
①ものづくり・商業・サービス補助金【グローバル展開型】
（経済産業省）

中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善に必要な投資・試作開発を支援します。

関係機関による海外展開等支援策（概要）

アジア地域のサプライチェーンを強化したい

自動化・省力化・スマート化を進めたい

優れた技術・製品・サービスを途上国で展開したい

東北経済産業局 国際課
022-221-4907

現地法人の中核外国人材を育成したい

① 海外サプライチェーン多元化支援事業（経済産業省）
ASEAN等の海外拠点への製品・部素材の海外製造拠点の複線化等、
サプライチェーン強靱化に向けた設備導入、実証事業・実施可能性調査を
支援します。
…「海外サプライチェーン多元化支援事業」

①研修・専門家派遣事業（AOTS)
日本企業の海外進出や海外での事業展開に必要となる現地人材の育成

を目的に、海外拠点の人材の日本での研修、日本からの専門家派遣による

現地指導、海外研修および現地大学での寄附講座開設を支援します。

…「技術協力活用型・新興国市場開拓事業」

① 中小企業・SDGsビジネス支援事業（JICA）
日本の民間企業が持つ製品・技術を活用し、ビジネスを通じた途上国の課

題解決を目指し、途上国の開発ニーズと民間企業の製品・技術のマッチング

を支援します。

① JAPANブランド事業（経済産業省）
中小企業者が行う新商品・サービスの開発、海外・全国展開、ブランディング等

を支援します。 …「JAPANブランド育成支援等事業」

② 海外展開に取り組む企業の販路開拓サポート
【新輸出大国コンソーシアム】（JETRO）

海外展開に取り組む中堅・中小企業に対して、海外展開計画の策定、商談
支援等の適切なサポートを実施します。
…「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業」

③ Japan Mall事業（JETRO）

海外の主要ECサイトにJapan Mallを設置、オンライン展示会への出展・PRを
支援します。
…「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業」

④海外見本市・展示会の出展支援（JETRO）

海外見本市・展示会関連情報やトレンドを調べて出展・訪問したい、世界各国の
見本市・展示会に出展して、ビジネスを拡大したい事業者に対し、情報収集・出
展をサポートします。
…「現地進出支援強化事業」

⑤中小企業海外展開現地支援プラットフォーム（JETRO）

海外の主要拠点に、現地ビジネスの知見や地元政府当局、地場企業等とのネット
ワークに強みを持つコーディネーターを配置し、相談対応等を行います。
…「現地進出支援強化事業」

⑥中小企業国際化支援アドバイス（中小企業基盤整備機構）
海外投資、輸出入や海外企業との業務提携などお悩みを専門家が支援します。

専門家が同行して現地の情報収集や調査のサポートも可能です（有料）。

海外販路開拓を進めたい
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海外サプライチェーン多元化支援事業

令和２年度第3次補正予算案額 116.7億円

サプライチェーンを強靱化するため、生産拠点の集中度が高く、
サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素
材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素
材等について、日本企業による海外生産拠点の複線化や高
度化に向けた設備導入の支援を実施します。

現生産国の工場

複線化国の工場

災害等により
供給途絶

部素材供給

（例）海外生産拠点の複線化

事業の内容 事業イメージ

国

拠出 日ASEAN経済産
業協力委員会
（AMEICC）

事務局

成果目標

 サプライチェーンの多元化を図る日本企業の設備導入を支援
することで、一国に過度に依存しない日本産業全体の強靱
なサプライチェーンを構築します。

事業目的・概要

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーン
の脆弱性が顕在化したことから、海外の生産拠点の多元化
を進めます。

具体的には、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途
絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材、または国民が
健康な生活を営む上で重要な製品・部素材等について、海
外で生産拠点を多元化しようとする場合に、その設備導入を
支援します。

