
平成２６年度当初予算 施策 取組概要 

 

 

34301 国際交流・貢献活動のネットワーク化の推進（雇用経済部） 

34302 企業活動を支える国際的なネットワークづくりの推進 

（雇用経済部） 

（主担当部局：雇用経済部）    34303 海外自治体等と連携した誘客戦略の展開  （雇用経済部） 

 

県民の皆さんとめざす姿 

姉妹・友好提携先に加えて、欧米やアジアなど、今後結びつきを強める必要のある地域を設定し、産業

や観光、文化などのさまざまな分野で横断的に取り組むことにより、世界から優れた企業、人材の呼び込

み県内企業の海外展開が進み、地域に新たな活力と価値が創造されています。 

 

平成 27 年度末での到達目標 

国際社会のグローバル化に対応するため、姉妹・友好提携先や各国の駐日大使館等との連携を強化する

とともに、新たな国際ネットワークを構築し、海外に向けて県の持つ高い技術や観光資源等の魅力を発信

することにより、海外自治体等との連携が進み、文化、経済的交流が活性化しています。 

  

県民指標    

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

海外自治体等との連
携により新たに創出
された事業数（累計） 

 ５件 20 件 

 
20 件 20 件 

― 15 件    

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 

の説明 
海外の自治体や駐日大使館等との連携から、新たに生まれた、産業や観光、文化関連の事業数 

26 年度目標値

の考え方 

海外の自治体や駐日大使館等とのネットワーク強化を進めることにより、平成 24 年度に 15

件の連携事業を創出できたことから、27 年度の目標値である 20 件を早期達成することを目標

として設定しました。 

 

活動指標       

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

34301  国 際 交
流・貢献活動のネ
ットワーク化の推
進（雇用経済部観
光・国際局） 

みえ国際協力大
使数（累計） 

 140 人 160 人 

 

180 人 200 人 

125 人 142 人    

34302 企業活動
を支える国際的な
ネットワークづく
りの推進（雇用経
済部観光・国際局） 

新たに連携構築
を行った国際的
なネットワーク
の数（累計） 

 １件 ２件  ４件 ６件 

― １件     

 

   

       

     

３４３ 国際戦略の推進 



 

基本事業 目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

34303 海外自治
体等と連携した誘
客戦略の展開（雇
用経済部観光・国
際局） 

観光における海
外自治体等との
連携事業数（累
計） 

 ２件 ５件 

 

７件 10 件 

― ３件    

 

進捗状況（現状と課題） 

・昨年７月に三重県と台日産業連携推進オフィス（ＴＪＰＯ）の産業連携に関する覚書（ＭＯＵ）を結んだ

ことを契機として、行政間の連携、三重大学と台湾の大学等との連携を進め、５月には、ジェトロの支援

メニューを活用し、企業経営者等と連携して台湾との産業連携の手法に関する研究会を立ち上げて、台湾

企業とのマッチング手法の研究を開始しています。 

・ブラジルについては、サンパウロ州との共同宣言に記載された４分野の取組を推進していくため、庁内関

係課等からなる「サンパウロ州との共同宣言フォローアップ会議」を開催し、①教育、②環境ならびに気

候変動、③商工業、④観光の分野ごとに、情報の共有や具体的な取組の検討を進めていきます。また、サ

ンパウロ州知事との共同宣言に基づき、サンパウロ州と具体的な交流促進と相互協力について協議を進め

ていきます。まずは、10月中旬にサンパウロ州政府との窓口となっているブラジル三重県人会の来県時に、

今後の進め方について意見交換を行いました。 

・ブラジルとの交流促進を図るため、一般短期滞在数次査証交付の早期導入及び査証免除協定締結の実現に

ついて、外務大臣に提案を行いました。今後も関係の深い自治体の首長と連携し、国に対し提言活動を行

っていきます。 

・海外ビジネスサポートデスクについては、県内中小企業における中国、アセアンへの事業展開を支援する

ためのワンストップ窓口として各種相談や情報提供など、効果的な現地サポートを実施しています。中国

デスクにおいては、相談件数が増加しているものの新規成約案件まで結びついていないことから、相談件

数の大半を占める税制面や商標の問題など進出済企業に対するきめ細やかな課題解決支援を行う必要があ

ります。また、アセアンデスクにおいては、現地デスクのあるタイ以外のベトナム、マレーシアなど広い

範囲での相談案件が生じていることから、これら周辺諸国におけるサポート機能を充実していく必要があ

ります。 

・８月のアメリカ・ミッションでは、世界の経済・イノベーションを牽引するグローバル企業に、直接三重

の操業環境の魅力やポテンシャルをアピールすることで、将来の県内への投資に向けた足掛かりができま

した。また、国際的な産業人材の育成などをめざし、教育機関等との相互交流・連携の素地ができました。

訪問の最後にワシントン州商務部の幹部との意見交換を行い高度部材の研究開発を核とした産業連携につ

いて、具体的な検討を進めることで合意しました。 

・タイについては、年内のタイ投資委員会との産業連携に関するＭＯＵ締結に向け、調整を進めています。 

・在日公館等との連携については、６月に駐日ベトナム大使が三重県ベトナム友好協会設立のために昨年に

引き続き来県された機会を捉え、知事、副知事が面談しました。また、９月には駐日フランス大使が来県

された機会に、知事と意見交換を行い、トップレベルの関係構築を行いました。 

・みえ産業振興戦略アドバイザリーボードの策定委員に、政府関係者、観光に関する有識者等を加えた検討

部会を設置し、９月に「みえ国際展開に関する基本方針」を策定しました。この基本方針を強力に推進し

ていくためには、行政間のＭＯＵ締結のさらなる推進、国際展開の推進体制の整備、人材育成・啓発とい

った国際展開のプラットフォームを構築する必要があります。 

 



