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本メールマガジンは、横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）事業での各種
アンケートで、
「配信希望」とご回答いただいた方、ウェブサイトより「配信申込」の
お申し込みをいただいた方、各関係機関および企業の方にお送りしております。
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1．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【WBC ホームページを更新しました】

WBC ホームページでは、関係機関で開催されるセミナーやイベントのご案内などを発信
しておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.ywbc.org/
WBC では無料でビジネス相談を受け付けております。お電話や来訪での相談のほか、
インターネットからのお問い合わせも可能です。
↓WBC 海外ビジネス相談はこちらから
http://www.ywbc.org/cgi-bin/contact2/contact2.cgi?lang=ja
横浜ワールドビジネスサポートセンター (WBC)
横浜市中区新港 2 丁目 2-1 横浜ワールドポーターズ 6F
TEL: 045-222-2030
FAX: 045-222-2088
E-mail：open@ywbc.org
■□■-----------------------------------------------------------------------------2．---------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【WBC Facebook を更新しました】
WBC Facebook では日本国内の外国人及び海外へ向けて、英語で情報を発信しています。
WBC サービスのご案内、横浜市の概要や特徴、立地企業へのサポート、海外企業向けの
最新のお知らせなどを英文で掲載しております。
関連機関の HP のご紹介やイベント情報など、海外からの様々な情報も随時更新しており
ます。
↓WBC Facebook はこちらから
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
■□■-------------------------------------------------------------------------------3．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市及び WBC 事務局より＞
【WBC インキュベートオフィスのご案内】
WBC では、外資系企業が横浜市内に本格的なオフィスや拠点を構えるまでの
「インキュベートオフィス」を提供しています。
このインキュベートオフィスは、横浜に新たに設立された外資系企業（日本法人及び日本
支店、駐在員事務所）向けで、入居後 3 年以上の事業計画があり、WBC を退去後に横浜
市内に事業所を設置する見込みがある企業を対象としています。利用期間は 3 年以内と
なっています。
WBC に入居している間は、アドバイザーが相談支援を行い、WBC の会議室等を無料で
お使いいただけるほか、横浜ワールドポーターズ内のイベントホール等も割引料金で
使用可能です。また、WBC の各種媒体（ホームページ・メールマガジン）を企業の
PR・お知らせ等でご利用していただけます。
↓WBC インキュベートオフィスの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ywbc.org/office.html

WBC インキュベートオフィスにご興味のある方は下記までご連絡ください。
＜お問い合わせ＞
横浜市役所 経済局 誘致推進課 WBC 担当
TEL：045-671-3834
FAX：045-664-4867
E-mail：ke-wbc@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------4．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【最近のビザ手続き、法改正状況】
この数年町を歩けば、観光地、一般の市街地を問わず、様々な外国の方々が日本に来てい
る姿を目にします。観光で来ている方もいれば、仕事で来ている方もいるなど色々な目的
で来日しています。
私は行政書士という仕事柄、頻繁に入国管理局（以下「入管」という。）へ行きますが、こ
の数年入管は非常に混んでいます。以前ですと、大学入学、就職の関係で 2 月、3 月または
9 月頃は混んでいました。
しかしながら、最近ではあまり季節に関係なく、年中混んでいる印象を受けます。例えば
東京入管の場合、入管行のバスに品川駅で乗りますが、朝の時間帯のバス停は長蛇の列で
す。二重、三重と列をなしています。バスに乗り、ようやく入管へ着いても、朝の 9 時と
もなれば、たくさんの外国人が申請窓口へ押し寄せます。多くの方々はご自分で申請して
いる姿を良く見かけます。サラリーマンの方、家族連れなど本当にいろいろな方が窓口に
列をなしているのです。
このように多くの外国の方々日本に来ていますが、それに伴い出入国管理及び難民認定法
も毎年のように改正されています。少し前になりますが、2015 年 4 月より、高度の専門的
な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、各種の出入国管理上の優遇
措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職 1 号」を設け
るとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に
緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職 2 号」を設けられました。また、日本国
内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、
以前の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本と
の結びつきの要件をなくしました。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも
同在留資格によってできるようになりました。さらには、専門的・技術的分野における外
国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分（理

系・文系）に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資
格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されています。
最近の法改正の動きとしては、外国人在留資格に「介護」追加への動きが出ています。法
務省は、介護分野の人材確保に向け、日本で介護福祉士の資格を取得したすべての外国人
が国内で働くことができるよう在留資格に「介護」を加える方針に挙げているのです。ま
た、厚生労働省は、介護現場で働く外国人の受入れを増やす対策の素案をまとめています。
外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を介護にも広げ、
最長 5 年受け入れるというものです。一定の日本語能力がある人が条件で、設立から 3 年
以上たった介護施設で働くというものになります。
このような法改正の動きに伴い、今後ますます多くの外国人が日本へ来ることが予想され
ます。行政書士として積極的に関わっていくことで、外国の方々がより快適かつスムーズ
に日本社会に溶け込めるお手伝いできればと考えています。
（執筆：ビザ手続きを多く扱う行政書士）
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞

