平成 28 年度「事業報告書」

１

「定例研究会」開催事業
（１）第１回
日時：平成 28 年 5 月 12 日(木)16 時～17 時半
場所：まちなかキャンパス長岡４Ｆ「創作交流室」
次第：①会長あいさつ
②平成 27 年度事業・決算報告、平成 28 年度計画・予算報告
③海外ビジネスコーディネーターの紹介
長岡国際ビジネス研究会 海外ビジネスコーディネーター 阿部 一則 氏
④「長岡ブランド」に関する意見交換
⑤海外ビジネスの経験や苦労、裏話をみんなで気軽に語り合おう
⑥会員企画「海外ビジネスに係る体験談等の発表」
発表者： NPO 法人長岡産業活性化協会 NAZE 山田事務局長
⑦その他事務連絡等
参加：30 名

（２）第２回
日時：平成 28 年７月 21 日(木)16 時半～18 時
場所：長岡商工会議所「6F 大会議室」
次第：①会長あいさつ
②会員の事業内容紹介
・㈲HTA 畠山トータルアカデミー
・エヌガイア㈱
・㈱大光銀行
・㈱第四銀行
・日本通運㈱
・㈱BELLSOFT
・㈱北越銀行
③海外就労・赴任で感じたこと（OKY など）
④留学生による生活習慣等の発表
・マレーシア
発表者：長岡工業高等専門学校
機械工学科 5 年留学生
・タイ
発表者：長岡技術科学大学
大学院工学研究科博士後期課程材料工学専攻 1 年留学生
大学院工学研究科博士後期課程材料工学専攻 2 年留学生
大学院工学研究科修士課程情報･経営システム工学専攻 1 年留学生
⑤その他事務連絡等
参加：37 名

（３）第３回
日時：平成 28 年 10 月 12 日(水)14 時半～18 時
場所：アオーレ長岡｢市民交流ホール B･C｣、まちなかキャンパス長岡｢交流ルーム｣
次第：＜第１部：公開セミナー＞
演題:TPP 協定特恵関税活用セミナー
①環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の概要について
②TPP の特恵関税の活用について(関税･原産地規則)
③質疑応答
講師:ジェトロ 海外調査部 上席主任調査研究員 長島 忠之 氏
実施体制:【主催】ジェトロ新潟
【共催】長岡市、長岡国際ビジネス研究会
【後援】長岡商工会議所、NPO 法人長岡産業活性化協会 NAZE、
(公財)にいがた産業創造機構、第四 BK、北越 BK、大光 BK
＜第２部：定例研究会＞
①会長あいさつ
②海外視察事業（マレーシア・タイ）について（事業進捗報告）
③海外展示会（METALEX2016）出展事業について（事業進捗報告）
④米国の近況について（直前に迫った米国大統領選など）
」
講師：木村アドバイザー
⑤その他事務連絡等
参加：第 1 部 45 名、第 2 部 20 名

（４）第４回
日時：平成 29 年 2 月 15 日(水)16 時～18 時
場所：まちなかキャンパス長岡 5F｢交流ルーム｣
次第：①会長あいさつ
②海外ビジネス関連セミナー①
演題：中小企業の海外ビジネスにおけるリスク管理～成功・失敗事例より～
講師：AIBA 貿易アドバイザー協会 田辺 良則 氏（NICO 事業コーディネーター）
③海外ビジネス関連セミナー②
演題：トランプ新政権で変わる日本企業のビジネス環境
講師：長岡国際ビジネス研究会アドバイザー 木村 誠 氏（新潟県輸出入促進参与）
④海外視察事業（マレーシア・タイ）について（事業報告）
⑤海外展示会（METALEX2016）出展事業について（事業報告）
⑥H29 年度の海外ビジネスにおける長岡市の予算・研究会の事業内容について
⑦その他事務連絡等
参加：39 名

２

海外展示会及び国内外の商談会等参加事業
（１）海外展示会「METALEX2016」
【展示会概要】
■会期：平成 28 年 11 月 23 日～26 日
■開催地：タイ（バンコク）
■会場：バンコク国際貿易展示場（BITEC）
■主催者：Reed Tradex
■出展者数：944 社
■来場者数：90,516 人
■特徴：出展製品は、金属工作機械、機械工具、測定機器、要素技術と、幅広
い機械分野とされ、ASEAN 地域最大と言われている。タイ国内及び近隣
諸国から毎年多くの来場がある世界から注目される展示会。
【出展社】
４社
【出展成果】平成 29 年 1 月末現在
見積・図面検討依頼：3 件

