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１．支援機関ネットワークの拡大 

 平成２８年２月２６日の新輸出大国コンソーシアムの設立以降、支援機関のネットワーク
を拡大するため、全国で支援機関向けの説明会を開催。 

 現在、全国で1103の支援機関が参加（平成２９年１０月２０日時点）。今後も、参加機関の
拡大に努め、支援メニューの一層の充実を図る。 

支援機関 機関数 

 1. 政府・政府関係機関等 42 
 2. 自治体 370 
 3. 地域支援機関等 131 
 4. 商工会議所・商工会 286 
 5. 地方銀行 100 
 6. 信用金庫 142 
 7. その他の金融機関（都市銀行、リース、損保等） 32 
  合計 1103 

①支援機関の構成 

②各支援機関が提供する優遇措置等 

（１）NEDOは、中堅・中小企業向け助成事業（※）の実施にあたり、「海外展開への期待」を評価項目の１つとして設定。
申請書の提出に際して、JETROの推薦書の添付を受け付ける取り組みを開始。（※27年度補正予算及び28年度第
2次補正予算 中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業） 

（２）電気安全環境研究所（JET)、日本品質保証機構(JQA)は、有料相談サービスにおける初回の相談における２時間分
の無料化、海外産業人材育成協会（AOTS）は海外市場開拓等にかかる有料サービスの１０％割引きなどの新輸
出大国コンソーシアムの会員に対する優遇措置を設けた。 



２．新輸出大国コンソーシアムによる支援の状況 

 中堅・中小企業が海外展開を行うに当たって直面する様々な課題に対応するため、幅広
い分野における477名の専門家を確保（10月20日時点）。 

 今後も、支援対象企業のニーズに応じて専門家を増員し、きめ細かな支援を提供する。 
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①専門家の割当て状況 

②支援対象企業の推移 

 これまで支援申込のあった６３２７社の全てに専門家を割り当
て、支援を開始。 
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北海道 

184社 

沖縄 

55社 

３．新輸出大国コンソーシアムの受付状況 

 6327社（2017年10月20日時点）の内訳は以下の通り  

農産品：９７１社(15.3%) 
水産品：１８５社(2.9%) 
工業品：２６３２社(41.6%) 
小売業：４８３社(7.6%) 
卸売業：８８７社(14.0%) 
その他サービス：１１６９社(18.5%) 

支援対象企業の業種 

福岡    168社 
佐賀     59社 
長崎     35社 
熊本     75社 
大分     63社 
宮崎     78社 
鹿児島  56社      

九州 

535社 

鳥取  25社 
島根  65社 
岡山 114社  
広島 138社 
山口  45社     

中国  

387社 

福井     82社 
滋賀     91社 
京都    108社 
大阪    473社 
兵庫    148社 
奈良    125社 
和歌山 124社    

近畿 

1151社 

青森  49社  
岩手  54社 
宮城 123社 

秋田  42社 
山形  48社 
福島  71社   

東北 

387社 

 
 
 
      

関東 

2765社 

 
 

岐阜 134社 
愛知 253社 
三重  65社 
富山  78社  
石川  94社  

 
      

中部 

624社 

徳島 39社 
香川 82社  
高知 58社    
愛媛 60社 

四国  

239社 

茨城         
栃木      
群馬      
埼玉    
千葉    
東京    
神奈川 
新潟    
山梨    
長野    
静岡    

49社  
30社 
63社 

 145社 
124社 

1561社 
  455社 
  128社 
    43社 
    69社 
    98社 

農産品, 971  

水産品, 185  

工業品, 

2632  

小売業, 483  

卸売業, 887  

その他サー

ビス, 1169  



中堅・中小企業の海外展開支援に関する 
主な平成30年度概算要求予算 

○独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 

  運営費交付金  ２４４．０億円（２３９．２億円）の内数   

中堅・中小企業等の海外展開支援（新輸出大国コンソーシアム） 

農林水産物・食品輸出の促進（ＪＦＯＯＤＯ） 
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○中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業   ３６.６億円（２３．９億円）の内数 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 

海外展開戦略策定支援 

販路開拓支援 

○ふるさと名物応援事業 １６.０億円（１３．５億円）の内数 

JAPANブランド育成支援事業 

専⾨家招聘型商品開発・プロデュース支援事業 

○地域中核企業・中小企業等連携支援事業 １７８．０億円（１５５．０億円）の内数 

新事業創出に向けた一貫支援（地域中核企業創出・支援事業） 

※（ ）内は平成29年度当初予算額 



独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金 
平成30年度概算要求案  244.0億円（239.2億円） 

