
（２）支援機関一覧 
チャレンジのニーズ 施設・機関(どこが対応してくれるか) 主な支援内容(施設・機関等のどのような支援が必要か) 所管官庁 URL/連絡先等  

  
女性センター・男女共同参画センター等 
(地域における拠点) 

女性学のための講座や女性と労働に関する講座等男女の自立や男女共同
参画社会実現に必要な各種講座・講演会や女性の生涯学習に寄与する講
座、パソコン講座や女性の起業支援セミナー等の女性の能力開発や就業
を支援する講座等。性格や生きかた、夫婦のこと、家庭のこと、対人関
係、仕事関係等の相談事業。女性問題に関する人材・グループ情報等を
含む各種情報提供事業。女性問題に関する各種調査・研究事業。 等 

文部科学省、厚生労働
省等 

(女性関連施設データベース検索) 
http://www3.nwec.jp/sisetu/outline.php3 
(内閣府男女共同参画局 HP／男女共同参画のための総合
的な施設) 
http://www.gender.go.jp 
(国立女性教育会館／女性関連施設データベース検索) 
http://www.nwec.jp/wcass/index00.html 

拠点 
（女性関連施設） 

 女性と仕事の未来館 

①キャリアアップセミナーや起業セミナー等の能力発揮事業、②「働く
女性のあゆみ展示」をはじめ、「現在・未来展示」、「企画展示」など、働
く女性についての展示事業、③女性が働くことをめぐる様々な悩みや疑
問についての相談事業、④女性労働の専門情報を収集・提供し、様々な
情報ニーズに応えるライブラリー・情報事業、⑤働く女性が視野を広げ、
ネットワークづくりが行えるよう交流会やシンポジウムを行う交流事業  
等 

厚生労働省 
http://www.miraikan.go.jp/index.html 
 
連絡先： 03-5444-4151（代表） 

  国立女性教育会館（ヌエック） 

「チャレンジ・ネットワーク」における文部科学省の拠点施設として、
主として教育関係情報の取りまとめ及び相談等の窓口を設置。①男女共
同参画社会の形成を目指した、女性の自発的学習を促進するための研修
機能、②国内外の女性教育・家庭教育,女性問題に関心を持つ人々のネッ
トワーク化を促進するための交流機能、③女性教育・家庭教育,女性情報
に関する専門的な調査及び研究を行う調査研究機能、④女性教育に関す
る情報及び資料を収集・整理し、提供する情報機能  等 

文部科学省 
http://www.nwec.jp/ 
連絡先：0493-62-6711（代表） 

  働く婦人の家 

職業に関する相談・指導・実習等を行うとともに講習会や座談会、講演
会などを開催し、職業生活と家庭生活の調和を図るために必要な知識を
培うとともに、女性が生き生きと潤いのある生活が送れるよう各種教養
講座を実施するほか、休養やレクリエーションのための場を提供  等 

厚生労働省 連絡先：各都道府県労働主管課に問い合わせ 

 就職したい ハローワーク（公共職業安定所） 
すべての職種についての職業相談及び紹介、雇用保険に関する各種手続
（従業員の方の資格取得・喪失手続、失業給付の受給手続など）、雇用安
定事業に関する業務（各種助成金の手続など）。 

厚生労働省 
(ハローワーク（公共職業安定所）所在地一覧) 
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 
連絡先：各都道府県労働局または各ハローワーク 

 
学生職業総合支援センター 
学生職業センター 
学生職業相談室 

学生等向けに、求人情報、ジョブ・ガイド(会社案内）、就職面接会や会
社説明会等の出会いのフロアのイベント案内、インターンシップ案内、
視覚情報や公務員試験情報、先輩からのメッセージ、採用担当者からの
アドバイス、よくあるQ＆A のコーナー、就職活動関連データ等の就職活
動ナビゲーション等の提供等。 
企業向けに求人の申し込み方法やインターンシップ情報の登録・提供、
ジョブ・ガイドの登録等の情報を提供。 

厚生労働省 
(学生職業総合支援センター等) 
http://job.gakusei.go.jp/ 
 

働きたいとき 

若年者が就職した
い 

ヤングワークプラザ 
①職業適性診断、個別支援方針の策定、職業カウンセリング、②就職活
動の実践に向けてのグループワーク、セミナーの開催 等 

厚生労働省 

(ヤングワークプラザ神戸) 
http://young-work-kobe.jp/Default.asp 
(大阪ユーズハローワーク) 
http://www.gakusen-unet.ocn.ne.jp/gakusen-homepag
e/index.htm 

 再就職したい ２１世紀職業財団 

①育児で退職し、将来、再就職を希望する者に対し、再就職準備に役立
つ情報提供、セミナー等を実施（再就職希望登録者支援事業）、②再就職
準備のための情報や仕事との両立に役立つ育児・介護等の各種サービス
に関する情報提供（フレーフレーネット） 

