
 

 

 

平成２７年度地方連携フォーラム 

［実施報告書］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２８年１月１５日 

場所：三田共用会議所 

主催：外務省大臣官房総務課地方連携推進室 

 

  



Ⅰ 開催概要 

１．開催日時：平成２８年１月１５日（金）１４：３０～１９：１５ 

 

２．開催場所：三田共用会議所 

 

３．次第及び内容等： 

（１）第１部 外交政策説明会 １４：３０～１５：４５ [講堂（１階）] 

○開会挨拶  外務省大臣官房総務課地方連携推進室長 徳永博基 

○外交政策説明会  「経済外交と官民連携」 

外務省経済局・官民連携推進室長 大鶴哲也 

 

（２）第２部 分科会 １６：００～１７：１５ 

 

ア テーマ：「外国メディアを通じた海外発信」 

講師：外務省国際報道官 伊藤恭子 

公益財団法人フォーリン・プレスセンター取材協力課長 矢野純一 

 

イ テーマ：「地方連携」 

講師：外務省大臣官房総務課地方連携推進室長 徳永博基 

 

ウ テーマ：「ジャパン・ハウスを通じての日本の多様な魅力の発信」 

講師：外務省戦略的対外発信拠点室長 中原直人 

 

エ テーマ：「官民連携（ＯＤＡを活用した日本企業・地方自治体の海外展開支援）」 

講師：外務省国際協力局開発協力総括課 上席専門官 藁谷栄 

 

オ テーマ：「地方創生の取組（新型交付金等の活用）」 

講師：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官 渡辺公徳 

外務省大臣官房総務課地方連携推進室 首席事務官 等々力研 

 

 

（３）第３部 山﨑和之外務省官房長主催レセプション １７：４５～１９：１５ 

 

 

 

 



Ⅱ 第１部 外交政策説明会 

大鶴哲也外務省経済局官民連携推進室長から「経済外交と官民連携～日本経済の成長を

後押しする経済外交～」について説明した。概要は以下のとおり。 

  

