
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

茨城県 茨城県上海事務所
中国でのビジネスに関心を持つ県内企業に対して，経済事
情などの情報提供，現地視察のアレンジやアテンド，法律
相談，通訳やコンサルタントの斡旋などの支援を行う。

http://www.shanghai.pref.ibaraki.jp/

栃木県 香港駐在員派遣事業
香港をはじめとする中国・東南アジアに関連する企業活動
の支援、県産品の海外販路拡大等を図る香港駐在員を派
遣

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/work/shoukougyou/koku
saikeizai/1183621604187.html

栃木県 海外経済情報セミナー開催事業
海外市場や投資環境等に関する時宜を得た情報を県内企
業等に提供するための「海外経済情報セミナー」をジェトロ
栃木と共催（随時）

栃木県 栃木県国際経済交流調査の実施 県内企業の輸出入や海外展開の現状の把握
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/work/shoukougyou/koku
saikeizai/1183701203380.html

栃木県
食品商談会の開催及び国際見本市
への出展

香港や中国本土への販路拡大を目指す県内企業等を支援
するため、商談会の開催や見本市への出展

群馬県 海外展開相談
県内中小企業の輸出入取引の拡大、海外投資等を支援す
るため、海外取引や投資環境等に関する相談、情報提供を
実施

http://www.obs.industry.pref.gunma.jp/consultation/

群馬県 地場産品展示商談会出展
中国国内で開催される展示商談会に出展する県内企業（繊
維･雑貨等の地場産業企業）を支援

群馬県 海外ものづくり展示商談会出展
中国やアセアン等で開催される展示商談会に出展する県内
企業（機械工業系）を支援

群馬県 海外販路開拓個別コンサルティング
県内企業に専門家を派遣し、情報提供、相談、アドバイス等
により海外販路開拓の個別コンサルティングを実施

群馬県
群馬のものづくり技術（企業検索・
受発注支援サイト）

県内企業の優れた技術・製品を国内外に情報発信し、取引
を支援

http://www.industry.pref.gunma.jp/

群馬県 群馬県　海外ビジネス支援サイト
国等の支援策やセミナー開催情報等を紹介し、県内企業の
海外ビジネスへの取組を支援

http://www.obs.industry.pref.gunma.jp/

群馬県 中小企業パワーアップ資金
海外市場での販路開拓等、海外展開を図ろうとする中小企
業者に対し、必要な資金を融資する。

http://www.pref.gunma.jp/06/g0910018.html

群馬県 海外展開相談窓口の設置

経済活動のグローバル化に伴い海外ビジネス展開の必要
性が高まっている中、県内企業の海外販路拡大や海外展
開を支援するため、(公財)群馬県産業支援機構に海外展開
担当マネージャーを配置し、海外展開に関する相談を実
施。

http://www.pref.gunma.jp/06/g1600275.html

埼玉県
埼玉国際ビジネスサポートセンター
の設置・運営（埼玉県産業振興公
社）

県内企業のグローバルなビジネス活動に対する支援を行っ
ている。

http://www.saitama-j.or.jp/sbsc/
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埼玉県 埼玉県上海サポートデスク 県内企業の中国ビジネス支援 http://www.saitama-j.or.jp/shanghai-sd/

埼玉県 埼玉県ベトナムサポートデスク 県内企業のベトナム支援 http://www.saitama-j.or.jp/vietnam-sd/

埼玉県 埼玉県タイサポートデスク 県内企業のタイ支援 http://www.saitama-j.or.jp/thai-sd/

埼玉県 インドネシア相談窓口
インドネシア投資調整庁とりそなプルダニア銀行に埼玉県
の相談窓口を用意し、インドネシアビジネスを支援。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/documents/indonesi
a.pdf

埼玉県 埼玉県マッチングコーディネーター 県内企業の海外でのビジネスマッチング支援（インドネシア・香港）
http://www.saitama-
j.or.jp/shinbunya/information/20160908/2954/

埼玉県
ベトナム・レンタル工場入居企業優
遇制度

ベトナム・ドンナイ省のレンタル工場運営会社に出資し、入
居企業向け優遇制度を創設

さいたま市 さいたま市産業創造財団

さいたま市産業創造財団では、埼玉県産業振興公社、さい
たま商工会議所との間で締結した「中小企業国際ビジネス
支援の相互協力に関する覚書」に基づき、さいたま市や埼
玉県とも連携しながら、中小企業の販路開拓支援や海外進
出支援、外国・外資系企業の対日投資サポート等に取り組
んでいる。

http://www.sozo-saitama.or.jp/

千葉県
ちば中小企業元気づくり基金事業
市場開拓助成（海外）

海外で開催される国際展示会・商談会に出展する企業へ出
展小間料の1/2を助成する。
支援対象：県内中小企業
対象国：すべて

http://www.ccjc-
net.or.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1288

