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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 

平成２９年１０月３０日 

経 済 産 業 省 

 

１.平成２８年の活動実績 

（１）情報提供（全２１機関） 

・業界団体等のニーズに応じた海外展開セミナーや説明会を開催。 

【活動成果】 

計画時：４８０回以上  →  実績：１１６０回以上 

・ホームページ、メールマガジン、広報誌等を通じたタイムリーな情報発信を実施。 

（１７機関） 

・海外展開を目指す企業からの各種相談に対応するための相談窓口を設置。(１５機関) 

【活動成果】 

相談件数は全機関合計で１０万９４００件以上。 

 

 

 

 

 

 

（２）海外展開に向けた事前準備支援（７機関） 

・専門家による指導・助言等を通じて事業計画の策定、Ｆ／Ｓを実施。（５機関） 

・国内での支援機関によるアドバイスや海外での普及・実証活動を通じて、商品・サー

ビス開発を支援。（３機関） 

 

 

 

 

（３）海外進出支援（１５機関） 

・国内外での展示会出展等の支援を通じた現地進出支援を実施 

【活動成果】 

計画時：１６０回以上  →  実績：１９０回以上 

＜実施機関＞ 

AOTS、海外需要開拓支援機構、工業所有権情報・研修館、JICA、商工中金、NEDO、全国

商工会連合会、全国中央会、中小機構、診断協会、電気安全環境研究所、日本規格協会、

日本商工会議所、政策公庫、税理士会、弁理士会、日本ニュービジネス協議会、日本品

質保証機構、日弁連、ジェトロ、日本貿易保険 

＜実施機関＞ 

工業所有権情報・研修館、JICA、NEDO、全国商工会連合会、全国中央会、中小機構、 

ジェトロ 

資料２ 
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・企業内研修やインターンシップ等によりグローバル人材の育成を支援。（６機関） 

・資金調達支援、専門家からの助言や保険の活用も含めたリスクマネジメント手法の普

及等を通じて、円滑な海外展開を後押し。（１０機関） 

 

 

 

 

 

（４）支援体制の強化、支援機関の相互連携（１６機関） 

・支援機関の資質向上に向けた研修を開催。（６機関） 

・支援人員の増強、窓口機能の拡充、システム整備等により支援体制を強化。（１０機

関） 

・国内での実現可能性調査支援、展示会出展支援等から海外現地の情報を有する支援機

関の持つメニューへ橋渡しを行い、シームレスな支援を実現。（６機関） 

・セミナー・商談会等の共催、企業が持つ課題の共有化等を通じて、地域金融機関や地

方自治体等との連携を強化し、課題解決に向けた効果的な支援を実現。（５機関） 

 

 

 

 

 

 

 

２.平成２９年度以降の活動計画（主なもの） 

 ※下線は新たに実施されるもの 

（１）情報提供 

 定期的な情報発信（メルマガ等のオンラインの活用）、情報提供窓口の設置、説

明会・セミナーの実施(含む初心者向け) 

 在外公館、在外日本人商工会議所、海外商工会議所等との連携・ネットワーク強

化、自治体との連携による発信 

 各機関との連携によるビジネスマッチングなどの情報提供、共同セミナーの開催 

 知財、計量といったテーマを特定してのセミナーの開催 

 ＴＰＰにかかる研究会の主催、ＴＰＰ対策のための相談員の配置 

 ミッションの派遣、受け入れを通じたビジネス機会の発掘 

 「民間連携ボランティア制度」認知度向上を図る為、業界紙 8社の記者を事業理

解促進調査団として派遣、広報用映像を作成。 

 

＜実施機関＞ 

AOTS、海外需要開拓支援機構、工業所有権情報・研修館、JICA、商工中金、全国商工会

連合会、全国中央会、中小機構、診断協会、日本商工会議所、政策公庫、日本品質保証

機構、日弁連、ジェトロ、日本貿易保険 

＜実施機関＞ 

AOTS、海外需要開拓支援機構、工業所有権情報・研修館、JICA、商工中金、中小機構、

診断協会、日本規格協会、日本商工会議所、政策公庫、弁理士会、日本ニュービジネス

協議会、日本品質保証機構、日弁連、ジェトロ、日本貿易保険 
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（２）海外展開に向けた事前準備支援 

 各都道府県に設置した知財総合支援窓口を活用した支援の展開  

 研修事業、専門家派遣事業、インターンシップ事業等を活用した日本及び海外の産

業人材の育成 

 現地調査プログラムの実施、途上国での経験を有する人材と中小企業との交流の場

を設定。 

（３）海外現地進出支援 

 開発途上国における持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するビジネスモデ

ルの開発、事業計画の策定等を支援 

 海外現地法人貸付、スタンドバイクレジット等におけるベトナム現法貸整備等支

援スキームの拡充。 

 資金調達におけるフィリピン、インド等における新たな海外金融機関等アライア

ンス拡充を図る。 

 地域金融機関のトレーニー受入を行い、国際人材育成ニーズに対応し、協調で中

堅・中小企業の海外展開を支援 

 ＩＣＴを活用した海外販路開拓支援や民間の海外展開をサポートする事業者とも

連携した支援の充実・強化 

 TICADVI のフォローアップとしての企業連携促進支援、及びボリュームゾーンへ

の市場開拓支援などを実施 

（４）各支援機関の支援体制強化 

 有識者懇談会を設置し、中小企業海外展開支援事業の制度改善の提言をとりまとめ

る。 

 JETRO・JICAの連携による「日本企業海外展開事例集」を発行。 

 海外での資金調達支援にかかる連携を推進。 

 新輸出大国コンソーシアムへのフィードバックを行う。 

（５）その他 

 本邦金融機関と新たな業務提携契約を締結等、内外の金融機関間の連携の強化、現

地支店における地方金融機関からの研修生受け入れ 

 海外経済団体との連携強化  

 大学との連携として、文部科学省による「スーパーグローバル大学創生支援」事業

の採択大学を中心に新規の包括的連携協定を締結し、同時に締結済の協定内容を履

行（全国で 9大学と連携。27年度は名古屋大学、国際教養大学、関西学院大学、

芝浦工業大学、28年度は長岡技術科学大学、国際大学、東京外国語大学、29年度

は長崎県立大学、東北大学が新たに追加）。 

 貿易保険を利用する際の「海外商社登録」を、中小企業者、農林水産事業者には、

２８年度に引き続き２９年度も８件まで無料 

 知財の有用性を認識してもらうとともに、知財の利用促進を図る。  
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 ベトナム現地法人の設立に伴う、現地での企業支援が可能な内容を明確化するとと

もに、ベトナムにおいての各種セミナー、企業への情報提供、展示会出展、情報収

集活動を行う 

 日本食品海外プロモーションセンターを創設 

 サービス分野、クリエイティブ分野、ヘルスケア分野、生活関連分野、機械・部品

分野、インフラ分野において、マーケティング調査、ミッション派遣、商談会開催、

国際見本市出展支援などを通じた海外展開支援を実施 

 地域の魅力ある産業資源を活かした国際ビジネスの拡大を推進することで地方創

生に貢献 

 政府機関や業界団体等と連携し、ジャパン・ブランドの発信を支援する。 

 アフリカ、フロンティア市場でジャパン・フェアを開催。 

 日露経済協力の一環としてロシアの「イノプロム 2017」で大規模パビリオンを出

展 

 カザフスタンで開催されるアスタナ国際博覧会で日本館を出展 

 中小企業等の海外展開に際し知的財産権侵害を未然に防ぐため、外国出願支援によ

る権利化支援を行う。 

 

 

４.新輸出大国コンソーシアムの平成 28年度実績 

 

 2017年 3月 31日時点 第 3回新輸出大国コン

ソーシアム会議時 

（2016年 9月 20日） 

企業 ID発行企業数 4,062 社 1,578 社 

問合わせ件数 5,916 社 ― 

専門家配置実績 370名 281名 

支援機関（※） 1076 949 

 
※支援機関の内訳 

支援機関 機関数 

2017年 3月 31日時点 

機関数 

2016年 9月 20日時点 

1. 政府・政府関係機関等 40 31 

2. 自治体 360 318 

3. 地域支援機関等 124 106 

4. 商工会議所・商工会 282 236 

5. 地方銀行 100 100 

6. 信用金庫 139 129 

7. その他の金融機関 

（都市銀行、リース、損保等） 

31 29 

合計 1,076 949 
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一般財団法人海外産業人材育成協会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 AOTSホームページおよび AOTS総合研究所ホームページ（Global Interface Japan）

において海外展開サポートメニュー情報や海外展開企業に役立つ情報等を掲載
した。 

 毎月中旬に発行するAOTSメールマガジン及び毎月末に発行するAOTS総合研究所
メールマガジン（GIJニュースレター）で新輸出大国コンソーシアムおよび海外
展開サポートメニュー等の情報発信を行った（年間２４回）。 

 地方自治体、産業団体、金融機関等が行うセミナー等でのサポートメニューの説
明２０回以上実施した。 

 東銀座事務所において、企業の海外展開を支援する制度の説明会を２３回開催す
ると共に、企業からの個別相談に応じた。 

② 相談窓口設置 
海外展開支援を専門に行う部署として AOTS北千住事務所に「海外展開サポートセ

ンター」、東銀座事務所に「海外展開サポートデスク」を新たに設置し企業からの相
談・問い合わせに対応した。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 販路開拓支援（市場調査等） 

コンソーシアムのコンシェルジュや他団体から紹介された案件等に対して、AOTS
総合研究所が行う海外展開サポートメニューを活用した販路開拓支援の情報提供・
相談を５９件行った。 

② 人材育成支援 
コンソーシアムのコンシェルジュや他団体から紹介された案件等に対して、AOTS

が行う研修事業、専門家派遣事業、インターンシップ事業等を活用した、日本およ
び海外の産業人材の育成に関する情報提供・相談を５３件行った。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 
 AOTS 総合研究所 グローバル事業部内の海外展開サポートセンターおよび海外展開サ
ポートデスクに常勤職員２名を新たに配置し、その他 AOTS 総合研究所の職員と共に企
業の海外展開支援を行った。 
 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 

(１) 情報提供 
① 情報発信 

 AOTSホームページおよび AOTS総合研究所ホームページ（Global Interface Japan）
において海外展開サポートメニュー情報や海外展開企業に役立つ情報等を掲載
する。 

 月１～２回発行のメールマガジンで新輸出大国コンソーシアムおよび海外展開
サポートメニュー等の情報発信。 

 地方自治体、産業団体、金融機関等が行うセミナー等でのサポートメニューの説
明２０回以上。 

 企業の海外展開を支援する制度の説明会を月に２回開催する。また、個別企業か
らの相談に応じる場を提供する。 

② 相談窓口設置 
海外展開支援を専門に行う部署である「海外展開サポートセンター（北千住事務

所）」及び「海外展開サポートデスク（東銀座事務所）」を窓口とし、国庫補助事業
担当部門や AOTS 総合研究所の各部門等と連携して企業等からの相談に対応する。 
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(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 販路開拓支援（市場調査等） 

コンソーシアムのコンシェルジュ等から紹介された案件に対して、AOTS総合研究
所が行う海外展開サポートメニューを活用した販路開拓支援を行う。 

② 人材育成支援 
コンソーシアムのコンシェルジュ等から紹介された案件に対して、AOTSが行う研

修事業、専門家派遣事業、インターンシップ事業等を活用し、日本および海外の産
業人材の育成を行う。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 
 AOTS 総合研究所 グローバル事業部内の海外展開サポートセンターおよび海外展開サ
ポートデスクに常勤職員２名を配置し、その他 AOTS 総合研究所の職員等と共に企業の
海外展開支援を行う。 
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株式会社海外需要開拓支援機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
機構の事業活動について、政府（在外公館も含む）、政府関係機関、関係業界団体・

関係企業、地方公共団体などとのネットワークも活用し、情報発信を実施。新輸出
大国コンソーシアムの対応窓口チームに、地域毎の担当を設定し、担当地域を訪問
した際に情報発信するとともに、地域でのネットワークを構築し、支援対象となる
可能性のある事業の発掘に務めた。 
 株式会社海外需要開拓支援機構の事業を紹介するセミナー等での講演：47件 
 

② 相談窓口設置 
社内（投資連携・促進グループ）に専門の相談体制を充実させ、外部からの問合

せに迅速に対応できる体制を強化し、相談者への対応を実施した。 
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 販路開拓支援（市場調査等） 
相談対応の過程において、案件同士の連携や販路開拓のサポートになるようなアド
バイスを実施した。また、希望があれば、海外ビジネスの準備段階に応じて、ジェ
トロの提供する海外ビジネス情報の案内や、新輸出大国コンソーシアムの支援サー
ビス窓口への紹介を行った。 

(３) 海外現地進出支援 
① 資金調達支援 

日本経済の活性化に向け、「我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品やサ
ービス」をビジネスに活用し「海外需要の開拓」を狙う事業者に対し、「民業補完」
の徹底の下、民間投資の「呼び水」としてリスクマネーを供給する事業を実施した。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
機構の事業活動について、政府（在外公館も含む）、政府関係機関、関係業界団体・

関係企業、地方公共団体などとのネットワークも活用し、情報発信を実施。新輸出
大国コンソーシアムの対応窓口チームに、地域毎の担当を設定し、担当地域を訪問
し情報発信するとともに、地域でのネットワークを構築し、支援対象となる可能性
のある事業の発掘に務める。 
 株式会社海外需要開拓支援機構事業の紹介を紹介するセミナー等での講演：

