
新輸出大国コンソーシアム担当者会議（議事要旨） 

 

日時：平成 29年 10月 30日（月曜日）16時 00分～17時 00分 

場所：経済産業省本館 17階 第 1特別会議室 

議事概要： 

1．開会 

2．説明 

新輸出大国コンソーシアムの進捗状況及び中堅・中小企業の海外展開支援に関す

る平成30年度概算要求予算について中野貿易経済協力局貿易振興課長より、各支

援機関における平成28年度活動計画の実績及び平成29年度以降の活動計画につ

いて菅原中小企業庁海外展開支援室長より、経済連携協定の交渉状況について通

商政策局経済連携課より、資料に基づき説明。 

 

3．自由討議 

（独立行政法人日本貿易振興機構） 

 （資料 4-1）支援機関の皆様と行った特筆すべきイベントとして、本年 1月

にワールド・ビジネス・フェスタ 2017 を実施。700 名の支援企業関係者な

どに参加いただいた。 

 成果普及セミナーとして、コンソーシアムの海外展開事例や、支援機関のサ

ービスメニューの紹介、支援機関の連携支援による海外展開成功事例などベ

ストプラクティスの普及に努め、47 都道府県での実施を予定しているとこ

ろ。現時点で 34都道府県 38回開催。 

 TPP参加国の政府要人訪日の機会を通じて、支援企業と外国政府要人とのビ

ジネス対話によって現地ビジネス環境の改善等を要望した。具体的には、4

月に大阪及び東京でマレーシア・ムスタパ国際通商産業大臣と、6月に大阪

でベトナム・フック首相とのビジネス対話を実施。 

 今後の予定として、12 月にワールド・ビジネスフェスタⅡを開催予定。前

回より多い 1000名を超える参加者を予定している。 

 支援分野の拡充として、今年度より国際法務・税務・会計に精通した専門家

の配置を実施。中堅・中小企業の相談に対応できる体制を整えている。 

 今後も支援企業のフォローアップを丁寧に加速化していく。 

 

（独立行政法人国際協力機構） 

 （資料 4-2）国際協力機構（JICA）では平成 24 年度から中小企業の海外展

開支援事業を開始し、今年で 6年目となる。 



 平成 28 年度の実績として、海外展開を考えている企業が最初に現地状況を

把握するための基礎調査を 26 件、海外での海外事業計画策定、ODA 可能性

検討支援としての案件化調査を 71 件、製品・サービスの現地適用可能性を

実証する普及・実証事業を 42件実施。 

 企業等従業員をボランティアとして海外へ派遣し、人材育成に役立てる民間

連携ボランティア制度では、12社から 17名を派遣。 

 協力準備調査として BOP（Base of the Pyramid）と呼ばれるレイヤーの調

査だけでなく、今年度からは SDGs（持続可能な開発目標）への貢献を目指

した事業に対する調査も実施している。 

 海外拠点での人材募集に活用いただくため、国際協力キャリア総合情報サイ

ト（Partner）の情報提供を通じたマッチングを実施。 

 広く情報提供という意味では、中小企業等に対して個別相談及びコンサルテ

ーションを 2000回以上、海外展開支援セミナーを 277回実施。 

 海外においては、JICAは 96ヶ所事務所を有している。これらのネットワー

クを駆使しながら現地サポートを強化している。ベトナム、ラオス、カンボ

ジアの日本センターでは、日系企業とのマッチングなども行っている。 

 平成 29 年度の活動としては、昨年度と同様の事業等について引き続き活発

に取り組んで行く。 

 5年経過した事業の総括として、有識者の声も聞き、より使い易くなるよう

制度の改善を実施している。 

 コンソーシアムの支援機関との連携強化を通じて、引き続き支援をしてきた

い。 

 
（独立行政法人中小企業基盤整備機構） 

 （資料 4-3）中小企業基盤整備機構（中小機構）では、新輸出大国コンソー

シアムへの企業登録促進を、当機構が運営する J-GoodTech（日本の中小企

業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイト）登録企業、新価値創

造展出展者等の支援先企業を対象としたメールマガジンや個別の案内等に

より、平成 28 年度末までに 500 社超、現在まで累計約 900 社の申込企業の

紹介を実現した。 

 その他、当機構が実施する以下の各事業においても、新輸出大国コンソーシ

アム参加機関と連携してお互いの強みを活かした支援を行っている。 

 海外展開セミナーを、日本政策金融公庫、工業所有権情報・研修館（INPIT）

等と共催して中小企業のニーズに対応した情報発信を実施。 

 海外ビジネス戦略推進支援事業において、審査段階で申請企業の課題等を日

本貿易振興機構（JETRO）と共有しているほか、支援企業に対し必要に応じ



JETROの支援メニューを紹介。 

 中小企業ワールドビジネスサポート（SWBS、海外展開に意欲的な中小企業と

支援者とのマッチング機会を提供する仕組み）のマッチングイベントにおい

て、参加中小企業に対し JETROより支援メニューの説明。 

 海外事業再編戦略推進支援事業において、日本弁護士連合会による弁護士の

紹介及び相談支援等の協力。 

 

