各地域の主な取組について（第１回中小企業海外展開支援会議以降）
地
域

地域の支援体制

経済産業局が取り組んでいる主な海外展開支援

自治体が主体となった取組

・北海道経済産業局
・北海道農政事務所
・北海道総合通信局
・北海道財務局
・北海道開発局
・北海道運輸局
・北海道、札幌市
・日本貿易保険 本部
・ジェトロ北海道
北 ・中小機構 北海道支部
海 ・中小企業団体
道 ・金融機関 など

・局、ＪＥＴＲＯ北海道、金融機関が連携し、ロシアで寒冷地
住宅・住宅関連製品に関する商談会を開催(2010/10/7、
開催地：ユジノサハリンスク、2010/10/8、開催地：ハバロフ
スク)。
・上海、深セン、大連から食品バイヤーを招聘し道内企業と
の商談会を実施（2011/2/17、開催地：大阪） 北洋銀行、
（財）貿易研修センターとの共催

【北海道】
・中央ロシア市場へ北海道ブランド（食品・観光・建築技術
等）をＰRする事業を実施（2010/10/26～27、開催地：ロシ
アモスクワ）
・韓国 ソウルで、北海道と岩手県物産観光展が連携し、食
品分野での商談会を開催（2011/2、開催地：韓国ソウル）
・北海道が、市場として有望である北京で、道産食品の商
談会を開催（2011/3/3～4、開催地：中国北京）

【札幌商工会議所】
・北海道ブランドアジア市場戦略販路拡大セミナーin札幌と
して、農林水産品や食品の輸出を促進させるため、中国・
香港・台湾・シンガポール・韓国からバイヤーを招聘し、相
談会を開催（2010/10/5～6、開催地：札幌）共催機関とし
て、北海道農政事務所、北海道開発局が参加
・アジアビジネス勉強会として、貿易の実例を踏まえたマネ
ジメント等についての講座を実施（2010/5～2011/3、対象
【地域産業集積海外展開支援事業】
地域：ロシア、台湾、中国、インド・ベトナム、香港、シンガ
フランス「食・健康クラスター」とのビジネス交流会の実施 【札幌市】
ポール）
(2011/1/23～29)
・2011ビジネスマッチングin大連として、食品、観光、寒冷 ・海外販売などの貿易実務を円滑に処理するための貿易
イタリアミラノで開催される、「BIO-EUROPE SPRING 2011」 地、環境分野商談会を開催。共済機関として、さっぽろ産 実務講座の実施（2010/12）
(2011/3)に出展
業振興財団、札幌商工会議所、(株)北洋銀行と連携し実施 ・食料品関連産業海外販路開拓支援事業として、道産食料
・中小企業向け海外展開セミナー等の開催や局HPポータ （2011/3、開催地：中国大連）。
品をシンガポールで販路を拡大する事業を実施
ルサイト、メールマガジンによる情報発信などを実施（メー
（2011/2/22～24、開催地：シンガポール）※地域中小企業
ルマガジン送信先数：112人）
【根室市】
海外販路開拓支援事業（平成22年度予備費事業）
・根室産冷凍サンマのベトナム輸出商談会（ベトナムから3
【ＪＡＰＡＮブランド事業・地域企業立地促進等事業費補助 社のﾊﾞｲﾔｰを招聘し、冷凍ｻﾝﾏ、ｻｹの頭・中骨の輸出を成 【北見商工会議所】
金】
約）（2010/10/13～16、開催地：根室市）
・北海道ブランドアジア市場戦略的販路拡大セミナーin北
・(社)北海道農業機械工業会が農業機械をヨーロッパ市場
見として、香港や台湾から海外バイヤーと道内食品メー
の販路開拓の市場調査等の実施に対して支援
カーとのマッチング事業を開催。（2010/10/7～8）

【北洋銀行】
・2010中国東北地区緑色食品博覧会への出展（緑色食品：
低農薬などの健康な食品）による食品卸バイヤーとの商談
会の実施（2010/10/29～31、開催地：中国大連）
・2010大連中日貿易投資展示商談会への出展（農林水産
品及食品分野、機械・工業技術・工業製品、日用品等）
（2010/10/21～22、開催地：大連）
・上海、深セン、大連から食品バイヤーを招聘し道内企業と
の商談会を実施（2011/2/17、開催地：大阪） 北海道経済
産業局、（財）貿易研修センターとの共催

・東北経済産業局
・東北農政局
・東北地方整備局
・東北財務局(P)
・管内都道府県等
・ジェトロ（青森、盛岡、
仙台、秋田、山形、福
島）
・中小機構 東北支部
・中小企業団体
東 ・金融機関(P) など
北

・海外市場開拓セミナーの開催（2010/11）

【三菱東京ＵＪＦ銀行及び地銀・信組１４行】
海外市場開拓セミナーの開催 （2010/11 ※再掲）

・関東経済産業局
・関東農政局
・関東財務局(P)
・管内都道府県等
・ジェトロ東京本部
・中小機構（本部、関東
支部）
・中小企業団体
・金融機関 など
関
東