2017年 11 月現在（予定含む）22 件 
 

② 相談窓口設置 
WEB 上の投資相談・協業相談の窓口等を通じ、外部からの問い合わせに迅速に対

応し、投資案件の発掘、既存投資案件との協業等の充実に努めている。 
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 販路開拓支援（市場調査等） 
相談対応の過程において、案件同士の連携や販路開拓のサポートになるようなア

ドバイスを実施する。 
(３) 海外現地進出支援 

① 資金調達支援 
クールジャパン政策の下、日本経済の活性化に向け、「我が国の生活文化の特色を

生かした魅力ある商品やサービス」をビジネスに活用し「海外需要の開拓」を狙う
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事業者に対し、「民業補完」の徹底の下、民間投資の「呼び水」としてリスクマネー
を供給する。 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
相談窓口への投資相談は、海外展開の初期段階の企業からの相談も多く含まれるため、

企業側の希望や必要に応じて、ジェトロ等新輸出大国コンソーシアムの他機関への紹介
等を行っている。 
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独立行政法人工業所有権情報・研修館 
 
【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 海外知的財産活用講座を全国各地で H28年度 34回実施した。 
 経済産業局、自治体等の要請に基づく「海外展開における知財面のポイント等

の講演」への講師派遣、及び個別企業からの要請に基づく企業内研修への講師
派遣等を H28 年度は 60回実施した。 

 新興国等知財情報データバンクにおいて各国の知財情報を提供した。 
② 相談窓口設置 

 既設の海外展開知財支援窓口にて相談に対応した。（支援依頼を受けて海外知的
財産プロデューサー等が企業へ無料訪問を行った。電話・メールでの支援も実
施した。）H28 年度は延べ 400件以上の支援を実施した。 

 既設の知財総合支援窓口（全国４７都道府県に設置）にて海外展開に関する相
談の掘り起こし及び海外知的財産プロデューサー等との連携による支援を実施
した。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 事業計画策定支援 

 海外展開における知財リスク対策等について海外知的財産プロデューサーがア
ドバイスした。 

 海外展開時の契約に関するアドバイスを実施した。 
 ビジネス展開に応じた出願国の選定等に関するアドバイスを行った。 

② 人材育成支援 
 企業依頼による企業内研修の講師派遣を行った（再掲）。 

(３) 海外現地進出支援 
① 現地進出支援（展示会出展等） 

 展示会において開示すべき情報と秘匿化すべき情報の仕分け等に関し、海外知
的財産プロデューサーが支援した。 

② リスクマネジメント支援 
 海外展開における知財リスク対策等について海外知的財産プロデューサーがア

ドバイスした（再掲）。 
 海外展開時の契約に関するアドバイスを実施した（再掲）。 
 ビジネス展開に応じた出願国の選定等に関するアドバイスを行った（再掲）。 
（アドバイス例） 
 海外進出時の進出予定国における権利化及び関連知財の事前調査の推奨。 
 現地企業との共同開発等における文書、図面、設備等の管理、契約の帰属関係

等に関する留意点。 
 技術流出のリスクを軽減するための社内知財管理体制の構築に関する提案。 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
 H28年度、海外知的財産プロデューサーを新たに採用した。 
 高度な相談や支援要請に対する対応力強化のため、必要に応じ、知財総合支援

窓口における専門家派遣を活用した。 
 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 海外知的財産活用講座を全国各地で H29年度 15回実施予定。 
 経済産業局、自治体等の要請に基づく「海外展開における知財面のポイント等
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の講演」への講師派遣、及び個別企業からの要請に基づく企業内研修への講師
派遣等。H29年度は、海外知的財産活用講座と合わせて 30回以上の実施を予定。 

 新興国等知財情報データバンクにおいて各国の知財情報を順次掲載予定。 
② 相談窓口設置 

 既設の海外展開知財支援窓口にて相談対応。（支援依頼を受けて海外知的財産プ
ロデューサー等が企業へ無料訪問。電話・メールでの支援も実施。）H29年度は、
500件以上の支援が行えるよう体制を整備。 

 既設の知財総合支援窓口（全国４７都道府県に設置）にて海外展開に関する相
談の掘り起こし及び海外知的財産プロデューサー等との連携による支援を実施。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 事業計画策定支援 

 海外展開における知財リスク対策等について海外知的財産プロデューサー等が
アドバイス。 

 海外展開時の契約に関するアドバイス。 
 ビジネス展開に応じた出願国の選定等に関するアドバイス。 

② 人材育成支援 
 企業依頼による企業内研修の講師派遣（再掲）。 

(３) 海外現地進出支援 
① 現地進出支援（展示会出展等） 

 展示会において開示すべき情報と秘匿化すべき情報の仕分け等に関する海外知
的財産プロデューサー等による支援。 

② リスクマネジメント支援 
 海外展開における知財リスク対策等について海外知的財産プロデューサー等が

アドバイス（再掲）。 
 海外展開時の契約に関するアドバイス（再掲）。 
 ビジネス展開に応じた出願国の選定等に関するアドバイス（再掲）。 
（アドバイス例） 
 海外進出時の進出予定国における権利化及び関連知財の事前調査の推奨。 
 現地企業との共同開発等における文書、図面、設備等の管理、契約の帰属関係

等に関する留意点。 
 技術流出のリスクを軽減するための社内知財管理体制の構築に関する提案。 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
 海外知的財産プロデューサーの体制整備（再掲）。 
 知財総合支援窓口における専門家（弁理士、弁護士、中小企業診断士等）派遣

による、高度な相談や支援要請に対する対応力の強化。 
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独立行政法人国際協力機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 中小企業等の製品・技術を用いた途上国の開発課題解決に資する、中小企業等

の海外展開を支援するセミナー等を 277回実施した。 
 中小企業等の製品・技術の活用が期待される開発途上国の課題を Web サイト上

に提示し、これらの課題に係る企業の理解促進、応募を促した。 
 パンフレットおよび広報用ビデオの更新等、広報ツールのアップデート及び改

善を行い、途上国の開発課題解決に資する中小企業等の海外展開事例に係る広
報を積極的に展開した。 

  ② 相談窓口設置 
 国内拠点、本部を通じて、中小企業等に対し、当機構の事業に関する個別相談

及びコンサルテーションを 2,000 回以上実施した。その際、コンソーシアム利
用が望ましいと考えられる中小企業等に対して、コンソーシアムの内容を紹介
した。 

③ その他 
 中小企業等の途上国における開発課題に係る理解促進のため、現地調査プログ

ラムを 6件実施した。 
   
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 事業計画策定支援 
 中小企業等の途上国における開発課題解決に資する海外事業に必要な基礎情報

収集・事業計画策定を支援するべく、基礎調査を 26件採択した。 
 中小企業等の製品・技術等を ODA を通じた途上国の開発課題解決へ活用する可

能性検討を支援するべく、案件化調査を 71件採択した。 
 協力準備調査（BOPビジネス連携促進）を通じて、BOP層を主たる対象とし、途

上国の開発課題解決に資する BOP ビジネスについて、提案されたビジネス計画
の作成を支援した。 

② 商品・サービス開発支援 
 中小企業等の製品・技術等に関する途上国の開発課題解決への現地適合性を高

めるための実証活動を支援するべく、普及・実証事業を 42 件採択した。 
③ 販路開拓支援（市場調査等） 

 途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業を通じて、途上国の政
府関係者を主な対象とする本邦での研修や現地でのセミナー等により、日本企
業が持つ優れた製品、技術、システム等への理解を促し、販路開拓を支援した。 

④ 人材育成支援 
 中小企業等のニーズにもとづき社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティ

アとして派遣する「民間連携ボランティア制度」により、12社から 17名をボラ
ンティアとして派遣した。また、民間企業関係者に途上国の状況とボランティ
アの活動現場を理解していただくための調査団を 9件派遣（44社が参加）した。 

 国際協力人材を求める組織に様々な情報を提供する「国際協力キャリア総合情
報サイト(PARTNER)」により、企業等からの求人情報と個人登録者情報のマッチ
ングを促進し、企業の人材確保に貢献した。青年海外協力隊経験者が PARTNER
を通じて企業に採用された事例有り。また、ボランティアと人材を求める企業
等向けに「企業向け帰国報告会・交流会」を東京で 4回、また関西 2回、中部 2
回開催した。 
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(３) 海外現地進出支援 
① 現地進出支援 

 当機構の海外拠点を通じた現地情報の提供を行うとともに、JETRO が実施する
「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業」に積極的に参画した。 

② リスクマネジメント支援 
 当機構の海外拠点を通じた途上国の安全情報の提供を通じて、中小企業等の安

全管理に係るリスクマネジメント支援を実施した。また、国内・海外拠点での、
支援先企業に対する安全対策研修を通じて、中小企業等の安全管理に係るリス
クマネジメントを支援した。 

③ その他 
 アジア地域（ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオス、モンゴル、キルギ

ス、ウズベキスタン）に所在する日本センターを通じて、ビジネス研修修了生
とのネットワークを活用し、現地ビジネス関連情報の提供や、受講生に対する
求人情報の紹介、現地企業との交流会を実施した。具体的には、就職説明会を
ベトナム、ラオス及びカンボジア等で開催し、日系企業等 111 社に対して約
2,890 名の求職者が参加した。また、ミャンマー日本センターの修了生に関し、
中小企業基盤整備機構との共催でビジネスセミナー及び商談会を東京及び福岡
にて開催（セミナー参加者は計 110 社、商談計 239 件）した他、延岡市及び商
工会議所及と連携し、ビジネス交流会を実施した。 

 
(４) 各支援機関の支援体制強化 

 当機構の海外拠点、国内拠点において、中小企業海外展開支援事業の担当者を追加
配置（3名）した。 

 他の支援機関、金融機関、自治体等との連携強化に向けて、セミナー等イベントの
後援や共催、採択案件等に係る情報の提供を積極的に実施した。 

 中小企業等の製品・技術を用いた途上国の開発課題解決を各種コンサルタントの持
つ専門性を活かして支援するべく、「中小企業とコンサルタントとのマッチング相談
窓口」を設置し、中小企業等とコンサルタントとのマッチングを促進した。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 中小企業等の製品・技術を用いた途上国の開発課題解決に資する、中小企業等

の海外展開を支援するセミナー等を 200回以上実施する。 
 中小企業等の製品・技術の活用が期待される開発途上国の課題を Web サイト上

に提示するとともに、各種セミナーにおいて途上国課題の説明を実施し、これ
らの課題に係る企業の理解促進を促す。 

 海外向け英語版広報ツールの作成や各種冊子の更新等を行い、途上国の開発課
題解決に資する中小企業等の海外展開事例に係る広報を積極的に展開する。 

② 相談窓口設置 
 国内拠点、本部を通じて、中小企業等に対し、当機構の事業に関する個別相談

及びコンサルテーションを積極的に実施する。その際、コンソーシアム利用が
望ましいと考えられる中小企業等に対して、コンソーシアムの内容を紹介する。 

③ その他 
 途上国における開発課題に係る理解促進のため、中小企業を対象とした現地調

査プログラムを 3件程度実施する。 
   
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 事業計画策定支援 
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 中小企業等の途上国における開発課題解決に資する海外事業に必要な基礎情報
収集・事業計画策定を支援するべく、基礎調査を 23件程度採択する。 

 中小企業等の製品・技術等を ODA を通じて途上国の開発課題解決へ活用する可
能性検討を支援するべく、案件化調査を 70件程度採択する。 

 途上国の課題解決型ビジネス（SDGs ビジネス）調査を通じて、開発途上国にお
ける持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するビジネスを計画している本
邦法人からの提案に基づき、ビジネスモデルの開発、事業計画の策定等を支援
する。 

② 商品・サービス開発支援 
 中小企業等の製品・技術等に関する途上国の開発課題解決への現地適合性を高

めるための実証活動を支援するべく、普及・実証事業を 37 件程度採択する。 
③ 販路開拓支援（市場調査等） 

 途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業を通じて、途上国の政
府関係者を主な対象とする本邦での研修や現地でのセミナー等により、日本企
業が持つ優れた製品、技術、システム等への理解を促し、販路開拓を支援する。 

④ 人材育成支援 
 中小企業等のニーズにもとづき社員を青年海外協力隊やシニア海外ボランティ

アとして派遣する「民間連携ボランティア制度」により、グローバルな人材の
育成を支援する。また、本制度の認知度向上を図る為、業界紙 8 社の記者を事
業理解促進調査団として派遣する他、実際に参加した民間連携ボランティア経
験者を取り上げ、広報用映像を作成する。 

 国際協力人材を求める組織に様々な情報を提供する「国際協力キャリア総合情
報サイト(PARTNER)」やセミナー等を通じて、青年海外協力隊や開発コンサルテ
ィング企業関係者など、途上国等で活躍する人材と中小企業等の情報交換の機
会を提供し、企業の人材育成や確保の支援に貢献する。また、「企業向け帰国報
告会・交流会」を東京で 4回、関西・中部でそれぞれ 2回開催する。 

 
(３) 海外現地進出支援 

① 現地進出支援 
 当機構の海外拠点を通じた現地情報の提供を行うとともに、JETRO が実施する

「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業」に積極的に参画する。 
② リスクマネジメント支援 

 JICA 国別安全対策措置（渡航措置及び行動規範）を含めた途上国の安全情報を
広く提供するとともに、国内・海外拠点での、支援先企業に対する安全対策研
修を通じて、中小企業等の安全管理に係るリスクマネジメントを支援する。 