１．経済外交にかかる重点分野 

日本経済の成長を後押しする経済外交の３つの重点分野は，（１）企業支援やＥＰＡ／Ｆ

ＴＡ等経済連携の推進による「日本経済の成長に貢献する取組」，（２）資源・エネルギー

外交や食料安全保障による「安心して住める魅力ある国づくり」，（３）Ｇ７，Ｇ２０，Ｗ

ＴＯ等を通じた「国際的なルールづくりへの参画」である。以下，この３点につき説明す

る。 

第１に，ＥＰＡ／ＦＴＡ等の経済連携の推進は，国際市場を獲得し，力強い成長をはか

るうえで必要である。最近の動向としては，大筋合意したＴＰＰの他，日ＥＵ・ＥＰＡ，

ＲＣＥＰ，日中韓ＦＴＡ，二国間ＥＰＡ（カナダ，コロンビア，トルコ）の交渉を推進中

である。 

第２に，資源・エネルギー外交は，東日本大震災以降，化石燃料への依存度が高まって

いる我が国にとって，エネルギー・鉱物資源の安定かつ安価な価格の確保の観点から，重

要性を増している。また，食料安全保障の確保に関しても，世界の食料生産の促進，安定

的な市場・貿易システムの発展等を通じて，我が国の食料安全保障を強化していく。 

第３に，国際的なルールづくりへの参画において，まず，Ｇ７首脳会合に関し，これは

日本，イタリア，カナダ，フランス，米国，英国，ドイツの７か国の首脳と欧州理事会議

長及び欧州委員会委員長が参加して毎年開催されてきており，自由，民主主義，人権，法

の支配といった基本的価値を共有するＧ７として，世界が直面する様々な課題解決につい

て議論し，国際社会にメッセージを発信するものである。本年（平成２８年）は，我が国

において，Ｇ７伊勢志摩サミットが開催されるとともに，Ｇ７伊勢志摩サミット関係閣僚

会合が日本国内１０カ所で開催される。メディアでの露出も増えるため，開催地の民間企

業等にとり良い機会である。自治体の皆様にも是非，地方の魅力の発信をお願いしたいが，

課題等があれば，当該閣僚会合の主管官庁だけでなく，直接，外務省にも御相談いただけ

れば，出来る範囲で協力させていただきたい。 

次に，Ｇ２０首脳会合に関し，これは平成２０年９月のリーマン・ショック後の経済・

金融危機に対処するため始まった主要先進国・新興国の首脳レベルが参画するフォーラム

であり，これまでは基本的に経済的な問題のみ扱ってきた。しかし，昨年（平成２７年）

のＧ２０アンタルヤ・サミットでは，パリでテロ事件が発生した関係で，経済分野以外の

分野としてテロリズムにかかる問題も扱ったことは注目すべきことである。 

また，ＷＴＯについては，その主要な役割として，ラウンド交渉を通じた貿易自由化や

新たなルール作り，協定の履行監視，紛争解決制度等があるが，いずれも我が国の貿易活

動を，国際法上で確保するうえで重要である。 



以上に加えて，経済成長・雇用確保の観点から，対日投資誘致を積極的に推進している。

特に，外国企業の日本への誘致に向けて，①言語の壁克服，②ネット環境の向上，③地方

空港へのビジネスジェット受入れ，④海外子弟の教育環境充実，⑤外国企業からの相談対

応を推進しているところ，自治体の皆様とも連携して引き続き取り組んでいきたく，より

緊密に連携していきたいと考えている。 

 

