海外ビジネス展開支援制度リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）
自治体名

制度名

事業内容

URL

北海道

本道とロシア連邦極東地域の友好及び経済交流の促進を
サハリン州等ロシア極東地域友好・
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
図るためサハリン州ユジノサハリンスク市に設置した「北海
経済協力推進事業
df
道サハリン事務所」の運営に要する経費。

北海道

しりべしフードサポート事業

後志の特産品の磨き上げや道内外の販路拡大、海外市場
への販路開拓を図るため、首都圏での展示会等への参加、
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
ニセコエリアのイベントに合わせた物産販売会、海外展開セ
df
ミナーなどを実施し、地元食関連事業者の競争力を高める
ことにより、地域の雇用を確保する。

北海道

道内空港国際航空貨物輸出促進調 道内空港の国際航空貨物量を増加させ、道産品輸出の拡
査事業
大を図るための基礎調査を実施する。

北海道

道産スイーツ海外ブランド強化事業

海外需要の獲得に向けた商談会や勉強会の開催などを行 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
う。
df

北海道

新規市場食需要開拓推進事業

イスラム圏市場の開拓や、機能性食品、スイーツについて、 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
安定的・継続的な取引に向けた商流の構築を目指す。
df

北海道

道産食品販路拡大推進事業

輸出事務に精通し、商談支援等が可能なアドバイザーを海
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
外と道内に配置するなど、輸出に取り組む道内食関連企業
df
を支援する。

北海道

ASEANにおける道内企業のマーケティングを支援するた
め、シンガポール及びタイでの道産品アンテナショップを活
海外アンテナショップ活用による道
用し、テスト販売制度等のマーケティング支援機能の充実を http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
産食品販路拡大事業（戦略産業雇
図るとともに、道産食品消費拡大キャンペーンの展開によ df
用創造プロジェクト）
り、海外飲食店等と連携した道産食品のPR及び販路拡大を
図る。

北海道

北海道上海事務所運営事業

中国における情報収集や発信、様々な分野の関係者との
ネットワーク構築を進め、道産品の販路拡大や観光客の誘
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
致など、中国へのビジネス展開を目指す道内企業関係者を
df
支援するため、中国・上海市に設置した「北海道上海事務
所」を運営する。

北海道

北東北三県・北海道ソウル事務所
運営事業

韓国からの観光客誘致や韓国内での物産の販路拡大等を
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
目的とした「北東北三県・北海道ソウル事務所」の運営に要
df
する経費。

北海道

北海道ASEAN事務所運営事業費

シンガポールに設置した「北海道ASEAN事務所」を運営し、
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
市場ニーズの収集・把握から販路開拓、本道関係イベント
df
の調整など、道内市町村・企業の活動を現地で支援する。

北海道

北東アジア経済交流推進費

中国東北３省（黒竜江省、遼寧省、吉林省）との経済交流を
促進するため、中国東北三省との代表団の相互派遣を行 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
い、経済交流に関する協議・情報交換や貿易などの商談・ df
交渉を行う。

北海道

道市連携海外展開推進事業費

道と札幌市が連携し、ASEAN・中国の海外事務所等を活用
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
しながら、地域と一体となった効果的な海外展開を実施し、
df
道内企業の現地進出・輸出拡大を図る。

北海道

HOKKAIDOブランド海外展開促進
事業

食や観光の海外展開と連動し、新たな分野のブランドの知
名度向上を図るとともに、投資の促進や技術の売り込みな http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
ど北海道ブランドを活用した取り組みの裾野を拡大し、
df
ASEANの成長力を取り込む。

北海道

ベトナムとの経済交流促進事業

ベトナムにおいて、北海道の魅力を発信するセミナーや商
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
談会を開催するなどして、北海道とベトナムとの経済交流を
df
飛躍的に拡大する契機とする。
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北海道

北の大地のめぐみ愛食総合推進事
道産農畜産物・水産物の輸出拡大を図るため、北海道・ホ
業（道産農水産物の「ブランド化」推
クレン・ぎょれんが連携してプロモーション活動等を行う。
進事業）

北海道

道産水産物輸出市場対策事業費

道産水産物の信頼回復を図るため、民間団体と連携して現
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
地で安全性をPRするとともに、HACCP認定取得を促進する
df
加工業者を対象とした検討会や研修会を開催する。

