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1．概要 

ラグビーワールドカップ 2019に続き、2021年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会等の開催（予定）による我が国に対する国際的な注目度の高まりに合せ、特に地

方における我が国の魅力的なビジネス環境を世界に向けて発信するため、地方自治体等

が抱える課題解決に貢献するようなアイデアを持ち、且つ開催地域への投資確度の高い

外国企業や産業クラスター形成上重要な外国企業の幹部等を招へいし、地域企業とのマ

ッチング等を行う Regional Business Conference（以下「RBC」という。）のプロジェク

トを募集します。 

 

≪募集プロジェクトについて≫ 

・開催時期：2020年度 

・開催地：地域への対日直接投資サポートプログラム1（以下、地域サポートプログラム）

の支援対象となっている地域、または本プロジェクトの募集期間内に地域サ

ポートプログラムへの申請書を提出した地域 

・主催者：RBC採択者、経済産業省 

独立行政法人日本貿易振興機構（以下、「ジェトロ」という） 

 

採択されたプロジェクトについては、１事業（複数自治体での実施を想定）当たり 1,000

万円の費用負担を上限に、ジェトロより以下の支援を受けることが出来ます。(※費用

負担については、ジェトロ内部規定に基づく支出となります) 

１） 外国企業の招へいに係る支援 

① 被招へい企業の募集・選定、スケジュール調整 

② 被招へい企業の来日スケジュール調整や航空券、宿泊手配 

③ 被招へい企業に係る通訳手配 

   【ジェトロ負担可能支出項目】 

   ・被招へい者の旅費（航空券、旅行傷害保険、国内交通費、国内宿泊費） 

・通訳費（被招へい企業に係る逐次・同時通訳費） 

２）地域企業と外国企業とのビジネスマッチング等の開催支援 

                                                   
1 「地域への対日直接投資サポートプログラム」 

経済産業省及びジェトロが外国企業誘致に積極的な自治体を支援するプログラム 

支援対象自治体とともに、各地域の強みを活かした外国企業誘致戦略の策定と、この戦略

に沿った関連施策の活用や具体的な誘致活動への支援を行う。 

（概要）経済産業省 HP 

http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181004002/20181004002.html 

http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181004002/20181004002.html
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  ① 被招へい企業へのマッチング要望のヒアリング 

  ② マッチングイベント会場手配、資料翻訳（被招へい企業に係わる資料）手配 

【ジェトロ負担可能支出項目】 

  ・マッチングイベント会場費 

・資料翻訳費（被招へい企業や地域企業等の資料翻訳） 

・資料印刷費 

３）招へいプログラムの内容・運営方法等に対する助言 

 

2．募集プロジェクト内容の条件 

 プロジェクトの内容については、以下（1）から（5）を全て満たすことを条件に、応

募者の自由な発想で企画立案を行うこととします。ただし、条件を全て満たす場合でも、

不採択となる場合もあります。審査は別途定める審査基準に基づいて実施しますので、

【7－（1）審査内容】をあわせてご確認ください。 

 

（1）応募者が地域の特色・強みを踏まえて策定した外国企業誘致の方針に基づき、地

域への投資確度の高い外国企業の誘致活動を主体的に行えること 

（2）ジェトロと当該自治体が協議して選定した 10社程度の外国企業の幹部等、投資決

定権を有する者を当該地域に招へいし、地域企業等と被招へい企業等の外国企業

とのビジネスマッチングなど、投資誘致に必要なプログラムを実施すること 

 (3) 複数自治体での開催を前提としており、以下のいずれかにあてはまること 

・複数自治体で応募すること 

・単独自治体で応募する場合、複数自治体に跨ったプログラム（全 1週間程度）が

組まれることを前提に、1～2日程度の滞在を想定した提案書を作成すること 

(4) 以下①～④の応募テーマを選択しており、応募内容が該当テーマに基づいている

こと。 

 

