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JICAの中小企業海外展開支援事業とは
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途上国の開発ニーズと中小企業の製品・技術のマッチングを
支援します。

開発課題の解決に
向け、WIN－WINの

事業を展開

支援

JICA

中小企業 途上国政府機関

海外に
事業を広げたい

自国が抱える開発
課題※を解決したい

中小企業の海外事業展開の促進
地域経済の活性化の促進

※開発課題
途上国が抱える
社会・経済上の問題

※自社の製品や技術を用いて解決できる途上国の問題が、日本の援助方針に沿ったものか確認いただくのにご活用ください。
各国の政治・経済・社会情勢や、開発に関する計画・課題を総合的に勘案して作成する日本の援助方針です。

国別援助方針（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html


基礎調査 案件化調査 普及・実証事業

概要

中小企業等からの提案に基づき，
開発途上国の課題解決に貢献する

中小企業等の海外事業に必要な基礎
情報収集・事業計画策定のための調査

中小企業等からの提案に基づき，
製品・技術等を途上国の開発へ

活用する可能性を検討するための調査

中小企業等からの提案に基づき，
製品・技術等に関する途上国の開発への

現地適合性を高めるための実証活動を通じ，その普
及方法を検討する事業

実施日程

（参考） 【２０１６年度第１回】 （参考） 【２０１６年度第２回】
２０１６年２月１２日 公示（JICAのHP） ２０１６年 ９月５日 公示（JICAのHP）

３月中旬 募集要項説明会 ９月下旬 募集要項説明会
４月上旬 応募締切 １０月上旬 応募締切
６月下旬 採択通知 ２０１７年 1月下旬 採択通知

（契約締結後調査開始） （契約締結後調査開始）
（普及・実証事業のみ先方政府機関の了承取付、 （普及・実証事業のみ先方政府機関の了承取付、

契約締結後事業開始） 契約締結後事業開始）

公募対象 中小企業等 中小企業等（新たに中堅企業枠設定予定）※1

採択予定件数 ※2 ２３件程度 ７０件程度 ３７件程度

上限金額
（税込）

８５０万円
3,000万円 （機材（同時携行できる小型の機材

を除く）の輸送が必要な場合は，5,000万円）
１億円（※3)

JICA
負担経費

①人件費（外部人材活用費のみ）、
旅費、現地活動費、管理費

①プラス機材輸送費、本邦受入れ活動費
①プラス機材製造・購入・輸送費、

本邦受入れ活動費

協力期間 数か月～1年程度 数か月～1年程度 1～3年程度

事業のモデル
（適切と思われ
る販売想定先

※4

B to B/C
(Business to Business/Ｃonsumer：

対象国の企業／一般消費者が対象）

Ｇと協働 → B to G
B to B/C

（Business to Government：対象国の政府／自治体／公的機関等が対象）

ＯＤＡを活用した中小企業等の海外展開支援

※1 日本の法律に基づき設立された法人であり、資本金の額または出資金の総額が10億円以下の会社。みなし大企業は除く。 ※2 上記実施は、予算成立が前提。

※3 2016年9月公示分より、上限金額1.5億円分を2件程度採択。 ※4 JICAが適切と想定する内容（製品／技術により異なることもあります）。

２０１７年３月８日公示予定、3/10説明会（お申込み受付中 https://sk2017-1-wise.sqale.jp/）
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JICA中小企業海外展開支援における委託事業について

Q１．JICAの委託事業とは？
○委託事業とは、機関が、自ら業務を実施するよりも、優れた特性を持つ第三者に委託して実施することが効率的であると認められる業務について、

その業務の実施を委託する事業と言われています。本事業においては、この考え方のもと、機関（JICA）と受託者（中小企業）の間で、業務委託契約
を締結し、当該業務の給付の完了を目的としています。なお、本事業における給付の完了とは、「業務完了報告書」の提出に該当します。

Q２．委託費と補助金との違いは？
○委託費とは、機関（JICA）の特定の業務等を受託者（中小企業）に対し、委託し実施して頂く場合に、双方の合意に基づき、反対給付として支出する

経費 を いいます。また委託費は、中小企業連携促進基礎調査、案件化調査、普及・実証事業それぞれの委託契約に基づく対価的性格を有する
経費であって、補助金のような助成的性格のものとは異なります。