北海道

道産水産物輸出関連対策事業費
ホタテガイ海域拡大管理推進事業

北海道の主要魚種であるホタテガイの販路拡大及び価格
安定を図るため、かつて最大の輸出先であったＥＵへの輸
出に必要な衛生管理基準をクリアできる体制を整備する。

北海道

道産水産物販路拡大推進事業費

「北海道食の輸出拡大戦略」に基づき、輸出品目と販路の
拡大に向けて、海外市場における水産物及び加工製品に http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
対するニーズ等を調査するとともに、その調査結果をもとに df
製品ＰＲ等を実施する。

北海道

道産木材の輸出に向けた検討

道や業界団体、森林管理局、農政事務所、木材商社等の
関係者間で情報共有や意見交換を行う勉強会を開催するこ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
とにより、付加価値の高い木材製品など新たな輸出の可能 df
性について検討を行う。

札幌市

食品海外販路拡大支援事業

市内食関連企業の海外事業展開を促進するため、海外展
示会への出展や道内商社を活用した輸出の取組を支援。

札幌市

外食産業海外展開支援事業

外食産業の海外展開を図るため、企業のフランチャイズ提
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/index.html
携を主目的とした展示会等への出展を支援。

札幌市

外需獲得商材開発支援事業

市内食・ＩＴ関連企業の海外展開を促進するため、輸出仕様
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/index.html
の商品・サービス開発を支援。

札幌市

有望産業海外ビジネス展開支援事 将来有望と見込まれるＩＴ産業・環境産業等の海外展開を支
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/index.html
業
援。

札幌市

バイオ産業販路拡大・連携促進事
業

青森県

有職者、経済団体等で構成する委員会を開催し、国際経済
国際戦略プロジェクト推進委員会開
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
分野における戦略のフォローアップや施策、事業のローリン
催事業
ai/
グについて検討する。

青森県

大連経済交流企業サポート事業

情報収集やビジネス支援の拠点として、大連に大連ビジネ
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
スサポートセンターを設置し、県内中小企業のサポートを行
ai/
う。

青森県

輸出市場販路開拓・拡大支援事業

国内外で商談の機会を提供し、より多くの商談が成立する
よう県内企業等の販路開拓支援を行う。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
ai/

青森県

中華圏ビジネス重点支援事業

現地商談会・通年ビジネスマッチング・招へいビジネスツ
アー等の実施及び現地コーディネーターの設置等により、
中華圏における県内企業のビジネス活動を促進する。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
ai/

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
df

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/h28sesakuichiran.p
df

http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/index.html

市内バイオ企業とのビジネスマッチング及び国内外の商談
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/index.html
会への出展支援。
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4道県ソウル事務所物産共同事業として、食品総合見本市
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
への出展やバイヤー招聘商談を行うことにより、県内企業
ai/
のビジネス展開を支援する。

青森県

インバウンド重点エリア誘客事業

青森県

県内企業の東南アジアへの販路開拓を支援するため、現
東南アジア拠点地域中小企業販路 地で開催される国際見本市へ出展するとともに、タイ及びシ http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
拡大事業
ンガポールとビジネスマッチング契約を締結して情報収集 ai/
や取引先開拓などを行う。

青森県

生産指導団体（農協等）・生産者による台湾での店頭販売
や販売業者との意見交換会等を通じて、生産者等の輸出を
台湾向け青森りんごレベルアップ事
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
目指した生産への意識を醸成し、青森りんごの競争力強化
業
ai/
を図るとともに、台湾卸売業者等の産地招へいにより、台湾
側関係者との信頼関係の強化を図る。

青森県

アジア輸出拡大戦略事業

岩手県

・支援対象/県内に工場又は事業所を有する中小企業者又
はそれらの中小企業で構成されるグループ若しくは知事が
特に認める者。
岩手県中小企業等知的財産保護対
・対象国/限定なし。
http://www.pref.iwate.jp/monozukuri/index.html
策事業
・概要/県内の中小企業者等による国内出願済の意匠及び
商標を活用した外国事業展開を促進するため、外国への意
匠・商標出願に要する費用の一部を助成する制度

宮城県

実践グローバルビジネス講座

外部から講師を招聘し、海外ビジネスの実践に役立つセミ
ナーを月1回程度開催します（無料）。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/index16.html

宮城県

みやぎグローバルビジネスアドバイ 海外ビジネスに関する専門的知識を持つアドバイザーが、
ザー相談事業
随時各種ご相談にお応えします（原則無料）。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/index02.html

