
都道府県別起業支援策一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 支援策名
①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

1 北海道 室蘭市 室蘭市 女性のための復職・起業支援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】室蘭市経済部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１４３－２２－１１１７　ＦＡＸ：０１４３－２５－２４７８

2 北海道 旭川市 旭川市 中小企業振興資金融資制度 ○ 詳細
http://www.city.asahikawa
.hokkaido.jp/500/542/544/
p003902 html

【担当部署】経済観光部経済総務課金融支援係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１６６－２５－７０４２　　ＦＡＸ：０１６６－２６－７０９３

3 北海道 富良野市 富良野市 女性のための起業ワークショップ ○ 詳細 －
【担当部署】総務部市民環境課交通生活係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１６７－３９－２３０８　ＦＡＸ：０１６７－２３－１３１３

4 北海道 釧路市 釧路市 女性就労困難者就労促進事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】釧路市産業振興部商業労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５４－３１－４６１１　ＦＡＸ：０１５４－２３－０６０６

5 北海道 釧路市 釧路市 女性の創業チャレンジ支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】釧路市産業振興部商業労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５４－３１－４６１１　ＦＡＸ：０１５４－２３－０６０６

6 北海道 釧路市 株式会社うつくしろ 女性向けシェアオフィス・コワーキングスペースの運営・自主セミナーやイベントの企画運営 ◯ ◯ 詳細 －
【担当部署】株式会社うつくしろ
【電話、FAX】ＴＥＬ：０１５４－２４－２９４６　ＦＡＸ：０１５４－２４－２９４７

7 北海道 札幌市 札幌市 札幌の女性ロールモデル冊子の作成・配布 ○ 詳細 http://www.danjyo.sl-
plaza.jp/rolemodel/

【担当部署】札幌市民まちづくり局市民生活部男女共同参画室男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２１１－２９６２　ＦＡＸ：０１１－２１８－５１６４

8 北海道 札幌市 札幌市 女性向けコワーキングスペースの設置 ○ 詳細 http://womenscowork.wix.c
om/co-working-lilaco

【担当部署】札幌市民まちづくり局市民生活部男女共同参画室　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２１１－２９６２　ＦＡＸ：０１１－２１８－５１６４

9 北海道 － 北海道 北海道の女性ロールモデル集の作成 ○ 詳細

http //www.l
north.jp/katsuyaku/messag
e/

【担当部署】北海道環境生活部くらし安全局道民生活課　女性支援室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０６－６９５４　ＦＡＸ：０１１－２３２－４８２０

10 北海道 － 北海道 女性の活躍支援センターの運営 ○ ○ 詳細

http //www.l
north.jp/katsuyaku/spcent
er/

【担当部署】北海道環境生活部くらし安全局道民生活課　女性支援室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０６－６９５４　ＦＡＸ：０１１－２３２－４８２０

11 北海道 － 北海道 北海道求職者就職支援センター事業（マザーズ・キャリアカフェの運営） ○ 詳細 －
【担当部署】ジョブカフェ北海道
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０９－４５１０　ＦＡＸ：０１１－２０９－０７１５

12 北海道 芽室町 芽室町 起業セミナー開催事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】芽室町企画財政課企画調整係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５５－６２－９７２１　ＦＡＸ：０１５５－６２－４５９９

13 北海道 紋別市 紋別市 紋別市中小企業チャレンジ支援事業 ○ 詳細
http://mombetsu.jp/soshik
i/sangyo/syoukou/news/201

4-0329-1200-127 html

【担当部署】紋別市産業部商工労働課商工振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５８-２４-２１１１　ＦＡＸ：０１５８-２４-６９２５

14 北海道 苫小牧市 苫小牧市男女平等参画推進センター 女性のための起業セミナー ○ 詳細 http://www.tomakomai-
shakyo.or.jp/danjo/danjo1

【担当部署】苫小牧市男女平等参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１４４-３２-３５４４    ＦＡＸ：０１４４-３７-２２２３

15 北海道 根室市 根室市 女性活躍応援セミナー ○ 詳細

http //www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/dcitynd.nsf/doc
/gender_equality_plan

【担当部署】根室市総合政策部少子化対策推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５３-２３-６１１１（２２５７）　ＦＡＸ：０１５３-２４-８６９２

16 北海道 根室市 根室市 根室なでしこ応援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】根室市水産経済部商工観光課商工労政担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５３-２３-６１１１（２２７１）　ＦＡＸ：０１５３-２４-８６９２

17 青森県 青森市 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 プチ起業塾 ○ 詳細 http://www.city.aomori.ao
mori.jp/

【担当部署・担当者氏名】青森市男女共同参画プラザ「カダール」
【電話、ＦＡＸ】☎０１７－７７６－８８００、Ｆａｘ０１７－７７６－８８２８
【メールアドレス】ｎａｋａｍａ＠ａｃｔｖ．ｎｅ．ｊｐ

18 岩手県 盛岡市 盛岡市（もりおか女性センター） 女性の起業・就労支援事業「起業応援ルーム 芽でるねっと」 ○ 詳細 http://www.sankaku-
npo.jp/mederunet/

【担当部署】もりおか女性センター　起業事業担当
【電話、ＦＡＸ】０１９－６２４－３５８３

19 岩手県 盛岡市
盛岡市（もりおか女性センター）
特定非営利活動法人参画プランニングいわて

被災地女性のための経済的自立支援事業 ○ ○ 詳細 http://www.sankaku-
npo.jp/mederunet/

【担当部署】もりおか女性センター　起業事業担当
【電話、ＦＡＸ】　０１９－６２４－３５８３（ＦＡＸ兼）

20 岩手県 釜石市 特定非営利活動法人　母と子の虹の架け橋 女性の自立・自律を支えるために、起業家支援塾（３回） ○ 詳細 http://mamahouse.jimdo.co
m/新聞報道/

【担当部署】総合政策課　男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】０１９３（２２）２１１１　内１３４