厚生労働者 

http://www.jiwe.or.jp/ 
連絡先：03-5276-36918(本部) 
(フレーフレーネット) 
http://wwww.2020net.jp/ 

 職業体験がしたい 私のしごと館 

若い人たちが早い時期から職業に親しみ、自らの職業生活を設計し、将
来にわたって充実した職業生活を過ごすことができるよう、様々な職業
に関する体験の機会や情報を提供するとともに、必要な相談・援助等を
行う。 

厚生労働省 
http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/watashi/abt_cpt.
html 
連絡先：0774-98-4510 
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チャレンジのニーズ 施設・機関(どこが対応してくれるか) 主な支援内容(施設・機関等のどのような支援が必要か) 所管官庁 URL/連絡先等  

パートで働きたい 
パートバンク 
パートサテライト 

パートタイム雇用に関する総合的なサービスを提供。具体的には、パー
トタイム就労希望者に対しての情報提供、求職受理、職業相談、職業紹
介を、また求人者に対してのパートタイム求人の受理、雇用管理指導等
を実施。 

厚生労働省 

(パートバンク・パートサテライト所在地一覧) 
http://www.hellowork.go.jp/html/list_part.html 
連絡先：各都道府県労働局または各パートバンク・パー
トサテライト  

在宅ワーカー支援 
Ｈｏｍｅ Ｗｏｒｋｅｒ`s Ｗｅｂ 

在宅ワークのスキルアップの支援、相談、セミナー開催情報を提供。 厚生労働省 
http://www.soho-portal.org/zaitaku/ 
連絡先： 03-3409-1112（(財）社会経済生産性本部） 

 
在宅就業ポータルサイト 
“SOHO-PORTAL.ORG” 

ＳＯＨＯに関連する様々な情報、情報システムの機能やサービスなどを
ワンストップで利用できるポータルサイト 

厚生労働者 
http://www.soho-portal.org/ 
連絡先： 03-3409-1112（(財)社会経済生産性本部) 

 

在宅ワークについ
て相談したい 

社団法人日本テレワーク協会 
在宅テレワーカーにとって役立つ情報(在宅テレワーカー入門講座)、専
門相談員によるテレワーク相談、報告書・機関誌の提供などを掲載して
います。 

(社)日本テレワーク協
会、総務省、厚生労働
国土交通省、経済産業
省 

http://www.japan-telework.or.jp/ 
連絡先：03-3221-7260 

 
家庭と仕事を両立

したい 
両立支援ハローワーク 

育児・家事・介護等の制約条件を抱えつつ職業に就こうとする者等を対
象に、その円滑な再就職を支援するための就業希望登録、各種講習、職
業相談、職業紹介等を実施。 

厚生労働省 
(両立支援ハローワーク所在地一覧) 
http://www.hellowork.go.jp/html/list_ladys.html 
連絡先：各両立支援ハローワーク 

 
専門分野をいかし

たい 
人材銀行 

人材を求める事業所が求人登録、仕事を求める求職者が求職登録するこ
とによりお互い登録されている求職者の経歴や求人の内容について閲覧
することや、経営・労務管理について学識経験・実務経験を有する相談
員を配置し、専門的指導を実施。 

厚生労働省 
(「人材銀行」一覧) 
http://www2.mhlw.go.jp/soshiki/jinzai_hyo.htm 
連絡先：各人材銀行 

働きたいとき 定年後も働きたい シルバー人材センター 
企業・家庭・地方公共団体等の発注者から受けた仕事をシルバー人材セ
ンターが責任をもって請け負い、登録されている会員に仕事を提供。会
員には、仕事の実績に応じて報酬を「配分金」として支払。  

厚生労働省 
http://www.sjc.ne.jp/zsk_dir/center/index.html 
連絡先：03-5802-6333 

 
労働条件をよくし
たい・安全で健康

に働きたい 
労働基準監督署 

労働者や事業主の方々からの賃金・労働時間・解雇等の労働条件に関す
る様々な相談に応じるとともに、不幸にして仕事中に怪我・病気になっ
た方々等への労災保険の給付や、事業場に対する監督指導・災害調査等
を実施。 

厚生労働省 

(各都道府県労働局所在地一覧) 
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index
.html 
連絡先：各都道府県労働局に問い合わせ 

職場における女性
差別について相談

したい 
 

セクハラについて
相談したい 

 
仕事と家庭の両立
について相談した

い       
 

パートの処遇につ
いて相談したい 

各都道府県労働局雇用均等室 

①雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保のため、均等取扱
いに関する相談に対応するほか、男女雇用機会均等法に照らし問題のあ
る企業への行政指導や機会均等調停会議の調停等による女性労働者と事
業主との間の個別紛争解決の援助、また、ポジティブ・アクションの取
組みの促進や職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止対策、母
性健康管理対策についての相談や指導等、②職業生活と家庭生活の両立
を図るため、育児・介護休業法の周知徹底、育児・介護休業制度等につ
いての労働者や企業からの相談への対応、ファミリー・フレンドリー企
業の普及促進等、③パートタイム労働者の雇用管理の改善等のため、パ
ートタイム労働法及び指針の周知徹底等、④在宅ワークの契約を締結す
る際に守るべき最低限のルールである、ガイドラインの周知 

