
中堅・中小企業の皆さんへ 

地方から世界への飛躍 

グローバルな事業展開を応援します。 

【平成２８年３月 ver４】 



○地域経済の担い手は、中堅・中小企業の皆さんです。 
 
○新興国や途上国が急速な成長を遂げ、ヒト・カネ・モノ・情報の
流れが、未曾有の広さと速さで、世界に及んでいます。 

 
〇グローバル化は、地方においても不可避のトレンドで、皆様さ
ん発展のために挑むべき方向性であります。 

 
○政府では、各省庁が連携して、製造業から農林水産業、サービ
ス業まで、地方の中堅・中小企業の皆さんが、より大きな市場
に積極的に働き掛けることを応援していきます。 

はじめに 

※ ここでは、常用従業員数で１００人以上、１，０００人未満程度の企業を「中堅
企業」として位置づけています。もちろん、従業員が１００人未満であっても、
国際舞台に打って出る中小企業の皆様を、政府は積極的にサポートしてま
いります。 
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企業規模別・地域別の雇用者数の割合 

平成２４年経済センサスより作成 



○海外の見本市や展示会において、（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が「ジャパ
ンパビリオン」を設置し、中堅・中小企業の参加のために、出展ブースの確保、
展示企画・運営、出品物の通関規制に関する情報提供、広報などを実施します。 

  ※ これら以外に、世界中の見本市情報を検索できるサービス（J-messe）もあります。 
 
○平成２７年度は、８９件の海外見本市・展示会に、ジャパンパビリオンを設置し、

９４４社（平成２８年１月時点）の中小企業および地方自治体・団体の参加があり
ました。 

海外の見本市・展示会への出展に際し、ブース確保・通関・輸
送・広報・集客面等でサポートが受けられます。 

お問い合わせ先 
  独立行政法人 日本貿易振興機構  
  下記ウェブサイトにて各見本市・展示会の担当部署をご確認のうえご連絡 
    ください。 
    （出展支援） http://www.jetro.go.jp/services/tradefair  
    （J-messe）   http://www.jetro.go.jp/j-messe/   
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ジャパンパビリオンを利用すると･･･ 

１．活躍の舞台を世界に 

ブースのデザイン・施工、出品物の通関・
輸送、現地での広報など各種サービスを
パッケージで提供するため、単独出展に
比べ、コストと手続きの負担を抑えること
ができます。 

自社単独ではブース確保が難しい人気の
見本市・展示会への出展手続きをジェトロ
が代行します。 
※展示会主催者との複雑な交渉や手続きが 
  一切ありません 

日本企業が固まって出展するため、
広報効果・集客効果が期待できます。 

見本市・展示会の会場にジェトロ職員
が常駐し相談ができます。 

ジャパンパビリオンの一例 
総合機械展示会 ＣＩＭＩＦ２０１５ 
平成２７年８月２１日～２４日 



お問い合わせ先 
   

 農林水産省 食料産業局 輸出促進課 
                          ０３－３５０２－３４０８ 
 独立行政法人 日本貿易振興機構  
       農林水産・食品部 農林水産・食品課  
                          ０３－３５８２―４９６６ 

○特に食品関連分野では、見本市などにおいて、「和食」の文化と食産業を一体
的にアピールし、中堅・中小企業の皆さんが食品や調理器具、食卓関連用具
を海外に展開する際の訴求力を増していきます。 

日本の食文化と食産業の一体的な海外展開 
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「和食」に関連する文化・製品も一体となって輸出していきます。 

香港FOOD EXPO ２０１５ 
（平成２７年８月） 

ミラノ国際博覧会 
（平成２７年５月～１０月） 

日本館はミラノ万博のパ
ビリオンの中でも最も人
気のある館の１つ 

日本食に込められた伝
統の知恵と技が凝縮さ
れたショーケース 

多くの現地バイヤー
で賑わう会場 

ニューヨークでの和食レセプション 
（平成２７年９月） 

各国VIPを国連大使公邸

に招き、安倍総理による
トップセールスを実施 
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地域貢献プロジェクト（１４件） 

○全国のジェトロ国内拠点を核に、地元自治体等と連携した地域の中堅・中小企業
の海外展開等のモデルとなるプロジェクトを支援します。 

  ※平成２７年には「地域貢献プロジェクト」として、全国から以下の１４案件を採択。 

地域からの海外展開を目指すモデルプロジェクトを支援します。 

地域農林水産物・食品の初輸出及び輸出拡大に資するプロジェクト 

北海道 根室水産物の輸出拡大と海外との経済交流拡大 

富山 イタリア料理を通じた富山食材のグローバル化 

熊本 熊本の農畜産物ブランド確立・海外販路拡大プロジェクト 

地場産業のグローバルブランド化により海外販路開拓を図るプロジェクト 

福井 SABAEブランドによる眼鏡の米国等新規市場開拓 

兵庫 食の宝庫「HYOGO」ポスト・ミラノ博・地域発信事業 

複数分野の地域産業資源連携により海外ビジネス拡大を図るプロジェクト 

東北 東北六市連携観光物産フェアin米国 

中部 昇龍道日本銘酒街道グローバル化支援プロジェクト 

山口 山口の特産品×観光プロジェクト 

地域産業資源を核とした多面的ビジネス展開を図るプロジェクト 

新潟 TSUBAMESANJOブランド×産業観光プロジェクト 

九州 地域資源を活用した九州の酒類（焼酎・日本酒等）の海外プロモーション 

海外展開中堅中小企業の現地販路開拓を通じた地域産業強化に資するプロジェクト 

名古屋 中部モノづくり海外進出企業の定着及び現地販路開拓支援プロジェクト 

小規模企業の共同取組により海外販路開拓を図るプロジェクト 

秋田 New稲庭うどんで台湾輸出を目指す ～秋田県稲庭うどん協同組合との連携～ 

福島 有志グループでタイ向け輸出を目指す～喜多方ブランド食品の海外展開～ 

外資誘致に意欲的な自治体の取組を支援するプロジェクト 

名古屋 中部モノづくりクラスターへの外国企業誘致支援 

お問い合わせ先 
 最寄りのジェトロの国内事務所へお問い合わせ下さい。 
 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html 
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輸出希望企業との商談の様子 

• 平成２７年６月２４日～２８日、マレーシア及びシンガポール
から、デザイナー、シェフ、バイヤー、メディア等を招聘。 

•  企業見学やパネルディスカッション、商談を実施し、当地の
金属洋食器等の魅力を発信。 

• 平成２８年３月には、更なる燕三条ブランドの世界への発信
のため、世界最高峰のデザイン・インテリア展示会「メゾン・
エ・オブジェ・アジア（シンガポール）」等に出展予定。 