21 宮城県 仙台市
公益財団法人仙台市産業振興事業団
（仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”）

女性のための起業相談Day ○ 詳細

http //www.siip.city.send
ai.jp/assista/consultatio
n/

【担当部署】仙台市起業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２４－１２１２　ＦＡＸ：０２２－７１５－８２０５

22 宮城県 仙台市
公益財団法人仙台市産業振興事業団
（仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”）

女性のための起業講座 ○ ○ ○ 詳細 http://www.siip.city.send
ai.jp/assista/events/

【担当部署】仙台市起業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２４－１２１２　ＦＡＸ：０２２－７１５－８２０５

23 宮城県 仙台市 J300実行委員会　仙台アンバサダー ミニJ300in仙台～あなたのことを聞かせて「コラボレーションの赤い糸」 ○ 詳細

https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.85778060
4246525.1073741865.183768
428314416&type=1

【担当部署】仙台アンバサダー、株式会社ハッピーウーマン（ＴＥＬ：０７０－６６１６－９２９
２）、株式会社インターサポート（ＴＥＬ：０２２－２１４－６１１５）、株式会社ゆいネット（ＴＥ
Ｌ：０２２－７２６－０３４１）

24 宮城県 仙台市 女性経営者支援の会　萌黄 ゲスト講話・参加者交流会 ○ ○ 詳細
http://xn--gr1a406c.jp/

【担当部署】萌黄の会事務局（運龍堂内）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－３９７－７５３８　ＦＡＸ：０２２－２６３－７８５０

25 宮城県 仙台市 株式会社ゆいネット ちっちゃいビジネス開業応援塾 ○ ○ 詳細 http://www.chiiki-biz-
sendai.net/

【担当部署】株式会社ゆいネット
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２６－０３４１　ＦＡＸ：０２２－７２６－０３４３

26 宮城県 石巻市
特定非営利活動法人　石巻復興支援ネットワー
ク（日本ロレアル株式会社支援事業）

「Ｅｙｅｓ for Future ｂｙランコム」 ○ 詳細 http://eyesforfuture-
yappesu.jimdo.com/

【担当部署】石巻市復興政策部地域協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２５－９５－１１１１（内線４２３４）　ＦＡＸ：０２２５－２２－４９９５

27 宮城県 石巻市 石巻産業創造株式会社 女性のための起業セミナーの実施（なでしこ開成塾） ○ 詳細

http //www.iss
net.jp/sogyoshien/nadeshi
ko/

【担当部署】石巻産業創造㈱
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２５－９２－１３１３　ＦＡＸ：０２２５－９３－９３９７

28 宮城県 大崎市 ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき おおさきなでしこ創造塾 ○ ○ ○ 詳細
http://www.mss-osaki.com/

【担当部署】未来産業創造おおさき創業支援事務局（ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽalata内）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２９－２５－３１４０　ＦＡＸ：０２２９－２５－３１４１

29 宮城県 気仙沼市 気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課 女性のためのプチ起業セミナー ○ ○ 詳細 http://www.joseishugyo.go
.jp/

【担当部署】気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課男女共生推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２６－２２－６６００（内線３３４）　ＦＡＸ：０２２６－２４－８６０５

30 宮城県 － 宮城県 農業・農村男女共同参画支援事業 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農林水産部農業振興課農業人材育成班
【電話，ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－２１１－２８３６　　ＦＡＸ：０２２－２１１－２８３９

31 秋田県 － 秋田県 秋田で輝く女性の起業応援事業 ○ 詳細
【担当部署】秋田県生活環境部農業経済課
【電話、ＦＡＸ】０１８－８６０－１７６３

32 秋田県 大館市 大館市 大館市創業支援補助金 ○ ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.odate.akita.jp
/dcity/syoko/23-7685.html

【担当部署】大館市産業部商工課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８６－４３－７０７１　ＦＡＸ：０１８６-４９-３１３３

33 秋田県 男鹿市 男鹿市 女性農業者等生産活動支援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】男鹿市産業建設部農林水産課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８５－２４－９１３７　ＦＡＸ：０１８５－２３－２４２４

34 秋田県 湯沢市 湯沢市 湯沢市きらめき女子会応援事業 ○ 詳細

http //www.city
yuzawa.jp/kigyoshien08/53
3.html

【担当部署】産業振興部まるごと売る課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８３－７３－２１３５　　ＦＡＸ：０１８３－７９－５０５７

35 福島県 － 福島県 スタートアップふくしま創造事業 ○ 詳細

http //www.pref.fukushima
.lg.jp/sec/32021b/handsom
e21.html

【担当部署】福島県商工労働部産業創出課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２１－７２８３　　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３２

36 福島県 白河市 一般社団法人産業サポート白河 女性のためのプチ起業セミナー ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業サポート白河
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４８－２１－７３６１　ＦＡＸ：０２４８－２１－７３６２

37 福島県 - 福島県 農業女子ネットワーク活動支援事業 ○ 詳細
http://www.pref.fukushima.lg.j
p/sec/36021c/nougyoujoshi-
network-bosyuu html

【担当部署】福島県農林水産部農業担い手課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２１－７３４０　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３８

38 福島県 - 福島県 農業女子育成・定着促進支援事業 ○ 詳細 -
【担当部署】福島県農林水産部農業担い手課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２１－７３４０　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３８

39 福島県 - 福島県 いきいきふくしま農山漁村男女共同参画事業 ○ 詳細 -
【担当部署】福島県農林水産部農業担い手課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２１－７３４０　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３８

40 福島県 郡山市 福島銀行郡山営業部 プチ起業カフェ ○ ○ ○ 詳細

https //www.fukushimabank
.co.jp/sougyou/pdf/semina
r_koriyama.pdf

【担当部署】福島銀行郡山営業部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－９３２－１５００　　ＦＡＸ：０２４－９２２－６７６４

資料６

http://www.l-north.jp/katsuyaku/message/#
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http://www.l-north.jp/katsuyaku/message/#
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⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