 【応募テーマ】 

① 防災・減災：AI・IoT・ドローンなどの最新の技術を活用した防災・減災アイ

デアを有し、地域企業等との協業・連携が見込める外国企業の誘致を想定。 

② イノベーション：モビリティ、ヘルステック、スマートホーム等の分野におい

て、地域の課題解決のため先進的な技術やアイデアを有する外国企業の誘致を

想定。 

③ 生産性向上：地域の製造業や農林水産業の国際競争力を強化するため、製造・

生産現場の高度化やイノベーション創出に貢献するような外国企業の誘致を

想定。 

④ 観光：地域を訪れる外国人観光客を拡大させるため、地域の観光資源を効果的
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に活用し、宿泊施設やレジャー施設の開発を行う外国企業や訪日旅行商品等

を扱う外国企業の誘致を想定。 

 

 

3．応募者の要件  

地域サポートプログラムの支援対象となっている地方自治体（本プロジェクトの募集

期間内に地域サポートプログラムへの申請書を提出した地方自治体を含む）が応募の対

象となります。なお、複数の団体（地域の経済団体や地方自治体等による協議会等を含

む）による共同プロジェクトとする場合には、主な構成団体として、地域サポートプロ

グラム支援対象となっている地方自治体が含まれていることを要件とします。 

また、応募にあたっては、管轄の地方経済産業局及びジェトロ貿易情報センターと事

前協議を行い、プロジェクト実施体制等について了解を得た上で応募してください。 

 

4．事業実施期間 

 テーマ毎に、第 3四半期以降（2020年 10月～2021年 2月）の実施を想定。 

  【応募から開催までの流れ】 

  ≪複数自治体応募の場合≫ 

    複数自治体で、招へい事業の応募テーマを選択し、そのテーマにあった事業の

内容、行程、時期について検討 

      ↓ 

    複数自治体で RBCへ応募 

      ↓ 

    書類審査、プレゼンテーション審査の実施 

    RBC事業への採択 

      ↓ 

    提案書の内容に応じて、ジェトロや経済産業省と協力をしながら、最終的な招

へい事業内容を決定、事業を開始 

 

  ≪単独自治体応募の場合≫  

    単独自治体で、招へい事業の応募テーマを選択、そのテーマにあった地元の強

みや、視察、商談候補先を検討 

      ↓ 

    単独自治体で RBCへ応募 

      ↓ 

    書類審査、プレゼンテーション審査の実施 

    RBC事業への採択 

      ↓ 
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    ジェトロにて同じテーマで応募があった自治体同士の視察、商談候補先を検討

の上、行程や時期を検討 

      ↓ 

    複数自治体での招へい事業を前提に、ジェトロや経済産業省と協力をしながら

最終的な招へい事業内容を決定、事業を開始 

 

5．採択者の義務 

・採択者は、採択後、定期的（月に 1回程度）に開催準備状況等の進捗を経済産業省

及びジェトロに報告し、プロジェクトの進め方について協議してください。（報告

形式は自由）。 

・最終報告書については、2021年 3月 26日（金曜日）までに、6．（3）の提出先にメ

ールで提出してください（報告様式は各採択者へ送付します）。 

 ・プロジェクト完了後、最終報告書を元に成果や課題等について報告いただく場を設

ける可能性があります。 

 

6．応募手続き 

(1)応募受付期間 

 2020年 6月 29日（月）～8月 7日（金）17時（必着） 

 ※締切を過ぎてからの提出は受け付けられません。 

(2)提出書類 

本公募要領添付の「2020年度 Regional Business Conference プロジェクト企画提案

書」様式（複数自治体応募用、または単独自治体応募用）を使用してください。資料に

不備がある場合は、審査対象となりませんのでご注意ください。尚、提出後の書類の変

更は認めません。 

（3）提出先 

 提出書類はメールにより、以下に提出してください。  

  

 

 

 

 

 

 

 

7．審査及び結果通知 

（1）審査内容  

 1．基本的事項の審査 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 

対日投資部 地域連携課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1丁目 12-32 アーク森ビル 7階 