Q３．報告書・機材の所有権・著作権は？
○受託者（中小企業）が提出し、検査を完了した報告書、また受託者が調達し、検収が完了した機材の所有権は、委託元の機関 （JICA）となります。

また、 JICAによる成果品（報告書）の検収後、成果品の著作権は受託者からJICAに譲渡されます。

JICA 中小企業

開発途上国の開発
に貢献できる技術
や製品はないか？

当社の製品は
開発途上国で

活用できるか？

企画の提案

業務の委託

成果品の提出
(業務完了報告書)

成果品への支払
（反対給付）
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＜参加資格要件＞

【３事業共通】

競争参加資格として、以下の要件を全て満たす者

（１）日本登記法人の中小企業または、 中小企業団体の一部

（事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、及び商工組合）

（２）会社または団体設立後、企画書提出締切日までに1年以上経過している者

（３）当機構の競争参加資格を有する者

（４）当機構の定める一般契約事務取扱細則第4条の規定に該当しない者であり

、契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でない者

（注１） 中小企業の定義は中小企業基本法第二条 、及び株式会社日本政策金融
公庫法施行令第三条第2項 に基づく

（注２）以下のいわゆる、「みなし大企業」等については対象外となります。
（a）発行済株式の総数または出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者

（b）発行済株式の総数または出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者

（c）大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

（d）会社法上の外国会社、発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上を外国会社が所有している企業、又は外国会
社の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

※上記の参加資格要件を満たさなくなることが事業実施前に見込まれている企業の応
募は認めません。

応募上の留意事項等
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神奈川県・山梨県の採択企業一覧
～基礎調査～
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JICA中小企業海外展開支援事業 神奈川県・山梨県での採択企業一覧
2017.1月末現在

企業名 対象国 分野 採択事業案件名

2013 ジョブ（横浜市） ブラジル 保健・医療 ポータブルＸ線装置現地生産化事業 基礎調査

川崎花卉園芸（川崎市） エチオピア 農業
プリザーブドフラワー製造販売事業調査（中小企業連携
促進）

2014 ストリートデザイン（横浜市） ベトナム 環境・エネルギー 工業団地でのサーマルリサイクル事業 基礎調査

京浜蓄電池工業（横浜市）
バングラデシュ 環境・エネルギー

無電化地域最低所得者層向けピコソーラー等販売・普及
事業基礎調査

横浜ウォーター（横浜市） タイ 水の浄化・水処理
タイ地方水道公社と連携した配水管維持管理事業 基礎
調査

2014 サラダボウル（山梨県） ベトナム 農業 ダラット高原における先進的施設園芸事業

2015
エスエイチシーデザイン
（横浜市）

フィリピン 保健・医療
3Dプリント義足製作ソリューション事業調査(中小企業連
携促進)

2016 内藤ハウス（山梨県） コートジボワール 保健・医療
コートジボワール共和国におけるプレハブ・システム建築
を活用した医療施設整備に向けた基礎調査



神奈川県・山梨県の採択企業一覧
～案件化調査～
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企業名 対象国 分野 採択事業案件名

2012 アムコン（横浜市） フィリピン 環境・エネルギー 浄化槽汚泥の脱水装置の普及事業

萬世リサイクルシステムズ/カーボンフ
リーコンサルティング（横浜市）

フィリピン 廃棄物処理 資源循環推進事業創出に関する案件化調査

上野グリーンソリューションズ（横浜市）
フィリピン
インドネシア

環境・エネルギー
新興国および太平洋の島国における“ソーラーハイブリッドシステム”（ディーゼル発電と太陽光発電
のミックスによる発電システム）の普及に関する案件化調査