通商政策局 総務課 
03-3501-1654 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 （独）日本貿易振興機構（JETRO） 
交付 

事業イメージ 

事業目的・概要 

  (独)日本貿易振興機構(JETRO)は、国内44箇所、海外74箇所に

事務所を有する、我が国貿易・投資の促進を目的とした独立行政法人で

す。その強みである国内外のネットワークや海外ビジネス支援に精通した人

材の厚み等を活かし、①対内直接投資の促進、②農林水産物・食品輸

出の促進、③中堅・中小企業等の海外展開支援、④我が国企業活動

や通商政策への貢献等の総合的な支援を行います。 
 

【重点政策課題への対応】 

自由で公正な高いレベルの通商ルールの構築に向け、二国間・多国

間の経済連携協定に関する研究活動・産業育成事業や、海外におけ

るデジタル貿易・サイバー分野におけるルール整備等を実施します。 

新興国市場の開拓に向け、アジア・アフリカ地域を中心に、相手国政

府への働きかけや経済フォーラムの開催等を通じた支援を実施します。 

中堅・中小企業等の海外展開をさらに推し進めるため、サービス、農林

水産物・食品等のマーケティング・プロモーション活動を強化するとともに、

「新輸出大国コンソーシアム」による一貫支援の取組を実施します。 

成果目標 

 「日本再興戦略」に掲げられた政府目標を踏まえ、第4期中期計画期間

(平成27年度～30年度)中において、下記を主な目標とし事業を実施し
ています。 

対日直接投資誘致成功件数：470件(期間計) 
農林水産物・食品の輸出成約金額：676億円(期間計) 
新たな海外展開成功社数：400社(期間中の年平均) 

 
高度なノウハウ・ネットワークを有する外部
専⾨家や誘致専⾨スタッフを国内外に配
置し、有望な外国企業を発掘・誘致支援 

政府首脳によるトップセールスの機会にあ
わせた、経済フォーラムや対内直接投資
促進セミナー等の開催 等                

国外における政治・経済情勢の変動や、
経済連携、途上国情勢に関する調査・
研究、国内外政府等への政策提言 

国内・国外事務所における市場情報提
供・貿易投資相談への対応 等 

（コンビニ連携事業での 
ジャパン・フェアの様子） 

①対内直接投資の促進 

③中堅・中小企業等の海外展開支援 

④我が国企業活動や通商政策への貢献 

（日本食品海外プロモーショ
ンセンター JFOODO） 

海外見本市への出展支援、ミッション派
遣、商談会を開催（「新輸出大国コン
ソーシアム」の枠組みを活用し一貫支
援） 

海外の日系コンビニ等を活用したテスト
マーケティングの実施 

新興国等におけるビジネス機会の創出、
事業環境整備 等 

②農林水産物・食品輸出の促進 

平成29年度に立ち上げた農林水産物・
食品輸出の専⾨機関「JFOODO」によ
る、海外市場調査、プロモーションの実施 
等 

（ニューヨークで開催した 
対内直接投資促進セミナー） 

（世界最大級のIT技術見本市 
CeBIT2017への出展） 



中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 
平成30年度概算要求額 3６.６億円（23.9億円） 

2,3,4,5,6 
中小企業庁 創業・新事業促進課 
 03-3501-1767 

1,4 通商政策局 総務課 
 03-3501-1654  
5 商務・サービスＧ クールジャパン政策課 
 03-351-1750 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 
中小企業・ 
小規模事業者 