厚生労働省 
(都道府県労働局一覧) 
http://www.mhlw.go.jp/link/index-hw.html 
連絡先：連絡先：各都道府県労働局に問い合わせ 

 

仕事と家庭の両立
について相談した

い 
 

パートの処遇につ
いて相談したい 

 
再就職に向けて準

備したい 

２１世紀職業財団 

①「女性の能力発揮促進事業」として、男女雇用機会均等法を企業・職
場に定着させるため、女性の能力発揮促進のための実践講習等を実施。
その他、各種書籍・ビデオ等を刊行。②「両立支援事業」として、育児
や家族の介護を行う労働者の職業生活との両立を支援する各種施策を推
進。③「短時間労働援助事業」として、短時間労働者の雇用管理改善、
福祉の増進を図ることを目的とした事業主の取組みに対する支援・相談
援助や短時間労働者への情報提供・相談会等の実施。 

厚生労働省 
http://www.jiwe.or.jp/ 
連絡先：03-5276-3691(本部) 
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チャレンジのニーズ 施設・機関(どこが対応してくれるか) 主な支援内容(施設・機関等のどのような支援が必要か) 所管官庁 URL/連絡先等  

働きたいとき 
国家公務員として

働きたい 
人事院人材局企画課 
人事院各地方事務局(所） 

女性公務員によるメッセージ、女子学生セミナーの開催、女性向け募集
パンフレットの作成、女性向けホームページの充実等 

人事院 
(国家公務員採用試験情報) 
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm 
連絡先：03-3581-5311（代表） 

 
職業能力開発総合大学校 
職業能力開発大学校 
職業能力開発短期大学校 

①職業能力開発総合大学校；４年生の長期課程を設置し、高等学校卒業
者等を対象に職業能力開発のリーダー養成（指導員訓練）等を実施。②
職業能力開発大学校；独自の教育訓練システムや、少人数による教育訓
練体制、最新鋭の実験・実習設備を整え、時代に対応した“ものづくり”
ができる人材を育成。高等学校卒業者等を対象にした専門課程（２年制）
と、専門課程の修了者を対象とした応用課程（２年制）を設置。③職業
能力開発短期大学校；高等学校卒業者、在職者等に対し、専門課程の高
度職業訓練または専門短期課程の高度職業訓練を実施。 

厚生労働省 

(職業能力開発総合大学校) 
http://www.uitec.ehdo.go.jp/gadi/top.html 
連絡先：042-763-9005（総務課） 
 
(職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校一覧) 
http://www.ehdo.go.jp/loc/2_f.html 
連絡先：045-683-1111（独立行政法人雇用・能力開発機
構本部総務部） 

 職業能力開発校 
地域における職業訓練の基礎となる職業能力開発施設として主に普通課
程の普通職業訓練を行うほか、短期課程の普通職業訓練も併せて、総合
的に実施。 

厚生労働省 連絡先：各都道府県能力開発主管課 

 
職業能力開発促進センター 
（ポリテクセンター） 

在職者を対象とする技術向上のための「能力開発セミナー」（２日～５日
間程度）、離転職者を対象に早期の再就職を目的にした「アビリティコー
ス」（3 ヶ月コース、6 ヶ月コース）を実施。また、企業に対しても能力
開発に関する相談援助を実施。 

厚生労働省 
http://www.ehdo.go.jp/loc/3_f.html 
連絡先：045-683-1111（独立行政法人雇用・能力開発機
構本部総務部） 

 
 

キャリアアップ、
実力をつけたいと

き 

生涯職業能力開発促進センター 
（アビリティーガーデン） 

ホワイトカラーの職業能力のレベルアップを目的に、創造力、企画力、
問題解決能力もとより、変化に対応できるより高いレベルの専門能力を
育成する在職者向け能力開発コースを実施。ホワイトカラーの離転職者
を対象とする早期の再就職を目的にした「アビリティコース」(3 ヶ月コ
ース、６ヶ月コース）も実施。また、職業能力に関する相談を窓口のほ
かＦＡＸやインターネットを通じて受付。 

厚生労働省 
http://www.ab-garden.ehdo.go.jp/index.html 
連絡先：03-5624-8068（能力開発部） 

 