41 福島県 郡山市 郡山市 郡山市信用保証料補助制度（一般融資） ○ 詳細

http://www.city.koriyama.fuku
shima.jp/271000/shogyo/yush
i.html

【担当部署】郡山市産業観光部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－９２４－２２５１　　ＦＡＸ：０２４－９２５－４２２５

42 福島県 - 福島県男女共生センター 女性のチャレンジ応援講座 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４３－２３－８３０４　　ＦＡＸ：０２４３－２３－８３１４

43 茨城県 － 茨城県 女性のための創業支援講座 ○ 詳細 －
【担当部署】知事公室女性青少年課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９－３０１－２１７８　　ＦＡＸ：０２９－３０１－２１８９

44 茨城県 水戸市 水戸市 女性対象働き方発見塾　ワタシ・スタイルで起業 ○ 詳細 －
【担当部署】市民協働部　男女平等参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ；０２９－２２６－３１６１、ＦＡＸ：０２９－２２６－３１６２

45 茨城県 日立市 日立商工会議所、日立市らぽーる協会 女性のための創業塾 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】日立商工会議所中小企業相談所経営相談課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９４－２２－０１２８　　ＦＡＸ：０２９４－２２－０１２０

46 茨城県 神栖市 茨城県神栖市 男女共同参画情報誌「ハートフルかみす」の発行 ○ 詳細 －
【担当部署】神栖市役所市民協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９９－９０－１１７１　ＦＡＸ：０２９９－９０－１１１２

47 栃木県 － 栃木県 プチ起業ジャンル別講座 ○ ○ 詳細
【担当部署】県民生活部人権・青少年男女参画課
【電話／ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６２３－３０７４　ＦＡＸ：０２８－６２３－３１５０

48 栃木県 - 栃木県 チャレンジショップ ○ ○ 詳細 http://www.parti.jp
【担当部署】県民生活部とちぎ男女共同参画センター
【電話／ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６６５－８３２３　ＦＡＸ：０２８－６６５－８３２５

49 栃木県 － 栃木県 総合的創業支援事業 ○ ○ ○ 詳細
＜創業希望者交流サロン（創

業塾・入門編）＞
http://www pref tochigi lg jp/f

【担当部署】栃木県産業労働観光部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】TEL：０２８－６２３－３１７３　FAX：０２８－６２３－３３４０

50 栃木県 － 栃木県 県制度融資「創業支援資金（女性・若者・シニア支援枠）」 ○ 詳細

http //www.pref.tochigi.l
g.jp/f03/work/shoukougyou
/yuushi/1179725123542.htm

【担当部署】産業労働観光部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６２３－３１８１　ＦＡＸ：０２８－６２３－３３４０

51 栃木県 - 栃木県 県制度融資「産業政策推進資金（とちぎ創生融資『女性創業応援資金』）」 ○ 詳細

http //www.pref.tochigi.l
g.jp/f03/work/shoukougyou
/yuushi/documents/h28sous

【担当部署】産業労働観光部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６２３－３１８１　ＦＡＸ：０２８－６２３－３３４０

52 栃木県 - 栃木県 女性農業者活躍応援プログラム実践講座 ○ 詳細
【担当部署】農政部経営技術課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０２８－６２３－２３１７　ＦＡＸ：０２８－６２３－２３１５

53 栃木県 宇都宮市 宇都宮市 女性のためのプチ起業講座 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】宇都宮市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６３６－４０７５　ＦＡＸ：０２８－６３６－４０７９

54 栃木県 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市男女共同参画情報誌　ぱーとなーしっぷvol.31　プチ起業特集 ○ 詳細
http://www.city.utsunomiy
a.tochigi.jp/shisei/koryu

/danjo/1012720 html

【担当部署】宇都宮市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６３６－４０７５　ＦＡＸ：０２８－６３６－４０７９

55 栃木県 宇都宮市 宇都宮ベンチャーズClub 女性起業家勉強会 ○ ○ 詳細
【担当部署】　経済部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６３２－２４４２　ＦＡＸ：０２８－６３２－２４４７

56 栃木県 足利市 公益財団法人足利市・みどりと文化スポーツ財団 再チャレンジ支援セミナー ○ 詳細 http://shimin-
plaza.ashikaga-mbs.or.jp/

【担当部署】　（公財）足利市・みどりと文化スポーツ財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８４－７２－８５１１　ＦＡＸ：０２８４－７２－７２７８

57 栃木県 真岡市 真岡商工会議所 創業セミナー「女性塾」 ○ 詳細
http://www.moka-cci.or.jp

【担当部署】　真岡商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８５－８２－３３０５　ＦＡＸ：０２８５－８２－７９６７

58 栃木県 下野市 下野市 女性起業家創業資金 ○ 詳細

http //www.city.shimotsuk
e.lg.jp/hp/page000009900/
hpg000009830.htm

【担当部署】産業振興部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８５－３２－８９０７　ＦＡＸ：０２８５－３２－８６１１

59 栃木県 - （株）栃木銀行 女性のためのビジネスプランコンテスト（とちぎんビジネスプランコンテスト） ○ 詳細

http //www.tochigibank.co
.jp/seminar/bizplan_women
/

【担当部署】（株）栃木銀行
【電話、FAX】TEL：０２８－６３３－１２６１　FAX：０２８－６３４－６３４０

60 栃木県 － 一般社団法人スリーアクト シェアオフィスの提供と起業相談等 ○ 詳細
http://www.three-act.com/

【担当部署】一般社団法人スリーアクト
【電話、ＦＡＸ】０２８－６１２－１１０６

61 群馬県 前橋市 群馬県ぐんま男女共同参画センター 女性のための起業入門セミナー ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.gunma.jp/
07/p03100039.html

【担当部署】ぐんま男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２７－２２４－２２１１　ＦＡＸ：０２７－２２４－２２１４