補助（定額） 
委託 

事業イメージ 

事業目的・概要 

 海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者に対して、

事業計画策定から海外販路開拓、現地進出、進出後の課題や事

業再編の対応まで、一貫して戦略的に支援します。 

 具体的には、海外展開を目指す中小企業への事業計画の策定や、

Webコンテンツの作成を通じた商材・技術の魅力発信を支援するとと

もに、海外への展示会出展等を通じて、販路開拓も支援します。 

 また、海外現地の大使館、金融機関などの官民支援機関が連携す

る「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」の整備等を通じ、

進出から事業再編までそれぞれの局面で総合的に支援します。 

 この他、EPA（経済連携協定）に基づく原産地証明制度等に対す

る事業者の理解を促進するため、セミナーを開催するとともに、相談窓

口の設置等を行います。 

成果目標 

 平成26年度から平成30年度までの５年間の事業であり、海外企

業等との商談成約率30％を目指します。 

１．情報提供、助言 

海外の法規制や輸出に関する手続きなど各種情報の提供や助言などを行いま

す。 ２．海外展開戦略策定支援 

３．販路開拓支援 

中小機構 
ジェトロ 

民間団体等 

支援 

海外展開戦略策定に繋げるため、海外現地における事業の実現可能性
調査やWebサイトの外国語化等を支援します（①輸出企業の場合：補助
上限50万円、補助率1/2 ②直接投資の場合：補助上限140万円、補
助率1/2 ③web支援の場合：補助上限200万、補助率1/2）。また、投
資実行時のリスク精査を支援します。 

海外展開を検討している企業に対して、海外展示会等を通じた商談機会の提

供、商談後のフォローアップ等、段階に応じた支援を実施します。 

４．中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 

海外の主要拠点にコーディネーターを配置し、官民支援機関と連携して個別課

題の解決や海外拠点の設立・事業再編等への支援を行います。 

５．海外EC活用型テストマーケティング事業 

６．事業再編等支援 

７．経済連携協定利用円滑化促進事業 

８．ローカルファイル作成・保存支援等事業 

移転価格文書化制度に基づく文書の作成・保存に向けて、文書作成に必
要な情報の把握を行う等の態勢整備を支援します。 

海外におけるECモールを活用したテストマーケティング等を支援することにより、

中小企業の効率的な海外販路開拓支援を行います。 

海外事業の安定化・事業再編の推進のため、国内外での経営診断・経営

指導を通じて、海外事業の課題解決を支援します（①国内での簡易診断の

場合：補助額50万円、補助率2/3 ②海外での現地診断も行う場合：補

助額160万円、補助率2/3）。 

EPAに基づく原産地証明制度等に係るセミナー開催による普及啓発活動

や、個別相談窓口の設置等を行います。 

7 通商政策局 経済連携課 
 03-3501-1595 

7 貿易経済協力局 原産地証明室 
 03-3501-0539 

8 貿易経済協力局 投資促進課 
 03-3501-1662 
 



事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助（定額、2/3、1/2） 

ふるさと名物応援事業 
平成30年度概算要求額 16.０億円（13.5億円） 

1,2,3 中小企業庁 創業・新事業促進課 
   03-3501-1767 
3 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 
   03-3501-1750 
4 製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室 
   03-3501-3544 