２．外務省による官民連携業務 

 昨年（平成２７年）９月，日本企業の海外展開に向けた官民連携業務を担うべく，外務

省経済局に官民連携推進室を設置した。 

以下，具体的な取組状況等について説明する。 

（１）在外公館の取組事例 

はじめに，在外公館の取組につき，具体的事例を紹介させていただくと，平成２５年の

在ロシア大使館で行われた安倍総理による日本食トップセールス，平成２７年の在インド

大使館で行われた日本の新幹線技術の紹介，同年の在マレーシア大使館において天皇誕生

日レセプションの機会を利用した，和歌山県によるミカンジュースのＰＲ，そして同年に

在ポーランド大使館にて行われた日本製化粧品のＰＲが主なものとして挙げられ，このよ

うに民間企業や自治体とも連携してオールジャパンで取り組んでいる。 

（２）農林水産物・食品の輸出促進 

次に，農林水産物・食品の輸出促進について，政府は，天皇誕生日レセプションの機会

等を利用して地方の特産品をＰＲしており，引き続き，自治体の皆様と連携して取り組ん

でいきたい。外務省としては，農林水産物・食品輸出額１兆円目標の２０２０年より前倒

し達成を目指している。また，東日本大震災後の輸入規制の緩和・撤廃に関し，現在も６

５か国・地域が，日本産食品等への規制を継続している。政府として，かかる規制の撤廃

に向けて，引き続き全力で取り組んでいるところ。 

（３）インフラ輸出とトップセールス 

インフラ輸出とトップセールスについて，２０２０年に約３０兆円のインフラシステム

を受注することを目標に，総理以外にも外務大臣・副大臣・政務官を含め，トップセール

スを行っている。政府全体では，年間約１３０件のトップセールスを行っており，単純計

算で３日に１回程度，トップセールスを行っていることになる。 

（４）ガイドライン・グッドプラクティスの作成・共有 

在外公館が日本企業を支援する指針として，平成１３年に「日本企業の海外における活

動支援のためのガイドライン」を策定し，改訂を加えながら，ホームページに掲載し，共

有させていただいている。さらに，在外公館からの企業支援の事例報告をグッドプラクテ

ィス集としてまとめている。日本企業等の皆様にグッドプラクティス集を参照いただき，

今後の活動の参考に役立てていただければ幸いである。 

（５）日本企業の海外展開支援と日本企業支援の体制強化 



外務省は中堅・中小企業を含む日本企業の海外展開をバックアップしている。 

在外公館の体制として，現在，日本企業支援窓口を２７６公館に３３１名，食産業担当

の日本企業支援担当官を５４か国・地域，５７公館に６４名，また，インフラプロジェク

ト専門官を５１か国に１２９名，エネルギー・鉱物資源専門官を５０か国５５公館に７１

名，知的財産担当官をほぼすべての公館に２６１名配置している。これらに加えて，外務

省の役割として，日本企業製品及び日本産品の相手国政府や相手国企業・国民への広報や，

相手国の中央政府に対するビジネス環境の改善要請等を行っている。 

（６）専門家派遣 

専門的な日本企業のニーズに応えるため，在外公館に弁護士やインフラアドバイザーと

いった専門家を派遣し，支援体制を強化している。前者は，日本企業を法的側面から支援

するため，現地法制度等の調査や企業へのアドバイス等を日本の弁護士に委託するもので

あり，後者は，インフラプロジェクト専門官をサポートするため，インフラ案件の調査・

分析や現地政府との人脈形成支援等を現地民間コンサル等に委託するものである。 

（７）国際ビジネス環境整備 

政府は，国際ビジネス環境の整備のため，投資協定・租税条約の締結の推進に取り組ん

でいる。まず，投資協定は，企業が相手国で不利な扱いを受けないためのものであり，現

在３５件ある。投資協定締結のメリットとして，投資家・投資財産の保護，規制の透明性

向上，投資機会の拡大等がある。次に，租税条約は，主として二重課税の回避のために締

結するものであり，現在６５の国・地域と締結している。メリットとしては，国際的な二

重課税の回避による投資活発化をはじめ，投資所得に対する投資先国による課税の減免等

がある。投資協定及び租税条約は，日本企業の海外展開に向けたビジネス環境整備のため

の法的基盤であるといえる。 

 

３．質疑応答 

（質問）外務省の日本企業支援窓口として，どういうことをしていただけるのか。 

（回答）同窓口をワンストップ・サービスにしたいと考えている。自治体において具体的

な案等があれば，官民連携推進室に御相談いただきたい。 

 

（質問）自治体が在外公館を使用して自治体のＰＲをするにあたり，外務省として期待す

ることとは何か。 

（回答）日本の魅力を発信することは国民より与えられた使命であると考えており，外務

省と自治体との間でお互い予算という課題もあるが，すでに地方産品を在外公館に展示い

ただくなど一部の自治体で御協力いただいており，地域の特産品にかかる知見の点に関し

て御協力いただくことも，在外公館を利用する自治体の皆様に期待するところである。 

 

（質問）自治体からの要望として，在外公館での物産展示にあたり，一つの自治体だけで



なく，複数の自治体の産品をまとめて展示いただけるとありがたい。 

（回答）農水産物に関して，複数の自治体の産品を一緒に展示することにつき，今後農林

水産省とも協力して検討していきたく，また，実施方法としては，例えば九州ブロックな

ど地方ブロック毎に地方産品を纏めるということも考えられ，地方自治体の側で具体的に

どの国・地域をターゲットとするのかを考えていただくとより効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 第２部 分科会 

第２部では，５つの分科会に分かれ，当省員や外部有識者等が説明を行うとともに，質

疑応答・意見交換を行った。 

 

分科会ア 『外国メディアを通じた海外発信』 

 