高度なスキルを身
に付けたい 

高度職業能力開発促進センター 
（高度ポリテクセンター） 

産業界の第一線で活躍する在職中堅技術者を主な対象に、専門的知識や
高度な技術を習得するための高度・専門的な能力開発セミナーを実施。
研修分野は生産システム技術関連、情報・通信・制御技術関連、建設造
形技術関連。また、離転職者のうち製造業の製造・技術部門や情報通信
システム関連産業等の実務経験者を対象に、早期の再就職を目的とした
高度技能・技術訓練を内容とする「アビリティコース」(3 ヶ月コース、
6 ヶ月コース）を実施。 

厚生労働省 
http://www.apc.ehdo.go.jp/ 
連絡先：043-296-2580 

 
社内で人材育成に

力を入れたい 
雇用・能力開発機構都道府県センター 

中小企業雇用創出助成金・キャリア形成促進助成金、建設雇用改善事業・
財産形成促進事業・新規成長分野等企業支援事業ほか、事業主等のため
の雇用管理研修会・講習会、求職者の再就職促進のための職業訓練、在
職者のためのレベルアップのための各種セミナー、職業能力開発に関す
る総合相談等を実施。 

厚生労働省 
http://www.ehdo.go.jp/loc/index.html 
連絡先：045-683-1111（独立行政法人雇用・能力開発機
構本部総務部） 

 
高度で専門的な知
識を身につけたい 

大学・大学院 

学術研究活動を推進し、社会の各分野で必要とされる教養や専門知識を
身につけた人材を養成するために様々な教育機会を提供するとともに、
主体的に進路を選択できる能力・態度を育成するためのキャリア教育を
推進。また、高度専門職業人の養成に特化した実践的な教育を行う専門
職大学院を設置。 

文部科学省 

(国立大学協会) 
http://www.kokudaikyo.gr.jp/ 
連絡先：03-3813-0647／03-3811-4760 
(公立大学協会) 
http://www.kodaikyo.jp/ 
連絡先：03-3501-3336 
(私立大学協会) 
http://www.shidaikyo.or.jp/ 
連絡先：03-3261-7048 
(ハートシステム) 
http://www.heart.dnc.ac.jp 
連絡先：独立行政法人大学入試センターに問い合わせ 
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チャレンジのニーズ 施設・機関(どこが対応してくれるか) 主な支援内容(施設・機関等のどのような支援が必要か) 所管官庁 URL/連絡先等  

高度で専門的な知
識を身につけたい 

専修学校・各種学校 
個々の職種に応じた専門的な職業教育、技術教育を行い、社会人の職業
能力の開発機会も拡大。 

文部科学省 

(教育情報ナショナルセンター) 
http://www.nicer.go.jp/） 
((財)日本生涯学習総合研究所) 
http://www.shogai-soken.or.jp/） 
((財)専修学校教育振興会) 
http://www.sgec.or.jp/ 
(関連リンク：全国専門学校情報教育協会) 
http://www.invite.gr.jp/ 

 

都道府県・市町村教育委員会 
管内の様々な教育・学習事業を総合的、体系的に提供するため、関係諸
機関や団体等との連絡調整、情報の提供及び各種の教育事業を実施。 

文部科学省 連絡先：各都道府県・市町村教育主管課に問い合わせ 

 大学・大学院 
社会人の受入れを推進し、最新かつ高度の知識・技術を習得するために
必要な教育やキャリアアップを図るための講座等を充実。 

文部科学省 

(国立大学協会) 
http://www.kokudaikyo.gr.jp/ 
連絡先：03-3813-0647／03-3811-4760 
(公立大学協会) 
http://www.kodaikyo.jp/ 
連絡先：03-3501-3336 
(私立大学協会) 
http://www.shidaikyo.or.jp/ 
連絡先：03-3261-7048 
(ハートシステム) 
http://www.heart.dnc.ac.jp 
連絡先：独立行政法人大学入試センターに問い合わせ 

キャリアアップ、
実力をつけたいと

き 
 
 
 

放送大学 

生涯学習機関として、広く社会人に大学教育の機会を提供するとともに、
新しい高等教育システムとして、今後の高等学校卒業者に対し、柔軟か
つ流動的な大学進学の機会を保障。 既存の大学との連携協力を深め 、
最新の研究成果と教育技術を活用した新時代の大学教育を行うととも
に、他大学との交流を深め単位互換の推進、教員交流の促進、放送教材
活用の普及等を推進。 

文部科学省 
http://www.u-air.ac.jp/ 
連絡先：043-276-5111（代表） 

 図書館 

図書、記録、視覚聴覚教育の資料等の図書館資料を収集、一般公衆の利
用に供するほか、読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主
催し、その奨励を行い、また、時事に関する情報や参考資料を紹介、提
供。 

文部科学省 
((社)日本図書館協会：図書館リンク集あり) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla 
連絡先：03-3523-0811 

 公民館 
定期講座の開設や、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催
するほか、図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。また、
体育、レクリエーション等に関する集会や各種の団体、機関等の連絡等。 

文部科学省 
((社)全国公民館連合会) 
http://kominkan.or.jp 
連絡先：03-3501-9666(代表) 