③ その他 
 アジア地域（ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオス、モンゴル、キルギ

ス、ウズベキスタン）に所在する日本センターを通じて、ビジネス研修修了生
とのネットワークを活用し、現地ビジネス関連情報の提供や、受講生に対する
求人情報の紹介、現地企業との交流会を実施する。 

 
(４) 各支援機関の支援体制強化 

 有識者懇談会を設置し、中小企業海外展開支援事業の制度改善の提言をとりまとめ、
各種制度改善を行う。 

 JETRO・JICA 両機関の支援事業を有機的に活用した本邦企業の海外展開事例を企業
に対し周知するべく、JETRO・JICA の連携による「日本企業海外展開事例集」を発
行する。 

 他の支援機関、金融機関、自治体等との連携強化に向けて、セミナー等のイベント
での後援や共催、採択案件等に係る情報の共有を積極的に推進する。 
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 中小企業等の製品・技術を用いた途上国の開発課題解決を各種コンサルタントの持
つ専門性を活かして支援するべく、「中小企業とコンサルタントとのマッチング相談
窓口」を通じた、中小企業等とコンサルタントとのマッチングを促進する。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針 】 

今後策定予定 
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株式会社商工組合中央金庫 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 資金調達支援 

① 28 年 5 月からバンコック銀行ホーチミン支店への職員 1 名派遣を開始。海外派遣人
員を拡充し、現地銀行宛の SBLC発行による資金調達支援を強化。 

② 特定分野に優れた技術を有する中小・中堅企業が、グローバルニッチトップを目指
すために必要な海外展開に係る融資を GNT貸付として実行（28年度に 87件 89億円）。 
＜参考：実績＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

海外現地法人貸出 

（期末残高） 

５４６件 

７３４億円 

５６４件 

７４１億円 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲｸﾚｼﾞｯﾄ 

（期末残高） 

２９０件 

３６２億円 

３００件 

３５０億円 

GNT支援貸付 

（片道実行） 

１４３件 

１５３億円 

８７件 

８９億円 
 

(２) 情報提供支援 
① 取引先向けに「新輸出大国コンソーシアム」の案内チラシ配布。また、中小企業に

輸出促進の情報提供を行うため、ジェトロと連携したセミナーを開催（28 年 6 月宮
崎・奈良） 

② 海外展開に関する取引先の相談ニーズに応えるため、「海外展開サポートデスク」で
積極的に相談受付実施。28年度の「海外展開サポートデスク」の相談件数は、4,171
件と年間目標 3,000 件を大きく上回った。 
＜参考：相談件数＞ 
 平成 27 年度 平成 28 年度 
相談件数 ２，５７６件 ４，１７１件 

 
(３) 海外ビジネスマッチング 

① 中小基盤機構との連携により、J-GoodTech によるビジネスマッチング情報提供を開
始した。 

② 積極的に推進した結果、有効事例が出てきている。 
例えば、（ⅰ）タイやフィリピンで金型業者と金属部品製造業者とのマッチング、（ⅱ）
中国で金属表面処理業者と工場排水処理施設業者とのマッチング、等。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 資金調達支援 

海外展開を志向する中小企業は依然増加基調にあり、引き続き資金調達支援を推進。 
海外現地法人貸付、スタンドバイクレジット等による支援継続。新たにベトナム現法

貸整備等支援スキームの拡充も実施予定。 
 

(２) 情報提供支援 
① 国内営業店・本部・海外拠点の連携を強化し、「海外展開サポートデスク」の相談件

数目標は 4,000件とする。 
② ジェトロ等各機関との連携を強化し、現地情報の提供から資金調達支援まで円滑な

海外展開サポートを実施。 
③ 中小基盤機構との連携により、J-GoodTech によるビジネスマッチング情報提供 
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(３) 地域金融機関との連携 
 地域金融機関との協調親子ローン、協調スタンドバイクレジット等により、海外での
資金調達支援にかかる連携を推進する。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針 】 
(１) 資金調達支援 

海外展開を志向する中小企業は依然増加基調にあり、引き続き資金調達支援を推進す
る。フィリピン、インド等における新たな海外金融機関等アライアンス拡充を図る。 
 

(２) 情報提供支援 
① 国内営業店・本部・海外拠点の連携を強化し、「海外展開サポートデスク」の相談件

数目標は 4,000件とする。 
② ジェトロ等各機関との連携を強化し、現地情報の提供から資金調達支援まで円滑な

海外展開サポートを実施。 
③ 中小基盤機構との連携により、J-GoodTech によるビジネスマッチング情報提供 

(３) 地域金融機関との連携 
 当金庫 NY 支店等にて地域金融機関のトレーニー受入を行い、国際人材育成ニーズに
対応し、協調で中小・中堅企業の海外展開を支援する。 
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
＜事業スキーム＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(１) 情報発信 

平成 28 年度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」（第 1 回、第 2 回公募）
にかかる説明会を２１回開催し、参加者延べ約６５０名に対して、新輸出大国コンソー
シアムの案内チラシを配布と担当者からの説明により、周知を図った。 
また、中堅・中小企業者等からの海外展開に関する相談に対し、新輸出大国コンソー

シアムの案内チラシの配布等の情報提供を行った。 
(２) 事業支援 

上記（１）の平成 28 年度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」（第 1 回、
第 2回公募）にかかる説明会を通じた情報発信により、当該事業申請にあたり新輸出大
国コンソーシアムが設置するコンシエルジュからの推薦案件を４５件受け付けた。また、
当該推薦案件については、NEDO海外事務所 6か所に対して、事業概要等について情報共
有を図った。 

(３) 新輸出大国コンソーシアムへのフィードバック 
新輸出大国コンソーシアムが設置するコンシエルジュからの推薦を受け、平成 28 年

度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」（第 1 回、第 2 回公募）に申請のあ
った４５件のうち、１７件が採択を受けた。 
 

平成 28年度中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 公募実績 

   
 

第 1回公募 第 2 回公募 

予算額 １０．９億円 ８．０億円 

公募期間 平成 28年 3月 22日～5月 10 日 平成 28年 10月 3日～12月 1日 

事業期間 
交付決定日～平成 29年 12月 28

日 
交付決定～平成 30年 2月 28日 

応募件数 92件 115 件 

（※） 18件 27 件 

応募件数に 19.5% 23.5% 
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占める割合 

採択件数 23件 17 件 

（※） 9件 8 件 

採択件数に

占める割合 
39.1% 47.1% 

   (※）うち新輸出大国ｺﾝｿｰｼｱﾑ ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ推薦案件数 

 

なお、研究開発事業終了後、研究成果を踏まえた海外展開希望についてアンケートする等、

コンシェルジュ推薦案件について事業終了後のフォローアップを実施する。 

 

【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 

(１) 情報発信 
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」の 29 年度公募は予算の都合により

実施されていないが、イノベーション・ジャパン等のビジネスマッチングの機会におい
て、新輸出大国コンソーシアムの案内チラシの配布と担当者の説明により、全国で周知
活動を展開。 

(２) 事業支援 
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」における 28 年度採択を受けた実施

中の事業者について、事業化の検討にあたり海外展開を検討している案件については、
新輸出大国コンソーシアムが設置するコンシエルジュへ案件の情報提供を適宜行う。 

(３) 新輸出大国コンソーシアムへのフィードバック 
海外展開支援事業を推進すべく海外展開を検討している案件がある場合には、コンシ

エルジュと共有を図ることにより、新輸出大国コンソーシアムへのフィードバックを行
う。 

 

【Ｈ３０年度活動計画・取組方針 】 

 未定 

 

  



20 

 

全国商工会連合会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 販路開拓支援（市場調査等） 
中小企業庁の補助金を活用し以下の２団体の海外展開支援を行った。 
・みなかみ町商工会（台南） 
・熊本商工会議所（台湾・香港・シンガポール） 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 販路開拓支援（市場調査等） 
中小企業庁の補助金を活用し以下の 12 団体の海外展開支援を行った。 
・一般財団法人北海道食品開発流通地興（香港・上海） 
・一般社団法人北海道貿易物産振興会（シンガポール） 
・札幌商工会議所（ベトナム） 
・釧路商工会議所（マレーシア） 
・群馬県商工会連合会（台湾） 
・鉾田市商工会（ベトナム・ドバイ・ロサンゼルス） 
・公益財団法人やまなし産業支援機構（タイ） 
・愛知県商工会連合会（台湾） 
・三重県商工会連合会（香港・台湾） 
・静岡県商工会連合会（シンガポール） 
・徳島県商工会連合会（台湾） 
・熊本商工会議所（台湾・香港・シンガポール） 
・長崎県商工会連合会（ドイツ・フランス・イタリア） 
・名護市商工会（台湾） 
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全国中小企業団体中央会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 ＴＰＰの具体的な問題点を検討し意見集約を行うため、新たに設置した「海外

展開研究会」を２回開催（平成 28 年 6月、平成 29年 2月）。 
 都道府県中央会代表者を対象とした「中小企業団体トップセミナー」において、

以下の講演を実施。 
 中国の行方－習近平の経済・政治・外交（津上工作室代表） 
 中小企業の海外戦略と支援策（ＪＥＴＲＯ企画部総括審議役） 
 中小企業海外展開知財支援施策（特許庁上席産業財産権専門官） 

 月刊機関誌（中小企業と組合）への関連記事掲載。 
～平成 29 年 1 月号において、「海外進出企業の安全対策強化に向けた外務省の
取組み（外務省領事局邦人テロ対策室）」を掲載。 

 メールマガジンを通じての情報提供。 
～海外進出企業向け安全セミナー、ＳＷＢＳ海外ビジネス相談会等。 

 海外知財訴訟費用保険制度・海外ＰＬ保険制度の普及推進。 
～月刊機関誌（中小企業と組合）への広告掲載等。 

② 巡回・窓口相談の実施 
 本会・４７都道府県中央会において巡回・窓口相談を実施。 

(２) 海外展開に向けた支援 
 「中小企業活路開拓調査・実現化事業」において、海外展開ビジョン等の作成

を支援。 
～海外現地調査にかかる調査・研究、ビジョン作成、成果普及講習会等開催事
業の補助・支援等を実施。 

(３) 海外現地進出支援 
 「中小企業活路開拓調査・実現化事業」において、中小企業組合が海外展示会

に出展し、販路開拓に取り組む事業を支援。 
(４) 各支援機関の支援体制強化 

 平成 28年 11 月に韓国中小企業中央会と情報交換会を実施。 
 ＪＥＴＲＯ、ＨＩＤＡ（現ＡＯＴＳ）等海外展開支援機関との連携強化。 

～ＨＩＤＡ審査会に委員として合計 18回参加。 
ＪＩＣＡと合計 4回の会合・報告会等を実施。 

 ＪＡＭＰ（アーティクルマネジメント推進協議会）、一般社団法人産業環境管理
協会との連携強化（海外製品販売における製品含有化学物質情報システムの導
入支援等）。 

 上記以外の中小企業海外展開を支援する団体・組織との連携強化（団体・組織
の持つリソースを必要とする会員組合等への提供）。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 ＴＰＰの具体的な問題点を検討し意見集約を行うため「海外展開研究会」を引

き続き開催。 
 海外展開関連セミナーを開催。 
 月刊機関誌（中小企業と組合）への関連記事掲載。 
 メールマガジンを通じての情報提供。 
 海外知財訴訟保険制度・海外ＰＬ保険制度の普及推進。 
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② 巡回・窓口相談の実施 
 本会・４７都道府県中央会の巡回・窓口相談。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
 「中小企業活路開拓調査・実現化事業」を通じた海外展開ビジョン等の作成を

支援（採択件数）。 
(３) 海外現地進出支援 

 本会が実施している「中小企業活路開拓調査・実現化事業」において、中小企
業組合の海外での展示会開催を支援（採択件数）。 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
 韓国中小企業中央会との情報交換（平成 29年 4月）。 
 ＪＥＴＲＯ、ＨＩＤＡ等海外展開支援機関との連携強化。 
 ＪＡＭＰ（アーティクルマネジメント推進協議会）、一般社団法人産業環境管理

協会との連携強化（海外製品販売における製品含有化学物質情報システムの導
入支援等）。 

 上記以外の中小企業海外展開を支援する団体・組織との連携強化（団体・組織
の持つリソースを必要とする会員組合等への提供）。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
平成 29年度までの方針を継続（前期実績及び情勢を踏まえて加除・改善等を実施）。 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
１．平成２８年度の重点取り組み ～ＴＰＰを契機として～ 
＜ＩＣＴを活用した海外販路開拓支援の強化＞ 
(１) 越境ＥＣを活用した海外販路開拓支援 

① セミナー、オンライン講座（越境ＥＣテーマ）の開催。 
・セミナー開催 17回、参加者 361名 [EC セミナー全体：162 回、3,827名] 
・オンライン講座配信 10講座 [オンライン講座全体：40講座] 

② 海外向けＥＣ関連サービスを提供する民間事業者とのマッチング会「越境ＥＣフェ
ス」を開催。 
・３回（東京、大阪、福岡）開催 
・内容：1）出展者とのマッチング、2）出展者プレゼンテーション、3）パネルディ
スカッション、4）実践講座、5）ECよろず相談 
・来場者 1,382名、出展事業者 115社、EC相談 141件 