元旦ビューティー工業（藤沢市） ベトナム 環境・エネルギー 屋根を利用した省エネ・太陽光・防災事業案件化調査

日研（高座郡） カンボジア 水の浄化・水処理 メコン川流域諸国におけるPOU浄水システム普及に向けた案件化調査事業

2013 オオスミ（横浜市） ベトナム 環境・エネルギー 簡易測定法を用いた省エネ診断・対策提案事業及び環境教育推進の案件化調査

水道テクニカルサービス （横浜市） インド 水の浄化・水処理 上水道漏水検知サービスの案件化調査

ブレスト（平塚市）
パラオ・フィ
ジー・サモア

廃棄物処理、環境・エ
ネルギー

大洋州地域における廃プラスチック油化装置の普及に向けた案件化調査

大川原化工機（横浜市） フィリピン 農業 スプレードライヤを利用したココナッツシュガーの生産量拡大に向けた案件化調査

日本原料（川崎市） モザンビーク 水の浄化・水処理 ろ過材交換不要のろ過装置による持続可能な飲料水供給事業案件化調査

2014 音力発電（藤沢市） ブラジル
防災・災害対策等、
環境・エネルギー

ブラジル国エネルギーハーベスティング技術に関する案件化調査

バイオメディカル研究所 （横浜市） タイ 保健・医療 デングウイルス感染症の発生動向を正確に把握するシステム構築の案件化調査

シーティーシー（横浜市） フィリピン 農業
食物連鎖促進及び在来土壌微生物多様化促進資材（ルオール）を活用したエビ養殖産業の再生案件
化調査

コダマコーポレーション （横浜市） インドネシア 職業訓練・産業育成 国公立技術専門学校における裾野産業向けCAD/CAM技術者育成案件化調査

ジェネシス （横浜市） インド 職業訓練・産業育成 携帯電話基地局情報を利用した貨物トラッキングシステムの案件化調査

2015 テクナレッジ・ジャパン（横浜市） ミャンマー 職業訓練・産業育成 蚕糸業の再興に向けての案件化調査

テクニカン（横浜市） ベトナム 農業
液冷式の急速冷凍装置による農産物の高付加価値化と農村における食品産業育成に関する案件化
調査

ジャステック（横浜市） インドネシア 水の浄化・水処理 バタム島における既設浄化槽汚泥処理施設向け前処理脱水技術導入事業の案件化調査

日本ベーシック（川崎市） バングラ 防災・災害対策 自転車搭載型浄水装置を活用したコミュニティ防災体制構築事業案件化調査

桑郷（山梨県） フィリピン 農業 パンパンガ州における桑の葉茶事業案件化調査

ルートレック・ネットワークス（川崎市） ベトナム 農業 ダラット高原におけるICT活用・次世代養液土耕栽培システム案件化調査

2016 ワコー商事（藤沢市） フィリピン 防災・災害対策 災害医療支援体制を強化するための案件化調査

日建（山梨県） マラウイ 環境・エネルギー 未電化農村村における蓄電式マイクロ水力-太陽光ハイブリッド発電システム導入案件化調査

イチバンライフ（横浜市） バングラ 農業 高付加価値なモリンガ生産・加工方法の構築を通じた農家の生計向上に関する案件化調査

エイコーエコスパ（横浜市） マーシャル 廃棄物処理 廃潤滑油のディーゼル発電燃料化案件化調査

川崎花卉園芸（川崎市） エチオピア 農業 花卉産業のサプライチェーン高度化育成についての案件化調査

甲斐水晶工芸（山梨県） ザンビア 職業訓練・産業育成 山梨県の伝統工芸である半貴石加工技術の移転による小規模事業者の収益向上案件化調査



神奈川県・山梨県の採択企業一覧
～普及・実証事業～
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企業名 対象国 分野 採択事業案件名

2013 アムコン（横浜市） フィリピン 環境・エネルギー 浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業

