
 

 

 

 

 

Ⅳ．中小企業の国際化に向けた 

商工会議所の取り組み 

 

２．各地商工会議所における国際化支援活動の事例 

 

平成２２年６月から７月に実施した「各地商工会議所の国際関連事業に関するアン

ケート調査」（p.４４ご参照）の回答の中から、特徴ある国際化支援事業を展開してい

る商工会議所を選び、特に力を入れている事業や地域の特性を生かした事業、ユニー

クな取り組みについてご紹介いたします。「国際化支援事業実施状況」は、上記アンケ

ートのご回答内容を一覧表にまとめたものです。 

 

３．日本商工会議所の国際化支援事業の現状 

 

日本商工会議所で実施している国際化支援事業をご紹介いたします。 



札幌商工会議所（北海道） 

＜留学生支援事業「札商アジアン・ブリッジ・プログラム」並びに「留学生就職促進プログラム」＞ 

 

 
ＳＡＢＰの一環として実施している留学生限定合同企業説明会 

「アジアン・ブリッジ・フェス」 

 

経済産業省「アジア人財資金構想・高度実践留学

生育成事業」の北海道地域における管理法人として

事業を受託し、平成 19 年度から「札商アジアン・

ブリッジ・プログラム（ＳＡＢＰ）」を実施。「ビジ

ネス日本語・日本ビジネス教育」「インターンシップ」

「就職支援」の3つの事業を柱として、留学生の日

本での就職を支援している。既に 2 期 67 名の留学

生がプログラムを修了。うち 36 名が日本企業もし

くは日系企業への就職を果たしている。 

 

22年度からは、新たに当所の自主事業として、「留

学生就職促進プログラム」を開始した。北海道内で

の就職を目指す留学生を対象に、日本での就職活動

の仕方や日本のビジネスマナー、敬語の使い方など

についての授業を展開。地域での留学生の定着を図

ることで、北海道経済の国際化進展を目指す。

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域国際化推進事業＞ 

 

会員企業の従業員教育を通して、北海道の国際化

に資する取組みを行っている。22年度は、外国人受

入体制の充実を主目的に、①プロトコール（国際儀

礼）に関するセミナーや、②おもてなし英語講座の

ほか、今後増加が見込まれる中国人観光客の対応の

ため、③おもてなし中国語講座を実施する。 

 

 

 

 

 

 ロールプレイを交えながら実施した「おもてなし英語講座」    

 

「留学生就職促進プログラム」の授業風景 
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＜Global Gate Hong Kong Project 2010＞ 

 

Global Gate Hong Kong Project 2010 は、経済産

業省平成21年度補正予算「地域産業集積海外展開支

援事業」に札幌商工会議所が採択され始動した。販

路拡大を目指す道内食品メーカー13社を募集し、香

港をゲートとして「北海道ブランド産品」を中国や

アジア全域にプロモーションすることを通じて、定

期、継続的な輸出につなげ、海外市場において北海

道商品の定番化を目指す事業。8月12日～14日に香

港で開幕したアジア最大級の見本市「香港フードエ

キスポ2010」に出展。「The Brand of HOKKAIDO」

をテーマとしてブースを開設し、13社が「Ocean」

「Land」「Sweets」の3つのカテゴリーに分かれて

出展した。このイベントはアジア諸国の食品、飲料、

食品関連サービスに携わるメーカー、輸出業者や自

治体などが出展する見本市であり、来場者は、食品

や飲料産業の輸入業者、卸売業者、小売業者、ホテ

ル関係者、中国本土・香港等のアジアを中心とする

地域のレストラン及びケータリング業者などを中心

としたバイヤーら業界関係者。同見本市は一般来場

者の入場は特定の日のみとなっており、まさに食品

業界関係者のためのイベントである。同見本市に出

展し、海外での「北海道ブランド」の注目度の高さ

を実感できたとともに、香港に限らずアジア地域を

中心とした各国へ「北海道ブランド」をピーアール

することに成功した。 

同見本市終了後には、滞在中に再度商談会を実施

し、会期中の商談の迅速なフォローアップを図ると

ともに、積極性と販路拡大意欲をアピールした。 

この他にも、経済産業省北海道経済産業局、国土

交通省北海道開発局、農林水産省北海道農政事務所、

札幌市、日本貿易振興機構（ジェトロ）北海道貿易

情報センター等と連携して輸出促進関連の商談会、

セミナー、勉強会等の付帯関連事業を実施するなど、

より高い成果を見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港フードエキスポ2010「北海道ブース」 

 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施 ○ ○ 

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致 ○  定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○  海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催  ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業 ○  

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等） ○  

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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稚内商工会議所（北海道） 

 

＜ロシア人企業研修生受入事業と経済交流の取り組み＞

稚内商工会議所は、平成6年度からロシア人企業

研修生受入事業を実施、本年度で 17 年目、研修修

了生は85名となっている。 

本事業実施のきっかけは、サハリンにおける地下

資源開発の構想が明らかになったことから、経済交

流の促進と、地域国際化の進展並びに国際的視点を

培うことを目的に始まった。 

以降、毎年 1～3ヶ月程度の期間、日本語や日本

の歴史習慣、受入企業における研修を実施している。 

平成 10年には、研修修了生を構成メンバーとす

る「稚内クラブ｣が設立、稚内側も平成11年に受入

企業を構成メンバーとする「稚内サハリンクラブ」

が設立され、隔年にて互いの国を訪問し、交流が継

続されている。 

本事業実施以後の経済交流としては、サハリン

州・コルサコフ市に設立した合弁企業「ワッコル」

が挙げられる。 

平成13年9月の設立以後、サハリン地下資源開

発プロジェクト「サハリン 2」における天然ガス液

化プラント建設工事や、市立図書館などの公共施設

工事を受注するなど、順調な営業を続けている。 

尚、この会社の代表者には、研修修了生が就任し

ており、本事業実施による大きな効果と言える。 

他にも、研修修了生を通じた建設重機や資材の輸

出、また、独自ルートの確立による食材の輸出も行

われるなど、サハリンを商圏とした積極的な交易が

続けられている。 

前述したサハリン地下資源開発プロジェクトの

進展により、サハリンの経済は飛躍的な成長を遂げ、

州民の生活力と購買力は著しく向上しており、安心

安全な日本製品への需要は高まっている。 

研修修了生は、帰国後もそれぞれの立場で活躍し

ており、17年間の研修生受入事業で築き上げてきた

信頼関係を基にした、今後益々の交易拡大が期待さ

れるところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語研修

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致   観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致 ○  定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○  海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ ○  

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   

56



弘前商工会議所（青森県） 

 

＜ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業＞

「津軽塗」がＪＡＰＡＮブランド4年間、「津軽打

刃物」が地域資源∞全国展開を経てＪＡＰＡＮブラ

ンド2年間、「津軽こぎん刺し」が地域資源∞全国展

開、「津軽木工」が地域資源∞全国展開と、一つひと

つにスポットライトをあてて磨きをかけ、現在のラ

イフスタイルにあった新商品開発・展示会出展・販

路開拓をし、ブランド力の確立を目指して活動を展

開してきた。その中で、大量生産消費「使い捨て」

の時代に失った域内の産業連関を構築することがで

きたのが大きな成果である。 

フランクフルト・メッセ・アンビエンテ、パリ・

メゾン・エ・オブジェ、パリ三越エトワール商談会、

ニューヨーク・ロンドン・ジェノバ・ムンバイ・ド

イツテストマーケティング等を通して、パリ代理店

契約を核とした欧州向け販路拡大を推進中である。

国内では、幕張メッセＧＡＲＤＥＸ、東京ビッグサ

イトギフトショー等へ出展し、国内の販路拡大を実

施し、弘前地域の「ものづくり・手仕事」職人の技

をＰＲ継続し、関東大都市圏における販路を開拓し

てきた。 

また、弘前の地域資源を、世界自然遺産「白神山

地」のめぐみからもたらされたものとしてとらえ、

感謝の気持ちを商品にのせ、「弘前なスローライフ」

を新たなライフスタイルとして「弘前な空間デザイ

ン」をブランドとして確立する。それは、空間を弘

前の「ものづくり」「手仕事」「職人の技」で構築す

ることである。 

平成22年度事業の目標は、「津軽塗」「津軽打刃物」

「津軽こぎん刺し」「津軽木工」等によるコラボ商品

の開発に的を絞り、「ダイニング・キッチン」をテー

マに欧州に向けて「弘前な空間デザイン」（大量生産

消費ではなくメンテナンスをすることにより代々使

用可能な環境を考慮した弘前なスローライフ空間デ

ザイン）を提案し、販路の拡大を目指し、これまで

開発してきた商品のなかからセレクトしたものもお

り混ぜた空間デザインを想定している。 

今後「弘前な空間デザイン」ダイニング・キッチ

ン、リビング、キッズルーム、書斎、玄関、バスル

ーム、ガーデン等住空間の空間デザイン展開を図り、

オフィス空間へと発展させる。 

プロジェクトの骨格は、「創り手」と「使い手」が

「もの」を間に関係性を構築していく点にある。売

り切りではなく、壊れたら直す、塗がはげたら艶出

しをする、錆びたら砥ぐ、というメンテナンスを通

して個客との関係性を構築していく。単なる販売か

らレンタル・リースを視野に入れた戦略を大きな方

向性としてとらえている。 

弘前地域は、「弘前感交劇場」というコンセプトの

もと、世界自然遺産「白神山地」を舞台背景に、大

道具（まつり・イベント）、小道具（津軽塗・こぎん

刺し・打刃物・木地・木工建具等の工芸品、郷土食

等）、音響（津軽三味線等）と位置づけ、市民が劇団

員となり、観光客を観客と見立て、感動を共有し交

流する「劇場型街づくり」を目指している。本事業

は、小道具（津軽塗・こぎん刺し・打刃物・木地・

木工建具等）を支える重要な礎であり、「弘前な空間」

をデザインし世界ヘ向けたブランド構築をする役割

を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年1月 メゾン・エ・オブジェブース商談風景

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真等 
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＜地元「津軽食と産業まつり」における商談会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.3地元百貨店におけるプレ商談会 