供給先国の工場

製造設備の
新設

（備考）経済産業省「第２6回産業構造審議会総会」資料より引用。

（参考）新型コロナウイルスを受けたサプライチェーンの寸断の一例
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東北経済産業局 国際課
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海外サプライチェーン多元化支援事業 事業型イメージ（令和２年度）

＜一般枠＞
【概要】
ASEAN等海外の事業実施法人（海外子会社または海外
孫会社）による、製造設備を新設・増設する際の設備投資
事業が対象です。

【補助金額】
1億円～15億円
※補助率は、企業規模等によって異なり、さらに審査結果に
より補助率調整指数をかけて、補助金額が決定されます。

設備導入補助型

実証事業・事業実施可能性調査

＜特別枠＞
【概要】
特に、政府が増産や安定供給を要請している、国民が健康
な生活を営む上で重要な製品・部素材の製造設備に係るも
のが対象です。

【補助金額】
100万円～15億円
※補助率は、企業規模等によって異なり、さらに審査結果に
より補助率調整指数をかけて、補助金額が決定されます。

＜製品開発型＞

【概要】
製品・部素材等の生産拠点の多元化に向けた、実証事業
及び事業実施可能性調査を行うものが対象です。

＜バリューチェーン高度化型＞

【概要】
生産・調達・物流・サービス提供等の国際的バリューチェーン
の高度化に向けた、実証事業及び事業実施可能性調査を
行うものが対象です。

＜実証事業＞ 【補助金額】 1000万円～2億円
＜事業実施可能性調査＞ 【補助金額】 100万円～5000万円
※補助率は、企業規模等によって異なります。



中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業
令和2年度3次補正予算案額 32.9億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