商工団体が主体となった取組

参考 ２

【各県】
海外見本市への出展支援、マッチング支援など
・宮城・山形県：共同で「宮城・山形食品試食商談会in香
港」(2010/10)を開催、出展料、通訳雇用経費を支援。両県
の企業が香港地域のバイヤーとの商談を実施。
・青森県：「北米地域見本市等出展支援事業」として、「NY
国際レストラン＆フードサービスショー」(2011/2-3)のジャ
パン・ブース内に「青森県ブース」を出展、商談機会を提
供。出展料・基本装飾代金、通訳等費用を支援、また、県
職員が同行・現地対応する。

【地域産業集積海外展開支援事業】
・(財)山形県企業振興公社が中心となって実施する、地域
のものづくり産業の海外販路開拓(中国華東地域(無錫市)
へのミッション派遣等に対して支援。
・(財)秋田県工業材料試験センターが中心となって実施す
る、地域の輸送機産業の海外販路開拓（中国・天津での展
示商談会にかかるフォローアップミッション派遣等に対して
支援。
・ (財)21あおもり産業総合支援センターが中心となって実
施する、地域の農工ベストミックス新産業創出構想関連産 【宮城県ほか】
業の海外販路開拓（PRODEXPO見本市(モスクワ)参加等 「海外取引総合相談会」（2011/2）において専門機関・企業
に対して支援
（ジェトロ、七十七・三井住友銀行ほか）による個別相談を
実施。併せて海外展開に関するセミナーを実施する。
【ＪＡＰＡＮブランド事業】
弘前商工会議所が実施する「弘前な空間デザイン」ブラン 【秋田県貿易促進協会】
ド(津軽塗・打刃物・こぎん刺し・木工等を生かしたコラボ
・県産品の輸出促進のため、極東ロシア商談会(2010/10)、
レーション商品によるダイニング・キッチンの空間提案)の 日本酒の試飲会(2010/10、北京)、秋田県フェア(2010/11
海外展開事業(「メゾン・エ・オブジェ」出展(2011/1))に対し ～12、台湾・香港)等を実施。
て支援。
・海外ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、貿易相談ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる相談対応。
・局主催によるシンポジウムの開催「中小企業海外展開支 【(財)長野県テクノ財団】
援シンポジウム ～障子を開けてみよ、外は広いぞ！～」 ＤＴＦ研究会参加企業を対象に、海外展示会出展、商談
（2010/10）
会、外国企業招へいによるマッチング等を実施

【東北経済連合会】
「中国華東地域調査団」(2009/11)で得た成果を基に、無錫
市人民政府新区管理委員会（無錫新区）との経済協力協
定締結(2010/8)に続き、江蘇国際技術転移センターと経済
協力協定締結(2010/10)。東北地域企業の製品展示など、
中国市場参入に向けた支援を強化していくこととしている。
【郡山地域テクノポリス推進機構】
韓国・原州市との医療福祉関連機器産業交流。
・「江原医療機器展示会」（2010/10）に福島県企業４社が
出展、数十件の商談を実施。
・「メディカルクリエーションふくしま」（2010/11）に韓国企業
５社を招へい。
【水沢鋳物工業協同組合】
・台湾国際茶葉博覧会に南部鉄瓶を出展。(2010/12)
・中国企業と鉄瓶１千万円の販売契約締結。（2010/12）

1

ニーズの聞き取りのた
め自治体、商工団体、
個別企業訪問の実績
自治体：４０件
商工団体：５３件
金融機関：３５件
業界団体：５件
個別企業訪問：２１６件
計：３４９件

【北海道銀行】
・自社商品の販路拡大を検討している事業者を対象に、中
国銀聯公式オンラインショッピングモールを活用した販路
拡大セミナーを札幌・帯広・旭川・函館で開催。（2010/12～
2011/2）
・ロシア極東地域をマーケットとした道内企業の販路拡大を
支援するための個別商談会を開催（2010/7～2011/3）

【三井住友銀行】
海外取引総合相談会（2011/2 ※再掲）

自治体：５１件
商工団体：２３件
金融機関：４０件
業界団体：７件
個別企業訪問：５２６件
計：６４７件

【七十七銀行】
取引先企業の中国ビジネス支援、相談対応、商談会実施
等。国際業務課に邦銀上海支店での実務経験者３名を配
置。為替リスクヘッジにも適切なアドバイス。海外取引事務
手続の社員研修なども実施。
【フィデアＨＤ（北都銀行、荘内銀行）】
タイ・カシコン銀行との業務協力協定締結(2010/8)
・中国銀聯オンラインショッピングモールへの出店支援(商
標権・通関・販売規制・クレーム等への対応支援、セミナー
など)
・両行においてタイバーツ建て融資。