【活動例①】  TSUBAMESANJOブランド×産業観光プロジェクト  

【地域貢献プロジェクトの活動例】 

• 経済成長著しく、今後は中間層の購買力も期待できるタイ市場を
ターゲットとし、バイヤー招聘、新商品開発の試食会などを重ねた。 

• その後、地元でかつて養殖されていた、しじみ復興の動きに合わせ、
第一弾として喜多方ラーメン「一番星麺 しじみ醤油味」を開発。 

• 平成２７年９月、ジェトロ主催のバンコク食品輸出商談会で商談成
立、１２月に初輸出成功、高級百貨店等で販売プロモーションを行
なった。 

【活動例②】有志グループでタイ向け輸出を目指す～喜多方ブランド食品の海外展開～ 

タイ向けに開発した喜多方ラーメン 

• 平成２７年１２月、ドバイ国際眼鏡展に出展。 
• 出展に先駆け、同年１０月に中東アフリカ地域の眼鏡専門誌

の記者を招聘し、眼鏡フレームの製造工程の見学等により、
ＳＡＢＡＥブランドを発信。また、外国語の広報媒体を作成し、
発信力を強化。 

  ※ ＳＡＢＡＥブランドを打ち出した外国語媒体作成は初。 
• こうした宣伝効果が功を奏し、同展に出展した１１社で合計６

６件の商談成約（見込含む）に成功。 
外国語の広報媒体の一例 

【活動例③】SABAEブランドによる眼鏡の米国等新規市場開拓 
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環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ協定）活用で、ＴＰＰ参加
１１か国への輸出にかかる関税が、原則０％になります。 

【中堅・中小企業等の海外展開を促進するルール（一部）】 

  
   ＜物品＞ 
   ・メキシコのバス、トラック及び中古車、豪州の中古車を除いて、全ての関税撤廃を実

現しました。 
 

  ＜貿易円滑化＞ 
   ・急送貨物の迅速な税関手続を確保するため、「６時間以内の引取」を明記 
      生鮮食品等で利用されることが多い急送貨物について、輸出先国の税関で、引取

り許可が下りるまでの時間が、最長６時間になります。これにより、急送貨物が長時
間、税関で留め置かれることがなくなり、生鮮食品等の輸出がしやすくなります。 

 

 ＜電子商取引＞ 
   ・デジタル・コンテンツへの関税賦課、ソースコード（ソフトウエアの設計図）の移転等

の禁止 
      電子的な送信に対して関税を賦課してはならない規定や、日本企業が海外でビ

ジネスをする際、コンピュータ設備を海外に設置することを求められたり、ソフトウェ
アを輸出する際、ソフトウェアの設計図へのアクセスを要求されること等を禁止する
規定が盛り込まれました。こうした電子商取引市場の整備により、我が国の中小企
業が、多額の投資や拠点設置を伴わず、海外の消費者や企業と直接取引がしやす
くなります。 

 

 ＜知的財産＞ 
   ・知的財産の保護等に対する厳格な規律 
      営業秘密の不正取得、商標を侵害しているラベルやパッケージの使用、映画盗撮

に対する刑事罰が義務化されるようになりました。これにより、我が国の権利者が
他の国の市場においてより効果的、効率的な侵害対策を取ることができるようにな
ります。 

 
    その他、サービス・投資等の分野で、中小企業も含めたわが国企業の 
    海外展開を促進するルール、約束を数多く実現しました。 
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【各国の関税撤廃の一例】 

清酒 

現行税率※１ ＴＰＰ発効後 

カナダ ２.８２～１２.９５セント/L 即時撤廃 

米国 ３セント/L 即時撤廃 

ベトナム ５９％ ３年目に撤廃 

陶磁器 

現行税率※１ ＴＰＰ発効後 

米国 ０．７～２８％ 即時撤廃（一部）、１０年目撤廃（一部） 

ＮＺ ５％ 即時撤廃（一部）、７年目撤廃（一部） 

豪州 ５％※２ 即時撤廃 

カナダ ０～７％ 即時撤廃 

チリ ６％※３ 即時撤廃 

ベトナム ３５～４０％ ４年目撤廃 

ペルー ９％※３  即時撤廃 

マレーシア ３０％※２ 即時撤廃 

メキシコ １５％※２ １０年目撤廃 

眼鏡（フレーム） 

現行税率※１ ＴＰＰ発効後 

米国 ０～２．５％ 即時撤廃（一部）、５年目撤廃（一部） 

ＮＺ ５％ 即時撤廃 

豪州 ５％※２ 即時撤廃 

カナダ ０～２．５％ 即時撤廃 

チリ ６％※２ 即時撤廃 

ベトナム １０％ 即時撤廃 

※１ ２０１０年１月時点のＭＦＮ税率。 
※２ 既存の二国間ＥＰＡにより関税撤廃済。 
※３ 既存の二国間ＥＰＡにより、今後関税撤廃が予定されているもの。 
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【ＴＰＰ協定の活用事例】 

【活用例①】眼鏡フレームのベトナム輸出 

【活用例②】陶磁器の米国輸出 

・ 岐阜の美濃焼、佐賀の有田焼・伊万里焼・唐津焼、石川の九谷焼 
  といった、日本各地にある有名陶磁器メーカーが米国に輸出する 
  ケース。 
・ 米国の現行税率２８％の関税が段階的撤廃（１０年）。 
 

 ⇒ 海外に日本伝統の陶磁器の魅力を発信する機会に！ 

【活用例③】日本産酒類の米国輸出 

・ 日本各地の酒蔵等が、米国に日本酒を始めとした日本産酒類を輸出するケース。 

・ 米国に輸出する清酒への関税が、ＴＰＰ発効後に即時撤廃されるだけで 
  なく、蒸留酒の非関税障壁撤廃なども実現。 
 － 蒸留酒の非関税障壁（容器容量規制）の改正 
   規制改正後は、４合瓶（７２０ml）等の容器のまま輸出可能に。 
   ※現行制度では、米国向けの蒸留酒（焼酎、ウィスキー等）の容量は 
     ７５０ml等に限定。 
 － 日本産酒類の地理的表示の保護 
     日本で製造された清酒のみを「日本酒」 として表示できるよう、日米両国の 
   間で保護。 
 

 ⇒ 日本産酒類の輸出が促進されるとともに、「日本酒」ブランドの構築の機会に！ 

・ 福井県鯖江市の眼鏡フレームメーカーがベトナムに輸出するケース。 
・ ＴＰＰ協定により、ベトナムの１０％の関税が即時撤廃。 
 

 ⇒ 「鯖江ブランド」を世界に広めていく機会に！ 

お問い合わせ先 
  内閣官房 ＴＰＰ政府対策本部      ０３－５２５３－２１１１ 
  http://www.cas.go.jp/jp/tpp/ 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/
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【新輸出大国コンソーシアム】 

○ＪＥＴＲＯ、中小機構、ＮＥＤＯ、金融機関などの支援機関を幅広く結集した
コンソーシアムを設立します。 

○このコンソーシアムでは、海外展開を図る中堅・中小企業に専門家が寄り
添い、技術開発から市場開拓まで、総合的に支援します。 

お問い合わせ先 
  ジェトロ本部へお問い合わせ下さい。（０３－３５８２－５６４７） 

日本貿易振興機構（JETRO）（※事務局）、日本貿易保険（NEXI）、新エネルギー産業技術総合開発
機構（NEDO）、工業所有権情報・研修館（INPIT）、中小企業基盤整備機構、国際協力機構（JICA）、
海外産業人材育成協会（HIDA（AOTS））、日本規格協会（JSA）、商工会議所、商工会、よろず支援
拠点、認証機関、金融機関、自治体、経済産業局 等 
※外務省（在外公館を含む。）は，コンソーシアムと緊密に連携し，その活動に協力する。 