③ 越境ＥＣマーケティング支援(H27年度補正予算) 
ＥＣを活用した海外販路開拓を目指す中小企業に対して、海外市場向けのＥＣサイ
ト出店のための勉強会、出店初期費用の一部補助、海外現地でのプロモーションイ
ベント開催等の支援を実施。 
・全国 10都市で勉強会を各 2回開催（5月～7月） 
参加者数 1,515 名、 

・海外市場向けＥＣサイト出店・構築等費用に係る補助金募集 
応募 324社、採択 153社、補助金交付 126社 

・プロモーションイベント（ニューヨーク、シンガポール） 
出品企業 85社、商品展示数 269商品、来場者 2,933名 

(２) 「Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」によるマッチング支援 
日本の優れた技術・製品を有する中小企業と国内大企業や海外企業とのマッチングを

強化するために、Ｗｅｂマッチングシステム「ジェグテック」について、ＴＰＰ参加国
を含めた海外企業の登録を促進。 
・海外企業登録数累計 2,663社（※H28年度末） 
タイ 1,181社、ベトナム 748社、インドネシア 289社、台湾 205社、 
ミャンマー117社、マレーシア 93社、フィリピン 20社、韓国 10社 

海外企業の登録においては、ＭＯＵを締結している海外政府機関等から各国の優良企
業の推薦を受けており、ＭＯＵ締結機関を拡大。 
・H28年度ＭＯＵ締結機関 

    ベトナム計画投資省外国投資庁、フランス公共投資銀行、台湾高雄市工業会 
 
＜国内外の関係支援機関や民間のサポート事業者と連携した支援＞ 
(３) 海外展開を支援する民間企業を活用した支援（中小企業ワールドビジネスサポート

（ＳＷＢＳ）） 
海外進出に意欲的な中小企業と海外展開をサポートする民間事業者等（専門商社、物流
業者、翻訳会社、コンサルタント等）とのマッチングの機会を提供。 
・マッチングイベントを開催回数:10回 
・参加者数：551社・団体（849名） 

(４) 海外企業経営者を日本に招聘しての商談会開催（ＣＥＯ商談会） 
ＭＯＵを締結している海外政府機関等が推薦する海外企業の経営者等を日本に招聘

し、日本の中小企業との商談会、交流会を開催。 
・ＣＥＯ商談会開催回数：14回（タイ、ベトナム、ミャンマー、マレーシア、フィリ

ピン、カンボジア、台湾、ＡＳＥＡＮ） 
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・参加日本企業 889 社、参加海外企業 280 社、商談件数 2,902 件 
(５) 中小企業の海外展開を支援するファンドの活用 

機構が出資するファンドを通じて、海外展開を行う中小企業への投資を行うとともに、 
成長発展に必要な販路開拓等の各種支援を実施。 
・海外展開を行う中小企業へのファンド投資先 32社 

(６) よろず支援拠点への支援 
全国のよろず支援拠点に対してＴＰＰに関連する施策等の情報を研修等で提供し、よ

ろず支援拠点による中小企業への海外展開支援を促進。 
・よろず支援拠点全国研修会（5/16～17）において、JETRO、販路支援部担当者等を

招きＴＰＰ関連支援策等を紹介。 
＜参考＞ 
よろず支援拠点「海外展開」相談件数：1,852件 

 
２．従来型支援策の拡充 
＜中小企業・小規模事業者の課題に応じたきめ細やかな支援＞ 
(１) 情報発信 

① 海外展開セミナーの開催 
地域本部等（10 ヵ所）において関係機関のニーズも確認のうえ、金融機関等地域支
援機関と連携したセミナーや、業界団体等と連携した業種別でのセミナーを開催。
また、海外展開支援先の事例を発掘し、今後のセミナー等で活用予定。 
・164回開催、参加者 5,564人 

② 中小企業向け情報提供サイト「Ｊ－Ｎｅｔ２１」による情報提供 
・Ｊ－Ｎｅｔ２１内に開設したＴＰＰ協定に関する特設コーナーにて引き続きＴＰ
Ｐ関連イベント、支援施策、海外展開事例等を掲載するほか、中小企業のための海
外展開入門ページをリニューアルし、輸出に取り組む際の基本ステップや取組事例
等についての情報提供を実施。 

③ 他機関開催イベントへの講師及び事例企業の候補者紹介 
他機関が開催するＴＰＰ関連のシンポジウム、セミナー等に関して、他機関からの
依頼に応じて、講師や事例企業の候補者を紹介。 
・専修大学大学院が開催する TPP 関連シンポジウム（7/30）に講師及び事例企業経
営者を紹介。 

(２) 相談窓口設置 
① ＴＰＰ相談窓口 

地域本部等（10 ヵ所）に設置したＴＰＰ相談窓口において、引き続き中小企業者か
らのＴＰＰ関連の相談に対応。  
・平成 27年度（11月～3月）相談件数：14件 
・平成 28年度（4月～3月） 相談件数：12件 
＜H28年度相談例＞ 
・タイ自動車部品の米国輸出の TPP発行による影響 
・ランドセル（牛革、合成皮革）の関税率 
・繊維製品の特恵関税率について 

② 相談・助言事業 
地域本部等（10 ヵ所）において、中小企業の海外展開、国際取引等に関する様々な
相談に対してアドバイスを実施。 
・相談件数：5,198 件（うちＴＰＰ協定参加国向け 2,190件） 

 
(３) 事業計画策定支援（海外ビジネス戦略推進支援）（27年度補正予算） 

ＴＰＰ参加国等への販路開拓を目指す中小企業に対して、事業計画の策定、海外市場獲
得に向けた市場調査（F/S調査）等の支援を実施。 
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・157社を採択し支援 
・Ｈ27ＴＰＰ補正予算分 採択企業 114社（応募 406社） 
・Ｈ28当初予算分 採択企業 43社（応募 179社） 

(４) 国際展示会出展サポート支援（H27年度補正予算） 
国内外で開催される国際展示会に出展する中小企業に対して、出展準備段階でのアド

バイスから、商談ツールの翻訳・作成、出展後の商談フォローまで一貫した支援を実施。 
・国内展示会： 
ギフトショー(9/7～9/8) 出展 56社、商談件数 154件 
フーデックス(3/7～3/10)出展 50社、商談件数 1,204件 

・海外展示会： 
ジェトロとの調整により対象 20展示会・商談会を決定  
支援企業数 34社、商談 1,499件、成約（含む見込み）260件 

 
(５) 中小企業大学校による人材育成支援 

中小企業大学校等において、ＴＰＰ関連の情報、海外取引の契約実務、海外販路開拓
等の内容を含む研修・セミナーを実施（計 44 回、924 名）。また、平成 28 年 12 月より
中小企業大学校の e-ラーニング講座「ちょこっとゼミナール」において海外展開に関連
した講座を配信。 

 
(６) 海外専門家を招聘した商品開発支援（H27 年度補正予算） 

ＴＰＰ交渉参加国等の市場ニーズに精通する海外の専門家を支援企業に派遣し海外
向け商品開発の支援を実施。 
・55 社を採択し支援実施。（食品分野 17 社、雑貨インテリア分野 19 社、衣類ファッ

ション分野 19社） 
 
(７) 農商工連携・地域資源活用等支援事業での海外展開支援 

機構で実施している農商工連携・地域資源活用等の支援において、海外市場を視野に
入れた商品開発や海外販路開拓等を目指す中小企業者に対して事業計画のブラッシュ
アップ支援や販路開拓支援等を実施。 
・農商工連携・地域資源活用による海外展開事例をＨＰで紹介（8社） 
・海外展開を目指す案件を発掘し、事業計画のブラッシュアップ支援等を実施 
※Ｈ28年度認定のうち、海外展開計画が記載されているもの 
第 1回 38件中 17件、第 2回 50件中 22件、第 3回 143件中 48件 

 
(８) 海外リスクマネジメント支援 

海外進出に係る各段階のリスクマネジメントの具体的取り組み方法を解説した「海外
リスクマネジメントマニュアル」（平成 28 年 2月公表）について、中小企業への周知を
図る。 
・8機関にリスクマネジメントマニュアルを提供 
・日本政策金融公庫セミナー（8/24）、ＴＫＣの税理士向けセミナー（6/10東京、6/15

大阪、6/23 福岡）やＩＮＰＩＴの海外展開セミナー（7/29 東北、8/4 北海道 他 18 会
場）等においてリスクマネジメントマニュアルの説明を実施。 

 
３．支援体制の強化 
(１) ＴＰＰに対応する専門家の拡充 

ＴＰＰに関する中小企業の相談に対応できるよう、ＴＰＰ参加予定国のビジネス等に
精通した海外展開支援の専門家を拡充。 
・登録専門家 14名を拡充 

(２) ジェトロとの連携強化 
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より多くの中小企業の海外展開を実現するため、ジェトロとの連携を強化し、以下の
取り組みを実施。 
① 国際展示会出展サポート事業において、ジェトロが確保する海外展示会出展ブース

の出展企業に対して、機構が出展に係るアドバイス支援等を実施。 
・ジェトロとの調整により対象 20の海外展示会・商談会を決定 
・支援企業数 34 社、商談 1,499件、成約（含む見込み）260 件【再掲】 

② 海外ビジネス戦略推進支援（Ｆ／Ｓ支援）の支援終了企業について、具体に海外展
開の取り組みを行う企業についてジェトロの海外現地支援メニュー等に繋げ、計画
策定から海外展開の実現までシームレスな支援を実施。 
・地域毎に設置する企業選定等のための審査委員会ＷＧにジェトロにも参加しても
らっており、申請企業の課題に応じてジェトロの支援メニューに繋ぐほか、ジェト
ロが支援を行っている場合は支援状況の共有、連携の相談を行っている。 
・必要に応じて現地調査時にはジェトロの現地事務所を訪問、支援メニューの紹介
を行っている。支援終了後の連携強化については、今後中小企業庁、ジェトロとも
相談の上実施していく予定。 

③ 各地域において機構地域本部等とジェトロ貿情センター等とが連携した共催セミナ
ーを開催。  
・共催セミナーの開催 174回 

④ 中小企業ワールドビジネスサポート（ＳＷＢＳ）のマッチングイベントにおいて、
ジェトロから参加中小企業に対して支援メニューの紹介を行い、ジェトロ支援メニ
ューの活用に繋げる。 
・SWBS 相談会 in 北海道（2016.10.26）、SWBS 相談会 in 中国地域（2017.2.3）にジ
ェトロが相談ブースを出展。また、SWBS 海外展開支援者サミット（2017.3.27）に
おいてジェトロが講演。 

 
４．新輸出大国コンソーシアムへの企業登録促進 
中小機構の過去の海外展開支援先企業、J-GoodTect 登録企業（約 4 千社）、新価値創造展

出展企業（約 500社）等に対して、メルマガや個別の声がけ等によりコンソーシアム登録の
案内を行い、516社の申込み（事務局に紹介）。 
 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
【平成３０年度活動計画・取組み方針】 
平成２８年度に引き続き、セミナー等による情報発信、個別相談に対するアドバイス、ハ

ンズオンでの事業計画策定・現地調査支援、国際展示会出展支援、研修事業等、多様な支援
策を通じて中小企業・小規模事業者が抱える海外展開に関する課題に対応したきめ細やかな
支援を実施していくとともに、より多くの中小企業に海外展開にチャレンジしてもらえるよ
う、ＩＣＴを活用した海外販路開拓支援（J-GoodTech、越境ＥＣ支援等）や民間の海外展開
をサポートする事業者とも連携した支援の充実・強化を図っていく予定。 
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一般社団法人中小企業診断協会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 当協会が、月 2 回配信しているメールマガジン（購読者数：中小企業診断士な

ど約 11,200 名）において、2016 年 3 月 14 日（月）より『新輸出大国コンソー
シアム』にて、TPP対象国への事業展開支援の相談受付が開始された旨の告知を
行った。 

 当協会の会員組織である 47都道府県の中小企業診断（士）協会を通じ、都道府
県の協会に所属する中小企業診断士（約 9,900名）を対象として、TPP対象国へ
の事業展開を計画している支援先や顧問先の中小企業者等に、コンソーシアム
支援窓口を積極的に活用するよう、協力依頼を行った。 

 国際化支援をテーマとした以下の 2 テーマの「調査・研究」報告書を、平成 28
年 4 月より当協会ホームページにおいて公開し、海外展開を計画する中小企業
者等や、支援を行う中小企業診断士が自由に閲覧できるようにした。 
a.中小企業（非製造業）の海外展開一次支援マニュアルの研究開発 
b.海外展開を行う中小企業のための実践的マニュアルの研究・開発 
 

② 相談窓口設置 
当協会の会員である 47都道府県の中小企業診断（士）協会が、コンソーシアム支援
窓口として、地域の中小企業者等からの TPP 対象国への進出に向けた活動の相談対
応にあたった。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 人材育成支援 

 中小企業診断士が、登録更新のために受講が義務付けられている理論政策更新研
修において、その研修カリキュラムの 1 つに「海外展開支援（アジア諸国等）」
を導入し、海外展開を目指す中小企業者等の支援に取り組む中小企業診断士の資
質の向上に努めた（研修開催 5回、研修受講者：約 500名）。 

 中小企業診断士が、より高度で専門性の高い診断・支援に取り組んで行くために、
専門分野別に業務と当該業務に必要とされる知識を細分化し、体系的に整理に務
めて、海外展開支援に関する体系化を行った。 
この結果は、「中小企業の海外展開支援業務と知識体系」報告書として、 