62 群馬県 前橋市 群馬県ぐんま男女共同参画センター キャリアアップネットワーク支援～とらいあんぐるんサロン～ ○ ○ 詳細 http://www.pref.gunma.jp/
07/p03100039.html

【担当部署】ぐんま男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２７－２２４－２２１１　ＦＡＸ：０２７－２２４－２２１４

63 群馬県 高崎市 高崎市 女性のための起業ワークショップ ○ ○ 詳細

http //sv703051.city.taka
saki.gunma.jp/docs/201605
0700058/

【担当部署】市民部人権男女共同参画課（高崎市男女共同参画センター）
【電話、ＦＡＸ】電話　０２７－３２９－７１１８（直通）　ＦＡＸ　０２７－３７２－３１２１

64 群馬県 桐生市 NPO法人キッズバレイ ままのWA起業塾 ○ ○ ○ 詳細

http //www.city.kiryu.lg.
jp/sangyou/sokushin/10088
80.html

【担当部署】NPO法人キッズバレイ
【電話、ＦＡＸ】０２７７―４６－７４８６

65 群馬県 太田市 太田市産業環境部工業振興課 おおたなでしこ未来塾 ○ ○ ○ 詳細

http //www.city.ota.gunma
.jp/005gyosei/0080-
005sankei-

【担当部署】産業環境部工業振興課
【電話、ＦＡＸ】電話　０２７９－４７－１８３４（直通）　ＦＡＸ　０２７６－４７－１８８１

66 埼玉県 － 埼玉県農林部農業支援課普及活動担当 農業版ウーマノミクス事業 ○ 詳細
https://www.pref.saitama.lg.jp
/a0903/fukyu/womano.html

【担当部署】埼玉県農林部農業支援課　普及活動担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８３０－４０４７　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８８８

67 埼玉県 － 埼玉県産業支援課 ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎピッチ ○ 詳細
http://smile-women-
festa.com/pitch/

【担当部署】埼玉県産業労働部産業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-８３０-３９０８　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１３

68 埼玉県 －
公益財団法人埼玉県産業振興公社
（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

女性創業相談 ○ ○ 詳細
http://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/woman/

【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

69 埼玉県 －
公益財団法人埼玉県産業振興公社
（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

女性創業出張相談会（さいたま市・川越市･春日部市） ○ ○ 詳細
http://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/woman/

【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

70 埼玉県 －
公益財団法人埼玉県産業振興公社
（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

女性創業スタートアップ塾・女性創業セミナー地域版 ○ ○ 詳細
http://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/woman/

【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

71 埼玉県 －
公益財団法人埼玉県産業振興公社
（創業・ベンチャー支援センター埼玉）

女性創業支援ルーム　COCOオフィス ○ ○ ○ 詳細
http://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/woman/coco-
office html

【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

72 埼玉県 － 埼玉県 女性経営者支援資金（女性起業家支援貸付） ○ 詳細
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0805/seidoyushi/index.html

【担当部署】埼玉県庁産業労働部金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８３０－３８０１、ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１４

73 埼玉県 熊谷市 熊谷市 女性の起業は熊谷ｄｅ事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　熊谷市産業振興部企業活動支援課
【電話、ＦＡＸ】　０４８－５２４－１１１１（内線４７７）

74 埼玉県 所沢市 所沢市・所沢商工会議所 開業Café ○ 詳細 －
【担当部署】所沢市産業経済部産業振興課　産業支援グループ
【電話、FAX】ＴＥＬ：０４－２９９８－９１５７、ＦＡＸ：０４－２９９８－９１６２

75 埼玉県 東松山市 ＮＰＯ法人　チーム東松山 女性起業家ステップアップ支援事業 ○ 詳細
http://machicafe.hiki.tv/

【担当部署】ＮＰＯ法人チーム東松山
【電話、ＦＡＸ】ＦＡＸ：０４９３－２４－８５５９

76 埼玉県 草加市 草加市
草加市女性創業スタートアップ事業「わたしたちの月３万円ビジネ
ス」連続講座 ○ ○ 詳細 －

【担当部署】産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－９２２－０８３９　ＦＡＸ：０４８－９２２－３４０６

77 埼玉県 越谷市 越谷市
①女性創業支援セミナー
②コミュニティビジネスセミナー「女性・高齢者が活躍するビジネス
の仕組みを考える」

○ ○ 詳細

②
http://www.city.koshigaya.sait
ama.jp/jigyosha/sougyou/oshi
rase/koshigaya_contents_2016
0725 html

【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

78 埼玉県 越谷市 越谷商工会議所 ステップアップ経営セミナー ○ 詳細 ―
【担当部署】越谷商工会議所　中小企業相談所
【電話】０４８－９６６－６１１１

79 埼玉県 越谷市 特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー こしがや創業スクール ○ 詳細
http://jyosei-
sogyo.jimdo.com/

【担当部署】特定非営利活動法人　わぁくらいふさぽーたー
【電話】０４８－９４０－０７６２

80 埼玉県 越谷市 越谷市 創業者支援補助金 ○ 詳細
http://www.city.koshigaya.sait
ama.jp/jigyosha/sougyou/oshi
rase/koshigaya contents 2015

【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

81 埼玉県 越谷市 越谷市 空き店舗対策事業費補助金 ○ 詳細
http://www.city.koshigaya.sait
ama.jp/jigyosha/shienyushi/h
ojokin/koshigaya contents 201

【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

82 埼玉県 越谷市 越谷市男女共同参画支援センター 女性の起業支援に関する講座 ○ 〇 詳細
【担当部署】越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
【電話、FAX】TEL:０４８－９７０－７４１１　FAX:０４８－９７０－７４１２

http://www.parti.jp/#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/1179725123542.html#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/1179725123542.html#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/1179725123542.html#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/documents/h28souseiyuushiiichiran.pdf#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/documents/h28souseiyuushiiichiran.pdf#
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/documents/h28souseiyuushiiichiran.pdf#
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1012720.html#
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1012720.html#
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1012720.html#
http://shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp/#
http://shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp/#
http://www.moka-cci.or.jp/#
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000009900/hpg000009830.htm#
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000009900/hpg000009830.htm#
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000009900/hpg000009830.htm#
http://www.tochigibank.co.jp/seminar/bizplan_women/#
http://www.tochigibank.co.jp/seminar/bizplan_women/#
http://www.tochigibank.co.jp/seminar/bizplan_women/#
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/sokushin/1008880.html#
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/sokushin/1008880.html#
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/sokushin/1008880.html#