 

（日本商工会議所） 

 （資料 4-4）情報提供、進出支援、支援体制強化の 3つの柱で取組を行って

いる。 

 情報提供の実績としては、TPP 関連セミナー・説明会を 6 回開催し、約 600

名に参加いただいた。また東京商工会議所との共催を含め、海外展開、貿易・

投資、経済連携等に関するセミナー等を 44回開催し、約 5000名に参加いた

だいた。 

 新興国を中心とした経済ミッション、現地事情視察会を派遣し 214名に参加

いただいた。 

 運営している海外からの引き合い情報等掲載サイト「CCI-IBO」のアクセス

数約 55000件。 

 ＥＰＡに関係するものとして、特定原産地証明書発給手続きに係る説明会を

19回、また証明の担当者向け研修会も開催している。 

 進出支援として、7 月に経済 4 団体連名で安倍総理に「TPP の早期実現を求

める」要望を提出。 

 12 ヵ国経済界との合同会議において、貿易・投資及びビジネス環境整備に

資する提言・要望を発出。 

 ASEANや東アジアの経済統合に向けた要望も報告している。 

 支援体制の強化については、特定原産地証明書発給件数は約 27万件ほどで、

前年比 14％ほど増えている。また研修会や発給事務所の整備・拡充にも取

り組んでいる。 

 各商工会議所を通じた中小企業の海外展開をサポートする保険の普及も進

めている。 

 

（株式会社日本政策金融公庫） 

 （資料 4-5）日本政策金融公庫では、小規模事業・中小企業者のための 3つ

の資金面でのツールを持っている。3つのツールは円貨貸付、外貨貸付、ス

タンドバイ・クレジットの制度。 



 平成 28 年度から平成 29 年度上半期まで融資実績は高い水準で行われたが、

特にスタンドバイ・クレジットについては、平成 28 年度は中国の大手商業

銀行「平安銀行」及びインドの大手商業銀行「インドステイト銀行」と、平

成 29 年度は山口銀行と業務提携契約を結び、中小企業のアジア及びメキシ

コでの資金調達を円滑にする体制を整えた。 

 地域金融機関との連携として、スタンドバイ・クレジット制度を通して、全

国で約 60 の地域金融機関と業務提携をして資金面での支援体制を整えてい

る。 

 セミナーについては平成 28 年度 133 回（農林水産業者向け）、平成 29 年度

も約 100回の開催を予定している。また、海外現地法人交流会も開催してお

り、平成 28年度は 14回、今年は 15回を予定。 

 今年度の取組として、全国 30 店舗に「海外展開支援推進担当」（融資課長）

を配置。引き続き支援機関の皆様と連携して支援を進めて参りたい。 

 

（国土交通省） 

 （資料 4-6）国土交通省では、中堅・中小建設企業の海外展開支援のため、

今年 6月に「中堅・中小建設業海外展開推進協議会」（JASMOC）を設立した。 

 国際協力機構（JICA）、日本貿易振興機構（JETRO）、中小企業基盤整備機構

（中小機構）をはじめとする各団体に JASMOC 支援機関として参加いただい

ている。 

 主な取組として、セミナーの開催、ミャンマーへのミッション団の派遣、成

功事例集の作成等を行ってる。 

 これまで支援対象は製造業などが中心で、建設業が対象と認識されてこなか

った経緯もあり JASMOC を設立したため、ここの支援機関の皆様とも連携し

ていきたい。 

 全国で約 140 社の建設業者、支援機関機関は約 60 機関、業界団体も含めて

300団体程で活動をしているところ。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

（日本弁護士連合会） 

 日本弁護士連合会（日弁連）では、平成 23 年から海外展開に関して、リー

ガルサービスを受けたいが周りに弁護士がいないという方に対して弁護士

を紹介する事業をしている。 

 各支援機関のメニューに日弁連も協力している。先に発言のあった日本貿易

振興機構（JETRO）、中小企業基盤整備機構（中小機構）の弁護士等の紹介に

ついては、日弁連からの推薦。商工会議所のセミナーについても日弁連から

講師を派遣。今後も積極的に各支援機関と連携して海外展開支援の取組を行



っていきたい。 

 意見として、これまでの海外展開の方向性は出ていくことに重点をおいてい

る。そのことは問題はないが、海外進出企業のうち、直接投資先から「撤退

した経験がある」、「徹底を検討している」と回答した企業が約 30％あった

という調査「損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント・中小企業の海外展

開の実態把握にかかるアンケート調査（2013 年 12 月）」もある。国内産業

に影響を与えないよう、産業を守りながら海外展開をするという部分にも力

を入れていくべき。 

 今後長い目で見て、貿易から投資に移ることも考えに入れると防衛的な支援

にも力をいれていくべき。 

 