【青醸会】 （青森県酒造組合有志）
輸出研究会をつくり輸出拡大方策を検討、インドで試飲会
開催。(2010/10)

【浜松商工会議所】
・経済産業局、ジェトロ静岡貿易情報センター、静岡県国際
経済振興会、はままつ産業創造センターが連携し「浜松海
外ビジネス支援協議会」を設立。海外ビジネスに関する情
【地域産業集積海外展開支援事業】
【群馬県】
報や人材育成に関するワンストップサービスを実施。
・鹿沼商工会議所及び財団法人浜松地域テクノポリス推進 「テント・ロンドン2010」出展報告会及び地域産業海外展開 ・座談会「浜松企業の海外ビジネス戦略～成長のチャンス
機構が中心となって実施する「ＭＥＤＩＣＡ・ＣＯＭＰＡＭＥＤ」 支援セミナー（2010/11）
は海外にあり」（2011/1）
(2010/11 ドイツ)への出展に対する支援
【神奈川県】
【商工会議所・支援機関等】
【ＪＡＰＡＮブランド事業】
神奈川県外資系企業ネットワーキングセミナー（2010/12） 管内の主要な商工会議所・支援機関との意見交換会（テー
ＫＯＪが実施する甲州ワインの欧州におけるプロモーション
マ「中小企業経営者の海外市場開拓に対する支援のあり
に対する支援(2011/1 ロンドン)
【東京都】
方（事例研究）」）（2011/2）
（AMATERAS）東京地区の技術力の高い中小企業がサプ
【地域産業集積海外展開支援事業・地域資源活用新事業 ライチェーンを構築し、「一貫生産」できる体制を整備した上
展開支援事業】
で、航空機産業へと進出。「Asian Aerospace 2011」に出展
・ＮＰＯ法人ものづくり支援機構と桐生繊維企業が実施する （2011/3 香港）
メゾン・エ・オブジェ出展事業に対して支援（2011/1 パリ）
【地域新成長産業創出促進事業（地域競争力強化事業）】
・欧州最大の創薬バイオ関連展示会「BIO EUROPE
SPRING」に出展（2011/3 ミラノ）

金融機関が主体となった取組

平成23年2月2日

【静岡銀行】
自治体：１２２件
香港ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ出展および商談会に参加（2010/8）。 商工団体：１７５件
現在は出展企業のフォローアップを実施中
金融機関：１４６件
業界団体：２４件
【静岡銀行】
個別企業訪問：２９１件
海外進出セミナー「中小企業のアジアへの戦略的な海外事 計：７５８件
業展開とカンボジアビジネス最前線～中国、ベトナムの次
は、カンボジア！～」（2011/1）
【日本政策金融公庫】
中小企業の海外展開支援セミナー（2011/2）
【東京東信用金庫】
ベトナム進出セミナー（2011/3）
【西武信用金庫】
海外展開セミナー（2011/3）

地
域

地域の支援体制

・中部経済産業局
・中部経済産業局電力・
ガス事業北陸支局
・東海農政局
・北陸農政局
・東海総合通信局
・北陸総合通信局
・東海財務局
・北陸財務局
・中部地方整備局
中 ・北陸地方整備局
部 ・中部運輸局
・北陸信越運輸局
・管内都道府県等
・日本貿易保険 大阪支
店
・ジェトロ（名古屋、岐
阜、三重、金沢、富山）
・中小機構（中部支部、
北陸支部）
・中小企業団体
・金融機関 など

北
陸

・近畿経済産業局
・近畿農政局
・近畿財務局
・管内都道府県等
・日本貿易保険 大阪支
店
・ジェトロ（大阪本部、神
戸、福井）
・中小機構（近畿支部、
北陸支部）
・中小企業団体
近 ・金融機関 など
畿

経済産業局が取り組んでいる主な海外展開支援

自治体が主体となった取組

商工団体が主体となった取組

・広域連携地域支援事業を活用して中国国際工業博覧会 【三重県】
(2010/11, 上海)へグレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議 ・「フランス企業とのビジネス交流会」開催（2011/1,四日市）
会が実施する出展に対する支援
【岐阜県】
・「中国国際福祉博覧会」（2010/12,北京）出展支援及び福 ・「アセアンビジネス個別相談会」開催（2011/1,岐阜)
祉機器産業振興策に関する懇談会（中国中央政府民政部 ・「中国ビジネス個別相談会」開催（2011/2,岐阜）
及び上海市民政部）の実施
【愛知県・名古屋市】
・農政局主催の「農林水産物・食品輸出オリエンテーション ・「中国ビジネス支援セミナー（中国における環境ビジネ
の会」に局、ジェトロも相談窓口を設置（2011/1,名古屋）
ス）」の開催（2011/2,名古屋）
・JBIC海外投資セミナーの開催（2011/2,名古屋）
・「FOODEX JAPAN2011」の海外バイヤーとのビジネスマッ
チング専門のMade in by JAPANコーナーへ「中部旨いも 【（財）あいち産業振興機構】
んどころ」ブースを出展（2011/3,幕張）
・食品輸出に係るセミナー「海外販路開拓の実務的ポイン
ト」開催（2011/1,名古屋）
・三菱東京UFJ銀行と連携し「アジア販路開拓支援セミナー ・常滑焼製造業者を中心に「中国（北京）国際建築装飾・材
（仮称）」の開催（2011/4,名古屋）
料博覧会」へのブース出展（2011/3)
・「パリ・エアーショー2011」へ中部地域の他、全国の航空
機部品関連中小企業の出展を支援（2011/6,パリ）