平成17年度から、ＪＡＰＡＮブランド・地域資

源∞全国展開支援事業を活用し、国内外の国際見

本市へ出展してきた成果を活用し、地元における

国内外バイヤーを対象とした商談会を平成 22 年

10 月から開始する。大都市圏大手百貨店バイヤー

の招聘、ＪＥＴＲＯの海外専門家招聘制度を活用

しパリからバイヤーを招聘し 3 日間にわたる商談

会を予定している。 

過去国内外における展示会で取引実績がある場

合、最終的には弘前にバイヤーが来て、工房・工

場を見学し、製作工程を確認するのが常である。 

この点に着眼し、地元での年 1 回の商談会を開

催し、まずは弘前を五感で感じ歴史的背景や自然 

 

等を通して商品のコンセプトを体感してもらい弘

前のファンになってもらうことが大きな狙いであ

る。「もの」と「ひと」が切れない関係性マーケテ

ィングを展開する。 

弘前市は、青森県津軽平野の南部に位置し、津

軽藩10万石の城下町・日本最初の市制施行都市と

して 400 年の歴史を有している。世界自然遺産に

登録されている白神山地に源を発する岩木川や、

周辺の山間部に源流を有する多くの河川が流れ、

水と緑にめぐまれている。歴史的建造物・文化遺

産・史跡や岩木山・世界自然遺産白神山地を背景

にした豊かな自然に恵まれた観光都市、弘前大学

を中心とした学術・文化都市、電気機械産業を中

心とした誘致企業の集積による産業都市、広域的

な商業活動の中心となる商業都市などの多面的な

特色を有している。 

弘前地域は、世界自然遺産「白神山地」のめぐ

みを受けた「津軽塗」「津軽打刃物」「津軽こぎん

刺し」「津軽木工」「草木染」「津軽焼き」等の工芸

地域資源、「りんご」「米」「野菜」等食料自給率170%

を誇る農業地域資源にも恵まれた地域である。 

これが、「弘前ブランド」である。 

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

「創り手」と「使い手」が「もの」を間に関係性を構築していく手法として、ＩＣＴを道具として活用

する。例えば、オーダーの途中製作過程をネット上で、動画で確認し、コミュニケーションをとりながら

製作を進める仕組みの構築をｗｅｂ上で展開する。 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施 ○ ○ 

海外企業との商談会の実施 ○ ○ 海外における物産展・展示会への参加 ○ ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○ ○ 外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致 ○ ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催  ○ 海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   

 

 

 

 

 

写真等 
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盛岡商工会議所（岩手県） 

＜コミュニケーション支援ボード配布事業＞

盛岡商工会議所では、商店街等に来街する外国人

観光客、高齢者また障害者への理解や対応方法の啓

発活動のための「コミュニケーション支援ボード」

（指さし会話板）の配布を2010年7月から始めた。

これは岩手銀行が社会貢献活動の一環として製作し、

同行の厚意により当商工会議所が譲り受けたもの。 

同ボードは、Ａ3版サイズでラミネート加工がさ

れ、日本語、英語、ハングル、中国語の4ヶ国語の

言葉で、基本的な会話や買い物のシーンで使用され

る頻度の高い言葉や食品、雑貨名がイラストと一緒

に列挙されている。 

さらに、日本円や主要な公共・商業施設などの名

称もイラストや写真入りで明記され、相手の言葉が

理解できなくても、ボードを見ながら指を指してコ

ミュニケーションができるよう製作している。 

   

盛岡商工会議所で配布する「コミュニケーション支援ボード」 

会話では「どうしましたか」「気分がわるい」「ほ

しい」「わからない」など急を要するときに必要な言

い回しが中心。商品は「くだもの」「やさい」「おか

し」「お酒」「文房具」などを紹介している。 

当会議所では市内商店街との懇談において、海外

観光客の増加で円滑なコミュニケーションの手段が

必要と問題提起されている中、銀行側から有効なツ

ールを提供していただき国際交流にも弾みがつくと 

して、商店街や事業所などへ積極的に配布し有効活

用を勧めている。 

 
「コミュニケーション支援ボード」詳細 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○ ○ 外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催   

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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酒田商工会議所（山形県） 

＜中国・黒龍江省との貿易促進事業＞

 平成4年8月4日、酒田港に中国・黒龍江省ハル

ビンから松花江～黒龍江～ロシア・アムール川を下

り、間宮海峡から日本海を南下する全長 2,800 ㎞の

川・海の輸送を経て、トウモロコシ 1,900 トンが輸

送された。この新航路は『東方水上シルクロード』

と命名され、海への出口を持たない黒龍江省が、水

上ルートを使って直接貨物を外国に出すことは、実

に134年ぶりの画期的な出来事であった。 

 この航路の開設に尽力された副会頭（当時）の新

田嘉一氏（平成5年12月会頭就任、平成15年6月

退任）は、中国で言う『井戸を掘った人』となった。 

 新航路の開設を機に黒龍江省との貿易を促進する

ための組織「東方水上シルクロード貿易促進協議会」

(以下「協議会」と称す)が同年 12 月 17 日に設立さ

れ、会長に新田氏が就任され、初代事務局長に指導

部長（当時）の小野寺勇が就任した。小野寺は平成

13年11月専務理事の就任に伴い、指導部長（当時）

の加藤俊一と交代した。 

 事務局は、民間企業からの出向者が4名、プロパ

ー職員が1名専従し、当所からは3名の職員が運営

に協力する形で事業がスタートした。貿易を行う上

では様々な事柄が発生してくる。通関・輸送方法は

もとより、中国の法律にも精通していないと貿易は

容易に進展しない。そこで、それぞれの分野のエキ

スパートから事務局に入ってもらい、全ての疑問や

問題を一箇所で解決することを念頭に事務局を構成

した。 

 新航路の開設を機に、平成5年8月、山形県と黒

龍江省が友好県省の締結を行った。 

 平成9年6月、合弁・合作事業のプロジェクト案

件が複数出てきて、黒龍江省への訪問頻度が増して

きたことからハルビンへ代表処を設置した。 

 協議会設立の目的は前述の通りであるが、中国側

にも当協議会と同様の機能を有する窓口の設置を要

望し、平成6年2月『黒龍江省江海連運促進協調委

員会』が設置された。この委員会は、後に黒龍江省・

スイフンガ～ロシア・グロデコボ～ロシア極東沿岸

港～酒田港に至る第二の新ルートの実現を想定し

「陸」という文字を加えて『黒龍江省江陸海連運促

進協調委員会』と改称された。 

 商工会議所としては、定款に定められた地域での

活動が主であるが、こと、貿易となると当所の地域

を超えた活動が求められる。そのような意味で協議

会の活動は、広く県内全域に及び黒龍江省に関心が

ある企業に説明を行う活動を展開してきた。 

 当所の要望項目の中には平成4年以前より「酒田

港の整備促進」を掲げ、運輸省等へ要望活動を行っ

ても、「港を活用できる荷物はありますか？」とい

う俗に言う「鶏・卵論」の類の話が続いていたので、

「トウモロコシ」という荷物が入港したことにより、

現在のコンテナターミナルの設置にも結びついてい

る。 

 協議会の事業の一つに『中国哈爾濱国際経済貿易

商談会』の出展業務を長年にわたって山形県より受

託し、平成8年6月開催の第7回商談会から連続15

年間出展を継続してきた。この間、山形県内の 306

企業・団体を同商談会での出展サポートを行い、355

名の出展団員をハルビンでの滞在に責任を持って対

処してきた。特に平成22年6月の第21回商談会で

は、団員の一名が危篤状態に陥り、家族招聘まで生

存が間に合うかとても心配される事案が発生した。

この時も、これまでの黒龍江省との関係が功を奏し、

黒龍江省のトップの指示により病人の症状に関係す

る医師 30 人ほどが、患者が入院している病院に駆

けつけ、それぞれの専門分野における所見を述べて

治療方針を決定するなど、黒龍江省との関係をこれ

ほど強く感じる出来事はなかった。 

 
第21回ハルビン商談会山形県出展ブース 

 協議会が設立されてから既に 17 年が経過し、事

務局構成も民間企業からの出向者1 名、プロパー職

員1名へと縮小している中で、17年間一貫して事務

局長職を当所で引き受けている。 
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 当所においては、協議会への支援を事業計画に組

み入れ、運営費の負担や人的支援、事務局構成チー

ムや商談会出展団員のメーリングを当所のメールサ

ーバーの提供で行っている。 

環日本海貿易関係者には、当所の関与は周知され

ているほか、会員企業への貿易業務への助言や儀典、

そして何より黒龍江省関係政府機関や民間企業との

人的ネットワークの形成が大きな財産となっている。 

 