千葉県 中小企業海外販路拡大支援事業

日本貿易振興機構千葉貿易情報センター（ジェトロ千葉）に
「ちば海外ビジネスサポートセンター」を設置し、海外展開に
意欲のある県内中小企業を支援する。
＜支援対象＞県内中小企業
＜対象国＞すべて
＜支援内容＞
① 国際化コーディネーターが、貿易実務や海外投資等に関
する相談に応じる。(無料)
② 海外販路拡大を行うために必要となる、事業プラン作
成、現地調査、契約書作成等に対し、専門家を派遣する。
（県負担額 ：専門家派遣費用の２分の１（上限あり））
③ 海外展開に関するセミナー・講演会を開催する。（参加費
一部有料）

http://www.cobsc.jp/

千葉県
「世界に飛び出せ千葉の農林水産
物」輸出促進事業（千葉の農林水産
物輸出促進事業）

千葉県産農林水産物等の海外販売促進活動、輸出向け商
品開発、輸出環境整備等の取組を支援します。
事業主体：生産者団体等
補助率：1/2以内

http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/kinyuu/ryutuhanbai.ht
ml

千葉市 千葉市海外展開支援事業
千葉市の姉妹・友好都市であるヒューストン市、天津市、蘇
州市呉江区への事業展開を希望する市内企業を支援

http://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kikaku/expans
ion-support.html

東京都 海外販路開拓支援事業

主に、アジア地域への海外展開を志向する都内中小企業を
対象に、海外のビジネス事情に詳しい企業OB等が海外取
引に向けた実践的な支援（情報提供・アドバイス・コーディ
ネート）を行い、専門商社等を活用することなどにより、海外
市場での販路開拓を図る。

http://www.tokyo-trade-
center.or.jp/TTC/support/index.html
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神奈川県 海外駐在員派遣事業

シンガポール、メリーランド（米国）に派遣している駐在員に
よる、ビジネス交流会の開催、企業の現地活動支援、海外
ビジネス情報の提供、県内企業の商品紹介等の支援を実
施

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0616/

神奈川県
公益財団法人
神奈川産業振興センター
国際ビジネス支援事業

海外進出や貿易取引等の国際ビジネスの展開を支援する
ための情報提供、海外の展示会への出展支援、海外での
商談会を通じた県内・海外企業のビジネスマッチング、国際
ビジネスミッションの派遣、アドバイザーによる貿易・投資
（海外進出）相談等の実施

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0616/

神奈川県 中国経済事務所運営事業

（公財）神奈川産業振興センターが中国・大連に設置する海
外事務所への補助金の支出を通じ、ビジネス交流会の開
催、企業の現地活動支援、海外ビジネス情報の提供、県内
企業の商品紹介等の支援を実施

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0616/

神奈川県 民間金融機関海外拠点派遣
㈱横浜銀行バンコク駐在員事務所へ県職員を研修派遣し、
現地における県内企業からの相談対応、展示会への共同
出展などを実施している。

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0616/

神奈川県 国際ビジネス振興事業

①県内企業を業種別に英語で紹介
②県内の中小企業向け海外展開支援施策ガイド
③県内中小企業海外展開事例集
④民間金融機関、人材会社等と締結した協定に基づいた海
外展開に関するセミナーの実施

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0616/

横浜市
横浜ワールドビジネスサポートセン
ター

・国際ビジネスに関する相談対応
・国際ビジネス情報の提供
 （メールマガジン、引き合い情報サービス）
・海外経済機関・海外企業向けのオフィススペースの提供

http://www.ywbc.org/

横浜市 中小企業海外市場開拓支援事業
支援対象企業を公募し、輸出アドバイスなど海外市場開拓
の着手から商談実施まで一貫した支援を実施します。

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaihanro/

横浜市
海外進出支援事業（F/S調査に対
する助成）

支援対象企業を公募し、市内企業の海外進出のための、事
業化可能性調査（F/S）に関する経費を、最大90万円（事業
経費の2/3以内）助成します。

http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20140508105707.
php

横浜市 海外展示商談会出展助成

海外市場の新規開拓や拡大を目指す「横浜市中小企業海
外市場開拓支援事業支援対象企業」「横浜知財みらい企
業」「横浜市中小企業外国出願支援事業助成金助成対象
者」「海外進出支援事業事業化可能性調査助成金助成事
業者」「横浜市成長発展分野育成支援助成金助成事業者」
に対し、海外で開催される展示商談会への出展に要する経
費の一部を助成します。