コンソーシアムのメンバー 

ＴＰＰ協定の活用を、各種支援策で後押しします。※以下は支援策
の一例 

■新輸出大国コンソ－シアムを活用した海外展開のイメージ■ 
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○ＴＰＰの内容や活用方策に関する相談窓口を整備するとともに、各地の支援機
関との連携を図り、全国各地での相談体制を整備・強化します。 

よろず支援拠点

相談窓口の設置・連携

全国の中堅・中小企業による
ＴＰＰのメリットを最大限活用した事

業展開を後押し

○ＴＰＰの内容や活用方法（原産地規則に関する内容を含む）に関する相談に対応。

○各地の支援機関と連携を図り、全国の中堅・中小企業に対してきめ細かに相談に応じる体制を整備。

JETRO 商工会議所

商工会連合会
（商工会）

中小企業
基盤整備機構

経済産業省
（地方経済産業局）

等

○税関でも体制を整備し、原産地規則に関する輸出入者からの照会に迅速・適切に対応。

お問い合わせ先 
  経済産業省 通商政策局 経済連携課 ０３－３５０１－１５９５ 

経済連携協定（EPA）になじみの

ない事業者等に対して情報提供
を行う。

 説明会の開催
 ポータルサイトの設置 等

TPPを活用しようとする事業者に

対して、具体的ビジネス展開や
関税メリットについての情報提
供を行う。

 TPPを活用したビジネス展開
の手引き書の作成 等

ＴＰＰを利用して輸出する
中堅・中小企業等に対し、
原産地証明書の作成を支援する。

 説明会の開催
 ガイドラインの整備 等

基礎的情報提供 活用フェーズの情報提供 原産地規則に係る情報提供・
証明書作成支援

ＴＰＰ
１．概要

２．関税分野の大筋合意
の概要

３．原産地規則分野の
大筋合意の概要

○全国各地での説明会の開催や、ＴＰＰ情報のポータルサイトの設置、ＴＰＰを活
用したビジネス展開の際の手引書や原産地性の自己証明の手続きに関する
ガイドラインの整備等により、丁寧な情報提供を行います。 

【中堅・中小企業への情報の提供】 

【中堅・中小企業のための相談体制の整備】 
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〇内閣総理大臣や閣僚の外国訪問にあたり、経済人などを同行する際には、
全国各地の中堅・中小企業にもご参加いただき、地方の海外発信を強化し
ていきます。 

トップセールスの場に、お声掛けします。 

お問い合わせ先 
   

  関係省庁から随時、お声かけします。 

安倍総理の海外出張に同行した中堅・中小企業 

ネタニヤフ首相と経済ミッションの会合 
平成２７年１月 於：イスラエル・エルサレム 

※企業によっては総理訪問国のうち一部のみに同行 

・平成２７年８月 愛知県の豪ビクトリア州ミッションに企業ミッションが同行。中堅・中小企業では、(株)平松食品(愛知)、

(株)まるゑい(三重)、(株)高鉾建築(徳島)、(株)南部屋敷(岩手)、(株)三栄本社(山形)、北都交通(株)(北海道)が参加。 

トルクメニスタン訪問時の民間ミッションとの会合 
平成２７年１０月 於：トルクメニスタン・アシガバット 

日付 総理の訪問国 同行した中堅・中小企業

バングラデシュ
丸久(株)(徳島)、日本ポリグル(株)(大阪)、(株)ユーグレナ(東京)、(株)
ボンマックス(東京)、(株)かんべ(兵庫)

スリランカ (株)トマデジ(東京)、神戸紅茶(株)(兵庫)、尾道造船(株)（兵庫）

27年10月
トルクメニスタン・タジキス
タン・ウズベキスタン・キル
ギスタン・カザフスタン

ピー・ジェイ・エル(株)(東京)、(一社)北海道総合研究調査会（北海
道）、(株)筑水キャニコム(福岡)、 旭イノベックス(株)(北海道)、宏輝シ
ステムズ(株)(東京)、三興製鋼(株)(神奈川)

26年9月

27年1月
エジプト・ヨルダン
イスラエル・パレスチナ

スパイバー(株)(山形)、(株)三祐コンサルタンツ(愛知)、(資)加藤吉平商
店(福井)、(株)ヤマミズラ(宮城)、チョーヤ梅酒(株)(大阪)、ザインエレ
クトロニクス(東京)、マッスル(株)(大阪)、(株)サムライインキュベート
(東京)

26年1月
コートジボワール・モザン
ビーク・エチオピア

(株)安井建築設計事務所(大阪)、(株)ヒロキ(神奈川)、
andu amet(東京)

26年7-8月
メキシコ・トリニダードトバ
コ・コロンビア・チリ・ブラ
ジル

(株)ＮＣネットワーク(東京)、 (株)キャステム(広島)、
hakkai(株)(新潟)、井村屋(株)(三重)

25年4-5月
ロシア・ＵＡＥ
サウジアラビア・トルコ

農事組合法人アースフライヤーズ(秋田)
農事組合法人和郷園(千葉)、アイテック(株)(東京)

25年8月
バーレーン・クウェート・カ
タール

ジャパンドームハウス(株)(石川)、(株)木下真珠(兵庫)、
(株)三興(東京)、 (株)ナガオカ(大阪)、エスペックミック(株)(愛知)



○海外における事業展開を検討する中堅・中小企業の皆さんを、(株)国際協力
銀行（ＪＢＩＣ）を通じて、支援します。 

中堅・中小企業の皆さんが海外事業展開を行う際に必要となる、 
長期資金のご融資及び海外投資環境情報等を提供します。 

お問い合わせ先 
 株式会社 国際協力銀行 
  中堅・中小企業担当（東日本）   ０３－５２１８－３５７９ 
  中堅・中小企業担当（西日本）   ０６－６３１１－２５２０ 
  http://www.jbic.go.jp/ja/efforts/smes 
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ＪＢＩＣによる中堅・中小企業向け支援の概要 

①中堅・中小企業向け優遇措置 

優遇条件による長期の融資を提供。 

 

②数百～数千万円の少額融資にも対応 

 

③現地通貨建ての融資 

タイ・バーツ、インドネシア・ルピア、中国元、メキシコ・ペソ等の現地通貨建て
の長期・固定金利等の融資も提供。 

 

④民間協融機関（地銀・信金・メガバンク）との連携・協調 

全国各地の中堅・中小企業の海外展開ニーズにきめ細かく対応。 

 

⑤投資有望国の投資環境情報の提供 

各国環境情報誌や法務・会計アドバイザリｰ・サービスの提供。 

世界１６都市の海外駐在員が、現地での円滑な事業運営をサポート。 

 

お気軽にご相談下さい！ 

http://www.jbic.go.jp/ja/efforts/smes
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○独自の技術を有する中堅・中小建設企業の皆さんを主な対象として、アジア諸
国を中心とした海外市場への進出を支援するため、各企業の進出のステージ
に応じ、各種支援メニューを展開しています。 

お問い合わせ先 
 

  国土交通省 土地・建設産業局 国際課 ０３－５２５３－８２８０ 

地方経済へ大きなインパクトを持つ建設業の海外展開も、支
援します。 



〇外国から日本への投資を増やすため、ジェトロが、知識やノウハウ、ネットワーク
を有する対内直投のスペシャリストを公募して国内外に配置し、地方経済の活性
化に貢献できる有望な外国企業を発掘、誘致します。 