～ミッション参加企業募集のお知らせ～

【「タイ・ベトナム投資環境視察団」のご案内 11/27-12/3】
日本企業の海外進出先として注目が集まるタイ・ベトナム両国には、横浜市と横浜企業経
営支援財団（IDEC）が、横浜市内中小企業の進出支援を目的として、現地レンタル工場運
営会社と提携し、ヨコハマファクトリーゾーン(YFZ)を開設しています。
この度の視察団は、タイとベトナムの投資環境について見聞することはもとより、横浜市・
IDEC が両国で展開している横浜市内中小企業向けレンタル工場、
日本の自動車産業の ASEAN
地域における代表的な拠点の一つである「タイ日産自動車第 2 工場」
、日系百貨店を核とし
たショッピングセンター「サイゴンセンター・ホーチミン髙島屋」他を視察します。また、
タイ・ベトナムの現地企業とのビジネスに向けたネットワーキングも企画しています。
タイとベトナムへの進出、事業の海外展開を検討されている企業様におかれましては、現
地をご確認いただく良い機会ですので、奮ってご参加ください。
◆視察先：タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）
◆実施期間：平成 28 年 11 月 27 日（日）～平成 28 年 12 月３日（土）

◆申込期限：平成 28 年 10 月 28 日（金）

↓詳細はこちら
http://www.yokohama-cci.or.jp/news/2016/0909000886.html
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所 国際部
担当：井手、金子
TEL：045-671-7406
FAX：045-671-7410
E-mail：kokusai@yokohama-cci.or.jp

■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【メキシコ投資環境セミナー&個別相談会 のご案内 10/19】
日本企業のメキシコ進出は 2011 年以来急増しています。その大きな理由は自動車産業の拡
大ともいえます。日産自動車をはじめ、マツダ、ホンダ、そして 2015 年にトヨタ自動車が
新工場建設を発表し、関連日本企業が次々とメキシコへの投資を開始しました。メキシコ
進出日系企業数は 2016 年内には 1,000 社を超える見込みです。今後ますます進出が増えて
いくメキシコの今、そして進出における注意点を解説します。
セミナー後には個別相談会も行います。
レオン駐在員がメキシコ進出に役立つ情報をお伝えいたしますので、皆さま是非ご参加く
ださい。
◆日時：平成 28 年 10 月 19 日（水）
セミナー14：00～16：00
個別相談会 16：00～16：30（事前予約制 1 社 15 分程度）
◆会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
（横浜市中区太田町 2-23 横浜メディアビジネスセンター 7 階）
http://www.idec.or.jp/map.php
◆参加費：無料
◆定員：30 名
◆内容：
・メキシコの投資環境
・投資規制とインセンティブ

・会社の設立方法と会社法のポイント
・メキシコの税制度、TPP による影響
・労務環境
◆講師：
（株）東京コンサルティングファーム
メキシコ・レオン駐在員 濱咲 克心氏
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/?k=EiBy
＜お問い合わせ＞
（公財）横浜企業経営支援財団
国際ビジネス支援部
TEL：045-225-3730
FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.or.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------
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WBC のサービスご案内
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WBC では下記のサービスを行っております。
○グローバルビジネスに関する相談（貿易相談など）
○レンタル・オフィスの提供および入居者のビジネス相談
○引き合い情報の提供
○WBC メールマガジンの発行
○Facebook での情報発信
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横浜ワールドポーターズのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC は横浜ワールドポーターズの 6 階に入居しています。
横浜ワールドポーターズは、
「いろんな世界がここにある」というコンセプトのもと、
ファッション、インテリア、雑貨、グルメ、フードなど個性豊かなショップが揃うエンタ
ーテインメントショッピングセンターです。 5 階には 3Ｄ対応のイオンシネマみなとみら
いも併設されており一日中お楽しみいただけます。
http://www.yim.co.jp/index.html
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WBC メールマガジン発行について
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横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）は、横浜市からの委託を受け、
下記事業者が管理運営業務を実施しています。
発 行 者：
横浜ワールドビジネスサポートセンター
〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 6 階
TEL: 045-222-2030 FAX: 045-222-2088
http://www.ywbc.org/
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
事業受託者：

株式会社パソナ
〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4
TEL: 03-6734-1270 FAX: 03-6734-1274
http://www.pasona-global.com/

事業委託者：

横浜市経済局 誘致推進課
〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
TEL: 045-671-3834
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/

◆本メールマガジンに関してお心当たりの無い方は、本メールをこのまま
ご返送ください。
◆本メールマガジンへのご感想ご要望は、mmq@ywbc.org
にお願い致します。
◆購読申し込み、購読中止手続き http://www.ywbc.org/mm/
©;株式会社パソナ 無断転載を禁じます。
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