
公益社団法人 

静岡県国際経済振興会 

SIBAの海外展開サポート 

平成27年９月３日 

静岡ものづくり未来プロジェクト 
海外展開支援セミナー 



ＳＩＢＡ沿革 

• 1951 静岡県貿易館設置 

• 1959 社団法人静岡県貿易振興会創設 

• 1979 ロサンゼルス事務所開設（現在閉鎖） 

• 1988 社団法人静岡県国際経済振興会発足 

• 1989 旧清水市→静岡市葵区追手町(中町)へ移転 

• 1994 上海事務所 開設 

• 2005 ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ開設（外資系企業誘致） 

• 2007 ｿｳﾙ事務所開設 

• 2012 公益社団法人へ移行 

• 2013 台北事務所、（6月）ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所開設 



静岡県海外事務所 

ＳＩＢＡ東南ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ 
上海 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

ｿｳﾙ 台北 

ｼﾞｬｶﾙﾀ 

ﾊﾞﾝｺｸ 
ﾎｰﾁﾐﾝ 



平成26年度「活動実績」 

公益社団法人 

静岡県国際経済振興会 



SIBAがお手伝いできること。 

情報 人材 資金 
（補助金） 

御社の海外ビジネスをしっかりサポート！ 



資金 
（補助金） 



【資金】平成26年度 海外市場開拓支援事業 支援金 

業種  進出先（国名） 事業内容 交付金額 
水産加工、及び販売業 ベトナム・タイ 

展示会出展 

350,000円 

織物製造・販売業 イタリア（ミラノ） 400,000円 

マーキング装置設計販売業 タイ 500,000円 

楽器製造業 アメリカ（カリフォルニア） 500,000円 

織物製造・販売業 イタリア（ミラノ） 500,000円 

木製品製造業 アメリカ 500,000円 

放射線検出器の開発・製造業 アメリカ（シアトル） 500,000円 

和菓子製造販売業 シンガポール 380,000円 

電動機用ブレーキ等製造販売業 東南アジア新興国 カタログ、ウェブサイト作成 400,000円 

下駄製造販売業 アメリカ・ヨーロッパ リーフレット、ウェブサイト作成 500,000円 

センサ製造・設計・開発業 アメリカ・ベトナム パンフレット、ウェブサイト作成 500,000円 

採択件数：11件  

東南アジア・欧米などへの開拓支援を実施 



情報 



【資金】東南アジアビジネスサポートデスク＆海外展開コンサルティング 

2事業で企業様の資金面をサポート 

■東南アジアビジネスサポートデスク 

■海外展開コンサルティング 

現地情報の収集・提供、現地での商談同行などを実施 
２６年度実績：２８社４９回の利用 
 

海外での事業展開を行うにあたり、 
その活動を支援するため専門家によるコンサルティングを実施 
２６年度実績：１５社２６回の専門家派遣 



【情報】セミナー実績（平成26年度） 

 エリア  テーマ 参加人数 

静岡市 メコン河流域国物流事情セミナー 44 

静岡市 イスラムビジネスマネジメント講座 32 

浜松市 海外危機管理実践セミナー 45 

沼津市 中小企業のためのベトナム展開講座 29 

静岡市 中小企業のためのミャンマー進出講座 31 

富士市 貿易代金回収リスクマネジメントセミナー 16 

浜松市 アジアにおける人財戦略セミナー 17 

静岡市 タイで成功を掴むための特別講座 26 

浜松市 タイで成功を掴むための特別講座 24 

三島市 農産品・加工食品『輸出ノウハウ』入門セミナー 42 

■SIBA主催セミナー 計20回 

静岡県内 東部・中部・西部 をカバーしたセミナー・相談会を44回開催 

 エリア  テーマ 参加人数 

静岡市 静岡県海外事務所駐在員一時帰国報告会 61 

伊豆市 静岡県海外事務所駐在員一時帰国報告会 36 

沼津市 静岡県海外事務所駐在員一時帰国報告会 49 

浜松市 静岡県海外事務所駐在員一時帰国報告会 52 

浜松市 
SIBAフォーラムin浜松 
「どう考える・中小企業の海外展開」 

178 

沼津市 海外と仕事を始めるための基礎講座２回コース① 29 

沼津市 海外と仕事を始めるための基礎講座２回コース② 22 

浜松市 国際規格の概要と最近の動向 34 

静岡市 
日本及び世界経済の動きと企業経営 
〜地域の企業の課題〜 

203 

静岡市 親会社と海外駐在員とのコミュニケーション講座 23 



【情報】セミナー実績（平成26年度） 

■JETRO、商工会議所等との共催セミナー 計18回 

■相談ブース出展計6回 

 エリア  テーマ 人数 

浜松市 ミャンマー海外投資セミナーin浜松 202 

静岡市 インドネシア最新ビジネス事情セミナーin静岡 41 

静岡市 
「農林水産物・食品」海外市場開拓セミナー 
（上海・香港） 

68 

静岡市 中国経済発展と自動車産業の実力 247 

静岡市 
知って得する、海外市場開拓における 
特許・商標・意匠出願セミナー 

30 

静岡市 ハラール食品研修会  200 

浜松市 ビジョンを共有する外資系企業の戦略 54 

静岡市 米国最新ビジネスセミナー 30 

静岡市 メキシコ進出セミナー 91 

 エリア  テーマ 人数 

静岡市 日本茶輸出&商談スキルアップセミナー 106 

富士市 米国医療・福祉機器ビジネスセミナーin富士 14 

静岡市 
パキスタン・バングラデシュ 
最新ビジネスセミナーin静岡 

12 

浜松市 