【名古屋商工会議所・中部経済連合会・ベトナム商工会議 【岡崎信用金庫】
所】
・顧客の海外展開支援を強化するため「国際業務部」を設
局と連携し、ベトナム国家主席の参加のもと「ベトナムビジ 置（2010/11)
ネスフォーラム」を開催（2011/11,名古屋)
【三重銀行】
【名古屋商工会議所】
・貿易実務や海外進出など顧客の海外ビジネス活動を支
貿易部会のセミナーにて局職員が講師として「中部地域の 援する「国際ビジネスサポートデスク」を設置（2010/12）
海外展開」及び「貿易管理」を説明（2011/1,名古屋）
【三菱東京UFJ銀行】
【豊橋商工会議所】
・アジア諸国の投資環境や経済見通しを解説する「グロー
局がコーディネートし同会議所にて海外展開セミナーを開 バル経営支援セミナー」を開催（2011/1,名古屋)
催し、その後の展開として会員企業の海外展開を支援する ・局と連携し、「アジア販路開拓支援セミナー（仮称）」を開
目的に海外展開支援室を設置（2011/3）
催（2011/4,名古屋）

・「近畿農政局６次産業倶楽部」への参加
・農政局、関経連との商談会を共催（2011/1）、農業者・食
品加工業者等と海外バイヤーとの商談会（2011/5）
・大手旅行業者を活用した観光型農産物販路開拓を支援

【京都商工会議所】
・中国ミッションの派遣（2010/10）
・EPAセミナーの開催（2011/1）
・グローバル人材育成講座の実施 等
【大阪商工会議所】
・次世代医療システム産業化フォーラムによる国際ビジネ
スマッチングの実施（2011/2）等
・EPAセミナーの開催（2011/1）
・新興国市場研究会の開催（2011/3）
・中国ビジネス支援、貿易実務相談 等
【神戸商工会議所】
・アジアビジネスセミナーの開催（2011/2）
・商談会、貿易・海外取引に関する専門家アドバイス等
【その他商工会議所】
・インドミッションの派遣（（堺）2010/10）
・海外ビジネスセミナーの開催（福井、豊中、堺ほか） 等
【伝統的工芸品産地組合】
海外販路開拓支援セミナーの開催(2010/11)

・局主導の環境・省エネ分野（タイ（2010/12）、中国広東省
（2010/11）・遼寧省（2011/1））、航空機分野（香港
（2011/3）パリ（6））等ミッション受入・派遣や、電子・エネル
ギー分野（シュナイダーエレクトリック社（2010/12）等）商談
会を実施
・すぐれた技術を持つ単工程の中小ものづくり企業を「プロ
デュース企業」がコーディネート（品質・工程管理）して、海
外から受注する取組を支援（2011/1）
【JAPANブランド事業・立地法に基づく海外展開支援事業】
・和傘の海外販路開拓、タイ、インドでの淡路瓦の商談会
（2011/2）等への支援
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【十六銀行】
・「中国・東莞市投資説明会」を開催（2011/12,名古屋）
・中小機構中部支部と共催で海外進出予定またはすでに
【岡崎商工会議所】
進出している中小企業を対象に「ものづくり応援セミナー」
「はじめての海外販路開拓セミナー」を開催（2011/1,岡崎） を開催（2011/1,岐阜）