都道府県別起業支援策一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 支援策名
①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

83 埼玉県 蕨市
蕨市、ＮＰＯ法人子育て応援クラブむくむく、蕨
商工会議所
一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会

女性の多様な働き方を支援する事業
～夢を形に！自己実現へ向けた具体的な取り組みへの支援～ ○ ○ ○ 詳細 http://21codomo.jimdo.com

/26年度蕨市協働提案事業/

【担当部署】　蕨市市民活動推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－４３３－７７４５　ＦＡＸ：０４８－４３４－２２３３

84 埼玉県 戸田市 戸田市
『女性向け起業支援セミナー』
　（平成28年度起業支援セミナー全９回） ○ ○ ○ 詳細

http //www.city.toda.sait
ama.jp/soshiki/214/keizai
-oc-seminer-kakushu.html

【担当部署】環境経済部経済政策課女性活躍応援担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－４４１－１８００（代表）　ＦＡＸ：０４８－４３２－９９１０

85 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 女性起業応援カフェ＠つるがしま ○ ○ 詳細
http://www.city.tsurugash
ima.lg.jp/page/page002132
html

【担当部署】鶴ヶ島市秘書政策課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

86 埼玉県 吉川市 公益社団法人　日本サードセクター経営者協会 創業スクールin吉川 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】
【電話、ＦＡＸ】

87 埼玉県 杉戸町 ＮＰＯ法人すぎとＳＯＨＯクラブ わたしたちの月３万円ビジネス ○ ○ 詳細
http://choinaca.wixsite.com/3
biz

【担当部署】ＮＰＯ法人すぎとＳＯＨＯクラブ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８０－３１－００５５、ＦＡＸ：０４８０－３１－００５５

88 埼玉県 さいたま市 公益財団法人さいたま市産業創造財団（さいたま市出資法人） さいたま市ニュービジネス大賞　女性起業賞 ○ ○ ○ 詳細 http://www.snb-
saitama.jp/

【担当部署】公益財団法人さいたま市産業創造財団支援・金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８５１－６６５２　ＦＡＸ：０４８－８５１－６６５３

89 埼玉県 さいたま市 公益財団法人さいたま市産業創造財団（さいたま市出資法人） プチ創業支援セミナー ○ ○ 詳細 http://www.sozo-
saitama.or.jp/

【担当部署】公益財団法人さいたま市産業創造財団支援・金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８５１－６６５２　ＦＡＸ：０４８－８５１－６６５３

90 埼玉県 さいたま市 さいたま商工会議所 女性創業塾 ○ 詳細

http //www.saitamacci.or.
jp/management/establishme
nt.asp

【担当部署】さいたま商工会議所　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－６４１－００８４　ＦＡＸ：０４８－６４３－２７２０

91 埼玉県 さいたま市 創業・ベンチャー支援センター埼玉 女性創業相談会 ○ 詳細
http://www.lib.city.saitama.jp/
service/biz_support/consult3.
html

【担当部署】さいたま市立中央図書館　資料サービス課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８７１－２１００、ＦＡＸ：０４８－８８４－５５００

92 埼玉県 さいたま市 さいたま市男女共同参画推進センター 起業プレゼン講座 ○ 詳細
【担当部署】さいたま市男女共同参画課　男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－６４２－８１０７、ＦＡＸ：０４８－６４３－５８０１

93 千葉県 千葉市 千葉市男女共同参画センター 研修学習事業「女性のための起業準備講座」 ○ 詳細 http://www.chp.or.jp/danj
o/event/event.html

【担当部署】千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３－２４５－５０６０　ＦＡＸ：０４３－２４５－５５３９

94 千葉県 － 千葉県農林水産部担い手支援課 農山漁村の担い手のパートナーシップ推進事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農林水産部担い手支援課農業経営支援班、専門普及指導室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３（２２３）３０８７、ＦＡＸ：０４３（２０１）２６１５

95 千葉県 市川市 市川市 Ichikawa女性のための起業セミナー・女性起業家交流会（同時開催） ○ 詳細

http //www.city.ichikawa.
lg.jp/eco01/11110000822.h
tml

【担当部署】経済部商工振興課
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７（７１１）１１４０　ＦＡＸ：０４７（７１１）１１４４

96 千葉県 市川市 ハピキャリフェスタ実行委員会 ハピキャリフェスタinいちかわ ○ ○ 詳細

http //www.city.ichikawa.
lg.jp/gen05/1111000038.ht
ml

【担当部署】総務部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－３２２－６７００　ＦＡＸ：０４７－３２２－６８８８

97 千葉県 市川市 市川市  Ichikawa ワタシの夢起業塾 ○ 詳細

http //www.city.ichikawa.
lg.jp/eco01/11110000823.h
tml

【担当部署】経済部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１１－１１４０　ＦＡＸ：０４７－７１１－１１４４

98 千葉県 市川市 市川市 市川市レディースビジネスコンテスト・2016 ○ 詳細

http //www.city.ichikawa.
lg.jp/eco01/1111000101.ht
ml

【担当部署】経済部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１１－１１４０　ＦＡＸ：０４７－７１１－１１４４

99 千葉県 市川市 学校法人千葉学園　千葉商科大学 女性起業家育成セミナー ○ ○ 詳細 http://www.cuc.ac.jp/fse/
index.html

