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目的別施策一覧 

１．海外情報提供支援 

 

○海外進出、国際取引の拡大等に関する情報提供 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 国際展開ワークショップ（講演会）開催事業 ・・・ 1 

中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 中小企業資料収集事業 ・・・ 8 

日本貿易振興機構 貿易投資総合データベース提供事業（Ｊ－Ｆｉｌｅ） ・・・ 9 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 37 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 55 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 60 

全国中小企業団体中央会 中央会海外研修事業 ・・・ 61 

海外貿易開発協会 進出日系中小企業支援事業 ・・・ 64 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 75 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 
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中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

中小企業基盤整備機構 中小企業海外事業活動実態調査事業 ・・・ 5 

中小企業基盤整備機構 国際化支援レポート作成事業 ・・・ 6 

中小企業基盤整備機構 海外調査 ・・・ 7 

日本貿易振興機構 中小企業資料収集事業 ・・・ 8 

日本貿易振興機構 貿易投資総合データベース提供事業（Ｊ－Ｆｉｌｅ） ・・・ 9 

中小企業金融公庫 海外情報サービス ・・・ 29 

商工組合中央金庫 オーバーシーズ21（海外展開に対する総合支援策） ・・・ 31 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 37 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 55 

・海外の一般的な経済情報を入手したい。 

・海外投資のために参考になる一般的な情報を収集したい。 
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大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 60 

海外貿易開発協会 進出日系中小企業支援事業 ・・・ 64 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 75 

海外職業訓練協会 情報提供事業 ・・・ 78 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

海外職業訓練協会 国際化対応支援セミナー ・・・ 84 

国際連合工業開発機関 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 87 
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交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 75 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 
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名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 55 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 75 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 77 

 

２．中小企業の海外進出の円滑化に関する支援 

○海外進出を行おうとする者への支援 

 

 

 

・製品輸出に関する一般的な情報を収集したい。 

・製品輸入に関する一般的な情報を収集したい。 

・個別アドバイスや合弁相手をどうするか等、更に実践的なこ

とを知りたい。 
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中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 中小企業海外展開支援情報提供事業 ・・・ 13 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 37 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 55 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 62 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 76 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

海外職業訓練協会 国際化対応支援セミナー ・・・ 84 

国際連合工業開発機関 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 87 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 現地アドバイス事業 ・・・ 4 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

 

 

 

 

中小企業金融公庫 企業活力強化貸付（海外展開資金） ・・・ 27 

中小企業金融公庫 中小企業信用保険制度（海外投資保険） ・・・ 30 

商工組合中央金庫 オーバーシーズ21（海外展開に対する総合支援策） ・・・ 31 

信金中央金庫 海外取引支援 ・・・ 32 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 海外投資金融 ・・・ 36 

国際協力銀行 バンクローン（輸出・海外投資・事業開発等金融） ・・・ 40 

全国信用保証協会連合会 海外投資関係信用保証制度 ・・・ 41 

 

 

 

 

日本貿易保険 海外投資保険 ・・・ 49 

貿易保険機構 貿易保険関係事業 ・・・ 51 

 

 

 

 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

・現地事業計画がほぼ決定。現地調査(F/S)を行いたい。 

・海外投資にあたり融資、信用保証を受けたい。 

・海外投資のために保険を掛けたい。 

・現地派遣管理者の人材育成を図りたい。 
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中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 62 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・海外研修事業 ・・・ 69 

海外職業訓練協会 情報提供事業 ・・・ 78 

海外職業訓練協会 受託研修 ・・・ 79 

海外職業訓練協会 スキルアップセミナー ・・・ 80 

海外職業訓練協会 グローバル人材育成プログラム ・・・ 81 

海外職業訓練協会 海外コンサルティング事業 ・・・ 82 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 中小企業海外投資促進ミッション派遣事業 ・・・ 21 

 

○現地進出日系中小企業に対する支援 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 海外法務・労務・税務相談事業 ・・・ 22 

中小企業金融公庫 海外情報サービス ・・・ 29 

商工組合中央金庫 オーバーシーズ21（海外展開に対する総合支援策） ・・・ 31 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

日本商工会議所 中小企業国際化対策事業 ・・・ 52 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 60 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 75 
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信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 バンクローン（輸出・海外投資・事業開発等金融） ・・・ 40 

 

 

 

 

・海外投資ミッションに参加して情報を入手したい。 

・現地で操業を開始。現地での悩みに応えてほしい。 

・追加的な資金調達を受けたい。 

・海外進出後の現地法人との資本・貿易取引に関する支援を

受けたい。 
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信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援           ・・・ 33 

日本商工会議所 外国人研修制度 ・・・ 53 

日本商工会議所 外国人技能実習制度 ・・・ 54 

全国商工会連合会 外国人研修制度 ・・・ 58 

全国商工会連合会 外国人研修生技能実習制度 ・・・ 59 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 62 