【金沢商工会議所】
・金沢商談会in大連の開催、2010大連中日貿易投資展示
商談会への出展支援
（2010/10,大連）

・管内地銀８行と、中小企業の個別課題を共有し解決する
体制を構築
・メガバンク３行と連携し、情報交換等による支援体制を構
築し、セミナーを開催（2010/12）

ニーズの聞き取りのた
め自治体、商工団体、
個別企業訪問の実績

【岐阜県中小企業団体中央会】
中小企業応援センター内に「国際チーム」を発足

・NOVA調査により北陸経済連合会・北陸環日本海経済交 【富山県】
流促進協議会と連携し、「北陸地域における企業活動の国 ・中国バイヤーズ・サミットin富山(2010/10,富山）
際化支援施策集」を作成中（2011/2末取りまとめ）。
【石川県】
【JAPANブランド事業】
・石川県・江蘇省ビジネス交流会議の設置(2010/10)
NPO法人金沢九谷倶楽部が実施する九谷焼ワイングラス ・石川の食文化総合力発信事業(2010/10,ニューヨーク）
のギャラリー展示事業(ニューヨーク)等に対して支援
・上海市富裕層向けスーパーでのトライアルショップ設置
（2010/10）
(2011/1-3)
・2011中国華東輸出入商品交易会出展支援(2011/3)
【地域産業集積海外展開支援事業】
石川県食品協会が中心となって実施するＮＹレストランフー 【富山県新世紀産業機構】
ドサービスショー(ニューヨーク)への出展等に対して支援
・中国ビジネスセミナー(2010/12）
（2011/3）
・「ロシア商談会・物流調査」（2010/11ウラジオストック）の
実施。「中国（山東）国際設備製造業博覧会」及び「中国西
・三菱東京UFJ銀行と連携し「アジア販路開拓支援セミナー 部国際設備製造業博覧会」へのブース出展（2011/3)
（仮称）」の開催（2011/6,金沢）
【(社)富山県機電工業会】
・局、自治体、経済団体が連携し、北陸韓国経済交流の
「シンガポールマレーシア商談・意見交換会」ミッション派遣
テーマとして北陸（日本）・韓国経済交流会議を実施
（2011/2）の実施。
(2011/9,韓国）
【福井県】
・北陸三県繊維産業クラスターの上海展示会出展
（2010/11）
【滋賀県】
・アメリカ・ミシガン州等を対象とした滋賀県特産品販路開
拓事業の実施(2010/10)
【京都府・京都産業２１】
・京都府上海ビジネスサポートセンターの開設（2010/10）
【大阪府（大阪産業振興機構）】
・ＢＯＰビジネスＫＡＮＳＡＩセミナーの開催（2010/10）
【堺市】
・インド（2010/10)、ベトナム（2011/3）ミッション派遣
【兵庫県】
・企業ニーズ把握のための「海外展開促進員」の設置
【神戸市】
・米国Mineapolis医療機器展示会(2010/10)、ドイツMEDICA
展示会(2010/11）への出展
【奈良県】
・海外バイヤー（日用品・雑貨）招聘商談会の実施
（2010/10）
【和歌山県】
・中国市場に向けた展示会への出展（中国国際工業博覧
会等）（2010/10）

金融機関が主体となった取組

【北陸銀行】
・上海･大連の食品バイヤー15社を招聘する個別商談会開
催(2010/10,富山・金沢）
・中国市場向け販路拡大セミナー開催(2010/11,富山・金
沢）
【北陸経済連合会・北陸環日本海経済交流促進協議会】 ・タイ－日本ビジネスマッチング2010への出展支援
・北陸経済連合会国際交流推進委員会及び北陸環日本海 (2010/11)
経済交流促進協議会企画部会にて、北陸企業の海外事業 ・インドセミナー開催(2011/1,富山）
展開に関する講演を実施(2010/12,金沢）。
・国際業務部の中国・ASEAN室を中国室とアジア室に分割
し、きめ細かな体制を整備（2011/1）
・「企業活動の国際化事例発表会～「おもてなしの心」でア ・バンク・ネガラ･インドネシアとの業務協力協定（2011/1）
ジア需要を取り込む」」の開催（2010/12,富山)
・中国・大連市に駐在員事務所を設置（2011/1）
・タイビジネスセミナー開催（2011/2,富山・金沢・福井）
・「企業活動の国際化事例発表会～「高付加価値製品に特
化し、アジア市場を開拓」」の開催（2010/12,金沢)
【北陸銀行・北國銀行ほか】
・日本食材の共同商談会を実施（2010/11)
・「企業活動の国際化事例発表会～世界とつながり、アジ 【富山信用金庫】
アで勝ち抜く」」の開催（2011/2,金沢)
・取引先のアジア進出支援強化（職員海外研修制度の拡
充、現地の取引先・金融情報の提供）
【三菱東京UFJ銀行】
・局と連携し、販路開拓セミナーの開催（2011/6,金沢）
【三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行】
・メガバンク３行と連絡体制を確立。「アジア販路開拓支援
セミナー」（農政局、三菱東京UFJ銀行と連携した農林水産
物輸出や農商工連携を通じたセミナー）を開催(2010/12）
【池田泉州銀行】
・産学官連携”関西活性化”フェアの開催（局・ジェトロ・中
小機構の海外展開支援ブースの出展）（2010/11）等
【京都銀行】
・京都企業支援ネットワーク事務局として京都府上海ビジ
ネスサポートセンターと連携したビジネスサポート開始
（2010/10）
・大連・地方銀行合同ビジネス商談会の開催（2010/11）
【近畿大阪銀行】
・新現役人材による海外進出の支援
【管内の地銀（福井銀行、滋賀銀行、京都銀行、池田泉州
銀行、みなと銀行、但馬銀行、南都銀行、紀陽銀行）】
局と連絡・問題解決体制を確立し、各地銀の海外展開を行
おうとしている顧客の抱えている諸問題の解決を図り、必
要に応じ、近畿財務局に近畿経済産業局から報告・相談
【日本政策金融公庫】
アグリフードEXPO大阪2011の開催（2011/2）
【商工組合中央金庫】
海外ビジネスセミナーを会議所、ＮＥＸＩと主催（2011/2）
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地
域