＜ロシア極東企業家招聘事業＞ 

当所は平成 20 年度より「対岸貿易の促進」を主

に取り組む重要事業と位置づけさまざまな事業を実

施してきた。 

 その一つに、ロシア極東地域からロシアビジネス

マンを招聘し、地元企業経営者との人的交流を図る

取り組みを行ってきた。平成 21 年度に招聘したビ

ジネスマンは、ウラジオストクの複合企業集団の管

理企業の副社長と自動車部品の輸入を地元企業と取

引を行っている社長の2名を招聘した。複合企業集

団の構成企業にロシア極東沿岸港のスラビャンカ港

に港湾権利を有する企業があり、管理企業は船舶を

購入し、日本との新航路の開設を検討していた。こ

のため、船舶の就航には荷物の確保が必要であるた

め、函館商工会議所・函館市、小樽商工会議所・小

樽市に呼び掛けて、広域連携による新航路の開設に

向けたセミナーを当地及び函館、小樽の三箇所で開

催した。 

 

平成22年度は、更なる貨物掘り起こしのためハ 

バロフスク市とウラジオストク市から花卉バイヤー

3 名を招聘し、地元の花卉園芸施設の視察や地元の

花店経営者とのフラワーアレンジメント交流会、セ

ミナーや商談会などを開催した。また、先行する新

潟市の花卉輸出事業者と連携し、新潟市においてロ

シア極東花卉市場セミナーを開催した。 

 

極東ロシア花卉市場セミナー（場所：酒田産業会館）

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

ロシア極東沿岸港との新航路を開設し、「酒田港」～「ロシア沿岸港」～「ロシア・グロデコボ」～「中国・

黒龍江省・スイフンガ」～「ハルビン」に至る貿易ルートの確立を図りたい。 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施 ○ ○ 海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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足利商工会議所（栃木県） 

 

＜足利幕府プロジェクト＞

足利商工会議所では、平成 18 年から国の“ＪＡ

ＰＡＮブランド確立支援事業”の認定を受け、「地域

発の世界に通用するモノづくり」を進めてきたもの

で、地場産業である“繊維”と“アルミ”により、

改革をイメージした「婆娑羅」を開発テーマに取り

組んできた。開発商品は、足利尊氏が京都に開いた

足利幕府時代に興った茶道に着目、軽量であるアル

ミの特性を活かし、野点をするための椅子と茶箱（茶

道具入り）で、椅子の座面と茶箱の外面には、昭和

初期に全国的に流行した着物“足利銘仙”の織り柄

を採用した。 

 商談会は、パリの日本レストラン“花輪”を会場

に今年の１月に開催、一流ブランド・ルイヴィトン

の特別バイヤーやパリに 20 店舗以上を展開するイ

ンテリアチェーンの代表をはじめパリ市内から 10

数名のＶＩＰバイヤーと商談した他、ファッション

情報誌はじめ 10 社を超えるメディアの取材があっ

た。 

特に商談では、今春からの店頭販売を成約したケ

ースをはじめ、商品修正後の販売予約があるなど、

前向きなケースが多く見られた。 

また、この日の夜開催した交流会には、在仏日本

大使館や日本貿易振興機構（JETRO）など、20 名

を超える現地邦人関係者の来場もあり、今回のビジ

ネスの話題のみならず、「足利の観光」にも話題がお

よび、終日、会場は賑わいを見せた。 

 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談   海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援  ○ 外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致 ○  定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催   

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   

 

野点用茶道具を真剣に見ているバイヤー 
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太田商工会議所（群馬県） 

 

＜国際協力銀行の移動相談会・講演会＞

太田商工会議所では、平成16年10月22日に太

田－国際銀ものづくり支援懇談会（当所会頭が会長

を兼務）を設立した。 

この太田－国際銀ものづくり支援懇談会は、国際

協力銀行のご協力をいただき、海外に進出している

企業やこれから進出したい企業及び関心のある各企

業経営者に対し、投資・融資の相談や、的確に、タ

イムリーな情報提供を行うなど、円滑な事業展開を

支援することを目的に設立されたものである。 

具体的な活動としては、国際協力銀行の移動相談

会や海外情報提供等の講演会を行っている。この移

動相談会事業は、年5回実施しており、国際協力銀

行中堅・中小企業支援室の担当者が直接、当所に訪

問し、海外情報の提供や投・融資相談を行っている。   

また、講演会事業については、国際協力銀行の担

当者が海外特派員として赴任、帰国された後、現地

の最新かつ詳細な情報を提供する事を目的に実施さ

れている。いずれも、海外進出を希望されている会

員事業所からは、大変、喜ばれている事業であり、

最近では、中国の最新事情を聞く講演会の人気が高

い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際協力銀行講演会の様子

 

 

＜国際交流委員会主催の英会話講座＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英会話講座の様子 

太田商工会議所では、平成19年12月4日の臨

時議員総会において、9つの常設委員会が設置され、

3年間にわたる委員会活動がスタートした。 

このうち、国際交流委員会は、会頭から提示さ

れた 5 つの重点目標についての取り組みを開始、

委員会での協議を経て、会員企業に対する海外進

出状況調査の実施や、中国の最新状況を聞く講演

会、英会話講座等の事業を実施した。 

 

事業のうち英会話講座は、国際交流委員会が主催 

し、6 月～12 月までの半年間（週1 回・全 24 回）、

太田市内の語学スクールに依頼、外国人講師を派遣

いただいて、日常的な、いろいろな場面に即した実

践的な英会話を身につけるために、初級・中級レベ

ルの講座を開講している。全 24 回のうち、出席率

70％以上の優良受講者に対して、修了証と記念品を

交付するなど、出席率を上げるための工夫を行って

いる。また、閉講式の開催に併せて、受講者アンケ

ートを実施して、英会話講座に参加した感想を聞き、

次年度以降に行う英会話講座の参考にしている。 

この英会話講座の実施は、昭和 62 年 3 月に、富

士重工業㈱がアメリカに進出したのをきっかけとし

て、平成元年より英会話講座を開催、21年間に渡っ

て、英会話講座を続けており、毎年、20名以上の参

加者がいるなど、人気のある講座となっている。 

 

 

 

 

写真等 
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[今後取り組みたい国際化支援事業] 

当所国際交流委員会の3年間の活動結果として、「海外業務支援サービス」を開始してほしいと、当所会

頭に答申した。この海外業務支援サービスは、海外進出を希望している会員企業に対して、実際に、海外

進出しているアドバイザー企業（当所会員企業）を紹介するもので、海外情報の提供や個別のアドバイス

を行うネットワークシステムを開設したいと考えているものである。 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○  海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○   

貿易セミナー開催   

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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東京商工会議所（東京都） 

 

＜多国間・二国間経済委員会等の運営＞ 

 

 

日本ペルー経済委員会（2010 年 4月、於ペルー）

の様子 

(左から宮村委員長､ガルシア大統領､ベガ委員長) 

 
日本ペルー経済委員会（2010年4月、於：ペルー）の様子 

宮村委員長、 ガルシア大統領、ベガ委員長 

 

東京商工会議所は、貿易の拡大や投資・技術移

転等を促進するため、日本商工会議所と共管で、

18の多国間・二国間の経済委員会の事務局を務め

ている。各委員会では、定期的に国際会議を開催

して情報交換や意見交換、貿易・投資環境の改善

についての提言を行うなど、積極的な民間経済外

交を推進している。 

これら委員会は個々に独立した団体であり、各

委員企業より別途年会費を集めて運営を行ってい

る。また、18委員会の他にも国・地域によって多

くの委員会が組織されており、日本経団連やロシ

アNIS貿易会、その他の経済団体等が分担して事

務局を務めている。 

当所が事務局を務める多国間・二国間の経済委員

会等は以下の18委員会等である。 

アジア商工会議所連合会（CACCI）／ASEAN・日本 

経済協議会／日印経済委員会／日本・スリランカ経

済委員会／日本・パキスタン経済委員会／日本・バ

ングラデシュ経済委員会／日比経済委員会／大メコ

ン圏ビジネス研究会／日本ミャンマー商工会議所ビ

ジネス協議会／日本マレーシア経済協議会／日本・

エジプト経済委員会／日豪経済委員会／日本ニュー

ジーランド経済委員会／日西経済委員会／日亜経済

委員会／日智経済委員会日本国内委員会／日本ペル

ー経済委員会／日韓・韓日商工会議所首脳会議。 

 

 

 

これらの経済委員会等の活動を通じ、在日外国公

館や、外国商工会議所との交流も盛んであり、外国

大使館との共催による国別投資セミナーや、外国商

工会議所等による来日ミッションとの交流会・商談

会を年に17回（2009年度実績）実施し、委員会に

属する委員以外の一般企業からも多くの参加を得て

いる。 

また、相手国での会議開催時には視察ミッション

を併せて派遣することも多く、こちらも委員以外の

企業にも参加枠を広げ、会員企業の国際化支援の機

会のひとつとなっている。 

一例として、日豪経済委員会では 2009 年、オー

ストラリアで推進されるインフラ整備の先進的な官

民連携（PPP=パブリック・プライベート・パート

ナーシップ）の理解促進、また、インフラ分野にお

ける日豪の双方向投資やアジアにおける両国の協力

の可能性を模索することを目的に、訪オーストラリ

ア・インフラ・ミッションを派遣した。多数のPPP

専門家による講演をはじめ、それら専門家とミッシ

ョン参加者の討議に加え、具体的事例の視察を行っ

たほか、三村団長（日豪経済委員会会長、新日本製

鐵㈱会長）は、滞在中にサイモン・クリーン貿易大

臣、マーティン・ファーガソン資源・エネルギー大

臣兼観光大臣と面談し、日豪経済関係の多様化、日

豪EPAの重要性などについて意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日豪経済委員会 訪オーストラリア・インフラ・ミッション 