宮城県

地域産品輸出促進助成事業

県内産の農林水産物や加工食品の輸出の振興を図るた
め，県内で生産された農林水産物及び加工食品の生産者
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/hojojigyou又は生産団体が行う，輸出活動事業（パッケージ等開発，
index.html
テスト輸出，香港又は台湾での商談会等への参加）に要す
る経費について，その一部を助成します。

宮城県

ソウル国際食品産業展への出展

韓国ソウルで開催される，韓国最大規模の食品産業展であ
る「Food Week」に宮城県ブースを出展し，県内企業の海外
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/index07.html
販路開拓を支援します。
（公社）宮城県国際経済振興協会との共催

宮城県

大連展示商談会の開催

県内企業のため，中国東北地区の企業との商談の機会を
岩手県と共同で提供します。
（公社）宮城県国際経済振興協会との共催

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/index05.html

宮城県

宮城県・上海商談会の開催

中国上海市にて、県内企業のため商談の機会を七十七銀
行と共同で提供いたします。
（公社）宮城県国際経済振興協会との共催

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/index18.html

宮城県

ニジェゴロド州との経済交流

ニジェゴロド州とは，両地域の経済交流の可能性を探るた
め「経済等の協力に関する協定」を締結しています。同協定
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/nizhny.html
に基づき，ニジェゴロド州での商談会や各種経済交流事業
を行っています。

宮城県

日台企業商談会の開催

県内企業のため，台湾企業との商談機会を提供します。
(公社)宮城県国際経済振興協会との共催

輸出相手国の状況に応じた段階的な輸出促進活動を展開
し、県産農林水産品の輸出拡大を図る。
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusaikeiz
・現地での輸入業者等との商談・意見交換
ai/
・青森りんごフェア、現地でのプロモーション等の開催
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宮城県

被災中小企業海外ビジネス支援事 震災後による販路喪失の影響軽減のため，海外での商談
業
や商談会・展示会への出展に要する経費を補助します。

宮城県

ロシアビジネス支援事業

コンサルタント等の支援事業者を選定し，県内企業のロシア
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/offer17-fy28.html
ビジネスの取組を支援します。

宮城県

みやぎ海外ビジネス支援施策イン
デックス

県内企業の海外展開を支援するため，各支援機関が実施
している主な支援施策を整理し，概要を紹介します。

仙台市

仙台市海外市場チャレンジ支援助
成金

予算の範囲内で以下の助成を行う。
海外で開催される見本市・商談会等へ出展する事業を行う http://www.city.sendai.jp/business/d/keizai̲05̲01̲02.html
場合に、50万円を限度に対象経費の半額を助成。

仙台市

仙台フィンランド健康福祉センター
プロジェクト

仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトは、フィンラン
ドの国家プロジェクトと仙台の国際共同プロジェクトであり、
仙台フィンランド健康福祉センターを拠点として、高齢者の
http://sendai.fwbc.jp/index.htm
自立した生活を実現するために、フィンランドと仙台地域の
企業・大学が行うサービス・機器の開発を進めている。EU圏
への市場進出もサポートする。

仙台市

ICT等の産業クラスターで世界的に著名なフィンランド共和
国・オウル市との連携により、ICT、マイクロ・ナノ技術、ライ
オウル地域との産業振興協定に基 フサイエンス技術等の分野でのオウル地域企業・大学との http://www.city.sendai.jp/business/d/ouluづく連携事業
連携や、フィンランドを通じたEU市場への進出に興味をお持 sangyou̲index.html
ちの企業・大学の皆様に対し、最新情報の配信や、ビジネ
ス開発等の支援を行っている。

秋田県

あきた海外展開支援ネットワーク

県内企業の海外展開に関する支援施策情報の一元化及び
http://www.akita-kaigaitenkai.jp/
情報発信

山形県

山形県国際経済振興機構
〒990-0042
山形県山形市七日町3-5-20
富士火災山形ビル5F
TEL：023-687-1127

山形県内の事業者の県産品輸出や海外でのビジネス展開
http://www.yamagata-export.jp/index.html
を支援する専門機関

福島県

福島県上海事務所ビジネスサポー 支援対象者が中国（上海市）で行う経済活動等に対する各
http://fukushima-cn.jp/about/facilities.php
ト
種支援を行う。

福島県

福島県貿易促進協議会

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/offer04.html

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gbgb/gbsupportindex.html

県内会員企業に対し、貿易振興事業、経済交流支援事業
http://www.f-bsk.com/
及び人材育成・海外経済情報収集提供事業等を展開する。
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