【担当部署】千葉商科大学　大学院・社会人教育センター
【電話・ＦＡＸ】TEL：０４７（３７３）９７５５ FAX：０４７（３７３）９７９０

100 千葉県 船橋市 船橋市 女性のための起業講座 ○ 詳細

http //www.city.funabashi
.chiba.jp/jigyou/chushou/
0003/p032771.html?path=C5

【担当部署】商工振興課　工業係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４３６－２４７４　ＦＡＸ：０４７－４３６－２４６６

101 千葉県 佐倉市 佐倉市 女性・若者チャレンジ資金（佐倉市中小企業資金融資制度） ○ 詳細 http://www.city.sakura.lg
.jp/0000005556.html

【担当部署】産業振興部　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３－４８４－６１４５　ＦＡＸ：０４３－４８４－５０６１

102 千葉県 八千代市 八千代市男女共同参画センター 女性の起業応援セミナー ○ ○ 詳細

http //www.city.yachiyo.c
hiba.jp/102500/page100025
.html

【担当部署】八千代市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４８５－６０５５　ＦＡＸ　：０４７－４８５－７３９８

103 千葉県 白井市 白井市青少年女性センター 女性のための起業講座 ○ 詳細

http //www.shiroisyakyo.j
p/blog/2014/12/post-
11.php

【担当部署】白井市青少年女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４９２－２０２２　ＦＡＸ：０４７－４９２－２０２１

104 千葉県 習志野市 習志野市・習志野商工会議所 女性の再チャレンジ支援講座 ○ 詳細 －
【担当部署】習志野市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４５３－９３０７　ＦＡＸ：０４７－４５３－９３２７

105 千葉県 松戸市 松戸市 ママジョブカフェ ○ 詳細
http://www.city.matsudo.c
hiba.jp/shisetsu-
id /k ik h l / t

【担当部署】松戸市総務部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－３６４－８７７８　ＦＡＸ：０４７－３６４－７８８８

106 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性起業家のためのフォローアップ講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５４７８－８０２２　ＦＡＸ：０３－５４７８－８０２４

107 東京都 世田谷区
公益財団法人世田谷区産業振興公社
特定非営利活動法人NPO昭和

女性の起業支援 ○ ○ 詳細 http://www.laplace-
setagaya.net

【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５４７８－８０２１　ＦＡＸ：０３－５４７８－８０２６

108 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性のためのらぷらす起業支援塾＆サロン ○ ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５４７８－８０２２　ＦＡＸ：０３－５４７８－８０２４

109 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす わくわくワークフェスタ ○ 詳細 －
【担当部署】世田谷区生活文化部人権・男女共同参画担当課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５４３２－２２５９、ＦＡＸ：０３－５４３２－３００５

110 東京都 板橋区 板橋区男女社会参画課及び産業振興課 女性のための起業家入門講座 ○ ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】板橋区政策経営部男女社会参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３５７９－２４８６　ＦＡＸ：０３－３５７９－２７８７

111 東京都 豊島区 豊島区立男女平等推進センター わたしの夢をカタチにする!!プチ起業塾 ○ 詳細 －
【担当部署】男女平等推進センター　事業企画グループ
【電話、ＦＡＸ】０３－５９５２－９５０１

112 東京都 中野区 中野区産業振興センター 女性のための起業入門　～お金をかけずに起業した私の方法～ ○ 詳細 －
【担当部署】中野区産業振興センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３３８０－６９４６　　ＦＡＸ：０３－３３８０－６９４９

113 東京都 八王子市 サイバーシルクロード八王子 2日間　女性のための起業塾 ○ 詳細

http //www.city.hachioji.
tokyo.jp/33852/danjokyodo
/koza/050567.html

【担当部署】八王子市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－６４８－２２３０　ＦＡＸ：０４２－６４４－３９１０

114 東京都 千代田区 公益財団法人まちみらい千代田 ビジネス起業塾（女性編） ○ 詳細

http //www.chiyoda
days.jp/business/entrepre
neur.html

【担当部署】　産業まちづくりグループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３２３３－７５５８　　ＦＡＸ　０３－３２３３－７５５７

115 東京都 武蔵野市 株式会社　マネジメントブレーン 吉祥寺Bloom ○ 詳細 http://www.kichi-
bloom.com/

【担当部署】株式会社マネジメントブレーン　ｉ－ｏｆｆｉｃｅ吉祥寺Ｂｌｏｏｍ事務局
【電話、ＦＡＸ】０４２２－２８－４３３０

116 東京都 練馬区 練馬区立男女共同参画センターえーる 女性の経済的自立支援 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】練馬区立男共同参画センターえる
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３９９６－９００７　ＦＡＸ：０３－３９９６－９０１０

117 東京都 西東京市 西東京創業支援・経営革新相談センター 女性を対象とした創業セミナー・経営者交流会 ○ ○ 詳細 http://www.nishitokyo-
sougyou.net/

【担当部署】西東京商工会
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－４６１－４５７３、ＦＡＸ０４２－４６３－７３１１

118 神奈川県 － 神奈川県 女性起業支援事業 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.kanagawa.
jp/cnt/p937276.html

【担当部署】神奈川県労政福祉課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－２１０－５７４４（直通）　　ＦＡＸ：０４５－２１０－８８７３

119 神奈川県 茅ヶ崎市 うみのあお、そらのあお これから働きたいママのためのプレおしごと講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】うみのあお、そらのあお
【電話、ＦＡＸ】非公開

120 神奈川県 藤沢市 藤沢市 藤沢市利子補給制度 ○ 詳細

http //www.city.fujisawa.
kanagawa.jp/indus1/shigot
o/shokogyo/yushi/rishihok

【担当部署】藤沢市経済部産業労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６６－２５－１１１１（内線３４１３）　ＦＡＸ：０４６６－５０－８４１９

121 神奈川県 藤沢市 藤沢市 コミュニティビジネス支援事業補助金 ○ 詳細

http //www.city.fujisawa.
kanagawa.jp/indus1/shigot
o/shokogyo/sogyo/communit

【担当部署】藤沢市経済部産業労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６６－２５－１１１１（内線３４１３）　ＦＡＸ：０４６６－５０－８４１９