（２）商談会等
①ビジネスマッチングフェア in 浜松 2016
■日時：平成 28 年 7 月 20 日（水）13 時～17 時、21 日（木）9 時～17 時
■会場：アクトシティ浜松コングレスセンター2F（静岡県浜松市）
■参加：1 社
■成果：ベトナム企業と商談し、商談会終了直後に見積依頼あり
②2016 年国際航空宇宙展
■日時：平成 28 年 10 月 13 日(木)～14 日(金)
9 時半～17 時半
■会場：東京ビッグサイト（東京都江東区）
■参加：なし
③諏訪圏工業メッセ 2016
■日時：平成 28 年 10 月 13 日(木)～15 日(土)
■会場：諏訪湖イベントホール（長野県諏訪市）
■参加：なし
④RISCON2016(防災･セキュリティ･事業リスク対策分野)
■日時：平成 28 年 10 月 19 日(水)～21 日(金) 10 時～17 時(初日は 13 時～17 時)
■会場：東京ビッグサイト（東京都江東区）
■参加：なし
⑤第 28 回日本国際工作機械見本市（JIMTOF）
■日時：Ａ…平成 28 年 11 月 17 日(木)～19 日(土)の終日（19 日は午前のみ）
■日時：Ｂ…平成 28 年 11 月 20 日(日)～22 日(火)の終日（20 日は午後のみ）
■会場：東京ビッグサイト（東京都江東区）
■参加：2 社
■成果：1 社はインドネシア企業と商談し、1 社はメキシコ企業と商談。現在アフター
フォロー中。

３

海外視察事業
■視察先：マレーシア、タイ
■視察行程：下記のとおり
日
11/22(火)
商業施設視察
現地情報のレクチャー
企業訪問
11/23(水)
現地情報のレクチャー
商業施設視察
企業訪問
11/24(木)
企業訪問
企業訪問
企業訪問
11/25(金)
商業施設視察
現地情報レクチャー
11/26(土)
展示会視察(METALEX2016)

行程

■参加者：7 人
■成果
・マレーシア、タイそれぞれの日系企業と産業支援機関を訪問し、意見交換やレクチャーに
より、両国への理解が深まった。
・訪問企業には長岡高専に留学経験のある企業幹部がおり、海外ビジネスにおいてキーとな
る可能性がある、留学生の雇用についても考える良いきっかけとなった。
・METALEX の視察においては、出展した長岡企業や他の日系企業との意見交換から、今後の
出展を前向きに検討する機会となった。

４

留学生との交流事業
（１）留学生との交流
第 2 回定例研究会で、長岡技大及び長岡高専の留学生から、自国の生活習慣の発表をし
ていただき、交流会では会員（企業経営者）と留学生の交流の場を設けた。参加した留学
生は、「良い経験になった。日本への就職と製造業への興味がさらに深まった。」と述べ、
会員からは、「海外ビジネスのキーマンとして、留学生の雇用に興味がある」などの意見
を伺え、今後の交流事業のニーズを確認できた。

（２）留学生との交流
NAZE と北越銀行が主催で、12 月 6 日に開催する「留学生のためのモノづくり企業 見学
会・交流セミナー」に後援として協力。

５

当会目的達成に係る事業
（１）海外ビジネスコーディネーターの配置
■採用者：阿部 一則
■業務内容：下記のとおり
①会員企業全社へ企業訪問
②会員企業からの海外ビジネスに係る相談対応
③会員企業間のビジネス交流・連携を促進
④研究会事業への助言
⑤その他
■成果：会員全社へ訪問し、事務局へ訪問時のヒアリング内容を報告。また、訪問時等に会
員に海外ビジネスに係るアドバイスを行った。事務局へ会員の現況やニーズを報告
し、事務局の事業企画の一助となり、会員企業の海外ビジネスを支援した。

（２）会員企業訪問ツアー
■開催日：平成 28 年 6 月 22 日(水)
■訪問先：下記の２社
企業名
事業内容
㈱橘技研
熱処理加工における焼入設備の設計・製作・販売
㈲毛利製作所
金属精密加工、レリーフ制作 など
■参加者：10 名

など

（３）HP、ブログによる情報発信
事業案内、活動報告等を随時、HP やブログへ掲載した

（４）共催・後援事業
【共催事業】
①環太平洋パートナーシップ（TPP）協定特恵関税活用セミナー～関税・原産地規則
について～(10/12：ジェトロ新潟の主催事業)
【後援事業】
①TPP・FTA/EPA 活用セミナー(5/20：長岡市･(独)中小企業基盤整備機構の主催事業)
②台湾企業訪問団 日台セミナー及び交流懇親会(11/15：三三会/台日商務交流協推会
の主催事業)
③留学生のためのモノづくり企業 見学会・交流セミナー(12/6：NAZE･北銀の主催事業)
④グローバル人材セミナーin 長岡(2/7：(独)国際協力機構の主催事業)