 
○平成２７年度は１３１件、外国企業の誘致に成功しました。（平成２８年１月時点） 

お問い合わせ先 
   

  独立行政法人 日本貿易振興機構 対日投資部 
                          ０３－３５８２－５５７１ 
   http://www.jetro.go.jp/invest 
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【誘致成功例】日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社（米国） 

・半導体および各種基盤向け研磨剤の研究開発等を行う米国キャ
ボット・マイクロエレクトロニクスの日本法人 日本キャボット・マイク

ロエレクトロニクス株式会社は、三重県津市芸濃町に新規事業の
研究開発拠点を平成２５年年９月に設立。 
・省エネルギーデバイスの素材である超硬質材料基盤の研磨剤の
開発機能を日本に移管し、研磨剤の性能改善など、これまで、米国
本社だけで行っていた研究開発機能の一部を日本でも行うべく、同
研究開発拠点の設立に至った。 

・拠点の設立に際し、ジェトロは、各種インセンティブ情報等の提供を行った。 

地方に投資する外国企業を発掘します。 

http://www.jetro.go.jp/invest
http://www.jetro.go.jp/invest
http://www.jetro.go.jp/invest


○優れた技術シーズを有する中堅・中小企
業の皆さんが、「橋渡し」機能を持つ公的
研究機関と共同研究等を行う場合に、新
エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ
ＥＤＯ）を通じて、助成します。 

 
○平成２７年度は、全国で４３件の共同研

究等を採択しました。 

２．製品の開発・生産力アップ 

公的研究機関との共同研究を後押しします。 

お問い合わせ先 
   

 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  
       イノベーション推進部     ０４４－５２０－５１７５   
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優れた基盤技術などを持つ
研究機関を活用して、自社
の技術を実用化できる！ 



○中堅・中小企業の皆さんが、先端技術を活用した製品の開発やプロセスの革

新などを行う際に、お手伝いします。具体的には、各地の公設試験研究機関

と、産業技術総合研究所のつくばセンター、福島再生可能エネルギー研究所、

臨海副都心センター及び全国７箇所の地域センターとの連携体制を整備し、

中堅・中小企業の皆さんの研究開発を支援します。 

公的研究機関が、皆様の研究開発を後押しします。 
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お問い合わせ先 
   

  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
       イノベーション推進本部 地域連携推進部 
       中小企業連携室      ０２９－８６２－６２０１ 

お問い合わせ先 
   

  経済産業省 地域経済産業グループ 立地環境整備課        
                           ０３－３５０１－０６４５ 

○地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成

長を促すため、支援人材を活用して、全国大の外部リソース（大学、公設試験

研究機関、金融機関等）とのネットワーク構築を支援します。 
  また、地域中核企業の更なる成長のため、支援人材を活用して、事業化戦略

の立案や販路開拓等をハンズオン支援します。 

地域を牽引する地域中核企業の創出と成長を支援します。 



○「中小企業」の範囲を超える中堅企業であっても、中小企業基盤整備機構の
ファンドによる出資を受けられるようになりました。中堅企業の皆さんが、こうし
た出資を今まで以上に受けやすくなることで、成長分野の事業を進めるための、
財務基盤の強化を応援します。 

     ※ 「成長分野」の例：   健康・医療、環境・エネルギーなど。 

中堅企業の皆さんが、中小企業基盤整備機構のファンドによる 
出資を受けやすくなりました。 

お問い合わせ先 
   

   中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課 ０３－３５０１－１８１６ 
  独立行政法人 中小企業基盤整備機構  
                ファンド事業部        ０３－５４７０－１６７２          
   http://www.smrj.go.jp/fund 

17 

～ 中小企業基盤整備機構は、中小企業の事業活動を応援する専門機関です。 
                  東京本部を含め、全国で１１ヶ所の本部・事務所があります。 ～ 

リスクマネーで、新事業に 
チャレンジできる！ 

財務体質を強化
できる！ 

信用が高まる！ 

中堅企業が投資
を受けやすくなり
ました。 

成長 
発展   中堅・ 

中小企業 

http://www.smrj.go.jp/fund
http://www.smrj.go.jp/fund
http://www.smrj.go.jp/fund


【中小機構からの出資及び投資事例】 

• 同社は、癌の免疫細胞治療を実施するために必要な技
術・サービス（細胞培養・加工ノウハウの提供等）を、医
療機関のニーズに合わせて提供する事業を展開。 

 
• 中小機構等がLP出資する投資ファンド（上記図）から投

資を受けると共に、ＧＰからの、国内外の人的ネットワー
クを活用した製薬企業等とのアライアンス構築、シナジ
ー効果のある技術や新規開発品の開発のハンズオン
支援を受け、更なる成長を目指している。 

【投資例】バイオ分野の中小企業（従業員数：180名） 

（事業イメージ） 
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３．人材の確保・育成 
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お問い合わせ先 
 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 ０３－６７３４－３３６０ 

○官民協働でグローバル人材を育成する「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラ
ム」では、地域が主体となって行うグローバル人材育成に向けた仕組みの構築も
支援しています。 

○地域の活性化に資するテーマ（各地域の企業、地方公共団体、教育機関等が連
携して独自に設定）に即した海外留学及び地元企業でのインターンシップを組み
合わせたプログラムを支援します。 

官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～「地域人材コース」   

下記の地域では既に取組が始まっています。 
平成２７年度採択地域事業：福島県いわき市、栃木県、石川県、三重県、奈良県奈良市、岡山県、徳島県、香川県、大分県、熊本県、沖縄県 

○「スーパーグローバル大学創成支援」事業によりインセンティブを与え（すでに３

７の大学（※）で行われています）、国際化を徹底して進める大学や大学院を重

点的に支援します。  

○その際、英語による講義の拡充や英語教育の強化を促します。また、採択校

における取り組みを把握し、採択校以外にも広く周知していきます。 

お問い合わせ先 
 文部科学省 高等教育局 高等教育企画課 ０３－６７３４－２０６０ 

※【スーパーグローバル創成支援 採択校一覧】 
タイプA（トップ型）：北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、   
         大阪大学、広島大学、九州大学、慶應義塾大学、早稲田大学、 
タイプB（グローバル化牽引型）：千葉大学、東京外国語大学、東京芸術大学、長岡技術科学大学、金沢大学、豊橋技術科学大学、   
         京都工芸繊維大学、奈良先端科学術大学院大学、 岡山大学、熊本大学、国際教養大学、会津大学、 
         国際基督教大学、芝浦工業大学、上智大学、東洋大学、法政大学、明治大学、立教大学、創価大学、国際大学、 
         立命館大学、関西学院大学、立命館アジア太平洋大学 

教育機関で、有望なグローバル人材を育てます。 

地域を活性化するリーダー候補を育成します。 



世界で活躍できる若者を育てます。 
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お問い合わせ先 
  文部科学省 高等教育局 専門教育課  ０３－６７３４－４７５０ 
    職業実践力育成プログラム（ＢＰ）：  
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/index.htm 
  厚生労働省 職業安定局 総務課  ０３－３５０２－６７６８    
  経済産業省 製造産業局 参事官室  ０３－３５０１－１６８９ 