（2009年8月）三村団長 、クリーン貿易大臣、小島駐豪大使
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＜在日外国商工会議所会員との交流レセプション＞ 

東京商工会議所は、毎年6月と12月に在日の米

国、英国、カナダ、豪州・ニュージーランド、フラ

ンスの各商工会議所と共催で「在日外国商工会議所

会員との交流レセプション」を開催している。 

本レセプションは東京商工会議所の呼びかけに

より平成 13 年からスタートしたもので、現在は在

日カナダ商工会議所が幹事を務める。各国商工会議

所より各回400人あまりの会員が会場のカナダ大使

館に集まり、新しいビジネスや人脈を求め、熱心に

交流している。 

また、年3回程度、在日のドイツ、スイス、ポー

ランドなどヨーロッパの各商工会議所との共催で、

「在日欧州商工会議所会員との交流レセプション」

も開催している。本レセプションは平成 20 年、東

京商工会議所の創立130周年記念を契機として初開

催して以来、恒例となったもので、各回100人あま

りの会員が会場の東京商工会議所ビルに集まり、交

流を深めている。 

参加者からは「商工会議所のメンバー同士という

ことでスムーズな交流が図れ、外国企業との人脈づ

くりには最適」との声が聞かれるほか、定期的な本

レセプションの開催により、各会議所間の関係強化

にもつながっている。 

 
在日外国商工会議所会員との交流を楽しむ 

 

 

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

中小企業の海外ビジネス展開を支援するため、外国人留学生と会員企業の就職マッチング事業を合同会

社説明会形式で試験的に実施している。今後は留学生支援団体に協力し、ウェブ上でのマッチングサービ

スを実施することも検討中。 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施 ○ ○ 海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣 ○ ○ 

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業 ○ ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等） ○ ○ 

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ ○  

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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横浜商工会議所（神奈川県） 

 

＜ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）の開催推進＞

みなと横浜は、1859 年の開港以来、国際都市と

して日本の近代化を牽引するとともに、貿易立国・

日本の物流や生産の拠点として、経済の発展を支え

てきた。 

近年では、アジア太平洋都市間協力ネットワーク

の会長都市を務め、地球環境の保全・向上につなが

る様々な都市問題の解決に努めている。 

さらに、国際コンベンション都市として、多くの

大規模イベントや会議を支援し、施設面やボランテ

ィアなど総合的な会議開催能力の高さを示すことが

できた。 

横浜商工会議所では、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経

済協力）は、貿易・投資の自由化・円滑化等を目的

に活動する「世界最大の地域協力」ということもあ

り、2008 年 6 月に誘致推進協議会へ賛同・参画を

した。 

さまざまな誘致活動を側面的に支援した結果、 

2009年3月25日付で国から「ＡＰＥＣ首脳会議の

開催地が横浜に決定した」旨の発表があった。 

日本で15年ぶりとなるＡＰＥＣ首脳会議が、 近

代日本開国の地である横浜で開催されることで、同

首脳会議の成功を期すとともに、全力をあげて開催

を支援し、会議の成功に寄与するとともに、首脳会

議を機に国内はもとより全世界に、横浜・神奈川の

魅力をアピールするため、地元支援組織の一員とし

て、また、地元経済団体として一丸となって取り組

んでいる。 

 

11月 
7日 

Sun 

8日 

Mon 

9日 

Tue 

10日 

Wed 

11日 

Thu 

12日 

Fri 

13日 

Sat 

14日 

Sun 

政 府 
最終高級 

実務者会議 
 閣僚会議  首脳会議 

経済界  ABAC会合 
SME 

サミット 
CEOサミット  

 

 

 

 

＜貿易・投資セミナーの開催・後援協力＞ 

2008年に後援したマレーシア工業開発庁等主催のセミナー 

 

  

 

在日外国公館や地元行政のほか、JETRO 横浜等

の経済関係団体との連携を図りつつ、各国との貿易

や投資交流に関するセミナー等を共同で開催してい

るほか、他団体主催のセミナー開催への後援等も行

っている。最近の主な開催・協力実績は次の通り。 

 安全保障貿易管理説明会 

 インドビジネスセミナー 

 ベトナム経済セミナー 

 東南アジアセミナー 

 中小企業のためのEPA（経済連携協定）セミナー 

 マレーシアにおけるビジネス機会セミナー、他 
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＜横浜日米協会の運営＞ 

横浜日米協会（横浜商工会議所の外郭団体）は

1952年の発足以来、横浜開港により近代日本を開国

へと導いたアメリカとの交流の架け橋として、日米

両国の友好と相互理解の促進に資するという理念の

下、これまで諸事業を展開している。 

 会員が一堂に会する年次総会や役員によって構成

される理事会で年度の方針を決めながら、定期行事

としては米国独立記念祝賀会や新年懇親会を開催し、

駐日米国大使館から公使や総領事、地元行政から市

長をお招きし、会員との交流を図っているほか、各

界の講師を招いた時事講演会なども開催している。 

 

  

 

また、米国のサンクスギビングの集い、古都・鎌 

倉の散策、酒蔵見学ツアー、お茶の会なども、その

時々の要望や提案に応じて随時開催している。さら

には、今年度の新たな試みとして、米国国務省関連

の施設として横浜では唯一の施設でもある同省日

本語研修所との交流事業も視野に入れた検討も進

めている。 

 再来年の 2012 年は当協会の創立 60 周年という

大きな節目にあたるため、目下の喫緊の課題でもあ

る会員増強に注力しつつ、日米両国の親善に資する

事業展開を検討していく予定である。

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談   海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催  ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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静岡商工会議所（静岡県） 

 

＜タクシードライバーと外国人乗客との言葉の壁を解消する『タクシー楽楽ボード』を制作＞ 

静岡商工会議所では、㈶静岡観光コンベンション

協会・静岡市と協力して、静岡市内のタクシードラ

イバーを対象に、接客接遇マナーやホスピタリティ

の向上を図ることを目的に、平成 18 年度から毎年

「おもてなしセミナー」を開催してきた。 

そのような中で、平成21年6 月の富士山静岡空

港の開港を間近に控え、市内のタクシードライバー

と外国人乗客との言葉の壁や不安を解消し、乗る人

も乗せる人も“笑顔”で安心できることを目指して、

多言語版支援ツール『タクシー楽楽ボード』を制作

し、同年3月に静岡県タクシー協会静岡支部・清庵

支部、静岡県中部個人タクシー協同組合に加盟する

全ドライバー約2,000名に配布した。 

本ボードの体裁は、Ａ4サイズ・両面カラー印刷・

コート紙・片面ＵＶニス加工となっており、次のよ

うな特色がある。①行き先、料金システム、所要時

間などのトラブルを防止するため、会話に不安があ

っても必要な項目を指で示してコミュニケーション

できるようにイラスト入り、②対応言語は、ポピュ

ラーな英語のほか、富士山静岡空港開港時からの定

期便就航先である韓国語と中国語を採用。中国語に

ついては、中国大陸向けの簡体字と台湾・香港向け

の繁体字を併記、③高速道路を利用した場合の料金

精算時のトラブル防止のため、金額を記入して乗客

に確認していただけるよう4ヵ国語併記の料金明細

メモ用紙も作成、④作成にあたっては、タクシード

ライバーや外国人の方々へのヒアリングを行い、よ

り良いものにするための検討と工夫を重ねた。 

静岡市内のタクシードライバーの方々が外国人

のお客様（乗客）に楽に、楽しく接客応対ができる

支援ツールができたと考えている。 

 

 

タクシー楽楽ボード

 

＜外国人の接客応対に活用する『ホテル旅館コミュニケーションボード』を制作＞ 

 
ホテル旅館コミュニケーションボード 

 

静岡商工会議所では、㈶静岡観光コンベンショ

ン協会・静岡市と協力して、富士山静岡空港の開

港（平成21年6月4日）により静岡市を訪れる外

国人のビジネス客や観光客が徐々に増えてきたた

め、静岡市内のホテル・旅館のスタッフが指差し

会話で外国人のお客様とスムーズに意思疎通が図

れるように、日本語・英語・韓国語・中国語（簡

体字・繁体字）とイラストによる『ホテル旅館コ

ミュニケーションボード』を400枚制作した。 

本ボードの大きさは、文字が読みやすいように

Ｂ4サイズとし、取り扱いしやすいように角を丸く

するとともに耐久性を持たせるため、コート紙

300kg の厚紙に両面印刷し、ＰＰ（ポリプロピレ

ン）加工した。Ａ面は、ホテル旅館のフロントで

お客様に確認しなければならない①予約の有無、

②宿泊人数、③滞在日数、④宿泊の部屋タイプ、

⑤食事（朝食・夕食）提供の有無・料金・食事内

容・時間・場所、⑥支払方法を掲載。Ｂ面は、外

国人のお客様に安全・健康・財産にかかわる問題

が発生したとき、ホテル・旅館のスタッフに当面
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する問題のイラストを指差すだけで伝えられるよ

うに45点のイラストを掲載、コピーして外国人客

に手渡すことができるように工夫した。平成22年

3月に市内のホテル・旅館約150ヵ所に配布した。 

ホテル旅館組合の代表者は「言葉が通じないケ

ースが多く、接客に悩んでいた施設もある。各施

設に備え付けて対応したい」と話し、外国人相手

の接客応対に役立つ本ボードを評価いただいた。 

 