事業イメージ 

事業目的・概要 
 全国津々浦々の地域や中小企業・小規模事業者の活性化を図るため、

各地域にある地域資源を活用した「ふるさと名物」のブランド化などに対する

支援を行います。 

 地域の団体等による農商工等連携体構築の機会の創出等を支援します。 

 地域の関係者を巻き込み、特色を活かした産品をブランド化して国内外に

売り出す「ふるさとプロデューサー」人材を育成します。 

 地域産品の強みを活かし、海外展示会出展等を通じてブランド確立や海

外販路開拓に取り組む事業を支援します。 

 隠れた魅力を秘めている地場産品等を改めて海外の視点で再評価するこ

とで、新たな切口での産地のブランド化に向けた取組を支援します。 

成果目標 
 平成27年度から平成31年度までの5年間の事業であり、開発した商品・

サービスの市場取引達成率80％を目指します。 

民間 
団体
等 

委託 中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

補助（2/3） 

１．ふるさと名物支援事業 
 ①事業計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用

や農林漁業者との連携により行う新商品・新サービスの開発や販路開拓等に

係る費用の一部を支援します。（補助率:1～2回目2/3、3回目1/2、補助

上限:原則として500万、ただし４者連携2,000万 、支援事業者1,000万、

機械化・IT化1回目1,000万、2～３回目500万） 

 ②中小企業者と農林漁業者のそれぞれのニーズ・シーズを把握し、マッチングさ

せることで新商品・新サービスの開発、販路開拓等の農商工が強く連携した取

り組みを促進します。 

 ③地域の関係者を巻き込み、魅力ある地域資源をブランド化して、国内外に

売り出す取組の中心的人材をOJT研修等により育成するとともに、その活動を

支援します。 

２．JAPANブランド育成支援事業 

 「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材や技術等の強みをいかした海外展

開戦略の策定を支援します（補助上限200万円、定額補助）。また、海外

販路開拓に向けたブランド確立のため、新商品開発や海外展示会出展等の

プロジェクトを支援します（補助上限2,000万円、補助率2/3）。 

３．専門家招聘型商品開発・プロデュース支援事業 

４．産地ブランド化推進事業 

 伝統工芸や繊維等の産地への観光客誘致・海外販路開拓を後押しするため、

各産地にデザイナー等の外部人材を招聘する取組等を支援します（補助上

限5,000万円、定額補助）。 

 各分野ごとのクールジャパン商材の掘り起こしと顧客視点からの磨き上げの強

化、海外専⾨家招聘等を通じたマーケットイン思考の商品開発等の支援を行

います。 

 支援事業の活動を公開し、地域商材・サービスの包括的なデータベースを構

築するとともに、外部人材を活用した海外展開支援と新たなプロデューサー育

成に取り組みます。 

1.① 
2. 
4. 

1.② 
1.③ 国 

補助 
（定額） 

委託 

民
間 
団
体
等 

中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

国 中小企業・小規模事業者等 

国 3. 

補助 
（定額） 

民間 
団体
等 

中小企業・ 
小規模事業者

等 

補助 
（定額） 

支援 



（１）中小企業庁 技術・経営革新課  
    03-3501-1816 
（２）地域経済産業グループ 
    地域企業高度化推進課 
    03-3501-0645 
（３）同上 
 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

事業目的・概要 

成果目標 

我が国経済の底上げを図っていくためには、地域経済を牽引する地
域中核企業（中小企業、中堅企業）と、中小企業、大学・公設
試等の連携を促進し、地域に波及効果を及ぼす取組を重点的に

支援していくことが重要です。 

 このため、地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者等が、
中小企業と連携して行う活動等を、事業化戦略の立案から研究
開発、市場獲得まで一体的に支援していきます。 

国 
中小企業・小規模事業者等 

大学、公設試等 
民間団体等 

補助（1/2、2/3、定額）、委託 

（２）市場獲得（戦略分野における地域経済牽引事業等支援事業）  

（１）ものづくり研究開発においては事業終了後5年以内、サービス
開発においては事業終了後2年以内に、事業化を達成した
事業が半数を超えることを目指します。 

（２）市場獲得においては、事業終了後3年以内に、売上額、付
加価値額、累計収益等の目標値を達成した事業が半数を
超えることを目指します。 

（３）新事業創出に向けた一貫支援においては、地域中核企業等
の平均売上高20億円(2011年度)を、取引先への波及効
果も含め、5年間で3倍増とすることを目指します。 

※なお、「未来投資戦略2017」では、地域未来投資促進法を活用し、当該事業

以外の施策も総動員して３年で2000社程度の支援を目指すこととしています。 

地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者等が、中小企業と
連携して行う、戦略分野（先端ものづくり（医療機器、航空機、新
素材等）、地域商社、観光等）における市場獲得に向けた取組を、
専⾨家による徹底したハンズオン支援と関連させて支援します。 

  補助上限額：5,000万円 （中小企業も設備投資する場合は１
億円） 

（３）新事業創出に向けた一貫支援（地域中核企業創出・支援事業）  

国際市場に通用する事業化等に精通した専⾨家（グローバル・コー
ディネーター）を含むグローバル・ネットワーク協議会や支援人材を通じ
て、地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者をはじめとする
地域中核企業等による新事業のための体制整備から、事業化戦略の
立案、販路開拓、市場獲得まで、事業段階に応じた支援をします。 

中小ものづくり高度化法の計画認定又は地域未来投資促進法の計
画承認を受けた中小企業が、大学・公設試等と連携して行う研究開
発、試作品開発及び販路開拓等への取組を支援します。 

中小企業等経営強化法の新連携計画認定を受けた中小企業が行う
新たなサービスモデル開発等を支援します。※地域未来投資促進法の計
画承認を受けた者が参画する事業は審査において優遇 

  補助上限額：【ものづくり】 4,500万円 ※初年度以降は異なる 
             【サービス】 3,000万円 

地域中核企業・中小企業等連携支援事業 
平成30年度概算要求額 178億円（155.0億円） 

（１）ものづくり・サービスの開発（戦略的基盤技術高度化・連携支援事業）  


