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平成２５年度国際経済課主要事業 



予算額：２４,４８３千円 

現状と課題 事業内容 事業の効果 

担当課：国際経済課 経済交流Ｇ                           
（017-734-9730） 

  

   

＜中華圏ビジネス重点支援事業＞  

１．香港ﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業（4,959千円） 

  中国ビジネスコーディネーター等を活用して香港企業トップを青
森に招聘し、商談会や視察等を組み合わせたビジネスツアーを実
施する。 

○外貨獲得 
○企業収益の 
   向上 
○雇用の拡大 

 
 

○県内企業の輸 
   出力の向上 
○新規の輸出参 
    入企業の増加 
 
 
○輸出の拡大 
○誘客への波及 
 
   

２．商談ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業  （8,594千円） 

  商談機会提供のため国際見本市へ出展するほか、現地にお
ける拠点を活用して、県主催商談会を開催する。 
 ・ 国際見本市出展  ：大連、台湾 
 ～取組が比較的容易な国際見本市でのＰＲ・商談 
 ・県商談会の開催：上海、香港 
 ～参集対象等をより絞った商談会でのＰＲ・商談 
 →県の支援策等を活用した企業単独での海外ビジネス展開へ 

３．現地ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾛｰ事業  （5,250千円） 
  大連及び上海において通年での個別商談支援を実施する。 

５．2013日中経済協力会議参加事業（600千円） 
   中国東北部との経済交流の促進を図るため、新潟において
開催される同会議に参加する。 

現状 
・経済のグローバル化の進展や人口
減少による国内市場縮小 
→経済成長著しいアジア地域へのビ  
 ジネス展開の必要性が高まる 
・平成23年度からの中華圏取組戦略 
→展示商談会出展や有力企業招聘、
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等により県内企業を支援 

課題 
 富裕層が拡大する中華圏でのビジ
ネスに対し、海外ビジネスの特徴を踏
まえた継続した戦略的な支援が必要 

対策等 
中華圏をターゲットとする商談機会の提供 

              ↓ 

選択・集中による事業展開 

 ・ 上海→中国の経済の中心地 

 ・ 香港→日本の食品輸出先世界一 

 ・ 大連→本県の経済交流先 

 ・ 台湾→青森が現地で有名・好意的 

４．中国ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業（5,080千円） 
  香港と中国本土への輸出拡大等を目指し、香港にビジネス 
 コーディネーターを設置する。 

 中華圏（中国・香港・台湾）をターゲットに、現地有力企業トップを招聘するビジネスツアーの実施、現地展示商談会への出展や
県主催商談会の開催、個別商談支援、中国ビジネスコーディネーターの設置等を行い、県産品の輸出拡大など県内企業の海外ビ
ジネス促進を図る。 



＜海外市場販路開拓支援事業費＞ 

これまでの取組 
H18～Ｈ19 
海外ビジネスチャレンジ支援事業費   
市場調査に対する支援 
H20～H21 
海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ展開ｻﾎﾟｰﾄ機能強化事業費 
市場開拓に対する支援 
H22 
海外商談機会創出推進事業費 
見本市出展に対する支援 
H23 
海外市場販路開拓支援事業費 
見本市出展、国内でのマッチングに対する支援 

見本市等の出展に係る経費は、ブース借上費
だけでなく通訳代、輸送費等も必要であり企
業にとって負担大 

 
 

 
 
 

 
  
 ○商談機会の創出 
 
 ○商談成立の機会向上 
 
 ○販路の拡大 
  

○企業の海外ビジネスの  
 実現 
 
○企業の活性化及び雇用 
 の拡大 
 
○本県輸出額の増大 

現状と課題 事業内容 事業成果 

１ 海外見本市出展等支援（5,000千円） 

(1)事業概要 
  海外で販路開拓・拡大のために要する経費を助成 

(2)支援内容 
 ［補助対象］ 
  ・見本市及び商談会の出展経費 
  （ブース借上・装飾費、通訳代、輸送費ほか） 
 ・外国語版パンフレット・ホームページ作成経費 
 ・企業間国際取引サイト出展料 
  ・外国商標出願 
 ［補助率］  
  １／３（上限50万円）  

