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中小企業国際化支援マニュアル（２００４年度版）ご利用の手引き 

 

 本書は、中小企業事業者の方々が国際化（海外投資、海外取引等）を

図る際の公的機関等による主な施策の概要を紹介したものです。 

 目次は、目的別や事業機関別に並べておりますので、まず、目次をご

覧になって、ご自身が必要としている施策をご覧ください。 

 

【注意点】 

１．掲載されている内容は、施策の概要です。実際の施策利用に当たっ

ては、施策の詳細な内容をご自身で関係機関にお問い合わせくださ

い。 

２．掲載されている施策は、項目、要件、申請時期などが変更される場

合もありますので、ご注意ください。 

３．本書は、２００４年４月現在で編集されています。 

 

中小企業庁国際室 

〒１００－８９１２ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

電話：０３－３５０１－１５１１ 
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目的別施策一覧 

1. 中小企業の海外進出の円滑化に関する支援 

(1) 海外進出を行おうとする者への支援 

 

 

 

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。 

中小企業総合事業団 国際展開ワークショップ（講演会）開催事業 ・・・ 1 

中小企業総合事業団 中小企業海外事業活動実態調査事業 ・・・ 5 

中小企業総合事業団 国際化支援レポート作成事業 ・・・ 6 

日本貿易振興機構 中小企業情報提供事業 ・・・ 12 

中小企業金融公庫 海外情報サービス ・・・ 20 

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） ・・・ 21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 26 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 39 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 43 

全国下請企業振興協会 国際下請取引あっせん事業 ・・・ 46 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 51 

海外職業訓練協会 教材研究開発事業／情報提供事業 ・・・ 62 

海外職業訓練協会 国際化対応セミナー ・・・ 68 

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 ・・・ 69 

国際連合工業開発機構 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 70 

 

 

 

 

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。 

中小企業総合事業団 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・ 14 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 26 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 39 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 47 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 52 

海外職業訓練協会 アドバイザー事業 ・・・ 67 
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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 ・・・ 69 

国際連合工業開発機構 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 70 

 

 

 現地事業計画がほぼ決定。現地調査(F/S)を行いたい。 
 

 

中小企業総合事業団 現地アドバイス事業 ・・・ 4 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

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 ・・・ 69 

 

 

 
海外投資にあたり資金調達、信用保証を受けたい。 

 

中小企業総合事業団 中小企業信用保険制度における海外投資関係保険 ・・・ 8 

中小企業金融公庫 経営革新等支援貸付（海外展開資金） ・・・ 18 

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） ・・・ 21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 海外投資金融 ・・・ 25 

国際協力銀行 バンクローン ・・・ 29 

全国信用保証協会連合会 海外投資関係信用保証制度 ・・・ 30 

 

 

 
海外投資のための保険制度は？ 

日本貿易保険 海外投資保険 ・・・ 34 

貿易保険機構 貿易保険関係事業 ・・・ 35 

 

 

 

 

現地派遣管理者の人材育成を図りたい。 

 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 47 

海外職業訓練協会 教材研究開発事業／情報提供事業 ・・・ 62 

海外職業訓練協会 受託研修 ・・・ 63 

海外職業訓練協会 スキルアップセミナー ・・・ 64 

海外職業訓練協会 海外職業訓練指導者養成事業 ・・・ 65 

海外職業訓練協会 シルバーコンサルタント事業 ・・・ 66 

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 ・・・ 69 
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 (2) 現地進出日系中小企業に対する支援 

 
現地で操業を開始。現地での悩みに応えてくれる所は？ 

 

 

中小企業総合事業団 海外施設運営事業（平成16年6月末まで） ・・・ 7 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・ 14 

中小企業金融公庫 海外情報サービス ・・・ 20 

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） ・・・ 21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

日本商工会議所 中小企業国際化対策事業 ・・・ 36 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 43 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 51 

海外職業訓練協会 シルバーコンサルタント事業 ・・・ 66 

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 ・・・ 69 

 

 

 
追加的な資金調達を受けたい。 

 

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） ・・・ 21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 バンクローン ・・・ 29 

 

 

 

 

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。 

 
 

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） ・・・ 21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

 

 

 
現地採用社員の人材育成を図りたい。 

 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

日本商工会議所 外国人研修生共同受入事業 ・・・ 37 

日本商工会議所 外国人研修生技能実習移行指導事業 ・・・ 38 

全国商工会連合会 外国人研修生共同受入事業 

外国人研修生技能実習移行指導事業 ・・・ 42 

全国中小企業団体中央会 外国人研修生共同受入事業 

外国人研修生技能実習移行指導事業 ・・・ 45 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 47 
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海外貿易開発協会 中小企業国際展開等円滑化推進事業 ・・・ 48 

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 ・・・ 50 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・受入研修事業 ・・・ 54 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・海外研修事業 ・・・ 56 

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 ・・・ 58 

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 ・・・ 60 

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 ・・・ 69 

 

2. 中小企業の貿易の円滑化に関する支援施策 

(1) 自社製品等の輸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。 

 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 39 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 51 

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 ・・・ 69 

 

 

 
海外において自社製品の販路開拓をしたい。 

 

日本貿易振興機構 中小企業海外展開・輸出支援事業 ・・・ 9 

日本貿易振興機構 中小企業情報提供事業 ・・・ 12 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・ 14 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 47 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 52 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 53 