博物館 

実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の
博物館資料を豊富に収集、保管、展示。一般公衆に対して、博物館資料
について必要な説明、助言、指導等を行い、研究室、実験室、工作室、
図書室等を設置してこれを利用させるほか、専門的、技術的な調査研究
等を実施。また、博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会
等を主催し、その開催を援助。 

文部科学省 

(日本博物館協会：全国博物館リストあり) 
http://www.j-muse.or.jp/search2/jams/gss/gss_top.
html 
連絡先：03-3591-7190（代表） 

 

キャリアアップの
きっかけを見つけ

たい 
 
 

国立教育政策研究所   
教育情報ナショナルセンター 

幼児・小学生、中学・高校生、大学生・社会人、生涯学習者等の学習者、
教員や教育関係者向けに、利用者に合わせた的確な教育・学習に関する
情報を提供。 

文部科学省 

(国立教育政策研究所) 
http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.htm
l 
連絡先：03-5721-5150(目黒) 03-3823-0241（上野） 
 
(教育情報ナショナルセンター) 
http://www.nicer.go.jp/ 
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 国立女性教育会館（ヌエック） 
女性のキャリア形成を支援するための研修プログラムを開発するととも
に、高校、大学及び他省庁の関係機関と連携し、女子生徒・学生のキャ
リア形成を支援するための研修、相談等の機会を提供。 

文部科学省 
http://www.nwec.jp/ 
連絡先：0493-62-6711（代表） 

生涯学習センター 

ビジネス・能力開発（キャリア開発）、教養・文化、くらしと健康、国際
交流と語学、情報処理・通信、地域発見等の各種講座・研修事業の実施。
商工・農業・生活等各種分野の体験活動や見学、講師・ボランティア、
各種生涯学習関連団体等の生涯学習を支援する情報の提供事業の実施。
その他各種フェスティバル、映画会、展示会、コンサート、コンクール、
シンポジウム等の実施。 

文部科学省 
(全国生涯学習センターHP リンク集) 
http://shogai-soken.or.jp/ 
連絡先：各都道府県・市町村教育主管課に問い合わせ 

 
 
 
 

キャリアアップ、
実力をつけたいと

き ヤングジョブスポット 
①適職選択・キャリア形成に関する相談、②職業に関する適性、興味等
の心理検査の実施、③適職発見のための自主的なグループ活動(職業に関
するディスカッション・職場見学等のジョブクラブ活動）の支援 

厚生労働省 

(全国ヤングジョブスポット所在地) 
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2003/0722_f.html 
連絡先：045-683-1111（独立行政法人雇用・能力開発機
構本部総務部） 

 

キャリアアップの
きっかけを見つけ

たい 

私のしごと館 

①展示・体験事業(職業の世界に関する展示、館内設備を用いた擬似的な
職業体験機会の提供、プロの職業人による講話・実演・実技の見聞・挑
戦等）、②ライブラリィ事業(ビデオ、コンピュータなどを用いた幅広い
職業情報の提供）、③相談・援助事業(若年者が主体的に職業生活を設計
し、能力開発ができるよう情報提供や相談援助を実施）、④研修・セミナ
ー事業（若年層や教師、企業の雇用管理担当者などに対する研修・セミ
ナーの実施）、⑤企画・開発創造事業(キャリア形成支援に係るプログラ
ム・ツールの開発と関係機関への普及）等。 

厚生労働省 
http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/watashi/abt_cpt.
html 
連絡先：0774-98-4510 

 国民生活金融公庫 

http://www.kokukin.go.jp/ 
連絡先：03-3270-4649（東京相談センター） 
    052-211-4649（名古屋相談センター） 
    06-6536-4649（大阪相談センター） 

 

融資の相談をした
い 

中小企業金融公庫 

事業を営んでいる中小企業者やこれから事業を始めようとしている人を
対象に、女性・中高年起業家資金による低利貸付制度等事業に必要な運
転資金や設備資金の融資や金融、経営に関する各種情報の提供等を実施。 

経済産業省 http://www.jfs.go.jp/ 
連絡先：03-3270-1260（東京相談センター） 
    052-511-5188（名古屋相談センター） 
    06-6345-3577（大阪相談センター） 
    092-781-2396（福岡相談センター） 

 
 

起業家を目指すと
き 

起業のプランをつ
くりたい 

日本商工会議所 
全国商工会連合会 

創業に向けて具体的なアクションを起こそうとする者を対象に、ビジネ
スプランを完成させ、創業に必要な実践的能力を修得させるため創業塾
を開催。その他、商工業の総合的な発展に役立つ各種研修、説明会、講
演会、交流事業等を実施。 

経済産業省 

http://www.jcci.or.jp/ 
連絡先：03-3283-7847 
http://www.shokokai.or.jp/ 
連絡先：03-3503-1255 