予算額：６，１３２千円 

担当課：国際経済課 経済交流Ｇ（017-734-9730） 

(1)事業概要 
  海外までの物流･販売ルートを持つ国内商社との
マッチング 
(2)実施内容 
 ①ビジネス商談会 
   招聘社数：３社  開催場所：青森市 
 ②個別訪問相談、商談 
   実施回数：３回   
   企業訪問数：１回当たり１０社程度 

２ 国内商社マッチング支援（634千円） 

３ 販路開拓セミナー実施（498千円） 

(1)事業概要 
  海外での販路開拓のノウハウや実例を踏まえたセ
ミナーを実施 
（販路開拓のリスクを軽減する貿易保険の活用等） 
(2)実施内容 
 開催場所：青森市、弘前市、八戸市 
 講師：海外ビジネス支援機関の専門アドバイザー 

商談の実効性を高めるためには見本市出展の
他に外国語パンフレット・ホームページ、国
際取引サイト等のツールの活用が効果的 

海外での販路開拓に取り組みたいが不安 

海外輸出に向けた商談の場や企業抱える課題
等に個別に対応する機会が必要 

商談が成立し、実際に輸出する際リスクが大 



青森の生の魅力を海外に伝えていくコ
ンテンツ・提供方法の整備が必要 

県内企業のグローバル化を担う在住
外国人活用モデルの提供が必要 

（強み）  

   「母国語ブログ情報発信」(平成23年度～）に
より、海外への情報発信ノウハウが蓄積 

（課題） 
① 中国サイトの限界 
   中国国内から日本のサイトへアクセスする 

  ことが困難     

② 新たな青森ファンの獲得 
   幅広い年齢層の在住外国人の視点から海 

 外に情報発信し、多くの青森ファンを掘り起こ 

 すことが必要  

  

県内企業の 
海外展開促進           

外国人観光客の 
誘客促進 

在住外国人を活用し、海外取引を目
指す県内企業が増加 

事業内容 

１. 在住外国人活用ニーズが増加 

事業成果 

２．海外情報発信のノウハウ活用 

現状と課題 

１.在住外国人交流強化事業（1,409千円） 
 (1) 県内企業と在住外国人の交流会 
   ① 県内企業及び在住外国人（留学生、外国語指導助 
     手（ALT）、国際交流員（CIR）等）を公募・選定 
       ② 選定企業には、在住外国人を派遣し、交流フェア、テ 
          ストマーケティング等を実施（開催時期：5月～、開催回 
          数：10社・10回）  
   ③ 開催後は、必要に応じフェイスブックによる交流を継続 
   ④ 開催企業には、開催時と年度末にアンケートを実施し、  

    海外取引の意識の変化、ニーズ等を調査       

 (2) 留学生向け企業活動体験実習支援 
     交流会に参加した留学生の企業活動体験実習を支援 

２.海外情報発信高度化事業（3,624千円） 
 (1) 内 容     
   ① 県内の在住外国人（留学生、ALT、CIR等）を公募 
   ② 在住外国人は、フェイスブック等を開設し、県内各地の  
    体験型取材を実施 
   ③ 青森の魅力を文字・写真・動画に取りまとめ母国語等 
    で情報発信 

 (2) 実施時期   5 月～     

 (3) 実施回数   10回 

 (4) 実施方法    (財)青森県国際交流協会への委託    
 (5) 取材例  
    工場見学、企業視察、ものづくり現場体験、りんご狩り、     
  津軽塗り、ねぶた製作、スキー体験  等 

３.WG検討会議開催等（340千円） 
 (1) WG検討会議（4月～、3回開催）     
        県内企業､大学等の関係者によるWGを組織し事業実施 
  方法等を意見交換 
 (2) 成果報告書の作成・配布（1,000部作成、送付）     
    事業成果は報告書に取りまとめ、県内企業、大学等に広 
   く配布し、県内における在住外国人の活用を推進 

在住外国人側 

青森のリアルな魅力に惹かれ、海外
でも、多くの「青森ファン」が誕生               

青森県 海外諸国 

地域経済の活性化         

          