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

平成22年4月1日の静岡商工会議所と清水商工会議所の合併に伴い、両会議所がそれぞれ事務局を所管

していた国際経済に関する外郭団体である静岡国際経済交流研究会と清水貿易経済研究会も統合し、新た

に『静岡国際貿易経済協議会（愛称SITEC＝シテック）』としてスタートすることとなり、6月15日に設立

総会を開催した。中小企業の海外ビジネス展開に資するため、定例会・講演会等の開催をはじめ、あらゆ

る機会を捉えて各国の最新経済状況や国際情勢を習得する。 

なお、本年度は10月13日～17日に富士山静岡空港を利用して「中国産業経済・港湾事情視察会」を実

施、万博でさらに活気づく上海と嘉興・杭州の3都市を訪問する。 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○ ○ 外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催  ○ 

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致   観光客誘致を目的としたセミナー等の開催 ○ ○ 

会議所管内への観光客誘致  ○ 定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○ ○ 海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）  ○ 

外国人研修生・技能実習生の受け入れ  ○ 

定期的な海外ミッションの受け入れ ○  

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  

 

70



浜松商工会議所（静岡県） 

 

＜浜松地域海外ビジネス支援協議会の設置＞

浜松商工会議所では、本年度の5月31日に、当

所、ジェトロ静岡貿易情報センター、（社）静岡県国

際経済振興会、はままつ産業創造センターの4団体

を中心に「浜松海外ビジネス支援協議会」を発足し

た。 

同協議会は、地域に不足している海外ビジネスに

関する情報・人材等のリソースを補うため、広域的

な連携によるワンストップ窓口を中心とした地域内

の支援体制強化を目的としており、今後、浜松地域

の海外ビジネスの啓発・相談・戦略・人材育成・基

礎情報調査に関すること並びにＥＣ（電子商取引）

を活用した国際取引や商談会、ミッション派遣に関

する協力を行っていく。 

また、同協議会の設立記念イベントとして去る7

月5日に、「浜松海外ビジネス支援協議会設立記念シ

ンポジウム～海外ビジネスへの新たなる挑戦」を開

催し、175 名が参加した。当所をはじめ協議会構成

団体が行う海外ビジネス支援事業についての説明に

続き、5 人のパネリストによるパネルディスカッシ

ョンを開催し、海外進出する際のヒントや留意点を

発表した。また第二部として海外ビジネス人脈拡大

交流会を開催し、参加者のネットワーク固めやコミ

ュニケーションを図った。 

当所では、今後支援団体による協議会に留まらず、

関係行政や地域のサポート企業と連携し、支援コン

ソーシアムの形成も視野に入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月5日に開催されたシンポジウム

海外ビジネス支援事業連携図

【コアメンバー】
浜松商工会議所
JETRO静岡貿易情報センター
SIBA静岡県国際経済振興会
はままつ産業創造センター

【協力依頼団体】
静岡県企業立地推進課・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進課
浜松市商工部産業政策課
関東経済産業局産業部国際課
中小企業基盤整備促進機構、日本商工会議所
地域シンクタンク、パートナー企業代表等

【支援対象企業】
•取引先、親会社からの要請により海外進出を予定
している

•海外に販路拡大のため自ら海外進出を考えている
•新規海外ビジネス予定
•国内に居ながら海外との取引を拡大したい
•既に海外に進出している
•小さな貿易・ＥＣを考えている
※何れも中小企業

将来分科会（国別、フェーズ別）が作られる
可能性あり

支援コンソーシアム
地域戦略協議
情報交換

支援対象企業
ネットワーク化

地域協力企業
金融機関等
乙仲企業

DB化
ガイドブック掲載

パートナー企業

定例相談
JETRO、SIBA、中小機構

経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
シニアアドバイザー
専門家・海外経験ＯＢ

【支援内容】

・ワンストップ窓口

・専門家派遣

・海外支援ガイドブックかHP作成

・情報提供、啓蒙セミナー

・ＩＴを活用した海外取引

・ミッション派遣、交流会

援支国際経済特別委員会
海外ビジネス研究会

浜松商工会議所

 

 

＜独自の海外ビジネス支援事業の強化＞ 

浜松商工会議所では、浜松海外ビジネス支援協

議会の発足とともに、支援団体とのネットワーク

を活用した事業を新たにスタートさせた。 

① 海外ビジネス支援相談会（相談窓口の増設） 

企業からの海外ビジネスに関する相談をワンス

トップで対応するため、これまでの毎週1回の 

定例相談に加え、毎月1回のジェトロ静岡貿易

相談会等を新設した。 

② 海外ビジネス支援アドバイザー派遣事業 

浜松地域を中心に企業で活躍した海外経験豊
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富な人物をアドバイザー登録し、企業からの申

し込みに対して、アドバイザーを派遣し訪問相

談を行う。（初回無料） 

③ 海外ビジネス状況調査の実施 

浜松地域の企業に対し「海外ビジネス展開状況

調査」「海外ビジネス支援企業調査」を行い、

企業の海外ビジネスへの取組状況を調査・分析

するとともに、浜松地域で海外ビジネスを支援

する企業をデータベース化する。 

④ 海外ビジネス支援ガイドブックの作成 

上記調査結果を元に、企業の海外展開をサポー

トするためのガイドブックをHP上に開設予定。 

⑤ 各種テーマセミナーの開催 

毎月 1 回、企業の海外ビジネス支援に役立つ

様々なテーマのセミナーを開催する。 

⑥ その他 

海外からのビジネスミッション、表敬訪問等の

積極的な受け入れや、他団体の主催するミッシ

ョンへの協力をはじめ、企業の海外ビジネス支

援に関する多方面からの支援を計画している。 

平成22年度海外ビジネス支援事業計画

支援の内容

•スタンスは経営支援
•独自の貿易関連企業の基
礎データの収集と地域の国
際取引情況の把握
•関係機関や地域協力企業
と連携し、ワンストップで支
援する体制づくり
•窓口強化のためのサポート
集団を確保→専門家派遣
•情報を整理して会員企業に
提供→海外支援ガイドブッ
クまたはHP作成

•支援先企業の「知識」と「情
報」を高める啓蒙セミナー
•ＩＴを活用した海外取引
•ミッション派遣、交流会実施

企画・調査

稼動
事業決定

準備

情報提供
啓蒙セミナー

フォローアップ

販路開拓
人材教育

専門家派遣

支援コンソ

専門家 ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業

IT活用

窓口業務の強化 調査・啓蒙・交流 支援機関の連携 強化する事業

浜松商工会議所の海外ビジネス支援イメージ図

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

中小企業の海外ビジネス展開を支援するため、ホームページ上に「海外ビジネス支援ガイドブック」を

作成する予定。 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致  ○ 定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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名古屋商工会議所（愛知県） 

 

＜「メッセナゴヤ」（国際総合見本市）の開催＞ 

メッセナゴヤ 2009の様子 

 

「メッセナゴヤ」は、「世界交流都市・名古屋」の

実現に向けて名古屋商工会議所が進める具体的な取

り組みの一つであり、持続可能な社会づくりとビジ

ネスを結ぶ「異業種交流展示会」として今年で5回

目となる。  

今回は、名古屋市で開催される「生物多様性条約

第10回締約国会議（ＣＯＰ10）」の連携事業として

の位置づけの下、「環境・エネルギー」をテーマに、

10 月 27 日から 30 日までの 4 日間、ポートメッセ

なごやで開催する。特に今回はこれまでを大きく上

回る、「450 社」の出展があり、これは昨年比で約

100社増加した。 

出展企業は、東海三県が中心だが東京都から54社、

大阪府から20社参加するほか、全国28の都府県（秋

田・岩手・宮城・愛媛・高知・熊本・沖縄等）から

参加の予定。また、海外の出展も徐々に増えており、

中国、アメリカ、カナダ、フランス、など11カ国か

ら約 40 社が出展する。特に中国の寧波市は、メッ

セナゴヤを海外における「重点展示会」として大規

模な出展団を派遣されるほか、10 月29 日（金）に

は、同市長も会場を訪問し、セミナーを開催する。 

そのほか、会場では各界の著名人を講師に迎えて

開催するビジネスセミナーをはじめ、出展企業のプ

レゼンテーション、海外進出投資説明会、海外環境

企業との名刺交換会、会員企業と出展企業の商談会

である「アライアンスパートナー発掘市」など多彩

な催しを併せて開催する。 

 

 

ビジネスチャンスの拡大に貢献 

 

 

[今後取り組みたい国際化支援事業] 

◆ビギナー向け海外取引・進出支援事業 

名古屋商工会議所では、今年5月～8月にかけて本所会員企業（資本金500万円～3億円の建設業、製造業、

卸売業・運輸業（一部）計3,995社）を対象に「海外進出に関するアンケート調査」を行った。 

この中で、アンケート調査において「海外進出を検討している」と回答した企業に対して行ったヒアリン

グ調査では、国内市場が縮小傾向にある中で「遅かれ早かれ海外進出をしなければ生き残っていけない」と

いう危機感を持っている反面、「今までに海外進出をした経験がないため、何をどうしてよいのかがわからな

い」という声も多かった。 

こうしたことから、これまではどちらかと言えば「受身」であった海外進出支援事業について、進出や取

引の経験のない企業をメインターゲットとした各種勉強会やセミナー、個別相談、投資環境視察等を実施し、

「地に足の着いた海外進出支援」を展開して行く。 

また、これらの事業の実施にあたっては、会議所単体で行うには限界もあることから、企業の海外進出を

支援する関係団体とコンソーシアムを構築して実施することも検討したい。 
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国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施   

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加   

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致 ○ ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業 ○  

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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大阪商工会議所（大阪府） 

 