 中小企業大学校 
中小企業の経営者や管理者等を対象とし、地域のニーズに即した、専門
的かつ実践的な研修を実施するとともに、宿泊型の研修施設と受講生同
士の交流会の開催等により、人的ネットワークの形成を促進。 

経済産業省 
http://instdb.jasmec.go.jp/ 
連絡先：03-5470-1509（事務局） 

 

起業について学び
たい 

中小企業・ベンチャー総合支援センター 
都道府県等中小企業支援センター 
地域中小企業支援センター 
 
 
 

株式公開など、高度な経営課題にもきめ細かく対応する中小企業・ベン
チャー総合支援センター（全国の主要都市８ヶ所）、適切な事業診断から
専門家の派遣までを行う都道府県等中小企業支援センター（４７都道府
県及び１０政令指定都市）、起業や経営革新などを目指す方のための身近
な相談窓口としての地域中小企業支援センター（全国２６６ヶ所）を整

備し、様々な経営課題の解決を支援。 

経済産業省 
(各中小企業支援センターへのリンク) 
http://www.chusho.meti.go.jp/e_chusho/sodan.html 
連絡先：各中小企業支援センターへ問い合わせ 

 
起業しやすい条件

を整えたい 
各地方経済産業局 

個人投資家からの資金調達を容易にするための税制優遇措置や、商法上
の最低資本金規制の特例措置等施策の申請窓口。また、起業家向けの施
策に関する総合的な情報提供も実施。 

経済産業省 
(各地方経済産業局へのリンク) 
http://www.meti.go.jp/network/data/b100001j.html 
連絡先：各地方経済産業局へ問い合わせ 
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ＮＰＯで活躍した
いとき 

ＮＰＯについて知
りたい 

ＮＰＯサポートセンター 

NPO・団体関連情報、NPO の雇用情報や各府省のNPO 関連施策情報等の各
種情報の提供、NPO におけるインターンシップ推進事業や研修等の人材
育成、NPO 活動をサポートするための各種政策提言、シンポジウム等を
実施。 
NPO の総合情報サイト（NPORT）を運営し、NPO セクター全体の強化を目
指す。 

 
http://www.npo-sc.org/ 
連絡先：03-3547-3206（事務局） 

 
ＮＰＯを設立した

い 
ＮＰＯ事業サポートセンター 

NPO 相談インターンシップ制度、NPO 法人設立・運営・会計相談、NPO 会
計・経理相談、業務代行などを実施。 

 
http://www.npo-support.jp/new/fukusi_nagaya.html 
連絡先：03-5775-7961 

 
さまざまな機関と

連携したい 
日本ＮＰＯセンター 

NPO パワーアップセミナー、NPO 塾、NPO の基盤を固めるための企業との
パートナーシップ講座等を開催。 

 
http://www.jnpoc.ne.jp/ 
連絡先：03-5220-3911 

農林水産分野にチ
ャレンジしたい 

農林水産分野に関
する女性のチャレ
ンジ支援関連情報

を入手したい 

農林水産省女性向けサイト 
女性農林漁業者等向けに新規就農や経営、農業技術、起業、融資等の情
報を提供。 

農林水産省 
http://www.maff.go.jp/danjo/joho.html 
連絡先：03-3502-8111（内）4332・4329・4336 
   （農林水産省経営局女性就農課） 

 
まちおこしの情報

が知りたい 
(財)あしたの日本を創る協会 

ふるさとづくり賞、あしたの日本を創る運動全国大会、、安全なコミュニ
ティーづくり、国際高齢者記念論文、青少年シンポジウム 

内閣府 
http://www.ashita.or.jp/ 
連絡先：03-3501-8001 

まちづくりに参加
したいとき 

地域を活性化した
い 

(財)地域活性化センター 

情報提供事業(情報データベース、テレビ広報番組、全国地域情報発信共
同事業)、特産・観光・イベント等振興事業(地域産品・観光おこしに関
する研修会、首都圏でのイベントスペースの提供、地域イベントへの支
援等)、研修・交流事業(全国地域リーダー養成塾)、コンサルタント事業、
ふるさと情報プラザ。 

総務省 
http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/ 
連絡先：03-5202-6131 

 
民間の能力をいか

したい 
(財)地域総合整備財団(ふるさと財団) 

ふるさと融資（地域総合整備資金貸付）、｢ふるさと企業大賞（総務大臣
賞）｣表彰の実施、企業の新分野進出支援、e-ふるさとパイロットプロジ
ェクトへの支援、ＰＦＩの推進、研修会の開催 