   交流会を通じ、
在住外国人活用
や海外ビジネス 
への機運が醸成 

 企業側 

１.県内企業のグローバル化 

２.大勢の海外青森ファンの獲得 

          

  企業の業務･考
え方を深く理解で
き､必要なアドバイ
スや協力が可能                 

          

  在住外国人が
体験した本県の
魅力を文字､写真､
動画で海外配信                   

          

  青森の生の魅
力が全世界に配
信され､多くの海
外諸国で視聴                 

外貨獲得          

  

（強み） 
  留学生を活用した県内企業との｢交流フェア｣

及び｢テストマーケティング｣やコーディネーター
の県内企業訪問により、在住外国人が備える
母国語、経験等への活用ニーズが増加  

（課題） 

① 交流フェア及びテストマーケティング 
   幅広い年齢層の視点から県内企業にアド  

 バイスを行うためには、留学生に限らず広く  

 在住外国人の能力を活用していくことが必要 

② フォローアップ 
   県内企業の海外取引の意識の変化等を  

 フォローアップすることが必要 

      

（事業概要） 

 県内企業の海外取引や海外からの誘客の促進につなげるため、産学官連携の下、在住外国人の活用により、テストマーケティング・企業見学会等の
交流会の開催や、フェイスブックを通じ県内各地の魅力を母国語で海外への情報発信を行う。 

＜在住外国人活用拡大化推進事業＞ 予算額：５，３７３千円    担当課：国際経済課 (国際化G 017-734-9218） 



☆経済成長著しいアジアに軸足を置いた取組を展開

　中国を中心とした東アジア（中国、香港、台湾）、東南アジア（シンガポール、ベトナム、インドネシア等）を中心に取組を展開

☆りんご、りんごジュース、ながいも、コメ、ほたて

　世界的にブランド化されつつある「りんご」を先導役に、上記５品目を戦略品目に位置付け、取組を展開

（今後の訴求品目）さば、いか、黒にんにく等の加工品、日本酒、特産果樹、畜産物

☆輸出相手国に応じた段階を踏んだ取組を展開

　品目毎に対象国・地域の市場の成熟度に合わせた段階的な輸出促進活動を展開

（取組段階）①相手国の制度調査 → ②輸出可能性調査 → ③輸出ルートの開拓・確立 → ④輸出規模の拡大 → ⑤民間主体の取組

県産農林水産品の輸出拡大への取組

 バイヤー招へい、青森りんごPR用DVD作成、試食宣伝、 現地商談

 現地商談、青森りんごフェア、試食宣伝、現地商談

　青森県農林水産品輸出促進戦略

　アジア輸出拡大戦略事業

　県内企業と国内外の企業とを結び
つけるコーディネーターとして「青
森県産品輸出促進員」を配置し、県
内企業の輸出活動を支援するととも
に、県産農林水産品のセールスマン
として、販売促進活動を展開

＜輸出促進員の主な業務＞
・県内企業の輸出活動の支援
・海外市場の調査
・県産農林水産品の販売促進活動

海外商標登録（中国）

戦略目標

県産「ふじ」の輸出拡大（中国）

　県産品ブランドのイメージ向上
と、商標トラブルの未然防止のた
め、県産品海外ＰＲ用シンボルマー
クに係る海外商標を取得

　中国産「ふじ」との差別化に向け
た県産「ふじ」の販売方法の検討

青森県産品輸出促進員の配置  バイヤー招へい、青森りんごフェア、Webを活用したPR

 県産品フェア、現地商談、バイヤー招へい

 現地商談

 県産品フェア、現地商談

基本戦略

　アジアの経済成長を取り込み、輸出を倍増して生産者・事業者の所得の向上を目指す。

対象国・地域

対象品目

取組手法

インドネシア

台湾

シンガポール

ベトナム

中国

香港

アジア輸出拡大戦略事業費 
事業費22,735千円（県費7,575千円） 

輸出環境整備事業費 
事業費11,075千円（県費11,075千円） 

海外商標ブランド化事業費 
事業費1,563千円（県費1,063千円） 

総事業費35,737千円（県費19,713千円） 

～ 域外市場からの外貨の獲得 ～ 国際経済課 輸出促進グループ 
（017-734-9574） 
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