１．講師説明 

（１）「外国メディアを通じた海外発信」（伊藤恭子 外務省国際報道官） 

外国メディアには，ニューヨーク・タイムズ等の新聞，ブルームバーグ等の通信社，Ｃ

ＮＮ等のテレビやオンラインメディア等があり，日本国内に滞在するメディア，外国のメ

ディア本社，ＳＮＳの活用等の方法による働きかけが可能である。特にＳＮＳの成功事例

として，中国のＳＮＳを利用した熊本県のゆるキャラ「くまモン」が中国国内で絶大な人

気を博している。また，外国メディアの記者達は，常に「グッドストーリー」を探してお

り，彼らに記事として取り上げてもらうためには，地方独自の取組や成功例を紹介するだ

けでなく，ヒューマンストーリーが有益なインプットになっている等，彼らの関心を注意

深く把握する必要がある。また，地方自治体の首長や関係者が外国を訪問する際は，積極

的に現地メディアに売り込むことが重要であり，現地メディアの特色や関心等を踏まえ，

何を売るか，どこに重点を置いて売り込むかを考えて広報する必要がある。 

外国メディアへの発信事業として，外務省では外国からのメディアを招へいするプログ

ラムを実施しており，記者の要望に合わせて地方視察・取材をアレンジしている。平成２

７年度は５０カ国９０名の記者及びＴＶチーム５件の招へい（２チームをすでに招へい済

み）を予定している。外国記者の多くは，観光よりも，先端技術，少子高齢化対策，防災

等の分野での日本の取組に強く関心を持っており，こうしたニーズを踏まえた上で広報戦

略を考えることが重要だ。このような招へい記者のプログラムには地方訪問も含めるよう

にしており，訪問先のアイデアも募集中である。 

 

（２）「日本各地から世界へ～外国メディアを通じた情報発信」（矢野純一 フォーリン・

プレスセンター（ＦＰＣ） 取材協力課長兼経理課長 

 ＦＰＣでは，重要政策や社会課題に関するプレス・ブリーフィング，外国記者招へい・

取材協力，国内プレスツアー等の事業を行っている。在日の外国報道関係者は，外務省外

国記者登録証保持者等ＦＰＣが把握しているだけでアジア，北米，欧州を中心に約５５０

人程度いる。 

ＦＰＣにおいて地方を支援する有効なツールがプレスツアーであり，在日の外国記者を

対象に，年間１０～１５回開催している。毎回１０～１５名の記者が参加しており，ツア

ー後には，各国において地方で取材したことを報道してもらっている。プレスツアーの開

催については，タイミングとテーマがとても重要であり，例えば何か大きなイベントがあ



る等，外国メディアに関心を持ってもらえるタイミングをよく考えた上で実施すると高い

効果が得られる。最近の例だと，戦後７０周年を捉えた広島プレスツアー，オリンピック・

パラリンピックを見据えた「高度防災都市・東京」プレスツアーは，外国記者から高い関

心を得ていた。 

 

２．質疑応答 

参加自治体からは，ＦＰＣの活用方法や外国プレスの最近の関心事項についての質問が

あった他，外務省招へいやＦＰＣプレスツアーの実施スケジュールや詳細（経費等）につ

いての質問があった。また，例えば２年続けて少子高齢化をテーマにツアーを組むことが

可能か（ＦＰＣより内容や視点を変えれば問題ない旨回答），Ｇ７大臣会合に合わせてツ

アーを実施したいが，内容は当該大臣会合と違っても問題ないか（外務省より大臣会合の

内容と合致するものと合わせて実施するのが効果的である旨回答）といった質問があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会イ 『地方連携』 

 