地域の支援体制

・中国経済産業局
・中国四国農政局
・中国財務局
・管内都道府県等
・ジェトロ（鳥取、松江、
岡山、広島、山口）
・中小機構 中国支部
・日本貿易保険 大阪支
店
・中小企業団体
中 ・金融機関 など
国

経済産業局が取り組んでいる主な海外展開支援

・局・ジェトロ・中小機構主催のシンポジウム＆海外ﾊﾞｲﾔｰ
商談会を農政局と連携し共同で開催「ニッポンのいいモノ
海外販売大作戦」（2010/12）
・韓国への食品等調査ミッション実施（2010/9）
・タイ・インドへの自動車部品ビジネスマッチングのミッショ
ン実施(2010/11)
・中国地域太陽電池フォーラムの海外出展を支援
(2010/11)
・局・ジェトロ主催の北京食品セミナー（2011/2/23)を農政
局及び岡山県と連携して開催予定。

四
国

九
州

・九州経済産業局
・九州農政局
・九州財務局
・管内都道府県等
・ジェトロ（福岡、北九
州、長崎、熊本、大分、
鹿児島）
・中小機構 九州支部
・中小企業団体
・金融機関 など

商工団体が主体となった取組

【広島信金】
・上海ミッション派遣（2010/11）

【広島商工会議所、三次商工会議所】
・インドビジネスセミナー（2010/10/15）

【広島信金ほか】
・ビジネスフェア（2010/11）

【松江商工会議所】
・ＮＥＷ松江菓子海外展開事業

【広島銀行】
・アジア戦略サポートデスク開設（2010/10）

【鳥取県商工会連合会】
・ＩＮＡＢＡブランド海外展開支援事業

【日本政策金融公庫広島支店】
・海外販路開拓セミナー＆輸出相談会（2010/11）

【長門商工会議所】
・ＪＡＰＡＮブランド「長州あげ」普及促進プロジェクト

【中国銀行】
・食の商談会（シンガポール）（2010/11）

【商工会議所】
・ミッション派遣（島根・岡山・広島・福山商議所）
・海外ビジネス支援セミナーなど

【広島銀行、山陰合同銀行】
・大連銀行との業務協力協定（2010/1０）
・大連商談会（2010/11）

・海外展開支援セミナー（中国情勢及び中国における国内 【四国四県共同の取組】
販売）を三菱東京UFJ銀行と共催で実施（2011/2）
・四国４県で東アジア輸出振興協議会の設立（2010）
・伊勢丹シンガポール四国フェア（2010/7、2011/5）
・管内支援機関等との情報共有、施策説明・普及、局ＨＰ ・中国における「四国ウィーク」開催（2010/9、11）
ポータルサイトによる情報発信などの実施。
・四国産品常設売場（上海）の運営
・四国アンテナショップ（上海）の運営
【ＪＡＰＡＮブランド事業】
・「愛媛の酒」ブランディング・プロジェクトの支援
【各県、各県産業支援財団】
・香川漆器ブランド化事業の支援
・徳島県上海事務所の設置（2010/11）
・宇和島パール「Sea Lovers／シーラバーズ」ブランド化事 ・高知県上海事務所、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所による海外展開支
業の支援
援
・愛媛県地域商社の育成支援
【地域産業集積海外展開支援事業】
・えひめ産品海外バイヤー商談会（2010/10）
（財）かがわ産業支援財団（SIAL、フランス）への出展に対 ・展示会、商談会、海外バイヤー招聘、ミッション派遣等実
する支援（2010/10）
施
・国際支援アドバイザーの設置
【地域中小企業海外販路開拓支援事業】
・（財）とくしま産業振興機構の上海出展事業に対する支援 【西条市】
（2011/3）
・地場産品輸出販路開拓事業を実施
・（財）えひめ産業支援財団のシンガポール出展事業及び ・タイ向けの定期コンテナでの輸出開始
タイへのミッション派遣に対する支援（2011/1、2）

【高松商工会議所】
・海外市場開拓支援セミナー（インターネット・中国テレビ等
を活用した中国市場開拓について）（2010/12）
・「香川漆器ブランド化事業」実施

【伊予銀行】
・いよぎん貿易投資相談所設置
・中国（上海、香港華南地区等）におけるビジネス商談会
・日中ものづくり商談会＠上海2010
・いよぎん広州交易会商談ミッション派遣（2010/10）
・大連-地方銀行合同ビジネス商談会（大連）（2010/11）