萬世リサイクルシステムズ
カーボンフリーコンサルティング（横浜市）

フィリピン 廃棄物処理 資源循環推進事業創出に関する普及・実証事業

グッドマン
横浜ウォーター（横浜市）

インドネシア 水の浄化・水処理

樹脂管（PVC管・PE管等）に特化した漏水探索器を使用した
無収水削減対策の実証及び漏水調査計画書・老朽管更新
計画書作成・排水管網維持管理普及・実証事業

日本原料（川崎市） フィリピン 水の浄化・水処理
移動式砂ろ過浄水装置及びろ過池更生システムの普及・実
証事業

2014
水道テクニカルサービス
（横浜市）

インド 水の浄化・水処理 上水道漏水検知サービスの普及・実証事業

オオスミ（横浜市） ベトナム 環境・エネルギー
簡易測定法を用いた省エネ診断・対策提案事業及び環境
教育推進の普及・実証事業

ブレスト（平塚市）
パラオ・フィジー・
サモア

廃棄物処理、環境・エ
ネルギー

大洋州地域における廃プラスチック油化装置の普及に向け
た普及・実証事業

インフォマティクス（川崎市） フィリピン 防災・災害対策
地方政府における防災・災害対策システムの普及・実証調
査

2015 サラダボウル（山梨県） ベトナム 農業 ダラット高原における先進的施設園芸普及・実証事業

音力発電（藤沢市） ブラジル
防災・災害対策等、環
境・エネルギー

ブラジル国エネルギーハーベスティング技術に関する普及・
実証事業

2016
バイオメディカル研究所
（横浜市）

タイ 保健・医療
デングウイルス感染症の発生動向を正確に把握するシステ
ム構築の普及・実証事業

コダマコーポレーション
（横浜市）

インドネシア 職業訓練・産業育成
国公立技術専門学校における裾野産業向けCAD/CAM技
術者育成普及・実証事業

2012年～（3事業）

合計：36社47案件

契約金額 18億円以上



フィリピン国 3Dプリント義足製作ソリューション事業にかかる基礎調査

 提 案 企 業： 株式会社SHCデザイン
 企業所在地 ： 神奈川県横浜市
 サイト：フィリピン国（メトロマニラ、イロイロ州）

 栄養状態の劣悪さから糖尿病に羅漢して膝下切
断処置を受ける義足適合患者の数が多い

 義肢装具士、義足提供クリニックの不足から、貧
困層が義足を入手・交換することが難しい

企業・サイト概要

フィリピン国の開発課題

 前例がなく競合他社のない本提案製品のパイオニア的展開は、世界義足市場での強固な市場優位性・高い認
知度・ブランド力の獲得、事業収益拡大・安定化につながる

 途上国での収益獲得により、本提案製品を膝下足以外の部位の義足・義手など他の装具製作にも対応できる
機能向上のための開発費を確保したい

日本の中小企業の事業戦略

 義肢装具士のトレーニング期間や、1本あたりの義足製作時間を削減。大げさな機械加工設備なしに義足提供
クリニックの設立が可能になる

 障害者/足切断患者は、美観をそなえた身体的負担の少ない義足を、従来品の義足の半額以下で入手できる
 義足適用患者の3分の1は義足装着により生産労働への従事が可能となると見込める

中小企業の事業展開を通じて期待される開発効果

 3Dプリンタおよび3Dプリンタ用の義足デザイン、
3Dモデリングソフトウェアを独自開発

 非常に簡易に義足製作を行える、低価格の義足
製作用3Dソリューション

 患者の健足そっくりの美観を備える完全オーダー
メイド、軽量で身体負担が少ない

中小企業の製品・技術

2015年度
基礎
調査
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 普及・実証事業：ラピデングを使用したデング熱感染症サーベイランスシステム構築の為のパイロット事業が実
施される

 第三国研修／技術協力プロジェクト／中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力：ラオスやミャンマーなどの近隣
諸国を対象に、安価なラピデングが提供・活用され、デング熱発生動向を迅速且つ正確に把握するサーベイラ
ンスシステムの構築が期待される

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 タイ国内においてラピデングブランドの認知度を高めるため、大学等の研究機関に研究試薬として販売する

 タイ国内での生産・販売体制の確立後、長期的には周辺国等を始め、デング熱の流行地域である熱帯・亜熱
帯地域への水平展開を目指す

日本の中小企業のビジネス展開

タイ国 デングウイルス感染症の発生動向を正確に把握する
システム構築のための案件化調査

 提 案 企 業 ：株式会社バイオメディカル研究所
 提案企業所在地：神奈川県横浜市
 サイト ・C/P機関：タイ国保健省疾病対策局、マヒドン大学病院など

企業・サイト概要

 抗原検出型の、精度の高いデングウイルス感染
症簡易検査キット（ラピデング）

 デング熱感染症発症直後から感染の有無につい
て、簡単、迅速、安価に検査が可能

 例年、約6万人以上のデング熱感染患者が存在

 デング熱感染症の発生に関するデータ精度が低く、
重篤化への備えが不十分

 保健医療費の高騰

タイ国の開発課題 中小企業の技術・製品

2014年度
案件化
調査
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 災害医療資器材の有効活用を促進
 災害医療支援技術の強化
 災害医療支援機関間の連携
 災害医療支援にかかる時間の短縮
 被災者救済率の向上

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 日本の災害医療支援体制づくりの経験を活かして、対象国におけるビジネス機会を獲得