１．講師説明（徳永博基 外務省大臣官房総務課 地方連携推進室長） 

少子化等により日本のマーケットは飽和状態にあり，地場産業も海外に販路を拡大しな

ければならない状況になっている。それを受けて，各地方自治体による国際的な取組は近

年増加しており，地方は外交の重要なプレイヤーとなっている。今までは，個別自治体，

企業と協力し外交を展開することはなかったが，日本の国際的な立ち位置が変わり，日本

のブランド力を強化する意味からも，自治体と協力の上で外交を展開する必要性が生じて

いる。外務省でも約１０年前に，自治体との窓口として地方連携推進室を設けた。外務省

が持つ在京各国大使館とのネットワークや，在外の日本国大使館のネットワークを活用し，

自治体と協力しながらオールジャパンでの外交を展開していきたいと考えている。具体的

には，外務省の施設である飯倉公館を活用した地方の魅力を発信するレセプション，東日

本の魅力を海外で発信する風評被害対策対外発信支援事業，国際交流や県産品の売り込み，

自治体の海外展開政策の PR を行う地域の魅力発信セミナー及びツアーなど。さらに，自治

体向けの地方連携フォーラムや，在外公館を利用した地場産業等の PR 事業，海外要人への

贈呈品として各地の伝統工芸品の利用，大使や総領事が日本に一時帰国する際の各自治体

への訪問などを行っている。 

 

２．質疑応答 

参加自治体から，海外での取組みや会合による具体的な成果を教えて欲しいとの質問が

あり，それに対して各自治体からは各自の取組みをいかに成果に繋げるかについての意見

交換があった。また，今後の自治体間国際交流に関連して，東アジア諸問題に関する質問

や，在京大使館員の地方訪問に際しての接遇のあり方や我が国大使や総領事による地方訪

問に関する質問もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会ウ 『ジャパン・ハウスを通じての日本の多様な魅力の発信』 

 