海外貿易開発協会 中小企業専門家派遣事業 ・・・ 63 

海外貿易開発協会 経済産業人材育成支援専門家派遣事業 ・・・ 65 

海外貿易開発協会 海外就業体験プログラム ・・・ 66 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・受入研修事業 ・・・ 67 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・海外研修事業 ・・・ 69 

海外技術者研修協会 産業技術者育成支援研修事業・受入研修事業 ・・・ 71 

海外技術者研修協会 産業技術者育成支援研修事業・海外研修事業 ・・・ 73 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

海外職業訓練協会 国際化対応支援セミナー ・・・ 84 

 

○日本へ外国企業を誘致しようとする者への支援 

 

 

 

 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

 

 

３． 中小企業の貿易の円滑化に関する支援 

 

○輸出入を行おうとする者への支援 

 

 

 

 

・現地採用社員の人材育成を図りたい。 

・個別アドバイスや合弁相手をどうするか等、更に実践的なこ

とを知りたい。 

・対日直接投資を促進したい。 
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日本貿易振興機構 中小企業海外展開支援情報提供事業 ・・・ 13 

 

 

○自社製品等の輸出を行おうとする者への支援 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 トレード・タイアップ・プロモーション・プログラム

データベース提供事業（ＴＴＰＰ） ・・・ 10 

日本貿易振興機構 中小企業商品海外調査事業 ・・・ 14 

日本貿易振興機構 輸出有望案件発掘支援事業 ・・・ 15 

日本貿易振興機構 中小企業海外展示会事業 ・・・ 17 

日本貿易振興機構 中小企業海外マーケットアクセス支援事業 ・・・ 18 

日本貿易振興機構 中小企業海外展開コーディネーターリテイン事

業 ・・・ 19 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 62 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 76 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 77 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

 

 

 

 

 

信金中央金庫 海外取引支援 ・・・ 32 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

国際協力銀行 輸出金融 ・・・ 38 

国際協力銀行 バンクローン（輸出・海外投資・事業開発等金融） ・・・ 40 

 

 

 

 

日本貿易保険 中小企業輸出代金保険 ・・・ 43 

日本貿易保険 貿易一般保険（個別保険） ・・・ 45 

日本貿易保険 限度額設定型貿易保険（製造業用） ・・・ 47 

貿易保険機構 貿易保険関係事業 ・・・ 51 

 

・輸出のための融資、信用保証を受けたい。 

・海外において自社製品の販路開拓をしたい。 

・輸出のために保険を掛けたい。 
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○海外製品の輸入を行おうとする者への支援     

 

 

 

 

日本貿易振興機構 トレード・タイアップ・プロモーション・プログラムデータベース

提供事業（ＴＴＰＰ） ・・・ 10 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 77 

 

 

 

 

 

信金中央金庫 海外取引支援 ・・・ 32 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

全国信用保証協会連合会 特定製品輸入関係信用保証制度 ・・・ 42 

 

 

４．中小企業の国際取引の拡大に関する支援 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 Local to Local産業交流事業 ・・・ 23 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 76 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 77 

国際連合工業開発機関 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 87 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 Local to Local産業交流事業 ・・・ 23 

日本貿易振興機構 ベンチャー国際化支援ネットワーク事業 ・・・ 25 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外進出支援 ・・・ 33 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 60 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 76 

・輸入のための融資、信用保証を受けたい。 

・海外との産業交流を促進し、国際取引に繋げたい。

・輸入する商品を発掘したい。 

・海外の企業との合弁・技術提携等取引の拡大を図り

たい。 
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交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 77 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

国際連合工業開発機関 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 87 

 

 

 

 

 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 62 

海外貿易開発協会 中小企業専門家派遣事業 ・・・ 63 

海外貿易開発協会 経済産業人材育成支援専門家派遣事業 ・・・ 65 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・受入研修事業 ・・・ 67 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・海外研修事業 ・・・ 69 

海外技術者研修協会 産業技術者育成支援研修事業・受入研修事業 ・・・ 71 

海外技術者研修協会 産業技術者育成支援研修事業・海外研修事業 ・・・ 73 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 76 

海外職業訓練協会 相談援助事業 ・・・ 83 

 

 

５．その他 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 中小企業知的財産権保護対策事業 ・・・ 20 

 

 

 

 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 56 

中小企業総合研究機構 英文資料等作成・翻訳事業 ・・・ 88 

 

 

 

 

国際社会貢献センター 海外取引・海外進出関連人材推薦事業 ・・・ 85 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 中小企業経済連携協定活用促進事業 ・・・ 12 

・海外の取引先・合弁会社の技術・経営レベルを上げた

い。 

・海外における知的財産権の侵害状況の調査を行ないた

い。 

・国内外の中小企業関連情報の英文資料を入手したい。 

・国際化に関する専門家を斡旋して欲しい。 

・経済連携協定を活用して貿易を行いたい。 