 当協会の会員である大阪府中小企業診断協会等では、所属する中小企業診断士の
資質向上等を目的に、海外展開支援のための現地調査を行った（対象国：マレー
シア等）。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 
当協会の東京・大阪・愛知などの 8都府県協会を中心に設置をしている国際関係窓口

間の連携強化を図った。 
 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
 当協会の会員組織である 47都道府県の中小企業診断（士）協会を通じ、都道府

県の協会に所属する中小企業診断士（約 10,000 名）を対象として、TPP 対象国
への事業展開を計画している支援先や顧問先の中小企業者等に、コンソーシア
ム支援窓口を積極的に活用するよう、協力依頼を行った。 

 国際化支援をテーマとした以下の「調査・研究」報告書を、平成 29年 4月より
当協会ホームページにおいて公開し、海外展開を計画する中小企業者等や、支
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援を行う中小企業診断士が自由に閲覧できるようにした。 
a.海外への販路開拓支援に係る調査研究 

② 相談窓口設置 
当協会の会員である 47都道府県の中小企業診断（士）協会が、コンソーシアム支援
窓口として、地域の中小企業者等からの TPP 対象国への進出に向けた活動の相談対
応にあたっている。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 人材育成支援 

 中小企業診断士が、登録更新のために受講が義務付けられている理論政策更新
研修において、その研修カリキュラムの 1つに「海外展開支援（アジア諸国等）」
を導入し、海外展開を目指す中小企業者等の支援に取り組む中小企業診断士の
資質の向上に努めることとしている（研修開催予定：20 回程度、研修受講者予
定：1,500名程度）。 

 平成 28年度事業として、中小企業診断士が、より高度で専門性の高い診断・支
援に取り組んで行くために、専門分野別に業務と当該業務に必要とされる知識
を細分化し、体系的に整理を行ったが、今年度も TPP に関連して活躍が期待さ
れる分野である海外展開支援について、その体系化のブラッシュアップに努め
る。 

 当協会の会員である東京都中小企業診断士協会等では、所属する中小企業診断
士の資質向上等を目的に、海外展開支援のための現地調査を行う（対象国：ミ
ャンマー等）。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 
当協会の東京・大阪・愛知などの 8都府県協会を中心に設置をしている国際関係窓口

の拡充に務めるとともに、窓口担当者間の連携強化を目指す。 
 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針 】 
 現状では、平成２９年度に準じた内容の事業を実施する予定。 
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一般財団法人電気安全環境研究所 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 相談窓口設置 
支援方針を「対応可能分野について、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（1社
1回のみ）を行う」こととしていたが、相談の問合せなし。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
昨年度と同様に、支援方針を「対応可能分野について、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（1社 1回のみ）を行う」とする。 
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一般財団法人日本規格協会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
（１） 情報提供 

 新市場創造型標準化制度※1 に基づき、中小企業が保有する優れた技術・製品に関す
る国際標準（ISO/IEC）及び国内標準（JIS）の開発を進めた。 
標準化活用支援パートナーシップ制度※2 に基づき、標準化アドバイザーによる専門

的支援として、セミナー９３件、面談１０２件を実施した。 
① 情報発信 

上記セミナーや日本規格協会/経済産業省のホームページにおける情報発信に加
え、１０月に実施の日本規格協会のイベントである「標準化と品質管理全国大会２
０１６」において新市場創造型標準化制度による支援を受けた企業による講演を実
施した。 

② 相談窓口設置 
相談窓口としては、日本規格協会設置の「総合標準化相談室」、「標準化アドバイ

ザー」及び全国各地の「パートナー機関」を活用した。 
③ その他 

平成２８年度は１３件のテーマについて日本工業標準調査会から承認を得た。 
 

※1 新市場創造型標準化制度：平成 26年７月に創設。尖った技術の標準化について、
「企業１社等で業界内調整が困難な場合」、「中堅・中小企業等で原案作成が困難な
場合」、「複数の産業界にまたがる場合」に、規格原案作成や利害関係者との調整を
支援することにより、従来のコンセンサス形成を経ずに、迅速な国際標準提案やＪ
ＩＳ化を可能となる制度。 

※2 標準化活用支援パートナーシップ制度：中堅・中小企業における標準化の戦略的
活用に向けて、日本規格協会と各地のパートナー機関が連携し、一体的な支援を行
うもの。パートナー機関には自治体・産業振興機関・地域金融機関等 129 機関が登
録されている。（平成 29年 10月 12日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標準化活用パートナーシップ制度のスキーム（経済産業省資料より） 
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【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
（１） 情報提供 

 新市場創造型標準化制度に基づき、中小企業が保有する優れた技術・製品に関する国
際標準（ISO/IEC）及び国内標準（JIS）の開発を行う。 
標準化活用支援パートナーシップ制度に基づき、標準化アドバイザーによる専門的支

援として、セミナー８０件、面談１１０件の実施を予定。 
① 情報発信 

上記セミナーや日本規格協会/経済産業省のホームページにおける情報発信に加
え、各地区（広島、高松、岐阜等）における標準化の研修会・企業相談会を開催し、
新市場創造型標準化制度による支援を受けた企業による講演も予定。 

② 相談窓口設置 
相談窓口としては、日本規格協会設置の「総合標準化相談室」、「標準化アドバイ

ザー」及び全国各地の「パートナー機関」を活用する。 
③ その他 

平成２９年度中に１５件のテーマについて日本工業標準調査会の承認を目指す。 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
平成２９年度に引き続き、情報提供等を実施する。 
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日本商工会議所 
 
【平成２８年度活動計画の実績】 

(１) 情報提供 
 ＴＰＰの利用促進・普及啓発のための説明会【５回以上】 

⇒ＴＰＰ関連セミナー・説明会６回実施（延べ約６２０名） 
① ＴＰＰ協定の意義とこれからの貿易・ビジネスの展開（５/１７、約４００名、

関西学院大学、日本関税協会共催） 
② ＴＰＰを含むＥＰＡ・ＦＴＡ活用セミナー（１０/１１～３１、産業別に全５回：

①自動車、②機械・電機・電子、③アパレル・繊維、④食品、⑤金属・化学・素
材、延べ２２３名） 

 経済連携協定の交渉状況等に関する迅速な情報発信【通年】 
 海外展開セミナー、貿易・投資セミナー、商談会【通年】 

⇒海外展開、貿易・投資、経済連携等に関するセミナー、説明会、交流・商談会
を延べ４４回開催（参加者延べ４，９４２名） 
※日商・東商主催、政府・他機関（ジェトロ等）との共催含む 
※上記ほか、他機関・団体主催セミナー等への後援・協力多数 

 新興国への会頭ミッション、実務型ミッション派遣【５回程度】 
⇒新興国を中心に７カ国（ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア、フィリ
ピン、スリランカ、ウズベキスタン）への経済ミッション、現地事情視察会等を
７回派遣（参加者延べ２１４名） 

① 訪ベトナム・ミャンマー経済ミッション（１/２２～２８、三村会頭はじめ延べ
９５名） 

② ベトナム・ラオス現地事情視察会（６/１３～１８、１５名） 
③ 訪スリランカ現地事情視察ミッション（６/１４～１６、４０名） 
④ 訪ベトナム・カンボジア経済ミッション（１０/１６～２２、２３名） 
⑤ 訪ミャンマー・ベトナム視察会（１０/１７～２２、１４名） 
⑥ フィリピン視察会（２/２０～２３、１８名） 
⑦ ウズベキスタン現地事情視察団（２/２７～３/４、９名） 
 諸外国からの経済ミッション受け入れ【通年】 

⇒ベトナム、インド、ミャンマー、スリランカ、台湾等からの政府・経済界関係
者および学生等の訪日団を受入れ 

 海外からの引き合い情報等掲載サイト「CCI-IBO」（CCI International Business 
Opportunity）の運営強化【アクセス６万件以上：通年】 
⇒２８年度アクセス件数：５４，８５３件 

 中小企業の原産地証明書の取得促進説明会【１０回以上：通年】 
⇒特定原産地証明書発給手続きに係る説明会を全国で１９回開催 
（東京③、福岡③、さいたま②、北九州②、名古屋②、横浜、下関、岡山、広島、
岡崎、金沢、京都） 

 貿易関係証明担当者向け研修会の開催【２回以上：通年】 
⇒平成２８年商工会議所貿易関係証明業務担当者研修会（①７/１１～１３、②
１１/７～９、参加者数①７０名、②４０名） 

(２) 海外現地進出支援〈ビジネス環境の整備〉 
 要望書「ＴＰＰの早期実現を求める」を安倍総理に手交（日商、経団連、経済同

友会、日本貿易会の４団体連名）（７/１３） 
 日豪・日ＡＳＥＡＮ等の二国間・多国間経済委員会活動を通じたビジネス環境の

整備【１０回以上開催：通年】 
⇒延べ１２ヵ国（スペイン、バングラデシュ、スリランカ、チリ、ペルー、マレ
ーシア、豪州、ＮＺ、ミャンマー、インド、フィリピン、韓国）の経済界関係者
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との合同会議を開催。新たなビジネスチャンス創出の可能性等について議論する
とともに、わが国ならびに当該国政府に対し、貿易・投資およびビジネス環境整
備に資する提言・要望等を発出。（参加者延べ約１，８３０名） 

 在外日本人商工会議所と各国政府との経済対話の推進によるビジネス環境の整
備【通年】 
⇒ミン・ＡＳＥＡＮ事務総長とＡＳＥＡＮ日本人商工会議所連合会との対話にお
いて、約７，０００社に迫る在ＡＳＥＡＮ日系企業の現場の声を集約した実務的
かつ包括的なビジネス環境の改善を提案（６/２０）。 

 ＥＡＢＣ（東アジアビジネス協議会）２０１６年議長国として、ＲＣＥＰ（東ア
ジア地域包括的経済連携）への産業界の意見反映に向けた政策要望【通年】 
⇒第３５回ＥＡＢＣ会合（４/２７）、第３６回ＥＡＢＣ会合（８/３）、ＡＳＥＡ
Ｎ＋３経済大臣とのダイアログ（８/４）において、東アジア経済統合に向けた
産業界の意見反映を行うとともに、ＦＴＡ利用に関する実態調査（ジェトロ・日
商共同実施）や日本の中小企業育成支援制度の事例共有など、３つのワーキング
グループ（RCEP、e-Commerce、MSME）での内容を中心に活動を報告。 

 締結済みのＥＰＡ・ＦＴＡの見直しに関する意見活動【通年】 
⇒わが国政府への「中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望」（７/２１決
議･公表）において、各ＥＰＡの原産地規則の統一および最新版のＨＳコード（関
税分類番号）への統一を要望。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 
 特定原産地証明書利用者のニーズを踏まえたシステム・サーバの改修による利便

性向上と発給業務の効率化の推進【対前年度比発給件数５％増（２７年度見込み
約２２万件）：通年】 
⇒２８年度発給件数：２６６，６９７件（対前年比１３．８％増） 
⇒「特定原産地証明書発給事務担当者中堅者研修会」（１１/１１、  １２/１
２、参加者延べ２１名） 

 経済連携協定の締約国増加を見据えた発給事務所の整備・拡充【通年】 
⇒発給事務所数２４から２５に増加（１０/３ さいたま事務所開設） 

 海外知財訴訟費用保険制度等「海外展開サポートプラン」の普及・加入促進（海
外における訴訟リスクや海外取引先に対する信用リスクをサポート） 
⇒２８年度実績：①中小企業海外ＰＬ保険:７１１件（２０２商工会議所）、②海
外知財訴訟費用保険:１０件、③輸出取引信用保険２件（２商工会議所） 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 

(１) 中小企業の輸出投資促進に向けたビジネス環境の整備 
 ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、ＲＣＥＰ等の早期発効・締結に向けた働きかけ 
 新興国を中心に進出日系企業が抱える問題点の聴取及び相手国政府への制度等

改善要望 
 二国間・多国間経済委員会活動を通じた各国経済界との交流促進及び課題解決の

検討 
(２) 中小企業の海外展開事例の情報収集・情報提供 

 中堅・中小企業の海外安全対策に係る普及・啓発 
 セミナー・講演会、説明会等を通じた海外ビジネスに関する情報提供 
 新興国の商工会議所会員企業とのビジネスマッチング等による中小企業の取

引・販路拡大 
 ミッション派遣・受入れを通じたビジネス機会の発掘 
 海外ビジネスマッチングサイト（ＣＣＩ－ＩＢＯ）の活用促進 
 特定原産地証明書利用者のニーズを踏まえたシステム改修等による利便性向上  
 在日外国大使館、在外日本人商工会議所、海外商工会議所等との連携・ネットワ
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ーク強化 等 
 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
※Ｈ２９年度活動の見直し・改善を図りつつ、Ｈ３０年度活動計画・取り組み方針を策定

予定 
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日本政策金融公庫 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 