○企業、大学、国際機関等と高校が連携し、国際的に活躍できるグローバル・
リーダーを育てる「スーパーグローバルハイスクール」事業を進めます。 

お問い合わせ先   

 文部科学省 初等中等教育局 国際教育課 ０３－６７３４－３３００  

大学等での学び直しで、社会人のスキルアップを後押しします。 

○社会人が職業に必要な能力の向上を図る機会を拡大するため、社会人や企業
等のニーズに応じた大学等の実践的・専門的なプログラム（ブラッシュアッププ
ログラム：ＢＰ）を文部科学大臣が認定・奨励する仕組みを創設しました。 

 
○ＢＰとは、実務家による講義、アクティブラーニングや企業等と連携した授業など

の実践的な方法による授業で構成した、中堅・中小企業の皆さんのスキルアッ
プに資するプログラムです。 

○平成２７年度は１２３課程を認定し、平成２８年度から各大
学等において開講される予定です。 

 
○また、こうしたプログラムに参加する場合には、厚生労働省

の教育訓練給付制度などが活用できます。 



○工業高校・商業高校など専門高校の中から「スーパー・プロフェッショナル・ハイ
スクール」を指定し、先進的かつ実践的な教育課程を開発します。 

先進的な卓越した取組を行う専門高校（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉の８学科） 
を指定。指定期間は３年（最大５年）。 
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社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成します 



お問い合わせ先 
  文部科学省 初等中等教育局 児童生徒課 産業教育振興室 
                                ０３－６７３４－２９０４ 

【スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールの取組例】 

愛知県立豊田工業高等学校 

研究内容 
○外部機関と連携した科目「課題研究」の実践 
科目「課題研究」の全てのグループにおいて思考力と創造力の育成を強化し、企
業及び大学等と連携して、航空宇宙産業・次世代自動車産業等のニーズに応じた
実践的な技術者を育成。また、その成果を発表する場として各種競技会に積極的
に参加。 
・模擬人工衛星競技「缶サット甲子園」に出場し、岐阜大会で優勝、全国大会で特
別賞（アイデア賞）を受賞。 
 
○長期の就業体験実習の実施 
長期休業中を中心に地場産業のもつ技術を実際に経験し、航空宇宙産業・次世
代自動車産業等の企業のもつ固有の知識や技術・技能を習得。 
 
○グローバルな視点を身に付けたスーパー技術者の育成 
仕事で海外赴任した場面（工場での打ち合わせ等）を想定した英語活動や、豊田
市の海外派遣事業に参加。 

企業における長期就業体験実習に
おいて、エアーシーケンス組付け作
業を体験する生徒 

グローバルな視点や豊かな創造性を身に付けた 
実践的な技術者の育成 

高度技能者による旋盤加工実
演会 
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○政府からの支援を受けて、全国１１か所の地域に整備された「地域インターン
シップ推進組織」（地域の大学、企業、経済団体、自治体等の産官学で連携し
た組織）において、インターンシップ経験を通して、各地域の中堅・中小企業で
働くことの魅力を学生が見出すのを後押しすることや、企業と学生のマッチン
グ、受入れ企業の拡大などに取り組みます。 

学生インターンを、地方の中堅・中小企業にマッチングします。 

お問い合わせ先 
   

  文部科学省 高等教育局 専門教育課   ０３－６７３４－４７５０ 
     ※「地域インターンシップ推進組織」について： 
      http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sangyou/1347814.htm 

 ○インターンシップ受入れ企業数（実数） 
８，３５６社（平成２５年度） → １０，０４１社（平成２６年度） ※１，６８５社（２０％）増加 

 ○インターンシップ参加学生数（延べ人数） 
１４，４３６人（平成２５年度） → １９，００８人（平成２６年度） ※４，５７２人（３２％）増加 

【取り組み例】  
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○グローバルの視点を磨く共に、世界展開の知見とネットワークを獲得する機会を
提供するため、高い技術力を持つ中小・中堅・ベンチャー企業の経営者等をシリ
コンバレーに派遣します。 

○また、ベンチャーに挑戦する人材、既存企業で新事業に挑戦する人材等をシリ
コンバレーに派遣し、現地の投資家や起業家との交流を通じて、次世代イノベー
ションのキーパーソンとして育成します。 

○平成２７年度は、起業家や既存企業の新事業担当者等を２０名派遣し、起業に
必要なスキルや人脈等を構築しました。 

ベンチャーの先端地であるシリコンバレーの資源を生かす
派遣プログラムを実施します。 

お問い合わせ先 
   

 経済産業省 経済産業政策局 新規産業室   ０３－３５０１－１５６９ 

〇入学直後にインターンシップを含む学外活動を行い、その成果を単位として認定
するなどの長期学外学修プログラムの実施を支援します。 

〇平成２７年度は、１２件のプログラムを採択しました。今後、大学と地域の企業や
自治体等が連携して実施する長期インターンシップ等をはじめとした「学外学修
プログラム」を実施します。 

大学側も、本格的にインターンシップに取り組みます。 

お問い合わせ先 
   

  文部科学省 高等教育局 専門教育課 ０３－６７３４－４７５０ 
            高等教育局 大学振興課 ０３－６７３４－３３３５  



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

これまで、中小企業に対象が限られていた一部の雇用関係助成金
を、中堅企業の皆さんもご活用いただけるようになりました。 

お問い合わせ先 
 支給手続のご相談は最寄りの労働局またはハローワークへお問い合わせください。 
   ・ 申請先一覧：http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html 
  ・雇用関係助成金一覧：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 
     厚生労働省 職業安定局 雇用開発部雇用開発企画課       ０３－３５０２－１７１８ 
               職業能力開発局 企業内人材育成支援室  ０３－３５０２－５９５６ 
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新入社員を今後会社の将
来を担う中核人材に育て
たい。そのため専門的な
知識・技能を習得させたい
が、訓練費用を出すのが
難しい… 

活用例① 事業を拡げて従業員を増や
したけどすぐに辞めてしまう。 
体系的に雇用管理制度を整
備して職場環境の改善に取
り組んでみようかな… 

【企業Ａ】 サービス業 
資本金：８千万円 

常時雇用労働者数：２００名 

【企業Ｂ】 卸売業 
資本金：２億円 

常時雇用労働者数：３００名 

職場定着支援助成金の活用 
（個別企業助成コース） 

○ 評価・処遇制度や研修制度等、導入した制 
  度の種類に応じて、最大４０万円を助成。 
  さらに離職率の低下目標を達成した場合、 
  ６０万円を追加支給。 

○ 新入社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJTと
Off-JTを組み合わせた訓練を実施した場合、１人当たりの

訓練経費について実費相当額の３分の１（最大３０万円）
＋賃金助成１時間当たり400円（最大1,200時間分）＋OJT
実施助成１時間当たり400円（最大27万２千円）を助成。 

○企業の雇用管理改善を支援する助成金（職場定着支援助成金）や、若年労働者等
の人材育成を支援する助成金（キャリア形成促進助成金）について、支給対象を中
小企業以外にも拡大し、中堅企業もご活用頂けるよう、改正しました（平成２７年
度）。 