１．講師説明（中原直人 外務省戦略的対外発信拠点室長） 

 日本政府がロンドン，ロサンゼルス，サンパウロに設立を予定しているジャパン・ハウ

スについて，①設立の背景及びその意義，②海外から見た日本の認識，③ジャパン・ハウ

スのミッションと戦略等について説明を行った。 

 まず，ジャパン・ハウス設立の背景については，すでに海外で日本の文化や情報は商業

ベースで広まったものがある一方，政治面では東アジア地域の政治的緊張関係やアベノミ

クスなどインパクトの強いもののみに注目が集中し，現在の日本の姿が断片的にのみ理解

された状況となっており，戦略的に発信する必要性が高まっていることが挙げられる。こ

うした状況を踏まえ，ジャパン・ハウスは，①日本の正しい姿の発信，②日本の多様な魅

力の発信，③知日派・親日派の育成の３点を設立の意義として掲げつつ，「なんちゃって

日本」ではない日本の多様な魅力・姿をきちんと見せたいという国内からの声にも応えた

形での発信を目指している。 

 次に，海外から見たこれまでの日本の認識について考察すると，侍や神社仏閣等のいわ

ゆる「伝統的日本」と，漫画，アニメ等の「ポップカルチャー」という２つのステレオタ

イプの日本が認識されている。この２つのステレオタイプに対し，それ以外の日本に対す

る関心も高まっており，例えば，建築に代表されるようなコンテンポラリーな日本の文化

や，現代の日本人のライフスタイル等に接触する機会がないわけではないが，こうした魅

力が海外で発信される機会は少ないのが現状である。そのため，ジャパン・ハウスでは，

これまでのステレオタイプな日本とは異なる面，例えば，日本人のコンテンポラリーな日

常，スタイリッシュな非日常，表層的でなく「きちんと」した伝統，魅力ある日本の地方

等について発信していくことが必要である。 

 以上の状況を踏まえ，ジャパン・ハウスでは，政府や独立行政法人ではできないような，

各分野の専門家を活用しつつ，「食」や「物販」といった商行為も可能としたオールジャ

パンでの全く新しい取組を行うこととした。東京では総合プロデューサーに原研哉日本デ

ザインセンター代表取締役社長を迎え，ジャパン・ハウス全体のブランド・コントロール

及び全体方針を統括するとともに，現地においては，民間企業に事務局の設置やプロジェ

クトの運営を業務委託する体制となっている。ジャパン・ハウスのミッションは，前述の

２つのステレオタイプにカテゴライズされない日本の魅力を発信していくとともに，新し

い「きっかけ」を与えるゲートウェイとなること，更にはインバウンドや海外との新しい

接点の創出，日本への投資誘致と言った具体的な国益へ連動させていくことを目指してい

る。ジャパン・ハウスの運営戦略としては，例えば，伝統と最新技術を組み合わせて発信

する等，予想せざる組み合わせの企画を行うことで，来場者に驚きを与えること，それが

日本への新たな関心を呼び起こし，日本に対する何らかの行動を起こさせることにつなげ

ること等があげられる。 



２．質疑応答 

 参加自治体からは，ジャパン・ハウス設置候補地（ロンドン，ロサンゼルス，サンパウ

ロ）の選定理由，ジャパン・ハウスの収容規模や進捗状況，ジャパン・ハウスを活用する

際に自治体において事業予算確保の必要性の有無やそのタイミング，自治体からジャパ

ン・ハウス事務局へのアプローチ方法や企画提案の方法，現地のメディア等との連携，事

業の具体的なスキームの公表時期等について質問があった。 

 

  



分科会エ 『官民連携（ＯＤＡを活用した日本企業・地方自治体の海外展開支援）』 

 