1. 平成２８年度の海外展開支援にかかる活動計画 

(１) TPP 対象国を含む海外への展開を図る中小企業・小規模事業者及び農林漁業者の資

金調達の円滑化支援（円貨貸付、外貨貸付及びスタンドバイ・クレジット発行） 

① 資金調達の円滑化支援（円貨貸付・外貨貸付） 

平成 28年度の同融資実績は、1,811 社（前期比 118％）、375 億円（同 142％）。 

• 円貨（中小企業者向け）の融資実績は、402 社（前期比 112％）、223 億円（同

133％）。国内法人の輸出等を中心とした運転資金の利用が増加し、また中国・

アセアンのほか、欧州など幅広い地域で利用された。 

• 外貨（米ドル）（中小企業者向け）の融資実績は、99社（前期比 122％）、4,624

万米ドル（同 109％、49億円相当）。為替のリスクの低減を目的とした中小業者

の米ドルニーズは引き続き高く、また幅広い国で利用された（中国、アメリカ

等計 22ヵ国）。 

• 円貨（小規模事業者）の融資実績は、1,310 社（前期比 119％）、103 億円（同

202％）。卸売・小売業を中心に、海外への輸出に取り組む小規模事業者の利用

が増加した。海外展示会への出展や市場調査等に関する費用、輸出に係る商品

仕入れ費用等、海外での販売を強化するための資金の利用が全体の約 75％を占

めている。 

＜融資実績の推移＞ 

（注）金額については、表示単位未満切捨のため、合計値が合わない場合あり。 

 

② 資金調達の円滑化支援（スタンドバイ・クレジット制度［SBLC］） 

• 平成 28 年度の本制度の利用実績は 103 社（タイ 65 社、韓国 7 社、中国（香港

含む）7社､フィリピン 6社、インドネシア 5社等） 

• 制度開始（平成 24年 8月）以降の累計実績は 317社。このうち TPP参加国（ベ

  
26年度 27 年度 28年度 

先数 金額 先数 金額 先数(前期比) 金額(前期比) 

中小企業者向け 364 201 441 213 501 (114%) 272 (128%) 

  
円 貨 364 201 360 167 402 (112%) 223 (133%) 

外 貨 - - 81 45 99 (122%) 49 (109%) 

小規模事業者向け 752 37 1,100 51 1,310 (119%) 103 (202%) 

  円 貨 752 37 1,100 51 1,310 (119%) 103 (202%) 

合 計 1,116 239 1,541 265 1,811 (118%) 375 (142%) 

（単位：億円） 
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トナム、マレーシア、シンガポール、メキシコ）の占める比率は 11％。 

• より多くの中小企業者がこの制度を利用できるよう、平成 25 年 10 月から地域

金融機関と連携したスキームの取扱いを開始。平成 28 年 3 月までに、全国 59

の地域金融機関と連携を開始（信用状発行累計実績は延べ 19社（上記 317社の

内数））。 

• 平成 28年度は中華人民共和国の大手商業銀行「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」と業務提携契約を締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 海外展開を図るお客さまへの情報提供  

① TPP活用促進等をテーマとする国内における海外展開セミナーの開催 

海外展開を図る中小企業者・小規模事業者向けに海外展開セミナーを全国 各地

で 133回開催（うち TPPをテーマとした開催回数 13回）。 

② TPP対象国を含む海外における現地法人交流会の開催： 

取引先現地法人等の経営課題解決支援や交流・情報交換の場として、取引先現地

法人交流会（セミナー等）やビジネス商談会を開催。平成 28 年度はアセアン・

中国を中心に各地で 14 回開催（うち TPP 参加国（ベトナム、マレーシア、シン

ガポール）での開催 3回）。 

③ 海外展開する企業への支援事例の発信（コンソーシアムの活用事例等） 

海外展開する企業への支援事例の新聞掲載件数 115件。 

(３) 海外展開支援機関（ジェトロなどコンソーシアム参加機関を含む）との連携 

① 顧客からの相談にかかる連携 

コンソーシアムの実績は、取次件数 22 件（公庫がジェトロに取り次いだもの）、

対応件数 6件（公庫が紹介を受けたもの）。 

② 海外展開セミナーや現地法人交流会の開催における連携 
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ジェトロ等コンソーシアム参加機関と連携し、日本国内で海外展開セミナー、海

外で取引先現地法人交流会を開催（ジェトロ 82回、中小機構 22回）。 

③ クールジャパンやインバウンドに対応する企業等への支援にかかる連携 

インバウンドをテーマとした海外展開セミナー開催 2回。 

2. 相談窓口 

日本公庫は、全国 46都道府県に 152支店、海外に 2ヵ所の海外駐在員事務所を有し、

各窓口で TPP活用方策を含め海外展開に関する相談を受ける態勢を構築している。 

 

【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 

1. 平成２９年度の海外展開支援にかかる活動計画 

(１) TPP 対象国を含む海外への展開を図る中小企業・小規模事業者及び農林漁業者の資

金調達の円滑化支援（円貨貸付、外貨貸付及びスタンドバイ・クレジット発行） 

＜実施中の取組み＞ 

・ 全国 30店舗に「海外展開支援推進担当」を設置。支店取引先の海外展開を資金

及び情報提供面で支援強化する体制整備。なお、公庫支店とジェトロ地方事務

所、各地商工会議所が連携を強化。 

・ 平成 29年 6 月に、中国の青島と大連に支店を有する山口銀行（山口フィナンシ

ャルグループ傘下）と、スタンドバイ・クレジット制度を通じた融資にかかる

業務提携契約を締結。本業務提携は本邦金融機関と提携する初のケースで、こ

れにより本制度の提携金融機関は計 12行となった。 

(２) 海外展開を図るお客さまへの情報提供  

① TPP活用促進等をテーマとする国内における海外展開セミナーの開催 

＜実施中の取組み＞ 

・ 国内における海外展開セミナーの開催（100回／年を予定） 

② TPP対象国を含む海外における現地法人交流会の開催 

＜実施中の取組み＞ 

・ 海外における現地法人交流会の開催（15回／年を予定） 

③ 海外展開する企業への支援事例の発信（コンソーシアムの活用事例等） 

(３) 海外展開支援機関（ジェトロなどコンソーシアム参加機関を含む）との連携 

① 顧客からの相談にかかる連携 

② 海外展開セミナーや現地法人交流会の開催における連携 

２．相談窓口 

日本公庫は、全国 46 都道府県に 152 支店、海外に 2 ヵ所の海外駐在員事務所を有し、各窓

口で TPP活用方策を含め海外展開に関する相談を受ける態勢を構築している。 
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日本税理士会連合会 
 
【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
新輸出大国コンソーシアムについて、日税連の担当機関における会議（全国 15税理
士会の委員が参加）の場で説明を行うとともに、15税理士会に対して周知及び支援
依頼を行った。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
新輸出大国コンソーシアムに関する情報提供があった際には、担当機関より全国 15
の税理士会に対して適宜情報の連携及び周知依頼を行う。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① その他 

JETRO からの依頼により、「新輸出大国エキスパート（税務・会計）」の設置に向け
たスキーム及び公募内容の確認を行った。また当該事業の公募開始に際して、日税
連のホームページでも周知を行うとともに、全国 15の税理士会に対しても周知依頼
を行った。 

(３) 各支援機関の支援体制強化 

JETRO 主催「新輸出大国コンソーシアム・成果普及セミナー」（平成 29 年８月７日実

施済み）の広報資料に機関名の掲載を行うとともに、当該セミナーにおいて日税連で作

成したリーフレット「税理士は中小企業支援の主役です」を支援機関の広報コーナーに

配置いただき、日税連における中小企業支援の活動周知を行った。 
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日本弁理士会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 新輸出大国コンソーシアムを活用して知財経営支援を希望する中小企業に、中小企
業が海外展開する際における知財の重要性や知財面での留意点など知っておいてほ
しい情報を提供することを目的とした中小企業向けのセミナーを平成２９年２月実
施した。 
本セミナーの概要は以下のとおり。 
 テーマ：新輸出大国コンソーシアムに関する弁理士の支援策 
        ～中小企業が海外展開する際に知っておきたい知財トピック～ 
 対象者：中小企業経営者、管理者、従業員等、小規模事業者等 
 開催日時・会場等： 

日時・・・平成２９年２月１０日午後２時～４時３０分 
会場・・・中小企業基盤整備機構本部会議室 
主催者・・日本弁理士会、中小企業基盤整備機構、JETRO 
参加者等・・製造業、サービス業等の経営者等、約３０名参加。 

セミナー終了後、３件の個別相談を実施。 
② 海外進出する際の知的財産相談を含む無料相談（常設知的財産相談）を実施した。 

  
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 海外展開に向けた知財経営コンサルティングの実施 
弁理士知財キャラバン事業を活用した、海外展開も含む知財コンサルティングを実
施した。 
※弁理士知財キャラバン事業とは、知財経営コンサルティングスキルを持った弁理
士が企業を訪問する制度。訪問回数は最大３回で、費用は日本弁理士会が負担する。 
 申請件数については、 

平成２７年度１７件、平成２８年度１１０件、合計１２７件 
 コンサルティング件数（申請企業に対するコンサルティング件数、クライアン

ト向け訪問型コンサルティング件数の合計件数）については、 
平成２７年度１７８件、平成２８年度１８８件、 

合計３６６件(内訳：「申請企業に対するコンサルティング件数」124件、「クライア 
ント向け訪問型コンサルティング件数」242件) 

② 出願援助費用の援助 
特許出願等援助制度を利用した出願費用の全部又は一部の補助を行う。 
※特許出願等援助制度とは、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難に
なる企業を主な対象として、特許、実用新案、意匠の出願にかかる費用の全部又は
一部を日本弁理士会が負担する制度。 

③ 無料相談の実施 
海外進出する際の知的財産相談を含む無料相談（常設知的財産相談）を実施した。 
 

(３) 海外現地進出支援 
① 海外展開に向けた知財経営コンサルティングの実施 

弁理士知財キャラバン事業を活用した、海外展開も含む知財コンサルティングを実
施する。 
 

② 出願援助費用の援助 
特許出願等援助制度を利用した出願費用の全部又は一部の補助を行う。 
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③ 無料相談の実施 
海外進出する際の知的財産相談を含む常設知的財産相談を実施する。 
 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
① 海外知財制度、水際対策、模倣品対策、グローバル知財人材等をテーマにした弁理

士への研修を行った。 
② 知財コンサルティングができる弁理士を養成するための研修を実施した。 

「履修支援員となるための研修」の概要は以下のとおり。 
 研修内容等：全５日間（５回）からなる「履修支援員となるための研修」の第

３クールを実施した。研修内容は基礎編（全３回）と実践編（全２回）からな
り、すべての科目を修了し、かつクライアント向け訪問型コンサルを実施した
後に報告書を提出した者が履修支援員となることができる。 

 受講状況： 
第１クール（H27/7/13-9/16）----- 受講者数 488名(内、修了者 348名) 
第２クール（H27/10/26-H28/1/21）-受講者数 134名(内、修了者 133名) 
第３クール（H28/6/29-8/31）------受講者数 140名(内、修了者 109名) 

                合計   受講者数 762名(内、修了者 590名)  
 『「履修支援員となるための研修」を受講し、クライアント向け訪問型コンサル

を行った履修支援員』、及び『推薦支援員』の人数状況： 
推薦支援員----全国 23名 
履修支援員----全国 249名 
合計 全国 272 名(内訳：北海道 9 名、東北 12名、北陸 14 名、関東 118名、東 

海 40名、近畿 46 名、中国 10名、四国 7名、九州 16名) 
 履修支援員のためのフォローアップ研修： 

平成２８年５月から７月にかけて、主に履修支援員を対象として、北海道を除
く８支部でフォローアップ研修を行った。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 「知財広め隊」を創設し、中小企業に知財の有用性を認識してもらうことに特化し
たセミナーを全国網羅的（２年間で全国１００箇所程度）に行う。セミナーのメイ
ンテーマは、知財の実践的な活用方法や種々の知財活用事例・典型的失敗事例の紹
介とする。また、サブテーマとして、知財金融の利用方法のほか、出願の補助金制
度の利用方法等、直ぐに使える内容を含めることで、興味を持ってもらうと同時に
知財の利用促進を図る。 

② 海外進出する際の知的財産相談を含む無料相談（常設知的財産相談）を実施する。 
 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 海外展開に向けた知財経営コンサルティングの実施 

弁理士知財キャラバン事業を活用した、海外展開も含む知財コンサルティングを実
施する。 

② 出願援助費用の援助 
特許出願等援助制度を利用した出願費用の全部又は一部の補助を行う。 

③ 無料相談の実施 
海外進出する際の知的財産相談を含む無料相談（常設知的財産相談）を実施する。 
 

(３) 海外現地進出支援 
① 海外展開に向けた知財経営コンサルティングの実施 

弁理士知財キャラバン事業を活用した、海外展開も含む知財コンサルティングを実
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施する。 
② 出願援助費用の援助 

特許出願等援助制度を利用した出願費用の全部又は一部の補助を行う。 
③ 無料相談の実施 

海外進出する際の知的財産相談を含む無料相談（常設知的財産相談）を実施する。 
 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
① 海外知財制度、模倣品対策、グローバル知財人材等をテーマにした弁理士への研修

を行う。 
② 知財コンサルティングができる弁理士を養成するための研修を実施する。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
「知財広め隊」事業を、H29年度に引き続き実施する。 
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公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 日本人の海外起業家集団「和僑会」との連携による海外進出支援 

≪目的≫ 全てにおいてグローバルな視点が欠かせない現在、主に経済発展途上国のア
ジア地域を中心に現地で起業している日本人起業家との交流を通じて、現地での生の経
済情報や市況を学び、中小企業等の海外進出のための支援や NBC会員とのビジネスマッ
チングを促進する。 
① 和僑会メンバー他が講師を務める勉強会を開催 