＜中国ビジネス支援事業＞

中国ビジネスに関する相談や情報ニーズに対応す

るため、2003 年に中国ビジネス支援室を設置した。

中国は、1980年代から経済開放に取り組み、とくに

2001年のＷＴＯ加盟以後、飛躍的に日本はもちろん

各国との経済関係を拡大してきた。日本企業は、大

企業はもちろん中小企業の多くがコスト削減や市場

開拓など、いずれも企業経営を大きく左右する課題

として中国ビジネスに取り組んできたが、中国ビジ

ネスではこれまでの海外ビジネスの手続きや常識が

通用しない面も多く、様々なトラブルに巻き込まれ

る事例もあとを絶たなかった。 

そこでいち早く中国ビジネス支援室を設置し、現

地進出、販路開拓をはじめ会員企業のあらゆる中国

ビジネス展開にかかる相談、知的財産をめぐるトラ

ブルなどに個別・直接に応えるほか、弁護士、会計

士など中国ビジネスに強い国内外の専門家や 70 社

にのぼる中国ビジネスサポート企業のネットワーク

を確立して、総合的な実務サービス・相談体制で応

じている。 

また、最新情報を提供するセミナーや直接中国企

業とのマッチングを行う商談会の開催、社員の語学

研修を支援するビジネス中国語講座の開催、また中

国で開催される展示会への出展支援なども行ってい

る。 

 

 

相談体制 

 

中国経済が高成長を続け、世界経済のけん引役と

まで言われるなか、いまや日本経済は中国ビジネス

抜きでは成り立たない。将来はさらに関係が深まっ

ていくと予想される。支援室では、毎年250件から

300件の個別相談に応じているほか、年間30回以上

セミナー等を開催するなど、中国ビジネスに関する

様々なニーズに直接応じる事業として会員企業はじ

め関係機関からも高い評価を得ている。 

 

＜新興国市場研究会＞ 

 成長著しい新興国市場でのビジネス支援のため、

2006年のベトナムビジネス研究会を皮切りに、毎年

関心企業を募って新興国市場研究会を開催している。

これまでにベトナム、インド、バングラデシュ、中

東、中東欧などを取り上げて情報提供セミナーを開

催したほか、現地調査団の派遣などを実施した。 

情報提供セミナーでは、年間4回程度にわたって

地域、国別の経済情勢や現地市場、投資実務、税務・

労務などの実務に係る最新情報を提供するほか、既

進出企業の事例紹介を行った。また、2007年、2008

年にはベトナム、2009年にはベトナム・カンボジア

に会員企業等からなる現地調査団を派遣した。 

事業実施にあたっては、当該国の在大阪総領事館、

ジェトロ大阪本部、国際協力銀行などと緊密な連携

を取りながら実施し、実際に投資やビジネスを行う

企業の求めに応じて担当機関を紹介するなどの支援

を実施している。 

 

現地調査団の派遣 
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[今後取り組みたい国際化支援事業] 

◆海外販路開拓支援事業 

①海外バイヤーの招へい事業 

中小企業の海外ビジネス展開とくに海外販路の拡大を支援するため、海外からバイヤーを大阪に招へい

して商談会を実施し、会員企業からの売り込みの便宜を図る事業を計画中。今年度はその試行事業として、

日本の大手小売業者が出展し会員企業等が自慢の商品の売り込みを行う「売れ筋商品発掘市」に初めての

海外出展企業として中国の百貨店が出展し、日本企業の売り込みを受ける。 

 

②ネットを利用した海外市場開拓 

中国など海外で一層活用の進んでいるネットを活用したビジネスに中小企業が取り組みやすいよう支援

する。B to B、B to C両面について、大きなインフラを持つ企業と提携し、価格や使い勝手などで会員企

業が利用しやすいサービスを提供する。 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○  海外企業との商談会の実施 ○  

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加 ○  

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催  ○ 

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致 ○ ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催  ○ 

会議所管内への観光客誘致 ○  定期的な海外ミッションの派遣（随時） ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○  海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催 ○  

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ（随時） ○ ○ 

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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御坊商工会議所（和歌山県） 

 

＜日高港振興事業＞

国土交通省による日高港の「利用促進重点港湾」

選定（平成 17 年 2 月）を受け、御坊市よりの補助

事業として日高港利用促進のため、木材等の輸出入

により港湾相互利用の可能性のある中国「大連港」

との交流を図る目的で平成 18 年度より始める。平

成18年12月に会議所より訪問団として、大連市を

訪問し、大連市内のジェトロを始め木材関係の企業

8 社訪問し木材の輸出に向けた、実務レベルの情報

収集を行なった。 

 

企業との情報交換 

 

平成 19 年度事業として紀州材のヒノキの板材

1,401枚、約13㎥を大連市内のＭ有限公司（家具製

造業社）に輸出し、大連でヒノキの家具としての試

験販売を行い、アンケート調査を実施し、出来上が

った家具を当所に送ってもらい品質のチェック又出

来栄えを評価した。又杉の原木 289 本、約 80 ㎥、

ヒノキ原木75本、約20㎥を大連市内のＲ有限公司

（商社）に輸出し、原木の市場調査を実施した。 

 

ヒノキの家具 

平成 20 年度事業としてヒノキの原木 105 本、約

25㎥をＲ有限公司に輸出し、Ｒ有限公司の関連の製

材所で板材に加工し、Ｍ有限公司でヒノキの家具を

製造し、出来上がった家具の製品 70 点を日本に輸

出して、日本の家具販売先を通じて販売した。又Ｒ

有限公司よりの依頼で、杉・ヒノキの小径木（末口

6ｃｍから14ｃｍ）「間伐材」2,465本、約110㎥を

輸出した。 

 

 

10本前後に結束した小径木 

 

本事業の取り組みにより、一応の社会実験として

の成果は充分達成された。家具製造会社の社長は 

日本人の為、通訳なしで交渉が出来たが、やはり商

売となるといろいろ難しい面もある。大連の総合商

社との取引については、和歌山県の方が大連市内で

工場を経営している友人の紹介で、友人が仲介的な

関係を保ってくれた為、商取引が成立した。 

総論として、ヒノキの家具は商品としては良いが、

ヒノキの良さが商品価値のアップに繋がらず南洋材

等の白木の商品と同一視されて値段が高くなる為、

一般庶民には少し高すぎる。 

中国市場は、木材なら何でも欲しいし、量もたく

さん欲しい。但し安い木材を大量に注文する。日本

からの輸出となると、国内で調達するコスト、国内

流通コスト、薫蒸消毒等のコストがかかるため 中

国サイドの要求コストとはかなり開きがある。今は、 

これまで係わった人々と交流関係を保ちながら、常

に木材の価格情報を聞きながら折り合いが着く価格

になれば商取引の再開を待っている状態である。 
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国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談   海外企業との商談会の実施 ○  

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催   

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   

 

 

 

 

 

写真等 
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津山商工会議所（岡山県） 

 

＜環日本海経済活動促進協議会＞

当所は、平成 20 年 7 月より「環日本海経済活動

促進協議会」に参加し、韓国（東海）・ロシア（ウラ

ジオストク）との貿易及び経済交流について研究し

ている。「環日本海経済活動促進協議会」は、境港商

工会議所足立名誉会頭の呼びかけで設立されたもの

で、境港港より韓国・ロシアに向け定期貨客船を運

航させ（東海週2便、ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ週1便）海外との直

接的な経済交流を図るもので、鳥取県及び島根県も

航路を推進している。当市においては、古くより山

陰との交流は深く、また最近の産業全体の閉塞状況

を鑑み、何とか新たな市場開拓を推進するために、

協議会への参加を決断した。この事業は、首都圏に

ある大手商社の手を借りない国を超えた地域間交流

であるため、基本的に利益率が高く、また貿易・観

光・文化等事業の広がりに大変夢がある。特に山陰

の方々は世界地図をロシア側から見ており（真反対）、

そうすると山陰や富山が表日本となり、世界の経済

の主流が欧米からアジアに移っている昨今、この発

想は大変おもしろいと感じている。現在、平成 21

年6月に定期船第1便が出航して以来、客船部門は

目標どおり順調に推移しており、貨物は少しずつ需

要が増加している。 

 

 

 

ただ、ベースルートの開発にはまだ時間がかかる。

以下現況。 

 韓国向け輸出で、活魚が増えている。 

 韓国からの観光客は秋から１回約100人程度は

境港に入港している。 

 ロシアからは、1回約20人程度の入港がある。 

 先般ロシアから柔道交流で633人が訪れた。日

本人は、延べ約3,600人のルート利用があった。 

◎ 境港にあるロシアビジネスセンターに続いて、 

平成22年2月9日には、ウラジオストクサポ

ートセンター（鳥取県立）がウラジオストクに 

設立され、専門のスタッフを配備している。 

 

★当所は、平成20年より境港貿易振興協会（鳥取

県立）とコンタクトを取り、産業振興委員会での

説明会開催・環日本海航路促進懇談会へ参加し、

ロシア大使との懇談を行い、境港ロシアサポート

センター視察会（20名参加）等を開催した。 

そして、平成22年9月19日には境港を出発し、

5泊6日にて貨客船により、ウラジオストクに視察

団を派遣予定。 

 

 

 

 

 

境港ロシアサポートセンター 

 

 

 

境港視察団 
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境港出航ポート 

 

境港の世界地図 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施 ○ ○ 

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催  ○ 

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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広島商工会議所（広島県） 

 