122 神奈川県 藤沢市 公益財団法人　湘南産業振興財団 湘南ビジネスコンテスト ○ ○ 詳細 http://www.s-
cns.com/contest/

【担当部署】公益財団法人湘南産業振興財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６６－２１－３８１１　ＦＡＸ：０４６６－２４－４５００

123 神奈川県 座間市 ＮＰＯ日本キャリアカウンセリング協会 女性のチャレンジ支援相談室 ○ ○ 詳細

http //www.city.zama.kana
gawa.jp/www/contents/1474
870129704/files/4.pdf

【担当部署】座間市広聴人権課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６－２５２－８０８７（直通）　　ＦＡＸ：０４６－２５２－０２２０

124 神奈川県 川崎市 川崎市経済労働局産業振興部金融課 女性・若者・シニア起業家支援資金 ○ 詳細

http //www.city.kawasaki.
jp/280/page/0000017473.ht
ml

【担当部署】　川崎市経済労働局産業振興部金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－５４４－１８４６・１８４７　ＦＡＸ：０４４－５４４－３２６３

125 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 川崎市内で活用できる起業・創業支援（虎の巻） ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８、ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page002132.html#
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page002132.html#
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page002132.html#
http://www.snb-saitama.jp/#
http://www.snb-saitama.jp/#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000822.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000822.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000822.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000038.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000038.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000038.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000823.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000823.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000823.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html#
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html#
http://www.cuc.ac.jp/fse/index.html#
http://www.cuc.ac.jp/fse/index.html#
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html#
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html#
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html#
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126 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家の取材と紹介 ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８、ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

127 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） メーリングリストによる情報提供 ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

128 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） かわさき女性起業家ネットワーク（交流会） ○ ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

129 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家ミニ見本市 ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

130 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家講師オーディション事業 ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

131 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家ビギナーズサロン「起業プラン作成支援講座」 ○ ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/
challenge/kigyou/

【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

132 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性起業家支援チーム事業、女性経営者塾等事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kig
yo/woman/support.php

【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

133 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性専用スタートアップオフィス「F-SUSよこはま」運営事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kig
yo/woman/

【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

134 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性起業家メンター事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kig
yo/woman/mentor.php

【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

135 神奈川県 横浜市 横浜市 トライアルスペース運営事業 ○ 詳細 http://ex-
link.co.jp/crea/

【担当部署】経済局経営・創業支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－６７１－３８２８

136 神奈川県 横浜市 横浜市 女性起業家ネットワーク事業 ○ 詳細 http://www.network-
wobizfesta.yokohama/

【担当部署】経済局経営・創業支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－６７１－３８２８

137 神奈川県 相模原市 相模原市 女性起業家支援事業 ○ ○ ○ 詳細 http://www.sagami-egg-
assi.jp/

【担当部署】相模原市商業観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－７６９－９２５５（直通）　　ＦＡＸ：０４２－７５４－１０６４

138 神奈川県 相模原市 公益財団法人相模原市産業振興財団 女性起業家ステップアップセミナー＆マーケット出店 ○ ○ 詳細 http://soho.ssz.or.jp/
【担当部署】公益財団法人相模原市産業振興財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－７５９－５６００　ＦＡＸ：０４２－７５９－５６５５

139 神奈川県 相模原市 相模原市 ソレイユさがみ　ゆめひろば ○ 詳細

http //www.soleilsagami.j
p/news/2016/10/post-
17.html

【担当部署】相模原市立男女共同参画推進センター（ソレイユさがみ）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－７７５－１７７５（直通）　　ＦＡＸ：０４２－７７５－１７７６

140 新潟県 三条市 一ノ木戸商店街（みんくる） チャレンジショップほか ○ ○ 詳細

http //www.city.sanjo.nii
gata.jp/chiikikeiei/page0
0220.html

【担当部署】市民部地域経営課中心市街地活性化推進係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２５６－３４－５５１１（内線７２７）　ＦＡＸ：０２５６－３３－５７３２

141 新潟県 三条市 三条市 創業塾pontekia ○ ○ 詳細

http //www.city.sanjo.nii
gata.jp/shokoka/page00168
.html

【担当部署】経済部商工課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２５６－３４－５６１１（直通）　ＦＡＸ：０２５６－３６－５１１１

142 新潟県 三条市 三条市創業塾pontekia修了生 商品開発ワークショップ ○ 詳細 －
【担当部署】経済部商工課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２５６－３４－５６１１（直通）　ＦＡＸ：０２５６－３６－５１１１

143 新潟県 十日町市 十日町市 女性向け創業セミナー ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業観光部産業政策課商工振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２５－７５７－３１３９　ＦＡＸ：０２５－７５２－４６３５

144 富山県 富山市 富山県 農村女性スキルアップ講座の開催 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

145 富山県 富山市 富山県 農村女性起業チャレンジ事業 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

146 富山県 富山市 富山県 農村女性起業拡大支援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

147 富山県 富山市 富山県 農村女性先進モデル企業育成事業 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

148 富山県 富山市 公益財団法人富山県女性財団 チャレンジ支援相談 ○ ○ ○ 詳細
http://www.sunforte.or.jp

【担当部署】（公財）富山県女性財団　チャレンジ支援コーナー
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４３２－０２３４　ＦＡＸ：０７６－４３２－５５２５

149 富山県 上市町 上市町 女性起業塾 ○ 詳細 https://www.kamiichimon.j
p/

【担当部署】上市町産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４７２－１１１１　ＦＡＸ：０７６－４７２－１１１５

150 石川県 － 公益財団法人いしかわ女性基金 女性創業支援相談会 ○ ○ ○ 詳細

http //ishikawa jyosei
kikin.or.jp/event/2014/12
/26-3.html

【担当部署】
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－２３４－１１１２　ＦＡＸ：０７６－２３４－１１３０