＜これまでの支給対象の範囲＝以下の中小企業のみ…＞ 

中小企業以外 
も支給対象に！ 

○職場定着支援助成金は、対象事業主を重点分野（健康・環境・農林漁業等）以外
の事業主にも拡充し、キャリア形成促進助成金は、雇用型訓練について中堅企
業を対象事業主に追加するなど、更なる拡充を行いました。 （平成２８年度） 

活用例② 

キャリア形成促進助成金の活用 
（認定実習併用職業訓練） 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/


ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

○中小企業の経営者による事業承継を支援する「事業引継ぎ支援センター」を 
全国に順次、設置していきます。※平成２８年３月１日、４５ヶ所に設置 

事業承継でお悩みの皆さんからのご相談を、「事業引継ぎ支援セ
ンター」の専門家がお受けし、一緒に対策を考えます。 
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お問い合わせ先 
   

 中小企業庁 事業環境部 財務課  ０３－３５０１－６８６８    
 金融庁 監督局 総務課監督調査室    ０３－３５０６－７０８４ 
 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 
        事業引継ぎ支援全国本部     ０３－５４７０－１５９５ 
  http://www.smrj.go.jp/keiei/jigyoshokei/070499.html 

取引を継続できて、
ひと安心。 

従業員を引き継げて、 
安心して引退できる。 

技術と販売網を、有効 
活用させていただきます。 

※１ 法人同士をマッチングする場合は、いわゆる「M＆A」という。 
※２ 個人事業主等と起業家のマッチングする場合は、「後継者人材バンク」という。 

http://www.smrj.go.jp/keiei/jigyoshokei/070499.html
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平成２８年３月１日現在 

【事業引継ぎ支援センター・相談窓口の設置状況及び活動実績】 

＜相談者数＞ ＜事業引継ぎ件数＞ 

これまでに約9,000
社以上の相談対応 

300件以上の事業 
引継ぎを成約 

年度 累計 
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中堅企業の皆さんが、安心して他社の事業を引き継げるよ
う、資金面からもサポートします。 

○中小企業基盤整備機構がファンドを通じた出資を行うにあたって、引継ぎ企業
が中堅企業である場合には、出資の一定比率を中小企業向けと見なす特例を
整備し、出資対象を拡大しました。 

お問い合わせ先 
  中小企業庁 事業環境部 金融課     ０３－３５０１－２８７６ 
  独立行政法人 中小企業基盤整備機構 
               ファンド事業部   ０３－５４７０－１６７２ 
    http://www.smrj.go.jp/fund 

○「事業引継ぎ支援センター」の全国展開の動きに合わせて、同センターと地域金
融機関との連携を強化します。（中小企業庁、金融庁） 

  － 金融機関が実施する全国会合などの場を活用し、「事業引継ぎ支援センター」の事業の 
   ＰＲ、登録民間支援機関への登録依頼、地域金融機関の連絡会への参加要請、情報提 
   供の呼びかけなどを行います。 

  － すでに金融機関との連携を実施している「事業引継ぎ支援センター」における情報の適切  
    な取扱いの確保などの取り組みを金融機関に対して幅広く周知することなどを通じ、金融 

    機関が参加しやすい環境を整備します。 

  － 「事業引継ぎ支援センター」が実施したＭ＆Ａの好事例を金融機関に広めます。  

  － 事業承継など取引先が抱える様々な経営課題について、金融機関がコンサルティング 
   機能を発揮し、必要な助言を行うよう促します。 

【関連する主な取組】 
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http://www.smrj.go.jp/fund
http://www.smrj.go.jp/fund
http://www.smrj.go.jp/fund


  

○製造業の海外子会社等の外国従業員に、新製品開発など特定の専門技術を
修得させるため、国内の事業所に短期間受け入れて、生産活動に従事させるこ
とを認める、製造業外国従業員受入事業を、平成２８年３月から導入しました。 

  ※対象は経済産業省所管の製造業に限る。 

製造事業者の方が、海外展開を行うための外国人材の育成
を支援します。 

お問い合わせ先 
   

   経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室 
                               ０３－３５０１－２２５９ 
  ※製造業外国従業員受入事業 
   http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/index.html 
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○「高度人材ポイント制」の見直し（平成２５年１２月）を受
けて、高度人材ポイント制の認定者数が増加基調に
あることから、特に中堅企業の海外展開支援に大きな
役割が期待される金融業・ＩＴ産業については，今後も
こうしたトレンドを続けられるよう適切に運用していきま
す。（法務省、金融庁） 

 
○また、国内外で需要が高まることが見込まれる分野に

ついて、技能実習制度において、制度趣旨を踏まえつ
つ対象職種を追加するなど、外国人材の活用を進め
ていきます。（法務省、厚生労働省、各省庁） 

【関連する主な取組】 
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建設業で即戦力となる外国人材を受け入れる制度が活用い
ただけます。 

【外国人建設就労者受入事業の概要】 

○２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた特例措置として、
建設分野の技能実習修了者に対して、継続又は再入国により２年ないし３年間の
就労を認める、外国人建設就労者受入事業を平成２７年４月に導入しました。 

  ※時限的措置のため、平成３２年度で終了 
 

○平成２７年末現在、本事業により１８４名の外国人材が活躍しています。 

お問い合わせ先 
   

  国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課   
                労働資材対策室    ０３－５２５３－８２８３ 
      ※外国人建設就労者受入事業 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/   
totikensangyo_const_tk2_000084.html 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

○造船業においても、 技能実習修了者に対して、継続又は再入国により２年間ない
し３年間の就労を認める、外国人造船就労者受入事業を平成２７年４月に導入し、
即戦力となる外国人材の活用を促進することで、急速に回復してきた生産機会を
逃さないよう支援しています。 

  ※ 事業の流れは前頁の外国人建設就労者受入事業と同様 
  ※ 時限的措置のため、平成３２年度で終了 

造船業に外国人材を受入れ、増産体制を支援します。 

造船所で溶接作業を行う 
外国人就労者 

○平成２８年１月現在、本事業により約９００人の外国人材
が活躍しています。 

お問い合わせ先 
   

  国土交通省 海事局船舶産業課  ０３－５２５３－８６３４ 
  ※外国人造船就労者受入事業 
    http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000028.html  
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４．農林水産・食品分野の取り組み（農林水産省） 

ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

【農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出目標】 

農林水産物・食品輸出に関する基本的考え方 

農林水産物・食品の輸出は、３年連続で伸びており、平成２７年は、昭和３０年に輸出額の統計を取り
始めて以来の最高値を更新する７，４５２億円となりました。これにより、平成２８年に７，０００億円とい
う中間目標を１年前倒しで達成しました。平成３２年に１兆円という目標の前倒しを目指します。 

 

【我が国の農林水産業に吹く追い風】 

 昨年、訪日外国人旅行者及
び旅行消費額は過去最高を
記録（1,974万人、3.5兆円） 
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ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

準備段階から輸出実行まで全力でサポートします。 

○ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度の同等性認
定により、有機農産物の輸出を促進します。 