パキスタン・バングラデシュ 
最新ビジネスセミナーin浜松 

48 

浜松市 インドネシアセミナーin浜松  100 

静岡市 インドネシア進出セミナー  71 

静岡市 海外ビジネスことはじめ 56 

静岡市 海外展開支援セミナー 16  

浜松市 アジアの日系工業団地説明会&個別相談会 66 

 エリア  テーマ 

静岡市 しんきんビジネスマッチングフェア２０１４ 

浜松市 ビジネスマッチングフェアin Hamamatsu２０１４ 

袋井市 袋井市産学官情報交換会 

 エリア  テーマ 

三島市 
沼津・富士宮・富士・三島信金主催・富士山・東北海道 
ビジネスマッチング「食＆農」こだわりの逸品展示会2014 

沼津市 富士山麓産学官金連携フォーラム２０１５ 

御殿場市 御殿場・裾野ビジネス交流会 



【情報】セミナー&交流会風景 



【情報】視察ミッション（静岡県との共催） 

視察ミッションを３回に分けて実施  

フィリピン・台湾視察 

参加者：17名 

参加者：19名 

ベトナム視察 

タイ・ミャンマー視察 

参加者：17名 



【情報】視察ミッション風景 



【情報】FBC上海2014（日中ものづくり商談会）（清水銀行との共催） 

FBC上海2014（日中ものづくり商談会）へ共催者として県内5社と共に参加 



人材 

～育成・紹介～ 



【人材育成】貿易実務基礎セミナー 

貿易に携わる方向けの研修として６市で開催 

浜松市 
15名 

袋井市
9名 

静岡市
19名 

富士市 
20名 

沼津市
13名 

三島市
7名 



①現地事情（政治、経済、地理、歴史、慣習等） 

【人材育成】海外事業展開講座 

4か国について講座を実施（７月～１２月 毎週木曜夜） 

②法務・会計・税務 

④危機管理 

③人事・労務管理 

⑤コミュニケーション 

■内容 

インドネシア タイ 中国 ベトナム 



【人材採用】グローバル人材&静岡県企業交流会 

東部・中部・西部で開催 
県内   大学    か国    名  

留学生が参加 
10 15 59 



◎海外事業展開講座 ＊海外ビジネスに取り組む方のための短期集中講座＊ 

【静岡会場（静岡県産業経済会館）】 【浜松会場（浜松労政会館）】 

コース 日程 講義内容 コース 日程 講義内容 

ベ
ト
ナ
ム 

9月3日 現地事情 

タ
イ 

9月3日 現地事情 

9月10日 人事・労務管理 9月10日 人事・労務管理 

9月17日 会計・税務 9月17日 会計・税務 

9月24日 コミュニケーション 9月24日 コミュニケーション 

10月1日 危機管理（合同開催） 10月1日 危機管理（合同開催） 

コース 日程 講義内容 コース 日程 講義内容 

中
国 

10月1日 危機管理（合同開催） 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

10月1日 危機管理（合同開催） 

10月8日 現地事情 10月8日 現地事情 

10月15日 人事・労務管理 10月15日 人事・労務管理 

10月22日 会計・税務 10月22日 会計・税務 

10月29日 コミュニケーション 10月29日 コミュニケーション 

コース 日程 講義内容 コース 日程 講義内容 

タ
イ 

11月5日 現地事情 

ベ
ト
ナ
ム 

11月5日 現地事情 

11月12日 人事・労務管理 11月12日 人事・労務管理 

11月19日 会計・税務 11月19日 会計・税務 

11月26日 危機管理 11月26日 危機管理 

12月3日 コミュニケーション 12月3日 コミュニケーション 

平成２７年度 海外事業展開講座 



◎静岡県国際ビジネス事情講座 ＊講演後に、講師と自由に情報交換ができる交流会付＊ 

イベント名 開催日 受付状況 会場 

「インドビジネス戦略講座～税務・労務・法務を中心に～」 
インド法務のスペシャリストである会計士が、現地ビジネスの実務講座
を行います。 

9月15日 参加受付中 浜松商工会議所 

「ケーススタディで考えるインドネシア攻略法」 
インドネシア在住の講師が、進出日系企業の陥りやすい課題について
徹底解説します。 

10月16日 － 浜松商工会議所 

中国ビジネス再構築講座（仮） 10月30日 － 静岡市産学交流センター 

海外現地法人におけるリスク対策（仮） 11月20日 ー 静岡労政会館 

◎相談会開催・相談ブース出展 ＊海外ビジネスについて、お気軽にご相談にお越しください＊ 

イベント名 開催日 会場 

ベトナムサポートデスク 無料相談会【５社限定】 
静岡県東南アジアビジネスサポートデスク ベトナム担当者が来日し、
相談対応を行います。ビジネス形態、業種不問。先着順ですのでお申
込みはお早めにお願いします。 

9月18日 SIBA事務所 

第3回しんきんフェア静岡 2015 10月14日 ツインメッセ静岡 

富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング「食＆農」こだわりの逸品展
示会 2015 

11月19日 プラサ ヴェルデ（キラメッセぬまづ）  

平成２７年度 セミナー・相談会 



SIBAが海外への橋渡しをお手伝いします。 



公益社団法人静岡県国際経済振興会  

一緒に住む親から小遣い2万円 

「もっと稼ぎたいとは思わない」 

アルバイトは作業がつらくてやめた 

「実家があるから大丈夫」 



・海外の日本人学校教員内定者 

 日本で募集した教員のうち辞退者が1/3
に 

  中国の９校が44人を内定うち17人辞退 

 理由「親が心配している」など、 

 （PM2.5、尖閣列島反日ﾃﾞﾓなど） 

 