 

平成 26 年度の取組方向 

・国際戦略の展開に当たっては、「みえ国際展開に関する基本方針」に基づき、対象国・地域を選定し、計画

的、戦略的に対応します。 

・台湾やタイをはじめとする東南アジアに対するプロモーションを重点的に実施します。特に、台湾につい

ては、三重県観光アドバイザリー会議や新北市と提携した観光協定、国際旅行博への出展を通して、重点

的に観光誘客の取組を進めます。また、産業面においても、台日産業連携オフィス（ＴＪＰＯ）との覚書

や「台湾と三重県の協力推進プラン」に基づき、引き続き、三重県と台湾双方の企業、大学、研究機関間

における産業連携を進めていきます。 

・ブラジルについては、サンパウロ州との共同宣言に記載された４分野の取組を推進していくため、庁内関

係課等からなる「サンパウロ州との共同宣言フォローアップ会議」を開催し、①教育、②環境ならびに気

候変動、③商工業、④観光の分野ごとに、情報の共有や具体的な取組の検討を進めていきます。 

・海外ビジネスサポートデスクについて、中国デスクにおいては、進出済企業が抱える税制面や商標の問題

などサポートデスクだけで対応することが困難な専門的課題については、ジェトロをはじめ他の専門的機

関と連携して課題解決支援に取り組みます。また、上海や広東において、自動車など製造業向けの展示会

などに出展するものづくり企業の支援を行うとともに、マーケットとして急成長する内陸部への県産品の

販路開拓にも取り組むなど、幅広い分野での中小企業の海外展開を支援していきます。また、アセアンデ

スクにおいては、タイ以外のアセアン諸国への対応について、ジェトロ等の外部機関との連携や関係諸国

の駐日在外公館等とのネットワークの強化を通じて、サポート機能を充実していきます。 

・アメリカについては、ワシントン州との高度部材の研究開発を核とした産業連携の推進など、ミッション

で得られたさまざまな人的ネットワークの活用を図っていきます。 

・県内企業の海外展開の促進を図るため、官民一体となった協議会を設立し、海外ビジネス情報の交換、海

外市場の調査、海外取引の斡旋、人材育成・啓発などを実施します。 

・外資系企業等の県内立地に向け、金融機関等との協定の活用や在日公館等との連携強化に取り組むことに

より、海外からの投資を呼び込んでいきます。 

・名古屋、大阪など在日外国公館等と人的ネットワークの強化を継続して図っていきます。 

 

主な事業 

  

  ●（一部新）友好提携等推進事業【基本事業名：34301 国際交流・貢献活動のネットワーク化の推進】 

   予算額：(25) ８，９７４千円 → (26) ３，８５５千円 

   事業概要：ブラジル・サンパウロ州との姉妹提携 40周年記念共同宣言に基づき、これまでの「友好交

流」から「経済交流」への発展に向け、サンパウロ州とのネットワークの維持・強化に取

り組みます。 

 

  ●国際ネットワーク強化推進事業【基本事業名：34301 国際交流・貢献活動のネットワーク化の推進】 

   予算額：(25) ４，４９４千円 → (26) ３，１１９千円 

   事業概要：産業・観光における企業等の活動を支援し、海外販路の拡大や企業誘致、県内への誘客に

つなげるべく、姉妹提携先及び今後結びつきを強める地域の在日大使館、領事館等とのネ

ットワークを維持・強化し、三重の情報発信、情報収集を行います。 

 

 

 

 

雇用経済部 



  ●外資系企業誘致促進事業（再掲）【基本事業名：32101 国内外の企業誘致の推進】 

   予算額：(25) １５，２６０千円 → (26) １４，８０７千円 

   事業概要：国際競争力のある外資系企業の誘致に向け、大使館や関係機関とのネットワークを利用し

た情報受発信の強化や外資系企業誘致セミナーの開催、海外ミッションの実施など積極的

な取組を行います。 

 

  ●県内中小企業海外展開促進事業（再掲） 

【基本事業名：32201 企業活動を支える国際的なネットワークづくりの推進】 

   予算額：(25) ４３，５３５千円 → (26) ３４，８９１千円 

   事業概要：中国及びアセアン地域を対象にした海外展開支援拠点を活用し、中小企業の海外展開を支

援するとともに、産業連携覚書に基づき、台湾と欧州との企業連携等の機会を創出するな

ど、新たなビジネス展開を促進します。新たに、産学官一体となった海外展開を推進する

協議会の設置などを行います。 

 

  ●日台観光交流推進事業【基本事業名：34303 海外自治体等と連携した誘客戦略の展開】 

   予算額：(25) １５，８３０千円 → (26) ５，１８４千円 

   事業概要：平成 25年５月開催の「2013日台観光サミット in三重」を一過性に終わらせることなく、

台湾との交流、連携を継続し、誘客へ繋げるため、台湾の観光関係者との良好な関係を維

持、継続していきます。 

        平成 25 年 10 月に締結した台湾新北市との観光協定に基づき、新北市の三大イベントにお

いて三重県のＰＲを行います。 

 

  ●（新）海外・大都市圏を目指すグローカル食品の開発促進事業（再掲） 

【基本事業名：32402 県研究機関による技術開発の推進】 

   予算額：(25)    － 千円 → （26） １，５３１千円 

   事業概要：三重県内のみならず、海外や大都市圏においても販売可能な県産食品を開発するために、

多様な主体とともに、研究会や共同研究等を行い、課題を明らかにするとともに、広域流

通を踏まえた技術開発や試作品づくりを行います。 

 