 海外各地の実情を学ぶ勉強会３回開催 （2016.8.23、2016.11.30、2017.3.22） 
② 海外視察及び和僑世界大会への参加 

 ベトナムダナン市のビジネス視察会 （2016.05.21～24） 
 和僑世界大会 in札幌への参加と意見交換会 （2016.10.30～31） 

(２) ニッポン新事業創出大賞表彰制度における海外進出企業の顕彰 
≪目的≫ 日本経済発展の為、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル
人財化を推奨する機運を高め、海外進出に「夢と希望」を与える成功事例を称え、我が
国の経済活性化の一助とする。 
 2016.9.28（水）第 11回ニッポン新事業創出大賞表彰式開催。 
① グローバル部門（経済産大臣賞、JNB会長賞） 

革新的な海外事業を展開し成功している中小企業を顕彰 
② アントレプレナー賞（東京ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会主催、JNB 協賛；東京 NBC 会長賞贈呈）  

旺盛なチャレンジ精神により海外で創業した日本人起業家を顕彰 
(３) 協議会における会員企業の海外進出のための啓蒙活動・勉強会の実施 

≪目的≫ NBC会員に向け旬な情報の提供や関係機関担当者との交流・紹介など。 
① JETRO訪問による情報交換や勉強会開催の準備（2016.6.10.） 
② JETRO担当者によるウラジオストック進出の為の勉強会（2016.8.23） 

並びに、JETROによるウラジオストック視察会の案内 
③ マケドニア大使自らによるマケドニア進出の為の勉強会開催（2016.11.30） 
④ 経済産業省担当者による中東セミナー開催（2017.3.22） 

 
 成果例 
(１) ニッポン新事業創出大賞の「グローバル部門」表彰は 4回目。 

本年度は単独開催も、「グローバル」のキーワードの下、海外進出の為の情報収集や
交流を目的に、200名以上が参加。最優秀賞受賞者の生の情報を披露。 

(２) 海外視察会における成果 
ベトナム、ダナン市に進出した NBC会員企業 2社を訪問。１社は製造小売業（パンの

製造・販売）。もう 1 社は日本式教育を行う人材教育事業企業。日本の食と教育が現地
に受け入れられている現況を視察。ベトナム政財界の VIPとの交流も図れ、同国進出の
ノウハウを学んだ。 

(３) これまで 4 回開催しているニッポン新事業創出大賞グローバル部門、並びに国際ア
ントレプレナー賞のこれまでの受賞者計 30 名余が一堂に会する受賞企業の交流会を開
催。共に、海外進出で成功している企業・経営者の連携や交流を強化できた。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 日本人の海外起業家集団「和僑会」との連携による海外進出支援 

① 和僑会メンバー他が講師を務める勉強会を開催 
② 海外視察及び和僑世界大会への参加（2017.9.4～6実施） 

(２) ニッポン新事業創出大賞表彰制度における海外進出企業の顕彰（2017.9.20実施） 
① 第 12回ニッポン新事業創出大賞「グローバル部門」表彰式 
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② 第 5回国際アントレプレナー賞表彰式  
(３) 協議会における海外進出のための啓蒙活動・勉強会の実施 

① 海外進出の為の勉強会開催予定（２～３回） 
② インバウンドビジネスの為の勉強会開催予定（２～３回予定） 
③ 海外視察会実施 
④ 新たな海外進出先としての初のインド勉強会開催予定 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
会員企業の海外進出支援及び海外情報の提供や啓蒙活動を中心に行う予定。 

(１) 日本人の海外起業家集団「和僑会」との連携による海外進出支援 
≪目的≫ 全てにおいてグローバルな視点が欠かせない現在、主に経済発展途上国のア
ジア地域を中心に現地で起業している日本人起業家との交流を通じて、現地での生の経
済情報や市況を学び、中小企業等の海外進出のための支援や NBC会員とのビジネスマッ
チングを促進する。 
① 和僑会メンバー他が講師を務める勉強会を開催 
② 海外視察及び和僑世界大会への参加 

(２) ニッポン新事業創出大賞表彰制度における海外進出企業の顕彰 
≪目的≫ 日本経済発展の為、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル
人財化を推奨する機運を高め、海外進出に「夢と希望」を与える成功事例を称え、我が
国の経済活性化の一助とする。 
① 第 13回ニッポン新事業創出大賞「グローバル部門」表彰式 

革新的な海外事業を展開し成功している中小企業を顕彰 
② 第 6回国際アントレプレナー賞表彰式 

旺盛なチャレンジ精神により海外で創業した日本人起業家を顕彰 
(３) 協議会における海外進出のための啓蒙活動・勉強会の実施 

≪目的≫ NBC会員に向け旬な情報の提供や関係機関担当者との交流・紹介など。 
① 海外進出の為の勉強会開催予定（２～３回） 
② インバウンドビジネスの為の勉強会開催予定（２～３回予定） 
③ 海外視察会実施 
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一般財団法人日本品質保証機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
セミナーの実施【３件】 

② 相談窓口設置 
面談及び Eメールでの回答実施【２０件】 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① その他 

JETROより米国への工業製品の輸出に関わる認証について問い合わせあり。JQAの専
門性と合致しないため、他の機関を紹介した。 

(１) 海外現地進出支援 
② その他 

ベトナムハノイ及びハイフォンにて、既存企業及び進出直後の企業を対象に計量計
測事業に関するセミナーを実施。約 100 社、160名を動員。 

 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① その他 
ベトナム現地法人の設立及び、現地での進出企業支援（提供可能なサービス、相談
を受ける事が可能なサービス内容）について、各種媒体にて周知を行う。また各地
域の JETRO 事務所へ支援内容の説明や、地域毎の進出状況についてヒアリングを行
う事も想定。 

(２) 海外現地進出支援 
① その他 

ベトナムでの計量計測セミナー実施による、進出企業への情報提供を実施予定 
 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
 ベトナム現地法人の設立に伴う、現地での企業支援が可能な内容を明確化する 
 ベトナムにおいて各種セミナー（計量計測事業・ISO 認証）を実施し、企業への情報

提供を行う 
 ベトナムにおいて展示会へと参加し、企業への情報提供を行う 
 ベトナム以外の ASEAN 周辺国にて、事業拡大に資する情報収集活動を行い、合わせて

企業支援が可能な内容を明確化する 
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日本弁護士連合会 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の説明チラシを作成し、関連イベント等で配
布した。 
また、中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の正規事業化を記念した 
「中小企業海外展開支援弁護士紹介制度に関するシンポジウム」を２０１６年６月
８日１６時－１８時で開催した。 
また、本制度の効果を理解してもらうために、連携機関限りという限定付で、簡単
な事例集をまとめた。 

② 相談窓口設置 
相談対応は、中小企業海外展開支援弁護士紹介制度の本来の目的であり、平成２８
年度も中小企業からの相談に対して情報提供を含めた支援を行った。 

③ その他 
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 事業計画策定支援 
後述のとおり。 

(３) 海外現地進出支援 
① リスクマネジメント支援 

後述のとおり。 
 

（２）④及び（３）⑪について 
当連合会の支援は、提携先から弁護士紹介の依頼を受けて、弁護士を紹介する制度

である。その内容は、①海外進出の計画査定など助言、②契約書関連、③現地でのト
ラブル等に大別される。相談内容の分布は、【参考１】の通りである。 
また、対象国の分布は、【参考２】の通りである。 
相談企業の分布は、【参考３】の通りである。 
契約書チェックでは、海外取引の契約書作成時点から企業にアドバイス等を行い、

海外紛争の予防に貢献している。 
また、海外進出支援では、海外進出を計画している企業の計画に対して法的観点か

らアドバイスを行っている。 
平成２８年度の実績は、相談件数７３件である。 

 
(４) 各支援機関の支援体制強化 

中小企業海外展開支援弁護士紹介制度において紹介可能な弁護士の事務所所在地は、
札幌地域、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、香
川県、福岡県の１１箇所と拡大しており、支援体制強化に務めた。これに伴い、上記各
都道府県の弁護士会に、独自に地元の中小企業支援機関との連携を密に取ることを進め
ている。その実績として新潟県弁護士会が参加しているアンビシャスという、先進的な
取組がある。 
本制度の協定を結んだ連携機関のほかに、協定のようにハードルが高くない利用登録

機関制度を新たに開発し、北洋銀行を登録機関として受け入れた。 
 
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
(１) 情報提供 

① 情報発信 
各高裁所在地を中心に、弁護士向けの「中小企業の海外事業展開支援に関する研
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修会」を開催している。これまでに沖縄県、宮城県、広島県、北海道、新潟県で開
催した。これに加え、香川県、栃木県、福岡県でも同様の研修会を開催する予定で
ある。 
新潟県では、２部構成にして、第１部を弁護士向けセミナー、第２部をアンビシ

ャス向けのセミナーとすると共に、米山県知事からの支援表明をいただいた。 
(２) 海外展開に向けた事前準備支援 

① 事業計画策定支援 
【平成２８年度活動計画の実績】の前述のとおり。 

(３) 海外現地進出支援 
② 現地進出支援（展示会出展等） 

【平成２８年度活動計画の実績】の前述のとおり。 
(４) 各支援機関の支援体制強化 

利用登録機関として、新たにＴＹファイナンスグループ（東京都民銀行、八千代銀行、
新銀行東京）が参加した。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】 
来年度は、①連携機関、登録機関の増加、②弁護士紹介実施地域の順次拡大、③相談者が

利用し易い制度への改善、④これらを通じた利用件数の増大を目指している。 
 
 

【参考１】相談内容の内訳（暫定版） 

（平成２９年１０月１日現在） 

 

 
 

 

 

 

 

 

①海外進出の計画査定など 

助言, 7% 

④その他, 
11% 

③現地でのトラブル等, 13% 

②契約書関連, 69% 
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【参考２】相談対象国・地域 ※対象国が複数にわたる場合個別にカウント 

（平成２９年１０月１日現在） 
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【参考３】相談企業所在地 
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独立行政法人日本貿易振興機構 
 

【平成２８年度活動計画の実績】※日本貿易振興機構全体 
(１) 対日直接投資の促進 

＜主要な業務実績＞ 
28年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

 投資プロジェクト管理件数：1,775件 
 誘致成功件数：174 件 
 うち大型等特定誘致案件：21件 
 役立ち度アンケート調査：97.5% 

（関連指標） 
 自治体等との連携件数：69件 
 政府への情報提供件数：43件 

(２) 農林水産物・食品の輸出促進 
＜主要な業務実績＞ 
28年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

 輸出支援件数（延べ社数）：4,654件 
 輸出成約金額（見込み含む）：224.3億円 
 役立ち度アンケート調査：97.3% 

（関連指標） 
 品目別の取組に貢献する事業実施件数：77件 
 政府への情報提供件数：40件 

 
(３) 中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援 
＜主要な業務実績＞ 
28年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

 新たな輸出・投資等の海外展開成功社数：587社 
 輸出・投資等の海外展開支援件数（延べ社数）：5,732件 
 貿易投資相談件数：93,190件 
 知的財産権等に関わる相談件数：2,439件 
 役立ち度アンケート調査：96.7% 

（関連指標） 
 地域支援プロジェクト形成件数：115件 
 関係機関との連携件数：52件 
 相手国政府等への協力事業の実施件数：209件  

 
(４) 我が国企業活動や通商政策への貢献 
＜主要な業務実績＞ 
28年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

 調査関連ウェブサイトの閲覧件数：245万件 
 政策担当者及び企業関係者等へのジェトロ事業や海外情勢等に関するブリーフィン
グ件数：9,275件 

 役立ち度アンケート調査：91.8% 
（関連指標） 

 セミナー等での講演件数や外部出版物等への掲載件数：856件 
 政府への情報提供件数：100件 

（モニタリング指標） 
 政策ブリーフィング件数：410件 
 成果普及セミナー・シンポジウム等の開催件数：96 件 ・成果普及セミナー・シンポ
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ジウム参加者に対する「役立ち度」アンケート調査結果：97.3% 
 定期刊行物や単行書、政策立案に寄与するポリシー・ブリーフや調査研究報告書等研
究成果のウェブサイト上における閲覧件数（ウェブサイト上でのファイルのダウンロ
ード件数も含む）：297万件 

 研究最終成果の外部査読：4.2点 
 国際機関や海外の研究機関との国際共同研究等の実施件数：16 件 

 
【平成２８年度活動計画の実績】※うち、新輸出大国コンソーシアム関連 
(１) 専門家による支援 

① 企業 ID発行企業数：4,062社 
② 問合わせ件数：5,916 社 

【参考】専門家配置実績 
2017年 3月 31日時点で計 370名の専門家を配置。内訳は以下のとおり。 
○ パートナー（121名） 

海外ビジネス経験に精通した専門家として、継続的な企業訪問を通じて、海外展開計
画の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫して支援する。 

○ エキスパート（144 名） 
デザイン製品・日用品、機械・環境、ファッション、インフラ・プラント、ヘルスケ
ア、コンテンツ、農林水産・食品等の各分野の専門家として、それぞれの専門的な知
見を活かして個別企業のニーズに応じた支援を行う。 

○ コンシェルジュ（105名） 
各都道府県に配置し、企業からの相談対応を行うほか、企業の要望や活動状況に合わ
せて、水先案内人としてコンソーシアム内の最適な支援サービスを紹介する。 