【産業クラスターの海外展開】
・「九州・韓国・中国 環境ビジネス交流会」（2010/10北九州
市）、「仏食品クラスター（F2Cｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）との交流事業
（MOU締結等）」（2010/10仏）、「九韓バイオビジネスミッ
ション」（2010/11韓国）、「環境ビジネスミッション」
（2011/1,3中国）、「海外交流促進事業（半導体）」（2011/3
中国）への支援
【地域産業集積海外展開支援事業】
・Rubyビジネス関連ミッション（2010/10米国）、食品加工関
連ミッション（2010/12中国）、「国際製造機械、装置、機材
＆サービス展」出展（2010/12ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）に対して支援
【地域中小企業海外販路開拓支援事業】
・「鉄鋼関連ミッション」（2011/2台湾、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）、「中国食
品博覧会出展」（2010/12中国）、「食品加工関連ミッション」
（2011/1､3中国）、「金属加工関連ミッション」（2011/3台湾）
への支援
【JAPANブランド事業・セミナー・セミナー講演会】
・北九州商工会議所・小倉織/東峰村商工会・小石原ポタ
リー（陶器）「メゾン・エ・オブジェ」出展に支援（2011/1）
・アジア講演会（2010/10長崎市）、海外ビジネスサポートセ
ミナー（2010/11宮崎市、鹿児島市）

【福岡商工会議所／九州商工会議所連合会】
・日本商品節・九州物産展（2010/10台湾）
・博多・九州美食節（2010/2-3香港）
・日本食品節（九州食品フェア）（2011/3台湾）
・セミナー：ファッションビジネス最前線（2010/11福岡市）
・福岡アジアコレクション（2011/3福岡市）

【地域産業集積海外展開支援事業】
松江商工会議所の和菓子の海外展開などを支援

【広島県】
・中国経済交流プログラム策定
・広島県農林水産物海外輸出セミナー（2010/10）
【広島市】
・カナダ企業招聘、ミッション派遣（2010/11）
【岡山県】
・海外見本市活用セミナー、中国商慣習セミナー、中国ビジ
ネス個別相談会（2010/10～11）
・大連中日貿易投資展示商談会、中国国際工業博覧会、
アジア地域市場開拓商談会（2010/10～11）
・タイ自動車産業等視察訪問団派遣（2011/1）
【鳥取県】
・北東アジアビジネス交流フォーラム（2010/12）
【浜田市】
・台湾貿易商談会（2010/1１）
【各県産業振興財団】
・各県財団が合同で、海外（広州）展示会へ出展(2010/12)
・各県財団ごとに物産展、商談会、海外バイヤー招聘、ミッ
ション派遣

金融機関が主体となった取組

【福山商工会議所】
・中国・ベトナム・インドビジネスセミナー（2011/2）

【ＪＡＰＡＮブランド事業】
・広島商工会議所の縫い針の海外展開などを支援
・広島日本香港協会の設立及びセミナーの開催支援
（2010/10）
【地域中小企業海外販路開拓支援事業】
（財）鳥取県産業振興財団の食品産業の海外展開などを
支援
・四国経済産業局
・四国財務局
・中国四国農政局
・管内都道府県等
・産総研 四国センター
・ジェトロ（徳島、香川、
愛媛、高知）
・中小機構 四国支部
・中小企業団体
・金融機関 など

自治体が主体となった取組

【九州経済国際化推進機構】※自治体、経済団体、民間企
業等で構成（事務局：九経連、九経局）
・「中国国際工業博覧会」へ九州各県と連携した中小企業
の出展支援を実施（2010/11）
・「九州の食品」海外販路開拓支援事業（2011/1熊本市）<
局、熊本県、ジェトロ等との共催>
【九州貿易振興協議会】※九州各県・山口県で構成
・日本九州物産展示商談会 in 九州（2010/12福岡市、宮崎
市）
【自治体、県財団等】
・韓国電子技術研究院（KETI）と（財）福岡県産業・科学技
術振興財団とのMOU締結
・大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議と韓国悟倉(オチャン)
科学産業団地とのビジネス交流
・鹿児島・香港貿易商談会（2010/10鹿児島市）
・フクオカベンチャーマーケット 第1回アジアビッグマーケッ
ト（2011/1福岡市）
・宮崎県：シンガポール伊勢丹「2011年春の大九州フェア」
（2011/3-4）
その他、各県・市で、ミッション派遣、セミナー等を実施
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【徳島商工会議所】
・海外進出セミナー（香港から見た中国最新ビジネス事情）
（2010/10）
・食品関係企業を中心に香港への展開を目指して「とくしま
海外展開研究会」を発足（2010/12）
・輸出意識醸成のためのセミナー
・海外バイヤー向け徳島産品のＰＲ冊子作成
【宇和島商工会議所】
・「宇和島パールブランド化事業」実施