＜姉妹提携商工会議所との交流事業＞

広島は明治以来、多くの移民を世界中に送り出し

た全国屈指の移民県であり、とりわけハワイには、

現在でも広島にルーツを持つ人が多く在住している。 

広島商工会議所では、昭和 56 年にホノルル日本

人商工会議所（以下、ホノルル日商工）と姉妹提携

を締結し、以来、ハワイと広島で開催されるイベン

ト等の機会を捉え、訪問団の相互派遣や経済・観光

等をテーマとするセミナーやシンポジウムの開催、

商談会等数多くの交流事業を積み重ね、相互理解に

努めてきた。 

平成21年度は広島市とホノルル市の姉妹縁組 50

周年にあたり、本所と姉妹提携関係にあるホノルル

日商工メンバーが、記念行事の中心的な役割を担っ

ていることから、広島市が実施する一連の記念行事

に協力するとともに、ホノルル日商工との交流事業

を実施した。 

7月、ホノルル市にて「姉妹都市提携50周年記念

式典」が開催されたのにあわせ、本所副会頭が同市

を訪問し、式典をはじめ、「広島観光展」オープニン

グセレモニー、50周年記念レセプション等、各種記

念行事へ参加した。 

また、11 月には、ホノルル市より訪問団が来広。

団には、ホノルル日商工正副会頭のほか、役員・会

員が多数参加していることから、各種交流事業を行

った。ホノルル日商工会員を対象とした「企業視察

会」では、日本の伝統的な食品を扱う企業2社（日

本酒、ふりかけ）を訪問し、日本文化に対する理解

を深めてもらった。その他、ムフィ・ハネマン・ホ

ノルル市長による「特別講演会」を、本所およびホ

ノルル日商工の共催により実施し、同市の産業・経

済に関する最新事情のほか、地理・歴史、将来計画

等について話を聴いた。 

平成23年度には、両会議所の姉妹提携30周年を

記念し、各種交流事業を実施する予定。 

 

ムフィ・ハネマン・ホノルル市長「特別講演会」

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加 ○ ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催 ○ ○ 

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催 ○   

貿易セミナー開催   

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ ○  

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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福山商工会議所（広島県） 

 

＜マウイ日本人商工会議所との交流～高校生相互派遣事業～＞

福山商工会議所は、1997年にマウイ日本人商工会

議所と友好提携を結び、それ以来親善交流団の相互

派遣、ハワイ州最大のお祭りであるマウイ・カウン

ティフェアへの福山及び備後地域の物産等の出展、

21 世紀を担う高校生の相互派遣事業などを実施し、

ビジネス・文化・教育等、さまざまな分野での交流を推

進している。 

1999年より行っている高校生相互派遣事業は、今

年度は、6月1日（火）～6月5日（土）の5日間、

マウイからの高校生22名（男子4名、女子18名）、

引率者ら総勢 27 名の受入を行った。高校生は、一

昨年夏、この事業でマウイ島を訪問した学生の家庭

を中心に市内の家庭にホームステイをしながら、日

本の生活を体験した。 

滞在中は、福山市長、当所林克士会頭への表敬訪

問をはじめ、福山市立福山高等学校を訪問し、書道 

 

の授業に参加したり、茶道部員のお手前をいただい

たりした。マウイの高校生からはお礼にフラダンス

を披露するなど、同年代の学生らと交流を深めた。 

また、市内にある能楽堂での能の体験を通し、日

本の伝統文化に触れるなど、とても充実した内容で

交流を行った。 

 
当所 林会頭を表敬訪問

＜福山港を地域経済活性化の核に＞ 

 

 

工事中の福山港国際コンテナターミナル第二バース 

 

古来より港の栄える地域は発展すると言われてい

る。 

平成8年2月、港湾荷役機械もまばらな福山港に

韓国・釜山港からのコンテナ船が入港した。以来、

平成 17 年 3 月に福山港国際コンテナターミナルが

供用開始されるなど、福山港で取り扱われるコンテ

ナ貨物は、雑貨・繊維・食品を中心に右肩上がりで

増加している。(平成19年82,000TEU) 

定期航路としては、中国航路は週6便、韓国航路

は週3便あり、後背地産業のアジアゲートウエイと

しての役割を担い、瀬戸内地域の重要港湾として発

展を続けている。 

 福山商工会議所では港湾整備特別委員会を中心に、

広島県・福山市などと連携し、新たな荷主の発掘や

利用者の利便性を高めるための港湾荷役の共同化な

どを推進するとともに、現在航路のある中国の上

海・大連・青島、韓国の釜山で、福山港利用の利点

を現地関係者にＰＲするポートセールスセミナーの

開催や、今後新たな航路開設の可能性を探るために、

ベトナム、台湾へ港湾視察団を派遣し、現地船社な

どとの懇談を行っている。 

 平成 23 年 4 月には国際コンテナターミナルの第

二バースが供用開始される予定で、本年度は、韓国

の浦項市や中国の連雲港市に視察団を派遣し、新た

な航路開設や、新規荷主の開拓などを行っている。 

非常に厳しい経済環境が続いている地域産業界を

支援するため、今後も引き続き物流コストを削減す

るための方策や、既存航路の便数、サービス、船社

の増加などに取り組み、中国地方で一番使いやすい

港づくりを推進したいと考えている。 
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国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施   海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催 ○ ○ 

会議所管内への観光客誘致 ○ ○ 定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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下関商工会議所（山口県） 

 

＜CAITバンク事業＞ 

海外との取引や商談等において、外国語を話せる

人材を求めている会員事業所に対して、語学に堪能

な人材を迅速に派遣し、事業所の海外取引をサポー

トするCAITバンク事業を実施している。   

CAITとは、Communication  Assistant in 

Interpreting and Translationの頭文字を組み合

わせたもので、通訳や翻訳のアシスタントである。 

同事業は、地元の大学の協力により行ってお

り、大学から推薦を受けた留学生を事前に登録

し、会員事業所の要請に応じて、登録者の中から

適当な人材を派遣している。 

現在の登録されている言語は、英語、中国語、韓

国語、タイ語となっており、これまで、取引商談や 

懇親会の通訳、海外宛の文書作成などの利用実績が

あり、海外取引等をサポートしている。 

 

 

＜下関・北九州・福岡商工会議所国際関係 

委員会合同会議の開催＞ 

 福岡商工会議所アジア交流委員会並びに北九州商

工会議所国際交流委員会との三者による交流会を年

一回、各会議所の持ち回りで開催し、合同会議を実

施している。 

この会議は、平成15年度より実施し、これまで8

回開催しており、国際関係施設などの視察や情報交

換を行っている。 

 

 

＜東アジア地域国際展示商談会等開催事業＞ 

下関商工会議所は、山口県やジェトロ山口、(財)

山口県国際総合センター、下関市で構成される“東

アジア地域国際展示商談会等開催事業実行委員会” 

の構成メンバーとして、中国山東省、韓国慶尚南道

地域との貿易商談会を年一回、下関市と海外の交互

で開催しており、山口県内の中小企業と東アジア地

域の企業との経済取引を促進し、地元経済の活性化

を図っている。 

 

 

 

＜貿易投資関係連絡会の開催＞ 

 下関商工会議所は、ジェトロ山口、(財)山口県国

際総合センター、下関市、山口県との合同による“貿

易投資関係連絡会”を毎月第二水曜日に下関市の海

峡メッセ下関で開催しており、貿易などに関する情

報交換会を行っている。 

また、各関係機関等が実施するセミナーや講演会

などを効果的に実施するため、お互いがホットな話

題を提供したり、貿易関連事業の開催日や内容など

をすり合わせ、事業の実施に取り組んでいる。 

 
貿易投資関係連絡会の様子 

 

＜東アジア経済交流推進機構会議の開催＞ 

都市の連携、経済交流、相互のネットワークの強 

化により、経済活動及び都市間交流の活性化を推進

し、環黄海地域における新たな広域経済圏を形成す

るとともに、東アジア経済圏の発展に貢献すること

を目的として2004年に「東アジア経済交流推進機

構」を創設した。 

日本（下関、北九州、福岡）、韓国（釜山、蔚山、 

仁川）、中国（青島、天津、煙台、大連）の10都市

による市長と商工会議所のトップ20人が一堂に会

し、総会が2年に1回、各都市の持ち回りにより開

催される。また、経済レベルでの都市間交流を推進

するため、4つの部会（観光・環境・ものづくり・

ロジスティックス）を設置し、総会とは別に実務者

協議を各都市持ち回りで開催している。 

これまで3回（北九州市、天津市、蔚山市） 総会

が開かれており、今年度は11月に青島市で開催され

ることとなっている。 
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＜ウォンの使える街づくりの推進＞ 

下関駅前のグリーンモール商店街を中心に韓国の

ウォンが25の店舗で使える。 

店頭に“ウォン OK”のステッカーが貼ってある

お店なら、どこでも韓国のウォンが使える。お釣り

は日本円で受取ることができる。 

 
“ウォンOK”ステッカー 

下関市では、韓国人客などの往来が多いことから、

この地の特徴を生かした街づくりを推進し、活性化

を図るため、下関商工会議所国際交流委員会が中心

となって「ウォンの使える街」を平成 18 年度より

スタートさせている。 

当初は、韓国人観光客の買い物客誘致を目指して

いたが、利用者の殆どが日本人客となっている。 

韓国に旅行に行った際、余ったウォンを持ち帰り、

それを喫茶店や焼肉店などで利用している。関商工

会議所としては、今後もウォンの使える店を増やし

ていきたい考えである。 

 

 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致 ○  定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催 ○  海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催    

貿易セミナー開催  ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業 ○  

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ ○  

定期的な海外ミッションの受け入れ ○  

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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福岡商工会議所（福岡県） 

 

＜海外定番化支援事業＞ 

 