TEL: 03-3582-5234 

Email: invest_region@jetro.go.jp 

件名：「2020年度 Regional Business Conference プロジェクト提案書送付」 

けん 

 

※応募書類を持参により提出する場合は、総合案内（6階）までお越しください。 
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  以下の全ての審査項目を満たすこと。 

① 募集要件 

✓上記【2. 募集プロジェクトの条件】を満たしているか 

  ✓上記【3. 応募者の要件】を満たしているか 

 ②実現性 

✓プロジェクトを円滑に遂行するための十分な体制を構築しているか 

  ✓確実なプロジェクト実施が見込まれる工程及び予算か 

  

2．プロジェクト内容に関する審査 

 以下の審査項目を考慮し、総合的に審査を行う。 

①事業目的 

✓プロジェクトの事業目的が明確かつ適切であるか 

②事業内容 

✓プロジェクトの内容が事業目的に合致しており、対日直接投資の促進に資する内

容であるか 

③効果性 

✓プロジェクトの効果を高めるための工夫がみられるか 

   

（2）審査方法 

審査は、次の手順で行います。 

① 第一次審査（書類審査） 

 経済産業省及びジェトロにて、「7．（2）-1．基本的事項の審査」で示す審査項目を

満たす提案内容であるか提出書類に基づき書面審査を実施します。 

② 第二次審査 

外部有識者等で構成する審査委員会にて、「7．（2）-2．プロジェクト内容に関する

審査」を実施します。第一次審査（書類審査）において、全ての審査項目を満たすと

判断されたプロジェクトについては、応募者による対面でのプレゼンテーション審査

を実施します。日時及び場所は、第一次審査（書類審査）後に各応募者と個別に調整

します。 

 

（3）その他審査への協力等 

 審査にあたって、追加で資料の提出等をお願いする場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

（4）採択の通知等 

 応募プロジェクトの中から上記審査を経て採択します。採択者の決定については、経

済産業省及びジェトロのウェブサイトにて採択者名を公表するとともに、採択者には採
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択の旨を直接ご連絡します。 

※応募書類等の記載内容に事実と異なることや他の権利等の侵害があると判明した場

合など、発表後であっても採択を取り消し、又は、留保することがあります。 

※応募内容については、応募者の事前の承諾を得た上で、公開される場合があります。 

 

8．実施スケジュール 

（1）募集期間 2020年 6月 29日（月）～8月 7日（金）17時 

（2）審査   2020年 8月 10日（月）～8月 14日（金）第一次審査（書類審査） 

2020年 8月 17日（月）～8月 21日（金）  第二次審査（プレゼンテー

ション審査） 

 ※日時・場所等の詳細については対象者に追って連絡します。 

※プレゼンテーション審査は対面もしくは TV 会議システムを利用して

実施します。 

（3）結果公表 2020年 8月下旬を予定 

 

9．その他  

・ジェトロによる支援内容については、応募時の希望を考慮しつつ、採択後にジェトロ

と採択者で協議のうえ決定します。 

・RBCの開催結果については、経済産業省及びジェトロのウェブサイト等に掲載するこ

とを予定しております。 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、外国企業の招へいが困難な場合を想定し、

代替プログラムを作成願います。（審査の対象外） 

・代替プログラムについては、1.1）および 2)に記載されているジェトロの費用負担項

目以外の項目が含まれていても構いませんが、代替プログラム実施の際には、妥当性

等を考慮し、ジェトロにて支出の可否を判断します。 

 

 

 

 

 

 

※本事業は、「日本再興戦略」改訂 2015 改革 2020プロジェクトに基づき実施するも

のです。 

 

 

別添①：企画提案書（複数自治体応募用、単独自治体応募用） 

【問合せ先】 

独立行政法人日本貿易振興機構 対日投資部 地域連携課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1丁目 12-32 アーク森ビル 7階 

TEL: 03-3582-5234 

E-mail: invest_region@jetro.go.jp 
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