（日本弁理士会） 

 海外展開においてはリスクもあると思うが、その中でも大きなリスクの一つ

に知財リスクがある。海外展開を目指す企業が事前・事後に知財リスクに備

えられるよう日本弁理士会は支援をしてきた。 

 平成 28 年度は情報提供セミナーを日本貿易振興機構（JETRO）、中小企業基

盤整備機構（中小機構）と共催で開催した。 

 弁理士知財キャラバン事業として、知財経営コンサルティングスキルを持っ

た弁理士が企業に訪問し相談を受けた。 

 知財相談や特許出願等援助制度を利用した出願費用の援助を行った。 

 セミナー等で感じたのは、各企業が知財についてしっかりと認識をすること

が重要ということ。そのため「知財広め隊」を創設しセミナーを行っている。

平成 29年度、平成 30年度の 2年間で 100ヶ所程度開催予定。 

 

（日本税理士会連合会） 

 新輸出大国コンソーシアムについては、日本税理士会連合会（日税連）の担

当機関における会議での周知、またホームページでの周知など積極的に発信

しているところ。 

 エキスパート（税務・会計）の設置に関して日本貿易振興機構（JETRO）か

ら依頼があり、スキーム及び公募内容確認、公募周知など協力している。 

 今後も企業の良きパートナーとして支援を続けて参りたい。 

 

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）での優遇措置として「中堅・

中小企業への橋渡し研究開発促進事業」の公募においては、コンソーシアム



の専門家からの推薦があった場合、推薦書の内容を踏まえて評価することと

し、17件が採択された。 

 今後も関係機関の支援メニューを把握し互いのメニューを活かして支援して

参りたい。 

 

（一般財産法人電気安全環境研究所） 

 電気安全環境研究所（JET）では、支援メニューとして、電気製品の輸出先国

の電気製品等に関する規制、認証制度に関する情報提供について、1社につき

2時間までの無料相談がある。本年度もこの方針で取り組んで参りたい。 

 

（一般財団法人日本品質保証機構） 

 相談窓口では20件の回答を実施。 

 東南アジア関連セミナーを実施している。 

 他の支援機関の取組を参考にさせていただき支援を続けて参りたい。 

 

（一般財団法人海外産業人材育成協会） 

 海外産業人材育成協会（AOTS）では、人材育成という観点から支援をしてい

る。 

 コンソーシアム専門家や他の団体から紹介された案件に対して情報提供・相

談を53件行った。その中には海外輸出・進出に直接つながる案件も見られた。

今後とも積極的に支援を展開して参りたい。 

 

（一般社団法人中小企業診断協会） 

 47都道府県にある中小企業診断（士）協会に所属している中小企業診断士約

9900名に対してコンソーシアムの情報提供及び登録更新の際の研修として海

外展開支援の内容を導入し支援の質の向上に努めた。 

 現在は中小企業診断士への取組に重点を置いているが、今後は他機関との連

携も進め、中小企業の海外展開をより支援して参りたい。 

 

（全国中小企業団体中央会） 

 全国中小企業団体中央会の取組としては、情報発信、海外展開ビジョンの作

成・海外出展支援、支援機関の連携強化等が挙げられる。 



 ネットワークとして各都道府県の中央会や業界団体等があるため、そのネッ

トワークを活用した情報の発信・収集等の活動を行っているところ。 

 今後も海外展開研究会の開催などを含め積極的な支援に取り組んで参りたい。 

 

（全国商工会連合会） 

 直接事業者の方から話を伺うと、事前に調査した現地の状況と、実際に現地

に出向いて得た情報とでは大きな差があるケースも多い。現地の商談会等へ

の出展を促す施策の充実をお願いしたい。 

 小規模事業者が海外展開を行い、その後取引等を継続させていくためには、

国や我々支援機関による息の長い支援が必要であるため、引き続き取組を継

続させていきたい。 

 

（独立行政法人工業所有権情報・研修館） 

 海外知的財産プロデューサーが、中小企業等の海外展開に際し、知財関連の

支援を行っているところ。 

 平成28年度は、工業所有権情報・研修館（INPIT）主催のセミナーを34回実施

し、また、他の支援機関等主催のセミナーへ海外知的財産プロデューサーを

60回派遣した。 

 今後も他の支援機関主催のセミナーへ海外知的財産プロデューサーを派遣す

るなどし、他の支援機関と連携して参りたい。 

 

６．閉会 

 

お問合せ先 

貿易経済協力局 貿易振興課 

電話：03-3501-6759 

FAX:03-3501-5912 

 

中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 海外展開支援室 

電話：03-3501-1767 

FAX:03-3501-7055 