 
○木材製品の輸出を促進するため、海外でのモデル建築における日本産木材

の利用・展示などを行う取り組みを支援します。 
 
○水産加工施設のＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定を加速化するとともに、産地市場等の

高度衛生管理を推進し、水産物の輸出を支援します。 

お問い合わせ先 
  農林水産省 食料産業局 輸出促進課  
                                            ０３－６７４４－７０４５ 
  独立行政法人 日本貿易振興機構  
       農林水産・食品部 農林水産・食品課 
                         ０３－３５８２－４９６６  
     http://www.jetro.go.jp/services/agri-service.html 
 

【関連する主な取組（輸出促進）】 
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○輸出に取り組む事業者への支援として、海外での日本
産品の普及・定着のためのＰＲや輸出先候補国の市
場調査等のジャパン・ブランドを確立するための各種
取組を支援します。 

○コメ・コメ加工品、畜産物、日本茶、林産物、花き、水産
物、青果物の品目別輸出団体が発足しました。（平成
２８年１月現在、７団体） 

 
○ジェトロの輸出相談窓口機能を強化します。また、海

外見本市への出展、国内外商談会の開催のほか、海
外の百貨店・スーパーなどに日本産農林水産物・食品
のインストアショップを設置し、試験販売を通じて、マー
ケティングやプロモーションを行います。 

○平成２７年度においては①海外見本市２０件、②海外   
  商談会１０件、③国内商談会３３件を開催、インストア 
    ショップを６カ国・地域に設置します。 コメ（上）、牛肉（下）の輸出促進セミナー 

（平成２７年５月、於：ロンドン） 

http://www.jetro.go.jp/services/agri-service.html


ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

【関連する主な取組（環境整備）】 

○ペットフード、飼料などの自由販売証明書の発行を通じて、高品質なペットフー
ド等（特に錦鯉用や養殖魚用飼料）のアジア等への輸出環境を整備します。 

 
○動植物検疫にかかる輸出検疫の利便性向上のため、農産物については、産

地などにおける出張検査を実施し、畜産物については、港湾区域以外での輸
出検査を実施していきます。 
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【輸出促進の例】 水産物の輸出促進 

○ＨＡＣＣＰ（※）の導入を支援するとともに、国際的
に通用する食品安全マネジメント認証スキーム策
定を、官民で連携して推進します。 

    （平成２８年１月に認証スキームを運営する民間団体「一般財団法人食品安全マ

ネジメント協会」が発足） 

  ※ＨＡＣＣＰ： Hazard Analysis and Critical Control Point 
    原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物    
    による汚染、金属の混入などの危害要因を分析（ＨＡ）した上 
    で、危害の防止につながる特に重要な工程（ＣＣＰ）を継続 
    的に記録、管理する工程管理システム。 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  
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 我が国の主な輸出先国・地域においては、原発事故に伴い、福島県他の一定地域から
の日本産農林水産物・食品の輸入規制を維持、強化しています（韓国、台湾）。 
 このため、香港、台湾、中国及び韓国に対し、重点的に規制撤廃を申し入れ中です。 

【主な輸出先国の輸入停止措置の例】 

※ 中国については、表にある10都県（全面輸入停止）以外の産品を輸入する場合でも、「野菜、果実、乳、茶
葉等」については、放射性物質検査証明書の添付を求めており、しかもその証明書の様式が定められていな
いため、実質上、輸入停止となっている。 

【規制措置が完全撤廃された国】 

 原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きか
けの結果、緩和・撤廃される動きとなっています。 

 【最近の輸入規制緩和の例(2014年４月以降)】 

 

原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の動き 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

【動植物検疫協議の主な実績（2014年11月以降）】 
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－植物検疫条件の設定 

－動物検疫条件の設定 

【諸外国の食品安全管理への対応】 

＜米国 食品安全強化法（ＦＳＭＡ）＞ 
 2015年９月から順次公表されている運用細則についての情報提供、対策 
（HACCP認証取得等）の推進 

＜中国 食品安全法の改正＞ 
 2015年10月の法改正についての情報提供、対策（HACCP認証取得等）の推進 

【残留農薬基準】 

＜台湾・香港向け青果物＞ 
＜米国・ＥＵ・台湾・香港向け茶＞ 
インポートトレランスの申請や、それに向けたデータの収集、輸出先国の残留農薬
基準に対応した防除暦の策定に係る支援等 

 

その他の輸入規制緩和等の動き 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

海外展開に向けた事業化の検証や現地法人の立ち上げを支
援します。 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 
                            ０３－６７４４－０４８１ 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 輸出促進課   ０３－６７４４－１５０２ 
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○フードバリューチェーンの構築のため、官民連携して官
民協議会や二国間政策対話を活用するとともに、相手
国における事業化調査や官民ミッション派遣等を実施
します。 

○平成２７年度は官民協議会６回、二国間政策対話８回、
官民ミッション派遣９回等を実施しました。 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 大臣官房 海外投資・協力グループ 
                              ０３－３５０２－５９１３         

日越農業協力対話第2回ハイレベル会合 

（平成２７年８月、於：ハノイ） 

○日本食の海外展開の際に高い障壁となっている、現地消費者の反応や食材
調達の可否の検証を行うための実証事業（フードコート等への期間限定出店）
を支援します。 

○平成２７年度は２カ所（ニューヨーク・ベトナム）で実施予定です。 

○海外展開の潜在力・意欲が高い食品関連企業の海外展開について、事業検
討段階から現地法人の立ち上げまで一貫した支援を行っていきます。 

○平成２７年度は、海外進出を検討する事業者向けの基礎研修３件、セミナー３
件、既に海外進出をして現地で問題を抱える事業者向けの専門家派遣２件を
実施しました。 

※当ページに記載の実績は全て平成２８年１月時点 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

農林漁業者と連携して行う６次産業化の取り組みを支援します。 

お問い合わせ先 
   

 農林水産省 食料産業局 産業連携課 ０３－６７３８－６４７３ 
   http://www.6sapo-center.net/local_support_center.html 
                     （６次産業化サポートセンター） 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 食品製造課  ０３－６７４４－２２４９ 

地場産スマイルケア食の開発・普及等を支援します。 

○市町村や地域の食品事業者や大学・介護施設等が参加し、
地域の創意工夫を活かすような地場産のスマイルケア食
（新しい介護食品）の商品開発・普及の取組を支援します。 

○平成２７年度は地場産食材を使った高カロリーデザートの開
発等、６件の事業を採択しました。（平成２８年１月時点） 

○６次産業化の取組を支援するため、地域貢献の意識の高い中堅企業を念頭に、農
林漁業者とのマッチングや、農林漁業者と中堅企業を含む多様な事業者とのネット
ワーク構築を推進します。 

○農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）による出資等も活用し、中堅企業がパート
ナー企業として農林漁業者と連携し事業体を創成して行う６次産業化の事業活動を
支援します。 

 

    A-FIVE及びサブファンドによる出資決定の件数 
      平成２７年度： ２９件（累計：８１件） （平成２８年１月１５日現在） 
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http://www.6sapo-center.net/local_support_center.html


ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

国内外で活躍できる人材を確保・育成します。 
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○ＨＡＣＣＰ導入促進のための人
材育成として、食品企業を対象
に、ＨＡＣＣＰに関する研修など
を行います。 

 
○平成２７年度は８月から３月に

かけて、全国各地で４６回の研
修を実施しています。（HACCP
の基礎段階の研修が２３回、
HACCP導入に向けた実践段階
の研修が２３回） 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 食品製造課  ０３－３５０２－５７４３ 