 フィリピンにおける事業の収益を日本国内の活動及び事業に還元することによって当社の成長率を加速させ、
もって日本国内の事業規模を維持拡大

日本の中小企業のビジネス展開

フィリピン共和国 災害医療支援体制の強化に向けた案件化調査

 提 案 企 業 ：株式会社ワコー商事
 提案企業所在地：神奈川県藤沢市
 サイト ・C/P機関 ：マニラ首都圏・保健省等

企業・サイト概要

 災害医療班の支援機能及び技術を段階的に向上させる訓
練・コンサルティング技術

 資器材の投入費用及びライフサイクルコストの低減を実現
する分析力

 日本の災害医療支援の経験に基づく、支援機関の連携体制
づくりの知見

 世界有数の自然災害（台風・暴風雨、洪水、土砂、火山、地
震）多発国

 台風被害（1997-2007年）による死者は1.3万人、5,000万世帯
が被災。洪水・土砂等で毎年5,300億円の経済損失

 災害医療資器材・活用技術の向上に困窮
 災害医療支援体制が未熟、連携ネットワークは未発達

フィリピン共和国の開発課題 中小企業の技術・製品
災害医療支援にかかる訓練の模様

2016
案件化
調査
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 桑の葉茶事業にかかる製品開発力、栽培、製造、地場産品マーケティング、6次産業化事業運営技術・ノウハ
ウを、現地専門家を通じて移転し、地域に桑の葉茶事業が普及する。

 地域農民が、桑の葉栽培、桑の葉茶製造に従事することで、投資・雇用拡大、所得の向上を実現する。

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 桑の葉栽培から桑の葉茶製品開発、製造、販売までを一貫したビジネスモデルを構築する（現地法人の設立を
検討）。

 地域農民と協力し、桑の葉栽培、桑の葉茶製造を行い、現地で販売する。
 フィリピンをアジア圏への製品供給拠点としても活用し、日本、中国等アジア圏への桑の葉茶製品の供給する。

日本の中小企業のビジネス展開

フィリピン国 パンパンガ州における桑の茶事業案件化調査

 提 案 企 業 ：株式会社桑郷
 提案企業所在地：山梨県市川三郷町
 サイト ・C/P機関 ：パンパンガ州・パンパンガ国立農業大学

企業・サイト概要

 日本の耕作放棄地における、桑の葉栽培から桑
の葉茶製造、販売までを一貫した6次産業化事業
運営ノウハウを保有

 独自の製茶加工ノウハウによって、高い健康増進
効果と優れた食味を持つ桑の葉茶を実現

 包摂的経済成長による貧困の削減

 農業関連産業のクラスター化による投資・雇用の
創出、農産物の高付加価値化と輸出強化

 ピナツボ火山噴火の影響を受けた地域の農地回
復や火山灰土でも生育しやすい作物の導入（パン
パンガ州）

フィリピン国の開発課題 中小企業の技術・製品

2015年度
案件化
調査
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日本企業側の成果

 インディカ米（長粒米）を原料とする低た
んぱく米を試作中。

 低たんぱく米の海外普及が未開拓。

 インディカ米（長粒米）を原料とした現地
の嗜好に合った低たんぱく米の製造技
術を確立。

 現地法人を設立し、現地での低たんぱ
く米の製造・販売事業を展開。

 低たんぱく米製造技術を活用した国産
米の高付加価値化。

 低たんぱく米を導入した適切な食事療
法の普及により、腎臓病進行が抑制。

 慢性腎臓病患者の増加による、
国の医療費負担の低減。

 急増が予想される腎臓病患者へ
の食生活のケア。

フィリピン国の開発ニーズ

慢性腎臓病患者の食事療法用低たんぱく米導入のための普及・実証事業
株式会社バイオテックジャパン（新潟県）

フィリピン国側に見込まれる成果

普及・実証事業の内容

 フィリピン稲作研究所へ低たんぱ
く加工米製造装置を設置、製造技
術の移転を行いフィリピン米を原
料とする低たんぱく米を製造。

 現地病院患者へ低たんぱく米提
供を行い、現地の嗜好に合わせた
製品を開発。

 食事療法ハンドブック、低たんぱく
食レシピブックの作成、現地ワー
クショップの開催等をとおして、普
及展開案を検討。

提案企業の技術・製品

植物性乳酸菌による
米の低たんぱく化技術

－植物性乳酸菌を使用し原料米
のたんぱく質含有量を低減するこ
とが可能。

－3000株以上の乳酸菌株を保有

し、米だけでなく玄米、小麦などの
多様な穀物での乳酸菌処理技術
を持つ。

フィリピン

現状

今後

2014年度
普及・実証
事業
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ＪＩＣＡ支援事業の全体像