ニーズの聞き取りのた
め自治体、商工団体、
個別企業訪問の実績
自治体：１２０件
商工団体：７３件
金融機関：３４件
業界団体：４１件
個別企業訪問：３６３件
計：６３１件

自治体：４６件
商工団体：５５件
金融機関：５２件
業界団体：７件
個別企業訪問：３１件
計：１９１件

【百十四銀行】
・中国サポートデスク開設
・日中ものづくり商談会＠上海2010
・海外市場開拓支援セミナー
【四国銀行】
・輸出・輸入手続相談、貿易・海外進出相談
・海外貿易・投資ビジネスセミナー
【阿波銀行】
・貿易相談、海外調査等海外進出支援

【北九州商工会議所】
・セミナー：中国ビジネス相談から見る中小企業の進出課
題（2010/11）
・中国ビジネスに役立つ講演（2011/1）
・モノづくり講演会「中・韓・印・越・タイに負けない経営」～
がんばれ日本の中小企業～（2011/2）
【熊本商工会議所】
・はじめての海外取引（入門編）（2011/1）

【福岡フィナンシャルグループ】
・北九州フードチャレンジ商談会（2010/10北九州市）
・中国ビジネスセミナー（2010/10福岡市、熊本市）
・佐賀フードチャレンジ商談会（2011/2佐賀市）
【西日本シティ銀行】
・中国セミナー（2010/12福岡市）
【佐賀銀行】
・海外ビジネス個別相談会（2010/10佐賀市）
【鹿児島相互信用金庫】
・かごしま食＆アグリ2011マッチングフェア（2011/1鹿児島
市）
【地方銀行合同】
大連-地方銀行合同ビジネス商談会（2010/11大連）

自治体：１１４件
商工団体：５５件
金融機関：５１件
業界団体：４２件
個別企業訪問：２０７件
計：４６９件

地
域

沖
縄

地域の支援体制

経済産業局が取り組んでいる主な海外展開支援

・内閣府沖縄総合事務
局（経済産業部、農林水
産部及び財務部）
・沖縄県
・ジェトロ 沖縄
・中小機構 沖縄事務所
・中小企業団体
・金融機関 など

【地域健康関連産業海外展開支援事業】
・(財）おきなわ健康長寿研究開発センターが実施する中国
深せん市、台湾への販路開拓を支援。中国・深せん国際
工業博覧会出展（2011/10）や、台湾（高尾市）の観光ウェ
ディング関連やスパ関連等の販路開拓（2011/1）にかか
る、海外市場調査や現地バイヤーとの商談や締結等の
フォローアップを実施。
【JAPANブランド事業】
・(財)沖縄県産業振興公社が実施する「沖縄春ウコン」ブラ
ンディング戦略策定に対する支援
・(社)沖縄洋菓子協会が実施する観光と連携した商品のテ
ストマーケティング事業に対する支援
【地域新成産業創出促進事業(環境エネルギー関連産業分
野】
・中国（アモイ、広州、南寧）とのネットワークを形成し、沖縄
の環境関連ビジネスのアジア展開を支援。

自治体が主体となった取組

商工団体が主体となった取組

【沖縄県産業振興公社】
【沖縄県中小企業団体中央会】
・海外展示会へ、県内企業の情報を取りまとめ出展
・貿易実務研修（3月開催予定）
・中国進出セミナー及び個別相談会（2010/11/29）
・JAPANブランド事業「沖縄春ウコンのブランド化プロジェク
ト」
【沖縄県】
那覇空港を核とし、国内とアジア主要都市を結ぶ「沖縄国
際航空物流ハブ」を活用した臨空型産業の創出、海外航空
会社の就航誘致、県産品の販路拡大等を実施するなど、
国際物流拠点形成を目的に下記の推進事業を実施。
①県内生産者等海外派遣事業
②航空会社のコンテナを本事業で借り上げ、民間企業に
提供。
③県産品の展示販売、観光情報を発信する等、アンテナ
ショップという常設を核として展開する海外（香港・上海・台
北に７店舗をオープン）アンテナショップ支援事業
④沖縄ハブ稼働1周年事業として、食フェスタ、文化発信、
経済シンポジウム、商談会などに取り組む。

・農政局（当局農林水産部）が主催する「農林水産物・食品
輸出オリエンテーションの会」を連携して推進。（2011/3)
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金融機関が主体となった取組

【琉球銀行】
海外展開を支援する部署の設置（2010/7）
【沖縄銀行】
・「美ら島商談会」(2010/10)
・海外展開セミナー(2011/3）

ニーズの聞き取りのた
め自治体、商工団体、
個別企業訪問の実績
自治体：９件
商工団体：１０件
金融機関：７件
業界団体：４件
個別企業訪問：１７件
計：４７件