１．講師説明（藁谷栄 外務省国際協力局開発協力総括課 上席専門官） 

 はじめに，地方自治体の海外展開支援について，具体的事例を紹介させていただく。主

な事例としては，地方自治体と連携した無償資金協力事業として，ベトナム・ハイフォン

市のアンズオン浄水場において，北九州市が国内免許を持つ上向流式生物接触ろ過を用い

た上水施設を導入する「ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画」，そして，中小企業の海

外展開支援として，上下水道に関するノウハウを生かした事業展開を進める横浜市の企業

による，JICA「フィリピン国メトロセブ水道区供給改善計画準備調査」の受託や横浜市の

職員派遣等を通じた活動支援が挙げられる。 

上記の外，ＯＤＡを活用した日本企業・地方自治体の海外展開支援にかかる具体的事例

を自治体の皆様と共有いただく機会としての国内事業として，「地方自治体による海外展開

推進のための自治体連携強化セミナー」があり，これは，水，廃棄物，防災などの途上国

の開発に資する分野で海外展開を進めている日本の地方自治体の経験・ノウハウ・ネット

ワークを他の地方自治体に共有し，連携を深めること等を目的として，ＪＩＣＡ主催によ

り，昨年度（平成２６年度）から実施されているものである。今年度（平成２７年度）も

開催する予定である。本分科会の参加者からは事前に，ＯＤＡ活用事例を知りたいという

要望を伺っているところ，上記セミナーに御参加いただけると，具体的な事例を共有いた

だけるので，是非積極的に御参加いただけると幸いである。 

以下，ＯＤＡを活用した日本企業・地方自治体の海外展開支援について説明する。 

（１）草の根技術協力事業 

草の根技術協力事業は，日本の自治体や企業の海外事業において，特に御活用事例の多

い事業であり，これは基本的に人を介した技術協力事業であり，相手国において不足して

いるノウハウを移転するというものである。自治体と中小企業の専門性を一括して活用し

たいということであれば，本事業における地域活性化特別枠が該当し，自治体が関連団体

等との共同事業を可能にするものである。草の根技術協力事業の事例としては，水関係が

多いが，産業振興における技術協力のニーズも存在する。しかし，わが国の地場産業にか

かる専門家が，技術協力対象の相手国で如何なるものづくり産業を育てるかという課題，

そして，それに関連して相手国における教育の問題や制度上の問題等も考慮しなければな

らない。最近では，医療・公共サービス関係について，少ない予算の中でいかに効果的に

問題を処理するかにつき困っている途上国が多く，わが国の自治体も同様の問題に苦慮さ

れていることと思われ，わが国の自治体で蓄積されたかかる問題に対するノウハウを活用

することができるのではないかと考える。 

（２）地方自治体と連携した無償資金協力事業 

地方自治体と連携した無償資金協力事業においては，タイド／アンタイドの議論つまり，

当該無償資金協力事業において，わが国の企業が入るのか，又は世界の他国の企業が入る



のか常に議論になるところであり，これはＯＥＣＤの仕組みの中で考えつつ，相手国に対

する開発協力を一番効果的にするにはどうすべきかいう問題に帰着するものと考える。 

（３）地方産品の供与 

被災地を含む地方産の機材・製品等の供与について，これは途上国の要望に基づき，東

日本大震災の被災地を含む地方で生産される機材等を途上国に供与するものであり，地方

創生に資するものと考える。最近の事例では，保健，衛生，教育，水関係が多い。 

（４）中小企業等の海外展開支援 

ＯＤＡを活用した中小企業等の海外展開支援について，中小企業等を対象としたＪＩＣ

Ａ運営費交付金事業として，基礎調査，案件化調査，普及・実証事業があり，ここでは「途

上国の開発課題」がキーワードとなる。提案企業側が，具体的に途上国ではどういう製品

が求められているのかなど，相手国のニーズを把握するとともに，相手国の投資施策や税

制といった制度も調査いただく必要があり，これを基礎調査の段階で実施していただくこ

とになる。次に，案件化調査の段階において，中小企業等からの提案に基づき，製品・技

術等を途上国の開発へ活用する可能性を検討するための調査を実施いただく。そして，普

及・実証事業において，ランニングコストやメンテナンスといった，製品・技術等に関す

る途上国の開発への現地適合性を高めるための実証活動を通じ，その普及方法を検討する

ことになる。 

 

２．質疑応答・意見交換 

参加者から，自治体のＯＤＡ関連事業の成功事例における要因として，プロジェクトの

計画段階から，対象となる相手国の自治体における地域コミュニティにもプロジェクトに

深く関わってもらうとともに，現地の自治体と協議を重ねることで，実施段階においても

スムーズにプロジェクトが進んだという経験があり，さらに，同様のプロジェクトのフェ

ーズ２の計画段階においても，相手国の自治体と協議する際にも，フェーズ１の状況を示

すことで，フェーズ２の実施に向けてスムーズな計画の進捗をはかることができた旨の事

例紹介があった。これに対して，講師から，開発課題については，相手国の自治体がよく

把握しているため，事業の計画段階で相手国の自治体に関わってもらうことは非常に重要

である旨をコメントした。また，本日一部の自治体の方から開発協力にかかる成功事例を

御紹介いただいたが，「地方自治体による海外展開推進のための自治体連携強化セミナー」

の機会を利用して，より多くの自治体の皆様にも事例を共有していただけるとありがたい

旨回答した。 

次に，参加者から，外務省とＪＩＣＡのＯＤＡ事業における役割分担について質問があ

ったところ，講師からは，概して言えば，開発協力にかかる政策については外務省が決定

し，実際の事業の実施に関わる部分をＪＩＣＡが担うという役割分担をしている旨回答し

た。 

この他，参加者から，市内で介護ロボット等ロボット製品に注力している中小企業があ



るが，例えば東南アジアの国でロボット製品につきＯＤＡ案件化し，ロボット製品の海外

展開への支援をすることができないか質問があったところ，講師からは，ロボット製品に

かかるＯＤＡ事業はあまり聞いたことがないが，介護という視点から見ると東南アジアの

国々でも介護に関する需要は高いため，将来的に企業のノウハウを活用できる可能性はあ

るのではないかとの回答をした。 

質疑応答の最後に，講師から， 自治体の方々は，例えば，農業技術や農業加工品等の国

際化という課題に取り組んでおられるとともに，多くの自治体では国際協力推進大綱等を

策定し，かかる課題へ取り組んでおられるなかで，ご苦労されているものと察し，自治体

によっては得意分野の産業が異なってくるものと考えられるので，そういった部分をお示

しいただき，外務省ないしＪＩＣＡに御相談いただけるとありがたい旨の発言があった。 

 