・海外の主要ECサイトにJapan Mallを設置、オンライン展示会への出展・PRを支援

① ECを活用する中堅・中小企業の商品開発、契約締結等の支援

・海外消費者が求める商品開発、EC事業者との契約締結等の支援

② 海外展開に取り組む企業の販路開拓サポート

・新輸出大国コンソーシアムにおいて、海外展開に取り組む中堅・中小企業に対して、

海外展開計画の策定、商談支援等の適切なサポートを実施

③ 地域産品の海外販路開拓のための現地支援及び現地プロモーション

・農水省やJFOODO等と連携した情報提供及び販路開拓イベントの実施

国
交付・補助（定額）

JETRO

 地方の中堅・中小企業が海外展開を推進するためには、日英EPAや

RCEP等の経済連携の合意を機に、新たに拡大が見込まれる海外市場等

への販路開拓を加速する必要があります。

 RCEPや日英EPAにおいて、電子商取引等に関する一定の規律が設けら

れ、越境EC市場の獲得への環境が整うことが想定されます。対面での販路

開拓が引き続き困難ななか、オンラインの販路開拓が重要です。

 RCEPを通じて、食品の関税削減効果が見込まれるため「2030年に農林

水産物・食品の輸出５兆円」という目標に向けた対策を強化します。

 このため、オンラインでの販路開拓に向けて、新輸出大国コンソーシアムの枠

組みを活用した販路開拓の支援等、 RCEPメンバー国等のECサイトへの

食品等の出展支援等を実施します。

 これらに加え、RCEP等の協定が最大限活用され、協定の効果が最大化さ

れるよう、事業者へのきめ細やかな情報提供・相談体制等を強化するととも

に、RCEPメンバー国等の主要拠点にコーディネーターを配置し、現地での

個別課題の解決を支援します。

 また、英国のEU離脱（ブレグジット）によるビジネスへの影響を最小限のも

のとするため、事業者への情報提供や相談等を実施します。

 2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標（現行目

標：中堅・中小企業等の輸出額及び現地法人売上高の合計額を2020

年までに2010年比で2倍にする）

（２）越境EC市場を通じた海外展開支援

（１）新たに海外展開に取り組む企業の販路開拓へのサポート

（４）EPA利活用促進のための情報提供・相談体制の強化

・セミナー開催、解説書・パンフレット等の作成・配布、地方紙等への記事掲載

・通関トラブル等に備えた情報収集・調査 ・相談窓口機能の強化 等

・ブレグジットに伴って対応が必要となる英国及びEUの制度等に関するセミナーや個
別相談、サプライチェーンの見直し等の支援 等

（３）進出中小企業の個別課題解決への支援

・RCEPメンバー国のJETRO海外事務所に配置されたアドバイザーによる、進出企業
の拠点設置や操業等に係る相談対応

・関係国の主要拠点にコーディネーターを配置し、現地の官民支援機関と連携して、
海外進出に取り組む企業の個別課題の解決を支援

（５）アジア地域のデジタル関係企業とのネットワーク構築

・日本のスタートアップ企業等との連携・共創先としてのアジア企業を発掘するため、

アジア関係国を対象に、情報収集やサポートセンターの開設を行う。

（６）英国のEU離脱に伴う対欧州ビジネス支援事業

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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事 業 の 内 容

現地進出支援強化事業
令和３年度予算案額 12.2億円（14.2億円）

事 業 イ メ ー ジ

事業目的・概要

中小企業の海外展開の進展度合いに応じて、効果・効率的な支援
策を支援のオンライン化を図りながら、国内外でシームレスに実施します。

出展効果が高い海外見本市に加えて、オンライン商談会を拡充し、
コロナ禍での中小企業の海外市場の獲得を後押しします。

 ウェビナーの開催や相談対応のオンライン化により、アクセシビリティー
の向上をはかりつつ現地ビジネス情報のタイムリーな発信、相談サ
ポートを実施します。

中小企業が抱える個別課題の解決等を目的とした「海外展開支
援プラットフォーム事業」において、商談アレンジや相談対応に加え、
営業支援を行うコーディネーターを拡充し、コロナ禍により海外での
営業活動が制限されている中小企業を支援します。

中小企業等の海外展開に伴う税制等（コロナ関連対応を含む）
について、セミナーの実施等により情報提供を行う。

成果目標
2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標
（現行目標：2020年までに中堅・中小企業の輸出額及び現地
法人売上高を2010年比で倍増）に貢献するべく、本事業で支援
した中小企業の輸出・投資等の海外展開成功件数を前年度比
６％以上増加させる。

中小企業等が多く進出している国の税制、執行実務、課税問題等
について、セミナーの実施等により情報提供を行うことで、海外展開
を行う中小企業等の税務に係る体制整備を支援する。

(2)進出先国税制等広報事業

民間事業者等
委託

国

（独）日本貿易振興機構
補助（定額、1/3、1/2）

国

(1) 現地進出支援強化事業

(2) 進出先国税制等広報事業

条件（対象者、対象行為、補助率等）

(1)現地進出支援強化事業

海外市場や現地の規制・税制度等
のタイムリーな情報収集・提供

データベースを活用した、貿易投資
相談事例の分析およびFAQの提供

専門アドバイザーによる中小企業等
の海外展開に関する相談対応

海外展示会出展、オンライン商談会
等を通じて、中小企業等の商談機会
を創出、成約までのフォローを実施

中小企業海外展開支援プラット
フォームにて海外の主要拠点にコー
ディネーターを配置し、官民支援機関
と連携して企業における個別課題の
解決や海外拠点の設立等への支援
を実施

ウェビナーによる情報発信

オンライン商談会

プラットフォームコーディネーターによる
個別相談会の様子＠埼玉

東北経済産業局 国際課
022-221-4907

6



【参考】現地進出支援強化事業

○「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」
（JETRO）
海外の主要拠点にコーディネーターを配置。現地ビジネスの知見や
地元政府当局、地場企業等とのネットワークに強みを持つコーディ
ネーターを配置し、以下の相談対応等を実施。

○海外見本市・展示会の出展支援（JETRO）
海外見本市・展示会関連情報やトレンドを調べて出展・訪問した
い、世界各国の見本市・展示会に出展して、ビジネスを拡大した
い事業者に対し、情報収集・出展をサポート。