福岡商工会議所の国際事業でもっとも力を入れ

ている事業が「海外定番化支援事業」である。本事

業は、主に食品製造や卸売を行う会員企業を対象に、

海外企業との継続的な取引を支援するものである。 

具体的には、①海外バイヤーとの商談会や海外で

の物産展を行うほか、あわせて企業からの個別相談

に対し、海外マーケット、輸出通関手続き、海外ニ

ーズに合わせた商品づくり等に関するアドバイス、

②商談のセッティング及びアドバイザーによる商談

補助、③個別商談を踏まえた再商談や他マーケット

へのチャレンジに関するアドバイス、④商談成約後

の輸出通関における貿易実務相談に関するアドバイ

ス、といった支援を行っている。本事業は九州内の

各地商工会議所とも連携しており、当所会員企業は

もとより、それ以外の商工会議所会員企業からの相

談も増えており、平成 21年度は 6カ国・地域向け

にのべ236社の支援を行った。このうち、県内商工

会議所の会員企業は128社で、54社が成約した。海

外バイヤーとの商談については、特にシンガポール、

中国、韓国、台湾といったアジア地域の日系デパー

トなどのバイヤー招聘が中心であるが、昨年度は、

それらに加えて初めて米国・ニューヨークへの食材

提案商談も実施した。 

当所が実施する事業の特徴としては、商社OBや

貿易実務経験者の「海外定番化支援アドバイザー」

により、海外に全く初めて事業展開しようとする企

業に対しても、商談会、物流、現地プロモーション

までの実務サポートをきめ細かく実施していること

である。このアドバイザーのアドバイスによって、

相手国の顧客ニーズに対応した商品提案が出来るよ

うになり、商談が成約しやすくなる。例えば、生野

菜をあまり食べない中国にドレッシングを輸出する

場合、パスタソースとしての使い方を提案すること

で販路拡大を実現したケースが挙げられる。また、

輸出相手国の状況に応じて、初回サンプル輸入検疫

の諸経費、小売店舗等への棚確保の経費など予想も

しないような経費が掛かり、かえって輸出すること

で赤字になる場合もあり、こうした海外取引の経験

が浅い中小企業には難しい事前の情報収集について

も適切なアドバイスをしている。 

内外のマーケットの成長性を先見し、海外展開に

理解をもって長期計画での黒字化を目指す意欲の高

い中小企業にとって、さまざまな困難に直面するこ

とは予想されるが、敢えて海外販路拡大の第一歩を

踏み出すことは意義のあることである。しかも、単

発のフェアではなくて、自社製品が海外小売店の棚

に長期的に並ぶことは非常に魅力的であるに違いな

く、当所がその支援をすることで地域会員企業の発

展の一助となるよう、精一杯支援したいと考えてい

る。 

 

 

 

 

海外バイヤーとの商談会
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＜釜山商工会議所交流事業＞ 

 

 
 

釜山―福岡商工会議所姉妹提携調印式 

平成21年2月2日 

 

福岡商工会議所は、昨年 2 月に韓国釜山商工会

議所と姉妹提携してさまざまなビジネス・友好交

流を実施している。それ以前も1989年に業務提携

をしていたが、超広域経済圏形成に向けた取組み

をはじめ両地域の交流が活発化していることを踏

まえ、商工会議所同士も協力関係を深めて更なる

交流を推進するため姉妹提携に格上げした。 

提携後は、福岡の創立130周年、釜山の創立120

周年などの記念行事に相互に議員団を派遣して親

交を深めるなど活発に交流している。また、両会

議所が両都市郵便局業務提携の橋渡し役となった

ことで、初めて日韓共通デザイン切手が発行され

た。 

ビジネス面においては、今年 6 月に韓国・釜山

市のBEXCO博覧会場で「2010フランチャイズ・

創業 釜山国際博覧会」を釜山商工会議所と共催

で実施し、当所会員企業を中心とした九州各地か

ら18社が出展し商談を行った。また、今年9月に

も、釜山市で両商工会議所共催による第 1 回目の

「釜山―福岡ビジネスCEOフォーラム」を実施し、

「釜山―福岡ビジネス交流促進」をテーマに活発

な意見発表やディスカッションを行った。本CEO

フォーラムは、今後、毎年交互に開催する予定で、

来年は福岡市で開催する。そのほか、随時釜山―

福岡貿易商談会の開催や、貿易希望企業の紹介に

取り組んでいく。 

こうした取組みは、貿易・投資・観光など経済

交流を通じて、国際競争力向上や地域活性化を図

り、制度・習慣・言語など国境を超えた地域連携

モデルとして、両国発展の先進的事例になるもの

である。当所としては今後も会員企業のビジネス

ニーズに対応しつつ相互交流促進を図っていきた

いと考えている。 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談 ○ ○ 海外企業との商談会の実施 ○ ○ 

海外企業との商談会の実施 ○ ○ 海外における物産展・展示会への参加 ○ ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催  ○ 

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致 ○  観光客誘致を目的としたセミナー等の開催 ○  

会議所管内への観光客誘致 ○ ○ 定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催 ○  

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）  ○ 

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  
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北九州商工会議所（福岡県） 

 

＜大連チャレンジショップ＞

当会議所は平成22年5月24日から北九州市・福

岡県中小企業家同友会・㈱FFG ビジネスコンサルテ

ィングと共同で中国大連市に「大連チャレンジショ

ップ」を設置・運営している。 

同ショップは、北九州市を中心とした産品（食

品・雑貨・工業製品等）を展示・ＰＲ。現地消費者

のニーズ調査や、現地事業者からの引き合い取り次

ぎをおこなう。 

出展は半年単位の契約で、料金は初回登録料が

10,000円、出展料は市内企業が7,000円／月、市外

企業が15,000円／月となっている。当会議所はその

なかでも会員企業に対して出展料金の補助をおこな

っている。 

平成22年8月末までの出展者数は56事業者で、

出展品はお茶、お菓子、醤油、水産加工品、美容・

健康食品、化粧品、石けん、食器、骨董品、浄水器、

衛生陶器、工業用インバーター、工作機械、地元業

界団体の宣伝等多岐にわたる。 

平成22年6月末までで総来場者数は6,952人、

月の平均は約530人である。引合いの件数は237件、

そのうち成約が確認できたものが8件あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施 ○ ○ 

海外企業との商談会の実施 ○ ○ 海外における物産展・展示会への参加 ○ ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援 ○  外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致   観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致  ○ 定期的な海外ミッションの派遣   

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業 ○  

海外投資セミナー開催  ○  

貿易セミナー開催  ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業  ○ 

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）  ○ 

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業 ○  

 

 

大連チャレンジショップの様子 
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諫早商工会議所（長崎県） 

 

＜海外ミッション派遣事業＞

諫早商工会議所では、国際化の進展が著しい近年

の情勢に対し、地方の中小企業の商品仕入れ・製品

製造の国際分業化・街づくり視察・海外企業との交

流や情報交換を行う為、国際経済交流促進協議会を

立ち上げ、毎年海外ミッション派遣事業を実施して

いる。 

本ミッションは、年度毎にテーマを選定し、現地

大学生との交流や視察先にある日本人会との意見交

換会を実施している。また地元諫早出身で海外起業

された方や海外の営業所でお勤めの方の企業訪問を

行っている。 

視察研修の内容にあたっては、国際経済交流促進

協議会員の中から企画委員を任命し、そのメンバー

が中心となり企画・運営を行う。旅行代理店等を介

さず企画段階より委員会が主体となって視察先や行

程等を選定することにより、オリジナリティのある

ミッション事業を行っている。   

22年度は9月に『外国人観光客の誘致』をテーマ

とし、7月にビザが解禁された中国人観光客の誘致の

可能性について調査する視察を行った。 

長崎県でも、韓国や中国などアジアを中心とした

観光客の誘致や県産品の輸出拡大などを図る為、「県

アジア・国際戦略本部」を5月末に設置し、積極的 

な観光施策を行っている。また、長崎県への中国人

観光客も増加しており、飛行機だけでなくクルーズ

や船舶を利用した旅行スタイルも増加している。 

特にクルーズでの寄港は2,000名近くの旅行者が一

度に乗下船するため、寄港した際の飲食や買い物な

ど経済的な効果が高いことなどが考えられている。 

今回は、その外国人観光客が利用しているクルー

ズに乗船し、各寄港地が行っている観光客を誘致す

る受入体制や消費動向を実際に視察することで、外

国人観光客の潜在的な経済効果を探ると共に行政等

と連携した外国人誘致の可能性を協議する。  

 

    事業所訪問（マレーシアで活躍する地元大卒の生徒）

 

国際化支援事業実施状況  Ａ:会議所主体で実施／Ｂ：他団体と協力して実施 

国内実施事業 Ａ Ｂ 海外実施事業 Ａ Ｂ 

海外取引相談・進出相談  ○ 海外企業との商談会の実施  ○ 

海外企業との商談会の実施  ○ 海外における物産展・展示会への参加  ○ 

JAPANブランド事業を活用した地場産業の海外展開支援   外国企業誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所主催の物産展・展示会への外国企業等の誘致  ― 観光客誘致を目的としたセミナー等の開催   

会議所管内への観光客誘致   定期的な海外ミッションの派遣 ○  

観光客対応のための接遇・語学セミナー等の開催   海外の姉妹商工会議所との海外における交流事業   

海外投資セミナー開催 ○ ○  

貿易セミナー開催 ○ ○ 

留学生・外国人との多文化共生（交流）事業   

企業の外国人材採用支援（外国人留学生等）   

外国人研修生・技能実習生の受け入れ   

定期的な海外ミッションの受け入れ   

海外の姉妹商工会議所との交流事業   
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