 
(２) 支援機関との連携強化 

2017年 3月 31日時点で計 1,076の機関がコンソーシアム支援機関に参画。 
（内訳） 

支援機関 機関数 

1. 政府・政府関係機関等 40 

2. 自治体 360 

3. 地域支援機関等 124 

4. 商工会議所・商工会 282 

5. 地方銀行 100 

6. 信用金庫 139 

7. その他の金融機関（都市銀行、リース、損保等） 31 

合計 1,076 

 
(３) 成功事例の創出と横展開 

① 支援機関担当者向け説明会の開催件数 37件 
② 新輸出大国コンソーシアム事業展開セミナーの開催件数 28 件 
③ 成功事例集「TPP 海外でチャンスを掴む」の作成 
④ コンソーシアム支援機関（JICA）との連携事例集「ニッポン力を、世界へ。」の作成 
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【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動方針）】 
ジェトロは、「日本再興戦略」に掲げられた目標の達成に貢献すべく、対日直接投資の促

進、農林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業の海外展開支援、我が国企業活動や通商
政策への貢献を活動の 4 本柱とする。中でも、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成
28 年 11月 29日農林水産業・地域の活力創造本部改訂、以下「活力創造プラン」）において
掲げられた目標である「2019 年までに農林水産物・食品の輸出額を１兆円に増大」の実現
に貢献するべく、特定の国・地域における特定品目について、重点的かつ戦略的にブランデ
ィングやプロモーション等の事業を実施する新組織として日本食品海外プロモーションセ
ンターを機構内に創設する。 
 
(１) 対日直接投資の促進 

政府目標である「2020 年における対内直接投資残高の 35兆円への倍増（2012年比）」
に向けて、2017年度は、イノベーションを促進する研究開発拠点など高付加価値拠点の
誘致拡大、地域への外国企業誘致の強化、アジア・新興国等での誘致活動の拡充、外国
企業の誘致・日本企業との協業マッチング支援機能の強化を進める。 
 
上記の取組を通じ、2017年度は投資プロジェクト管理件数 1,200 件以上、誘致成功件

数 120件以上（うち、大型等特定誘致案件 15件以上）の達成を目指す。 
 

(２) 農林水産物・食品の輸出促進 
政府目標である「2019年に農林水産物・食品の輸出額 1兆円の前倒し（活力創造プラ

ン）」の実現と、地方創生に貢献すべく、2017 年度においては、「農林水産業の輸出力強
化戦略」（平成 28 年 5 月 19 日農林水産業・地域の活力創造本部、以下「輸出力強化戦
略」）を踏まえ、品目別輸出団体や関係省庁と一体となって農林水産物・食品の輸出が
促進できるよう効果的に事業に取り組む。特に、新組織によるオールジャパンでのプロ
モーションやブランディングの戦略策定及び実施に取り組む。 
 
上記の取組を通じ、2017年度は輸出支援件数（延べ社数）4,160 件（うち農林水産物・

食品輸出支援件数（延べ社数）3,200 件、海外におけるプロモーション・ブランディン
グによる支援件数（延べ数）960件）、輸出成約金額（見込み含む）210億円の達成を目
指す。 

 
(３) 中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援 

我が国企業の海外展開を推進するため、自治体、関係機関等とも連携しつつ、日本か
らの輸出や海外進出、進出後の現地展開や事業見直し、さらには第三国展開まで一貫し
て支援を行う。また、海外進出した日系企業に対しては、ニーズや進出段階に応じた継
続的な支援を実施する。 

① 海外ビジネス情報の提供 
貿易投資に関する各種制度・商習慣・統計・関税率等、ビジネスに直結する情報・資
料を収集・整備し、企業等に提供する。 

② オンラインでの情報提供等 
貿易・海外進出に関する国内外の制度・手続きや関連法規を国別、商品別にまとめた
貿易投資 Q&Aや、政府調達情報、E-learning による貿易実務講座、引き合い案件デー
タベース（TTPP）や、見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）をウェブサ
イト経由で提供する。 

③ 我が国企業の海外展開支援 
海外ビジネス展開を進めようとする我が国中堅・中小企業の支援強化に向け、外部専
門家を活用して個々の企業の海外展開フェーズに応じたハンズオン支援を引き続き
実施する。また、他の支援機関と連携した「新輸出大国コンソーシアム」の事務局を
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円滑に運営し、我が国企業を適切な支援事業に誘導し、海外展開までの一貫した支援
を図るとともに、海外展開未経験企業を広く発掘し総合的な支援を行う。 

④ 中堅・中小企業等の海外展開人材の育成・活用中堅・中小企業等の海外展開の課題と
なっているグローバル人材育成・確保に貢献するため、日本人または外国人のインタ
ーンシップを通じた政府の支援事業を活用する。 

⑤ 中堅・中小企業等の現地におけるビジネス展開支援 
海外でのビジネス展開を目指す中小企業等に対し、「中小企業海外展開現地支援プラ
ットフォーム」を通じて、現地情報の提供等の個別ニーズに対応するとともに、現地
の関係機関との連携による海外での支援を継続する。 

⑥ 我が国が強みを有する重点分野における取組の強化 
我が国が強みを有する重点分野（サービス分野、クリエイティブ分野、ヘルスケア分
野、生活関連分野、機械・部品分野、インフラ分野）において、マーケティング調査、
ミッション派遣、商談会開催、国際見本市出展支援などを通じた海外展開支援を実施
する。 

⑦ 新たに海外展開に取り組む中小企業への支援 
これまで海外展開を行っていなかった中小企業等への支援を拡大する。 

⑧ 相手国政府との関係強化に向けた協力事業等の実施 
日本の通商政策を踏まえ、TICADVI のフォローアップとしての我が国企業のアフリカ
等でのビジネス展開支援や日 ASEAN経済大臣会合の枠組みを活用した新産業分野にお
ける企業連携促進支援、及びボリュームゾーンへの市場開拓支援などを実施する。 

⑨ 地域の国際ビジネス支援を通じた地方創生への貢献 
貿易情報センターが中心となり、意欲ある自治体や地方の商工団体等と連携して、地
域の魅力ある産業資源を活かした国際ビジネスの拡大を推進することで地方創生に
貢献する。 

⑩ クールジャパンの推進と訪日観光の誘客 
クールジャパンの推進に向け、政府機関や業界団体等と連携し、ジャパン・ブランド
の発信を支援する。 

⑪ フロンティア市場と国際博覧会におけるジャパン・ブランドの発信 
TICADVI のフォローアップとして、アフリカでジャパン・フェアを開催する。また、
イランやキューバなどジャパン・ブランドが十分普及していないフロンティア市場で
もジャパン・フェア等の展示会を開催する。さらに、日露経済協力の一環としてロシ
アの「イノプロム 2017」で日本がパートナーカントリーとなることを受け、大規模パ
ビリオンを出展する。2017 年 6～9 月にカザフスタンで開催されるアスタナ国際博覧
会では、メインテーマ「未来のエネルギー」に沿う魅力ある日本館を出展する。 

⑫ 知的財産を活用した海外ビジネスの拡大 
中小企業等の海外展開に際し知的財産権侵害を未然に防ぐため、外国出願支援による
権利化支援を行う。また、冒認出願等により、現地で日本企業が訴えられるリスクを
低減するため、海外展開前に商標先行登録調査による支援や万一冒認商標出願された
場合には、異議申立や取消審判請求、訴訟費用を補助する。さらに、侵害対策として、
模倣対策・海外知財動向セミナーや資料作成による情報提供、相談対応に加え、流通
経路や製造元を特定する侵害実態調査による支援や権利行使の支援を行い、現地企業
から権利侵害との訴え又は警告を受けた場合の係争費用も支援する。海外では在外日
系企業からの相談対応を通じて意見集約を図り、各国政府への改善要望等を行い、対
策ニーズの高い営業秘密漏洩問題にも支援を行う。加えて、侵害発生国政府機関等と
連携し、真贋判定等のセミナーの開催や関係政府職員の日本招聘を実施する。 

⑬ イノベーションの促進とルール（規制、基準・認証等）に係る情報収集・発信 
革新的な技術やビジネスモデルを有するものの、海外のパートナーや資金調達等の情
報不足により海外展開が困難な中堅・中小・ベンチャー企業に対し、起業家ネットワ
ークがあり、専門家、投資家等の活動が活発な海外地域において、起業支援システム



53 

 

を活用して、引き続きビジネス展開を支援する。 
 
⑭ 大学との連携 

文部科学省による「スーパーグローバル大学創生支援」事業の採択大学を中心に新規
の包括的連携協定を締結し、同時に締結済の協定内容を履行していく（なお、これま
で全国で 9大学と連携。27年度：名古屋大学、国際教養大学、関西学院大学、芝浦工
業大学、28 年度：長岡技術科学大学、国際大学、東京外国語大学、29 年度：長崎県
立大学、東北大学）。 

 
上記の取組を通じ、2017 年度は、新たな輸出・投資等の海外展開成功社数 400 社、輸出・

投資等の海外展開支援件数（延べ社数）3,600 件、貿易投資相談件数 61,800 件、知的財産
権等に関わる相談件数 1,500 件の達成を目指す。さらに、2015年度補正予算及び 2016年度
補正予算が措置されたことを受けて、これらの目標に加え、「新輸出大国コンソーシアム」
を通じて外部専門家を活用し、2017年度に新たに 2,000社への支援の実施を目指す。 
 
(４) 我が国企業活動や通商政策への貢献 

我が国企業の国際ビジネスの具体的な進展に貢献するとともに、我が国の通商政策等
に資する情報収集・分析・提供を行う。また、ビジネス環境改善に資する調査業務の充
実、国内外政府への政策提言の促進を通じて、日本企業の円滑な海外展開を支援する。
経済連携の活用促進に資する調査・分析、情報発信を強化し、我が国企業の FTA、EPA
の活用促進、新たな海外展開や海外展開の拡大に貢献する。 

 
上記の取組を通じ、2016 年度は調査関連ウェブサイトの閲覧件数 183 万件、政策担当者

及び企業関係者等へのブリーフィング件数 5,100 件の達成を目指す。 
 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】  
調整中 
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株式会社日本貿易保険 
 

【平成２８年度活動計画の実績】 
(１) 情報提供 
① 情報発信 

 貿易保険初心者向けも含めた分かりやすい広報資料、説明資料やＨＰの充実。特
に、農林水産業者向けの保険種を 2016 年 7月に創設。 
その農林水産品・食品関連事業者向けに特化した広報資料を作成し、ＨＰを整備
した。 

 セミナー：提携地銀の行員向け勉強会、顧客向けセミナーを開催。 
イベント：Foodex Japan、沖縄交易会、等に NEXIのブースを設置。 
参加者である中小企業に貿易保険の商品内容や活用方法に関する情報をきめ細か
く提供した。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援 
① 販路開拓支援（市場調査等） 

 貿易保険を利用する際の NEXI海外商社登録（格付け付与）のために必要な信用調
書の取得料金を中小企業、農林水産事業者には 8件まで無料とした。 

(３) 海外現地進出支援 
① リスクヘッジにて支援：貿易保険は、輸出入、投資、融資等の対外取引に伴って民間

の保険では救済することができない下記のリスクをカバーしている。 
非常危険：戦争・テロ、為替・輸入制限、自然災害、経済制裁、収用等 
信用危険：契約相手方の破産、支払遅延等 

(４) 各支援機関の支援体制強化 
 NEXI主催、JETRO 共催の海外展開セミナー実施 
 新輸出大国コンソーシアムの枠組を活用し、JETRO を初めとした関係機関との連
携を図りつつ貿易保険の利用拡大を図った。 
新規契約としては、JETROからの 19 社の紹介のうち 2社（あきたこまち米輸出及
びアパレル製品輸出）があった。 

 農水食品分野では全農、農林中金等農水産品関係団体等と連携し、上記情報提供
内容に取組むことにより 80社の利用があった。 

  
【平成２９年度実施中・実施予定の事業（活動計画）】（内容はＨ２８年度に引き続き） 
(１) 情報提供   
① 情報発信  

 貿易保険初心者向けの分かりやすい広報資料、説明資料やＨＰを充実させている。
主に農産物の引受の事例をまとめた「事例集」を下期に作成予定。 

 セミナー：提携地銀の顧客向けセミナーに講師として参加。 
イベント：バリシップ（6 月）、さいしん（6 月）、沖縄交易会(11 月)、ワールド
ビジネス Festa（12月）等に NEXIのブースを設置。 
参加者である中小企業に貿易保険の商品内容や活用方法に関する情報をきめ細か
く提供している。 

(２) 海外展開に向けた事前準備支援  
① 販路開拓支援（市場調査等）  

 貿易保険を利用する際の NEXI海外商社登録（格付け付与）のために必要な信用調
書の取得料金を中小企業、農林水産事業者には 8件まで無料としている。 

(３) 海外現地進出支援 
① リスクヘッジにて支援：貿易保険は、輸出入、投資、融資等の対外取引に伴って民間

の保険では救済することができない下記のリスクをカバーしている。 
非常危険：戦争・テロ、為替・輸入制限、自然災害、経済制裁、収用等 
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信用危険：契約相手方の破産、支払遅延等 
(４) 各支援機関の支援体制強化  

 NEXI主催、JETRO 共催の海外展開セミナー実施 
 新輸出大国コンソーシアムの枠組を活用し、JETRO を初めとした関係機関との連
携を図りつつ貿易保険の利用拡大を図る。 
JETROから 11 社の紹介があり、現在、成約に向けて手続きを進めている。 

 農水食品分野では全農、農林中金等農水産品関係団体等と連携し、上記情報提供
内容に取組むことにより 88社が利用している。 

 
【Ｈ３０年度活動計画・取組方針】  
Ｈ３０年度の活動計画・取組方針については、Ｈ３０年初めにＨ２９年度の実績を踏まえ

て策定する予定。 