３．分科会講師総括 

 講師による分科会総括内容は以下のとおり。 

外務省国際協力局開発協力総括課は開発協力にかかるスキームの部分を考え，事業の実

施についてはＪＩＣＡが行うという役割分担になっているが，同課がスキームの制度設計

を行うにあたり，当該スキームに基づき開発協力事業を実施すれば如何なる問題が生ずる

のかということを想定しなければならない。 

他方で，開発協力をめぐる現実の状況も多様であり，自治体や企業のもつノウハウや技

術も多様であり，相手国のニーズも多様であるなかで，中小企業や自治体の方々が応募・

参加し易いスキームとなるよう，鋭意制度の改善に取り組んでいきたい。既存のスキーム

では応募し難いが，途上国の開発課題の解決に資すると考えられる案件があれば，外務省

ないしＪＩＣＡに御提示いただき，御相談いただけると幸いである。また，各自治体で抱

えている開発協力にかかる疑問点や課題があれば，外務省ないしはＪＩＣＡに伝えていた

だきたく，この意味でも上記自治体連携強化セミナーへの自治体の皆様の積極的な御参加

による事例や課題の共有に期待するところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会オ 『地方創生の取組（新型交付金等の活用）』 

 

１．講師説明（渡辺公徳 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官） 

始めに，地方創生加速化交付金（平成２７年度補正予算）の概要や従来の交付金との差

異，交付申請時のポイント等について説明。特に，交付申請の審査に際し，自治体の自主

的・主体的な取組で，交付金の交付終了後もいかにして自立的に展開できるかという点が

重要である旨述べた。 

次に，地方創生の深化のための新型交付金（地方創生推進交付金）（平成２８年度予算）

の概要について説明しつつ，対象事業となり得る先駆的な取組の事例として，「地域の魅力

のブランド化（ローカルブランディング：日本版ＤＭＯ・地域商社）」，「地方創生推進人材

の育成・確保」，「都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成等」，「地域の技の国

際化（ローカルイノベーション）」等を紹介した。 

最後に，交付金の内容等について不明な点があれば，内閣府地方創生推進室に気兼ねな

く相談してほしい旨述べた。 

 

２．質疑応答 

（１）等々力研 外務省大臣官房総務課地方連携推進室 首席事務官 

参加者に新型交付金の具体的なイメージを持ってもらうために，既に行われた①原子力

安全に関する福島閣僚会議（国際会議）における福島県の魅力発信，②四国４県・東アジ

ア輸出振興協議会海外販路開拓事業（地域間連携事業）といった事業が新型交付金の検討

対象となり得るかについて質問した。これに対し渡辺参事官から，①については，事業例

の中で「地域の魅力のブランド化」について紹介したとおり，福島県の場合は，風評被害

対策としての地場産品の売り込みや観光客誘致等が考えられ，テーマの着眼点としては良

い例である。他方，中長期的な取組として，現状分析やマーケティング戦略を立てた上で，

いかに自立して事業を進めていくのかというストーリーを立てることが必要である。②に

ついては，四国４県が事業実施主体として，継続的にプロモーション等を行っていけるの

であれば良い例である。繰り返しになるが，施策ありきではなく，分析，戦略，自立性と

継続性がある中での施策展開が重要である旨述べた。 

 

（２）参加者 

新型交付金の交付申請にあたり，永続性・持続性がある事業が前提となるのかという質

問に対し，渡辺参事官から，持続性は必要である。なお，持続性にもそれぞれ幅が違うた

め，各課題の解決に見合った適当な期間を考慮する必要がある旨述べた。また，交付スケ

ジュールに関する質問に対し，渡辺参事官から，平成２８年度の前半と後半の２回に分け

て交付決定を行うことも検討しているが，いずれにせよ，適宜情報提供を行う予定である

旨述べた。 