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaitenjikai
/

横浜市
海外事務所による国際ビジネス支
援

・国際ビジネスに関する相談対応
・現地ビジネス情報の提供　等

・ドイツ（フランクフルト）
http://www.yokohama-city.de/index.html
・中国（上海）
http://www.idec.or.jp/shanghai/
・インド(ムンバイ)
http://www.yokohama-mumbai.com/ja/index.html

川崎市 海外販路開拓支援
市内企業の海外展開支援のため、海外投資セミナーの開
催、海外展示会への出展支援、海外へのミッション団の派
遣等を行っている。

http://www.city.kawasaki.jp/280/soshiki/6-2-0-0-0.html

川崎市
川崎市海外ビジネス支援センター
（ＫＯＢＳ）による海外販路開拓支援

川崎市海外ビジネス支援センター（KOBS）は、市内企業の
海外展開に係るワンストップサービスを提供しており、各企
業の海外展開に係るステージに合わせ、海外展開の可能
性検討、海外での販路開拓、海外展開戦略検討等の個別
具体的な海外展開支援を行うとともに、海外展開ニーズを
有する市内企業等の情報発信を行っている。

http://kawasaki-net.ne.jp/kobs/index.php
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川崎市
かわさきグリーンイノベーションクラ
スター

かわさきグリーンイノベーションクラスターは、産学官民の連
携によって環境改善に取り組み、産業振興と国際貢献を推
進して新たな社会の形成を目指すネットワークとして、１）川
崎市や支援機関の施策を活用するための相談、２）•海外の
環境ニーズに関する情報提供、３）川崎市に蓄積された環
境技術、行政の知見・ノウハウ等を活用したビジネス創出支
援を通じて、会員企業の海外展開を支援している。

http://www.kawasaki-gi.jp/

相模原市 海外見本市出展助成
海外見本市に出展して海外での販路開拓を考えている市
内中小企業に、出展経費の一部助成を行っている

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/11264/jo
sei/004122.html

山梨県 海外展示会出展支援事業費補助金
県内中小企業を対象に海外展示会に係る費用を助成（渡
航費、滞在費、出展費、ブース装飾費等）　補助率：1/2（上
限額60万円）

静岡県
社団法人静岡県国際経済振興会の
実施する支援

・海外取引に関するセミナーの開催
・貿易相談
・国際規格に関するセミナーの開催、アドバイス
・地域の国際取引事業支援
・展示会・商談会の開催
・海外拠点による情報収集、提供　など

http://www.siba.or.jp/

静岡市
静岡市海外クリエーター活動支援
補助金

映像、音楽、デザイン、コンピューターゲーム等の分野にお
いて、創造的な活動を行うクリエーターに対して、海外で創
作活動をする経費の一部を助成する。
また、上記クリエーターが海外での展示会、見本市、映画祭
等に出展する経費の一部を助成する。

http://www.city.shizuoka.jp/000_004017.html

静岡市 中小企業海外販路拡大支援事業
地元中小企業の海外への販路拡大を支援するため、国内
外のバイヤーを招聘し、商談会を開催する。

浜松市 アセアンビジネスサポートデスク

・市内中小企業の海外ビジネス展開を支援するため2014年
8月に設置。
・アセアン地域を中心とした10か国14都市に「海外デスク」を
設けるとともに、市内にもデスクを設け担当者を配置。
・市内中小企業に対する進出サポートに加え、市内中小企
業の海外現地法人からの相談も受け付け、現地進出後の
サポートも実施。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/as
ean-bisiness-support-desk.html

浜松市 経済交流推進事業
・海外政府機関と覚書を締結し、相互経済交流を図ること
で、市内中小企業の海外ビジネス展開を支援。
・これまでにタイ、ベトナム、インドネシアと覚書を締結。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/ka
igai-main.html

浜松市 海外販路開拓支援事業
・はままつ産業イノベーション構想で規定する成長6分野に
関連する国際見本市に、市内中小企業とともに出展

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/ka
igai-main.html

浜松市 海外ビジネス情報提供事業

・本市と海外ビジネス展開支援に関する協定を締結した外
部機関と連携し、各種セミナー等を実施
・商工組合中央金庫、静岡銀行、浜松信用金庫、海外投融
資情報財団、三井住友海上火災保険、東京海上日動火災
保険、損害保険ジャパンなどと連携

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/ka
igai-main.html
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