyudan.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shiharaisyudan.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shiharaisyudan.htm


 

• 世耕大臣から業界団体に対して、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値
向上」に向けた自主行動計画の策定と着実な実行を要請。 

• 自動車業界をはじめとして、8業種21団体が計画を策定し、公表。（平成29年3月末時点） 

業種 団体名 
自動車 日本自動車工業会 

日本自動車部品工業会 
素形材（9団体連名で策定） 素形材センター等 計9団体 
建設機械 日本建設機械工業会 
繊維（2団体連名で策定） 日本繊維産業連盟 

繊維産業流通構造改革推進協議会 
電機・情報通信機器 電子情報技術産業協会（JEITA)  

ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA） 
情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ） 
日本電機工業会（JEMA） 

情報ｻｰﾋﾞｽ・ｿﾌﾄｳｪｱ 情報サービス産業協会  
トラック運送業 全日本トラック協会  
建設業 日本建設業連合会  

４．自主行動計画に関する動き 

7 （自主行動計画の全文等は右記URLを参照）http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/koudoukeikaku.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/koudoukeikaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/koudoukeikaku.htm
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５－１．下請Ｇメン（下請企業ヒアリング） 

(1) 下請Ｇメンを新たに配置し、これまで以上に全国の下請企業に対するきめ細かなヒアリ
ング（年間2,000件以上）を行い、改善状況や課題の把握をしてまいります。 

(2) 伺ったお話の秘密は守りつつ、親事業者等に適正な取引を促します。また、伺ったご意
見を集約し、政府の基準づくりにも反映していきます。 

(3) これまでも自治体（県、市区）の産業振興部局や、産業振興センターと連携をさせて
いただき、当該地域の下請等の中小企業を訪問しています。ぜひ、ご相談ください。 

下請Gメンが、お話を伺います！ 

下請取引でお困りごとはありませんか？ 
例えば･･･ 

 ① 「発注単価は○％減らす」など
一方的に価格を引き下げられる。 

③ 光熱費、原材料費などが上がっても、
値上げを認めてくれない。 

② 金型の返却や保管料負担を
申し入れても、応じてくれない。 

 ④ 手形による支払いが多く、 
   その割引料も加味してもらえない 

中小企業庁 取引課 
 取引調査班 03-3501-1669 

中部 052-589-0170 
近畿 06-6966-6037 
中国 082-224-5661 

「下請Ｇメン」 による 
 ヒアリングの御要望は 
  （各経済産業局 中小企業課取引調査担当） 

北海道 011-709-1783 
   東北 022-221-4917 
   関東 048-600-0324 

四国 087-811-8529 
九州 092-482-5450 
沖縄 098-866-1755 （詳細は下記URLを参照） 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm
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６．価格交渉サポート事業 

事業 内容 
(1)価格交渉ノウハウ・ハン
ドブック、事例集 

16万部を印刷し、全国に周知。 

(2)価格交渉サポートセミ
ナー（受講料無料） 

全国で約100回のセミナーを実施。団
体や組合等への講師派遣も実施。 
*28年度は157回。5,119名が参加。 
85%が「役に立った」と回答。 

(3)個別相談（3回まで無
償で専門家を派遣） 

下請等の中小企業のご希望に応じ、
専門家が訪問して個別相談を実施。 
 *28年度は67社、116回実施。 

相談事例１．小ロット化した
製品の価格交渉 

対象製品リストの作成等を支援。 

相談事例２．金型保管の有
償化交渉 

保管金型リストの作成、交渉の優先順
位、合理的根拠資料の作成等を支援。 

(2)、(3)のお申し込みは 価格交渉サポート 電話：0120-735-888（全国中小企業取引振興協会） 

(1)の請求（送料負担）は 中小企業庁広報冊子のご請求について 

• ご要望をいただきながら、全国で価格交渉ノウハウを普及するとともに、きめ細かい個別相談
（専門家派遣）も実施しています。 

https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/doc/handbook.pdf
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/doc/handbook.pdf
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/doc/jireishu.pdf
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/seminar.htm
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/seminar.htm
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/kobetsu.htm
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７．広報活動 
• ご要望に応じながら、全国で、法令の運用強化の内容などについて説明しています。今後も
引き続き、様々な機会を捉えて周知・浸透を図ります。 

(1)講師の派遣依頼は 中小企業庁 取引課 電話：03-3501-1669 
(2) 「METIジャーナル」は、経済産業省HPに掲載。記事の転載のご相談は取引課へ。 
(3)講習会開催予定は、６月頃、中小企業庁 ホームページに掲載。 

事業 内容 
(1)説明会等での講師
派遣（政策全般、基
準改正、等） 

主催団体の要請に応じ、中小企業庁又
は経済産業局の職員を講師として派遣。 
（例）  
自動車産業 13回約1,800名参加 
商工会議所や中央会等 13回約1,650名参加 
  大手自動車部品メーカー 社長、役員等 

(2)広報活動 一般紙、テレビ、専門雑誌等の取材依頼
に対応中。 

(3)下請法講習会 29年度は全国で約500回（1万名程度
参加）実施予定。 

http://www.meti.go.jp/publication/data/newmeti_j/meti_17_04_05/book.pdf
http://www.meti.go.jp/publication/data/newmeti_j/meti_17_04_05/book.pdf
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