スキーム名 事業経費 期間 対象者 目的

基礎調査 850万円
数ヶ月～1年
程度

中小企業、中小企業団体の一部
組合

中小企業等からの提案に基づき、開発途上国の課
題解決に貢献する中小企業の海外事業に必要な基
礎情報の収集と、事業計画の策定を目的とするも
の。

案件化調査
3,000万円又は
5,000万円

数ヶ月～1年
程度

中小企業、中小企業団体の一部
組合

中小企業等からの提案に基づき、技術・製品等を
途上国の開発へ活用する可能性を検討することを
目的とするもの。

途上国の課題解決型
ビジネス（SDGs＊ビ
ジネス）調査

旧BOPビジネス連携
調査、2017年2月公
示より変更

5,000万円
最大3年

途上国の課題解決型ビジネスの
実施を検討する本邦登記法人

＊SDGsとは、2015-30年までの
行動計画として掲げられた「持
続可能な開発目標」

開発途上国での課題解決型ビジネスを計画してい
る本邦法人からの提案に基づき、ビジネスモデル
の開発、事業計画の策定、並びにJICA事業との協
働事業の可能性について検討・確認を行うもの。
（BOP層への裨益、事業の実現性・持続性を重視
する方針は継続）

普及・実証事業 1億円 1～3年
中小企業、中小企業団体の一部
組合

中小企業からの提案に基づき、途上国の開発への
技術・製品等の現地適合性を高めるための実証活
動を通じ、その普及方法を検討することを目的と
するもの。
（相手国実施機関は公的機関に限定）
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スキーム名
事業
経費

期間 対象者 目的

開発途上国の社会・
経済開発のための
民間技術普及促進事業

2,000万円 最大2年 本邦登記法人

開発途上国の政府関係者を主な対象とする本邦での研修や現地
でのセミナー等を通じて、日本企業が持つ優れた製品、技術、
システム等への理解を促すと共に、開発への活用可能性検討を
行うことを目的とするもの。
（主たる相手国実施機関は公的機関であること）

草の根技術協力事業
（地域活性化特別枠）

6,000万円 3年以内

地方公共団体
（実施は地方公共団
体が推薦する団体で
も可）

地方自治体、地域経済団体、大学及び企業が有する技術・経験
を活用し、途上国に貢献する事業を支援するもの。途上国の
様々な需要・ニーズを日本各地のリソースと結びつけ、国際化
を支援することで地域の活性化も促進する。

PARTNER
(国際協力キャリア
総合サイト）

－ －
企業、団体
（個人も登録可）

「開発途上国で事業を実施して人材を求めている団体」と「国
際協力の仕事に携わりたい個人」を結びつける「国際協力キャ
リア総合情報サイト」。
JICAボランティア経験者をはじめ、海外経験や高い専門性を有
したグローバル人材が多数登録されているため、海外展開や
CSR活動に必要な人材を確保することを可能とするもの。

民間連携ボランティア －

原則1～2年
（3か月以
上の短期も
可）

株式会社（特例有限
会社含）または持分
会社（合同会社、合
資会社、合名会社）

各企業のニーズに合わせ、受入れ国や要請内容、職種、派遣期
間等をカスタマイズ可能。今後、事業展開を検討している国等
へ派遣し、活動を通じて、現地語、文化、商習慣、技術レベル、
各種ニーズ等を把握したり、ネットワークを作ったりするもの。

ＪＩＣＡ支援事業の全体像



「中小企業海外展開支援事業」のホームページ
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◆中小企業海外展開支援への取り組み(http://www.jica.go.jp/sme_support/index.html)

◆JICAトップページ(http://www.jica.go.jp/) 

こちらからリンク
しています。

中小企業海外展開支援の情報が
入手できます。

・事業概要
・説明会情報
・公示情報 等

クリック

http://www.jica.go.jp/sme_support/index.html
http://www.jica.go.jp/


お問い合わせ先
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海外展開支援のご質問は、JICA横浜国際センターまでお問い合わせください。

JICA横浜国際センター 総務課

住所： 〒231-0001 横浜市中区新港２－３－１

電話番号：０４５－６６３－３２５２

ホームページアドレス：http://www.jica.go.jp/yokohama/

メールアドレス：yictad@jica.go.jp

中小企業海外展開支援事業担当：平野・広瀬・増田・山田

http://www.jica.go.jp/yokohama/