○海外進出を検討する食品関連事業者に対して、各国の規制、海外展開に必要な
手続き、展開事例等についての研修を実施します。 

 
○平成２７年度は海外進出に成功した食品関連事業者の事例、ハラールや食品衛

生上の規制、海外物流等に関する研修を、東京、大阪等３カ所で計７５名に実施
予定です。 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 輸出促進課   ０３－６７４４－１５０２ 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  
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○一定要件を満たした調理師養成施設の外国人留学生が、国内で日本料理の調
理業務に従事することが可能となるよう、出入国管理行政上の特例を活用し、本
特例措置の更なる周知と、海外で日本料理を調理する人材の増加を後押ししま
す。平成２７年度は２２名の外国人留学生が出入国管理行政上の特例を活用し
ました。 

 
○技能実習制度の対象職種として惣菜製造業が追加され、平成２７年度は実習生

２０７名が惣菜製造業技能評価試験を受験・合格しました。 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 
                              ０３－６７４４－０４８１ 

○日本の食文化・食産業の海外展開を促進するため、ＡＳＥＡＮの農業・食品系主
要大学に設置された寄附講座を活用します。すでに設置済みのタイ、インドネシ
ア、マレーシア、ミャンマーに加え、シンガポール、ベトナム等、順次対象国を拡
大していきます。 

○平成２７年度はタイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマーの４カ国で実施しました。 

お問い合わせ先 
   

  農林水産省 食料産業局 知的財産課  ０３－６７３８－６４４４ 

大学での講義の様子  
（左：タイ・カセサート大学／右：マレーシアプトラ大学） 

技能評価試験の様子  

インドネシア・ボゴール大学での 
開講記念式典の様子 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

５．横断的な取り組み 

○平成２８年度税制改正で、法人事業税の外形標準課税が拡充されますが、
資本金１億円以下の企業は引き続き対象外です。また、資本金１億円を超え
る中堅企業（※付加価値額４０億円以下）には、以下の軽減措置を講じます。 

※ 具体的には、平成２７年度の税率で計算した場合より負担が重くなる場合、付加価値額３０

億円以下の法人は、負担が増加する額の７５％を控除します。付加価値額３０億円超４０億

円未満の法人については、控除率が７５％～０％（平成２８年度の場合）でなだらかに変化し

ます。 
 
※ 負担増加額の控除率は７５％（平成２８年）、５０％（平成２９年）、２５％（平成３０年）であり、

平成３０年度末までの措置となります。 
 
※ 「付加価値額」とは、企業の収益配分額（報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料）に単年

度損益を加えたものです。 

外形標準課税制度の拡充により、中堅企業（※）の負担が現
行制度よりも拡大しないよう、軽減措置を講じます。 
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お問い合わせ先 
 

  各都道府県の税務担当にお問い合わせください。 



ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制
度の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

○今通常国会に提出している中小企業等経営強化法案に基づいて、中小企業（※
１）が経営向上計画を策定し、業所管大臣に認定された場合、計画に記載されて
いる新規の機械装置（生産性向上設備（仮称））（１６０万円以上で、生産性が１％
向上（１０年以内に販売開始）等）を取得した場合に課される固定資産税を、３年
間にわたり１／２に軽減する措置を講じます。（※２） 

中小企業が新たに取得する機械装置にかかる固定資産税
を３年間、１／２に軽減します。 

お問い合わせ先 
 

  中小企業庁 事業環境部 企画課 ０３－３５０１－１７６５ 

(※１)   ①資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人 
     ②資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 
      ③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 
      ※大企業の子会社を除く。  

（※２）「中小企業等経営強化法案」を、今通常国会へ提出しているところ、制度設計等、変更となる 
     可能性がございます。                  
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ＥＵ、北米、アジアに対し、日本の有機ＪＡＳと相手国の有機制度
の同等性認定により、有機農産物の輸出を促進します。  

地域経済活性化のためのファンドが出資します。 

○中堅・中小企業の皆さんの事業活動をサポートするため、地域経済活性化支援
機構（ＲＥＶＩＣ）が、地域の核となる企業の業績改善や成長の支援、地域観光・ま
ちづくりを軸とした地域活性化に取組む事業の支援など、地域経済の活性化を推
進するファンドを設立し、資金供給を行っていきます。 

○これまでに、３５件のファンドを設立し、これらのファンドから５４件の事業者等に
対し、支援が行われています（平成２７年１２月末時点）。 

お問い合わせ先 
  内閣府 地域経済活性化支援機構担当室 ０３－３５０６－６６５５ 
  地域経済活性化支援機構     ０３－６２６６－０３１０ 

【ＲＥＶＩＣが関与するファンド】 
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SNOW MONKEY 

    街並み整備事業 

•  訪日外国人に“ＳＮＯＷ ＭＯＮＫＥＹ”で知られている長野県湯田中・渋
温泉郷等の観光資源を軸とした「観光まちづくりモデル」の構築を支援。 

  
• 県内の金融機関とＲＥＶＩＣが設立した「観光活性化ファンド」から、まち

づくり会社に対して出融資。同時に、経営や観光業等のノウハウを有す
る専門人材を派遣。 

   
• まちづくり会社は、地域の観光資源の再整備や様々なターゲット層に対

する情報発信、空き店舗等の集約による街並みの再構築等に取り組ん
でいる。 

【投資事例①】観光・まちづくり事業者に対する支援 

【投資事例②】地域のヘルスケア産業を担う事業者に対する支援 

• 大阪市東淀川区における「高齢者をはじめ全ての生活者が安心して、
安全に暮らせるまちづくり」の取組みを支援。 

 
•  ＲＥＶＩＣが設立した「地域ヘルスケアファンド」と関西の病院が共同し

て、医療・介護等を一体的に地域住民に提供する事業会社を設立
（出資）。同時に、経営やヘルスケア分野等のノウハウを有する専門
人材を派遣。   

   
• 事業会社は、自治体、医師会、薬剤師会等との密接な連携による事

業推進を図っている。 

訪問看護事業所 

地域コミュニティを促進するカフェ 

雇用の増大、地元コミュニティの振興などに著しい寄与をした
中堅・中小企業の皆さんに対して、国による顕彰において、特
に配慮していきます。 

お問い合わせ先 
 

  内閣府 賞勲局総務課   ０３－５２５３－２１１１（内線：８３２４２） 
  大臣表彰については、各省庁にお問い合わせください。 
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民間企業や官公庁などで活躍し、有益な経験を有する人材
を、中堅・中小企業の皆さんにご紹介します。 

○地域の中堅・中小企業が、事業の拡大や革新等のため、「プロフェッショナル人
材」（都市圏の大企業、官公庁等で有益な勤務経験を有する人材）を円滑に採用
できるよう、新しい「人の流れ」を作ります。 

 
○具体的には、各都道府県に設置される「プロフェッショナル人材戦略拠点」（全国

40道府県で設置済（28年１月末時点））が中心となり、人材サービス事業者や日
本人材機構などと連携し、プロフェッショナル人材と地方の中堅・中小企業との
マッチングを支援します。   

お問い合わせ先 
   

  内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局  
                         ０３－６２５７－１４１０ 
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