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 ・・・ 69 

 

 

 
輸出のための資金調達・信用保証は？ 

 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 輸出金融 ・・・ 27 
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輸出のための保険制度は？ 

 

日本貿易保険 貿易一般保険個別保険 ・・・ 32 

日本貿易保険 短期限度額設定型貿易保険（製造業用） ・・・ 33 

貿易保険機構 貿易保険関係事業 ・・・ 35 

(2) 海外製品の輸入を行おうとする者への支援 

 

 

 

製品輸入に関する一般的な情報を収集したい。 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 39 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 51 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 53 

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 ・・・ 69 

 

 

 

 

輸入する商品を発掘したい。 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 53 

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 ・・・ 69 

 

 

 

 

輸入のための資金調達・信用保証は？ 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

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 ・・・ 31 

3. 中小企業の国際取引の拡大に関する支援施策 

 

 

 

海外との産業交流を促進し、国際取引に繋げたい。 

中小企業総合事業団 国際展開ワークショップ（講演会）開催事業 ・・・ 1 

日本貿易振興機構 Local to Local産業交流事業 ・・・ 16 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

全国商工会連合会           商工会等役職員等海外研修                ・・・ 44 

 目 - 7



全国下請企業振興協会 国際下請取引あっせん事業 ・・・ 46 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 52 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 53 

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 ・・・ 69 

国際連合工業開発機構 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 70 

 

 
海外の企業との合弁・技術提携等取引の拡大を図りたい。 

 

 

中小企業総合事業団 国内アドバイス事業 ・・・ 2 

日本貿易振興機構 中小企業情報提供事業 ・・・ 12 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・ 14 

日本貿易振興機構 Local to Local産業交流事業 ・・・ 16 

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 ・・・ 17 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 43 

全国下請企業振興協会 国際下請取引あっせん事業 ・・・ 46 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 52 

交流協会 日台電子商取引推進事業 ・・・ 53 

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 ・・・ 69 

国際連合工業開発機構 発展途上国向け民間直接投資・技術移転促進事業 ・・・ 70 

 

 

 
海外の取引先・合弁会社の技術・経営レベルを上げたい。 

 

中小企業診断協会 専門家紹介サービス事業 ・・・ 47 

海外貿易開発協会 中小企業国際展開等円滑化推進事業 ・・・ 48 

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 ・・・ 50 

交流協会 中小企業ビジネス・アライアンス促進事業 ・・・ 52 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・受入研修事業 ・・・ 54 

海外技術者研修協会 中小企業研修事業・海外研修事業 ・・・ 56 

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 ・・・ 58 

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 ・・・ 60 

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 ・・・ 69 
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4. その他 

 対日直接投資を促進したい。 

 

大阪商工会議所 国際ビジネス支援事業 ・・・ 40 

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 ・・・ 69 

 

 

 海外の一般的な経済情報を入手したい。 

 

中小企業総合事業団 国際化支援レポート作成事業 ・・・ 6 

日本貿易振興機構 中小企業情報提供事業 ・・・ 12 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・ 14 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・ 22 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・ 26 

名古屋商工会議所 中小企業国際ビジネス支援事業等 ・・・ 39 

全国商工会連合会 小規模企業海外展開支援事業 ・・・ 43 

交流協会 中小企業海外情報提供事業 ・・・ 51 

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 ・・・ 69 
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実施機関別施策一覧 

 

実施機関名         制度・事業名 頁 

 

中小企業総合事業団 国際展開ワークショップ（講演会）開催事業 ・・・1 

中小企業総合事業団 国内アドバイス事業 ・・・2 

中小企業総合事業団 現地アドバイス事業 ・・・4 

中小企業総合事業団 中小企業海外事業活動実態調査事業 ・・・5 

中小企業総合事業団 国際化支援レポート作成事業 ・・・6 

中小企業総合事業団 海外施設運営事業（平成16年6月末まで） ・・・7 

中小企業総合事業団 中小企業信用保険制度における海外投資関係保険 ・・・8 

日本貿易振興機構 中小企業海外展開・輸出支援事業 ・・・9 

日本貿易振興機構 中小企業情報提供事業 ・・・12 

日本貿易振興機構 中小企業海外直接投資円滑化事業 ・・・14 

日本貿易振興機構 Local to Local産業交流事業 ・・・16 

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 ・・・17 

中小企業金融公庫 経営革新等支援貸付（海外展開資金） ・・・18 

中小企業金融公庫 海外情報サービス ・・・20 

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） ・・・21 

信金中央金庫 相談・情報提供業務、海外取引・進出支援 ・・・22 

国際協力銀行 海外投資金融 ・・・25 

国際協力銀行 情報提供事業・相談業務 ・・・26 

国際協力銀行 輸出金融 ・・・27 

国際協力銀行 バンクローン ・・・29 

全国信用保証協会連合会 海外投資関係信用保証制度 ・・・30 

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 ・・・31 

日本貿易保険 貿易一般保険個別保険 ・・・32 

日本貿易保険 短期限度額設定型貿易保険（製造業用） ・・・33 

日本貿易保険 海外投資保険 ・・・34 

貿易保険機構 貿易保険関係事業 ・・・35 

日本商工会議所 中小企業国際化対策事業 ・・・36 

日本商工会議所 外国人研修生共同受入事業 ・・・37 
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