※ジェトロHP（ジェトロのサービス：https://www.jetro.go.jp/services/）より一部抜粋 7

https://www.jetro.go.jp/services/


事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

技術協力活用型・新興国市場開拓事業
令和3年度予算案額 41.5億円（42.7億円）

事業イメージ

（２）制度・事業環境整備事業

• 日本企業が新興国でビジネスを展開しやすくなるよう現地の政府・産業界関係
者に対する人材育成等を通じ、新興国の制度や事業環境の整備を図ります。

事業目的・概要

新興国の経済発展に貢献するため、日本企業の技術・ノウハウを活用

した官民連携による技術協力に取り組みます。

 また、本事業による技術協力を通じて、日本企業が新興国でビジネス

を展開する上で課題となる現地人材の育成、事業環境の整備等を図

ることで、日本企業の新興国市場への進出を後押しします。

※事業の実施に当たっては、可能な限り、オンライン教材やウェブによる研
修等、非対面方式を取り入れていきます。

成果目標

令和7年度までの事業であり、新興国での制度・事業環境整備を行う

各プロジェクトの最終年度における目的達成度70%を目指します。

国

民間企業等

事業 (3)

民間企業等

民間企業等 民間企業等

事業 (1)

事業 (2),(4),(5),(6)

（１）研修・専門家派遣事業

（３）社会課題解決型国際共同開発事業

（４）国際化促進インターンシップ事業

（５）看護師・介護福祉士候補者日本語研修事業

（６）インフラ海外展開支援事業

• 海外進出先での事業を担う現地人材の育成のため、日本企業による日本国内
での受入研修、現地への専門家派遣等の取組への補助を行います。

• 中堅・中小企業が新興国の企業・大学等と共同で進める現地の社会課題の解
決のための製品・サービスの開発や現地事業創出支援等への補助を行います。

• 海外展開等を目指す日本企業における高度外国人材の活用を進めるため、海
外学生等のインターンシップ受入れ機会を提供します。

• 経済連携協定に基づく約束を着実に履行するため、看護師・介護福祉士の円
滑な受入れに向けた日本語研修を行います。

• 日本の優れたO&M技術など質の高いインフラの理解促進のため、現地への専門
家の派遣や、海外の要人の招聘を行います。民間企業等 事業 (3)

委託

補助【2/3】

補助【定額】

補助【2/3等】

補助【2/3】

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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○日本企業の海外進出や海外での事業展開に必要となる現地人材の育成支援を目的に、海外拠点の人材の日本で
の研修、日本からの専門家派遣による現地指導、海外研修および現地大学での寄附講座開設への支援を実施。

【参考】研修・専門家派遣事業

資料提供（事業実施機関）：

受入研修制度のメリット！

1)AOTS研修センターで日本語及び日本でのビジネス

マナーの教育が受けられる（9日間、6週間、13週間）

2)「研修ビザ」を容易に取得可能

3)日本の製造現場での実務研修が可能

専門家派遣制度のメリット！

1)自社の従業員、技術者等（「専門家」 と呼ぶ）を派遣可能

2)万全の危機管理体制で専門家をサポート

3)オンラインでの実施も可能

海外研修制度のメリット！

1)短期間(2～3日間)の研修でも 派遣可能

2)最長30日間の派遣が可能

3)オンライン、第三国での実施も可能

寄附講座制度のメリット！

1)優秀な人材(高度人材)の確保につながる

2)実施を通じて大学とのネットワーク強化

3)オンラインでの実施も可能

①現地法人のスタッフを日本本社工場へ

受入れて研修

②現地子会社等への技術者を派遣して

現地人材を指導(自社の従業員など)

③現地子会社や代理店等へ講師を

短期間派遣(自社の従業員も可）

④現地大学等で講座を開設して

学生を指導（インターン受入も可）
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