総務省 
http://www.furusato-zaidan.or.jp/ 
連絡先：03-3263-5731 

 
まちづくりの意見

交換をしたい 
特定非営利活動法人 地域交流センター 

全国市町村長ネットワーク、町の駅連絡協議会、環境広告コンクール  
等 

 
http://www.jrec.or.jp/ 
連絡先：03-3581-2700 

 
社会福祉に協力し

たい 
全国社会福祉協議会 

法人育成・経営指導事業、福祉従業者要請研修事業、ボランティア活動
振興、民生委員・児童委員活動への協力 

 
http://www.shakyo.or.jp 
連絡先：03-3581-7851（総務部） 

ボランティアに参
加したいとき 

ボランティアをし
たい 

ボランティアセンター 

情報･資料・書籍の収集･提供、ホームページによる情報発信、ボランテ
ィア活動体験プログラムの実施、個別相談、研修プログラムの実施・交
流の場の提供等人材育成や交流支援、ボランティア受入れ組織に対する
ボランティアマネジメント支援(社会福祉施設や NPO/ NGO に対する個別
相談・情報提供）、ボランティアコーディネーターに対する研修プログラ
ムの実施 

 
(地域福祉ボランティア情報ネットワーク) 
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/ 
連絡先：03-3581-4655 

 
研究に関する情報

を得たい 
国立情報学研究所 

基礎から応用までの総合的研究や横断的研究、学際的研究の推進、大学、
国立試験研究機関及び民間研究機関との間の緊密な連携やプロジェクト
型共同研究の実施、諸外国との研究者交流や国際的標準化活動への貢献、
学術情報ネットワークの構築・運用、学術情報データベースの形成・提
供や大学図書館職員に対する教育・研修等の事業を実施。 

文部科学省 
http://www.nii.ac.jp/index-j.html 
連絡先：03-4212-2000（代表） 

他の研究者との意
見交換がしたい 

国立女性教育会館（ヌエック） 

様々な研究分野で活躍する女性研究者が男女共同参画社会の形成に向け
情報交換し、研究者のネットワーク形成に寄与するための懇談会を実施。
また、各分野の女性研究者に関するデータベースを構築（リンク集）し、
活躍する女性に関する様々な情報提供を行うほか、相談体制を整備。 

文部科学省 
http://www.nwec.jp/ 
連絡先：0493-62-6711（代表） 

研究分野で活躍し
たいとき 

 
 
 
 
 

博士課程学生・ポ
ストドクターにな
り、支援を受けた

い 

日本学術振興会 

特別研究員事業：優れた研究能力を有し、大学その他研究機関で主体的
に研究に専念することを希望する若手研究者を「特別研究員」として採
用し、研究奨励金を毎月支給するとともに、科学研究費補助金（特別研
究員奨励費）への申請資格を付与。 

文部科学省 
http://www.jsps.go.jp/ 
連絡先：03-3263-1722(総務課) 



-- 7 

チャレンジのニーズ 施設・機関(どこが対応してくれるか) 主な支援内容(施設・機関等のどのような支援が必要か) 所管官庁 URL/連絡先等  

ポストドクターに
なり、海外で研究
するための支援を

受けたい 

日本学術振興会 
海外特別研究員事業：海外の特定の大学等研究機関において長期間研究
に専念することを希望する優れた若手研究者を「海外特別研究員」とし
て採用し、滞在費・研究活動費及び往復航空賃を支給する。 

文部科学省 
http://www.jsps.go.jp/ 
連絡先：03-3263-1722(総務課) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究分野で活躍し
たいとき 

研究費の公募情報
を知りたい 

文部科学省 

① 科学研究費補助金：我が国の学術を振興するため、人文・社会科学か
ら自然科学まで、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を
格段に発展させることを目的とする研究助成費で、大学等の常勤の研究
者を対象としている。 
② 科学技術振興調整費：総合科学会議の方針に沿って、優れた研究成果
の創出・活用のための科学技術システム改革や将来性の見込まれる分
野・領域への戦略的対応等を図るための経費 
③ 独創的革新技術開発研究提案公募制度：民間の有する革新性の高い独
創的な技術シーズを提案公募の形式により募集し、優秀な提案を採択す
るとともに、大学の持つポテンシャルも活用して、より革新的かつ実用
的な技術を育成するための技術開発に対する助成。 

文部科学省 
http://www.mext.go.jp/ 
連絡先：03-5253-4111（代表） 

 日本学術振興会 科学研究費補助金：前述参照 文部科学省 
http://www.jsps.go.jp/ 
連絡先：03-3263-1722(総務課) 

 
研究費の公募情報

を知りたい 
科学技術振興事業団 

① 戦略的創造研究推進事業：社会的・経済的ニーズを踏まえ、国が定め
た戦略目標の達成に向けた基礎研究の推進を図る事業。募集要項の公開、
提案書のダウンロード、過去の研究領域の公開、シンポジウムの開催 
② 大学発ベンチャー創出事業：大学発のベンチャー創出を促進するた
め、ベンチャーを起こす際の技術になる成果をもたらすと期待される大
学の研究者等が行う技術開発や市場調査・事業化計画の策定等に必要な
資金の支援 

文部科学省 
http://www.jst.go.jp/ 
連絡先：048-226-5601 

 
研究者の採用情報

を探したい 
科学技術振興事業団 

研究職への就職を希望する研究者情報と、産学官の求人公募情報をそれ
ぞれ収集・データベース化して、インターネットを通じて提供すること
で、研究者の多様なキャリアパスの開拓と、研究職における優秀な人材
活用を情報面から支援。 

文部科学省 
http://www.jst.go.jp/ 
連絡先：048-226-5601 

国際分野で活躍し
たいとき 

国際機関へ就職し
たい 

外務省国際機関人事センター 

①応募の促進・支援（空席情報メール配信サービス、ロスター登録制度、
国際機関応募のためのマニュアル等提供） ②広報活動(ホームページ充
実、国際機関就職説明会開催、広報用ビデオ制作、国際機関就職情報誌
発行等） ③若手職員の増強（JPO=Junior Professional Officer)等派
遣制度の実施。国連職員採用試験への協力等 ④国際機関の採用ミッシ
ョンの受入れ等 

外務省 
http://www.mofa-irc.go.jp/ 
連絡先：03-5501-8238（直） 
    03-3580-3311（内）2841 

 
地域を国際化した

い 
(財)自治体国際化協会 

地域の国際交流・協力支援（JET プログラム、自治体職員協力交流事業、
自治体国際協力促進事業等）(国際協力情報掲示板、市民国際プラザでの
情報提供事業) 

総務省 
http://www.clair.or.jp/ 
連絡先：03-3591-5931（東京本部総務部） 

育児・介護で困っ
ているとき 

  

仕事と家庭の両立
のための情報を知

りたい 
２１世紀職業財団 

両立支援事業として、①育児、介護等の各種サービスに関する相談に応
じるとともに、これらに関する情報を電話（フレーフレー・テレフォン）
やインターネット（フレーフレーネット）により提供。②育児、介護等
により退職し、将来的に再就職を希望する者に対し、情報提供やセミナ
ーを実施、再就職準備のための教育訓練の受講に対する援助等を実施。 

厚生労働省 
http://www.jiwe.or.jp/ 
連絡先：03-5276-3691(本部) 
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急に子供を預けた

い 
ファミリー・サポート・センター 

○育児に関する援助活動の例 
①急な残業等の場合の預かり、②保育施設までの送迎、③保育施設の開
始前や終了後又は学校の放課後の預かり、④冠婚葬祭や子供の学校行事
の際の預かり。 
○高齢者等に対する軽易な介護等に関する援助活動の例 
①食事の準備や後片付け、②部屋の掃除や衣類の洗濯、③通院や買い物
への付き添い。 

厚生労働省 
http://www.jaaww.or.jp/family/index.html 
連絡先：03-3456-4410（(財)女性労働協会） 

高齢者介護につい
て相談したい 

在宅介護支援センター 

在宅介護支援センターでは、24 時間対応型の専門家による総合的な相
談、福祉用具の展示・紹介、家族介護の方法の相談・支援等を行うとと
もに、高齢者又は家族等のニーズに対応した各種の保健、福祉サービス
が総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関
及び居宅介護支援事業等と調整し、地域の高齢者と家族等の福祉の向上
を図っている。 

厚生労働省 
連絡先：各市町村担当課に問い合わせ 
 

育児・介護で困っ
ているとき 

介護サービスを受
けたい 

各市町村介護保険担当課 
居宅介護支援事業者 
介護サービス事業者 

老人訪問介護（ホームヘルプサービス）、短期入所生活介護（ショートス
テイ）、老人日帰り介護（デイサービス）、夜間入所生活介護(ナイトケア）、
高齢者及び介護者の短期入所生活介護（ホームケア）の在宅サービス、
養護老人ホームや特別養護老人ホームにおける施設サービス、ひとり暮
らし老人や援助が必要な老人等に対し特殊寝台等の日常生活用具の給
付・貸与を実施。 

厚生労働省 連絡先：各市町村担当課に問い合わせ 

 
育児の相談相手が

ほしい 
国立女性教育会館（ヌエック） 

子育てサークルの活動を充実させるため、男女共同参画の視点に立った
子育て支援に関する調査研究を実施し、子育てサークルのリーダー、メ
ンバー及び行政担当者を対象として学習教材を開発する。 

文部科学省 
http://www.nwec.jp/ 
連絡先：0493-62-6711（代表） 

 
家庭教育について

相談したい 
教育委員会 

家庭教育24 時間電話相談の体制を整備するとともに、子育てサポーター
や家庭教育アドバイザーの配置など子育て支援ネットワークを形成。就
学前までの子どもを持つ親向けの家庭教育手帳や小中学生を持つ親向け
の家庭教育ノートを作成・配布するとともに、子どもの発達に応じた各
種の家庭教育に関する講座を開設。 

文部科学省 連絡先：各都道府県・市町村教育主管課に問い合わせ 

 