151 石川県 金沢市 株式会社ジーアンドエス 夢をかなえるための「かなざわ女性起業塾」 ○ 詳細

http //www4.city.kanazawa
.lg.jp/17001/syougyou/kig
yo-

【担当部署】株式会社ジーアンドエスかなざわ女性起業塾事務局
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－２２２－７２３４　ＦＡＸ：０７６－２２２－７２４５

152 石川県 小松市 小松市 こまつ女性起業チャレンジ塾 ○ 詳細 http://www.city.komatsu.l
g.jp/8943.htm

【担当部署】小松市商工労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６１－２４－８０７４　ＦＡＸ：０７６１－２３－６４０４

153 石川県 小松市 小松市 小松市女性起業家等活動応援金 ○ 詳細 －
【担当部署】小松市商工労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６１－２４－８０７４　ＦＡＸ：０７６１－２３－６４０４

154 石川県 － 石川県男女共同参画課 女性のための起業チャレンジ応援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】石川県男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】

155 福井県 福井市 福井市　商工労働部 女性起業支援事業補助金 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福井市　商工労働部　商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：：０７７６－２０－５３２５　ＦＡＸ：０７７６　－２０－５３２３

156 福井県 － 公益財団法人ふくい産業支援センター ふくい女性起業チャレンジ支援
（創業セミナー） ○ ○ 詳細 http://www.pref.fukui.lg.
jp/doc/sansei/index.html

【担当部署】　福井県産業労働部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】０７７６－２０－０５３７

157 福井県 － 公益財団法人ふくい産業支援センター ふくい女性起業チャレンジ支援
（女性創業相談窓口） ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.fukui.lg.
jp/doc/sansei/index.html

【担当部署】福井県産業労働部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】０７７６－２０－０５３７

158 福井県 － 福井県 ふくい女性起業チャレンジ支援
（女性の創業応援事業） ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.fukui.lg.
jp/doc/sansei/index.html

【担当部署】福井県産業労働部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】０７７６－２０－０５３７

159 山梨県 － 山梨県
女性活躍支援事業
スモールビジネスから始めよう！女性起業家セミナー ○ ○ 詳細 －

【担当部署】山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ総合
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：055-235-4171　ＦＡＸ：055-235-1077

160 山梨県 － 山梨県 女性の起業支援事業 ○ ○ ○ 詳細
http://www.pref.yamanashi.jp/

shinjigyo/joseikigyou.html
【担当部署】産業労働部新事業・経営革新支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２２３－１５４４　ＦＡＸ：０５５－２２３－１５６９

161 山梨県 － 山梨県・（公財）やまなし産業支援機構 中小企業支援基盤整備事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】（公財）やまなし産業支援機構
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２４３－１８８８　ＦＡＸ：０５５－２４３－１８８８

162 長野県 －
長野県男女共同参画センター、長野市男女共
同参画センター

女性のための起業のタネ探し講座 ○ 詳細
【担当部署】長野県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６６－２２－５７８１　ＦＡＸ：０２６６－２２－５７８３

163 長野県 － 長野県 ＮＰＯ法人設立講座の開催 ○ 詳細

http //www.pref.nagano.lg
.jp/kyodo-
npo/kurashi/kyodo/kyodo/n

【担当部署】長野県県民文化部県民協働課協働・ＮＰＯ係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ；０２６－２３５－７１８９（直通）　ＦＡＸ：０２６－２３５－７２５８

164 長野県 － 長野県、公益財団法人長野県中小企業振興センター 創業サポート強化事業（女性向け創業セミナー） ○ ○ 詳細

http //www.pref.nagano.lg
.jp/keieishien/sangyo/sho
kogyo/sogyo/documents/261

【担当部署】　（公財）長野県中小企業振興センター　経営支援部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６－２２７－５０２８　ＦＡＸ：０２６－２２７－６０８６

165 長野県 －
長野県男女共同参画推進県民会議、
長野県、公益財団法人長野県中小企業振興セ
ンター

信州女性起業・創業サミット ○ 詳細

http //www.pref.nagano.lg
.jp/keieishien/sangyo/sho
kogyo/sogyo/documents/201

【担当部署】長野県　産業労働部　産業立地・経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６－２３５－７１９５　ＦＡＸ：０２６－２３５－７４９６

166 長野県 － 長野県 女性起業家によるスタートアップセミナー等 ○ 詳細

http //www.pref.nagano.lg
.jp/keieishien/sangyo/sho
kogyo/sogyo/documents/201

【担当部署】長野県　産業労働部　産業立地・経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６－２３５－７１９５　ＦＡＸ：０２６－２３５－７４９６

167 長野県 － 長野県、公益財団法人長野県中小企業振興センター 創業相談窓口への女性相談員の配置 ○ 詳細
http://www.icon-
nagano.or.jp/sogyo-
office/index.html

【担当部署】　（公財）長野県中小企業振興センター　経営支援部ながの創業サポートオ
フィス
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６－２６９－７３５９　ＦＡＸ：０２６－２２７－６０８６

http://www.soleilsagami.jp/news/2016/10/post-17.html#
http://www.soleilsagami.jp/news/2016/10/post-17.html#
http://www.soleilsagami.jp/news/2016/10/post-17.html#
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NO 都道府県 市区町村 実施主体名 支援策名
①ビジネスの基
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②起業に関する
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援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

168 長野県 松本市 ココノチカラ 女性の起業や副業支援 ○ 詳細 http://www.coconochikara.
com

【担当部署】塩尻本部、松本支部
【電話、ＦＡＸ】非公開

169 長野県 安曇野市 アルプス女性企業家会議 企業を考える女性の相談窓口及び情報提供 ○ ○ 詳細 http://www.woman-
web.jp/index.html

【担当部署】好生館マナー研究所
【電話、ＦＡＸ】０２６３－３９－１９２１（ＦＡＸ共通）

170 長野県 高森町 高森町商工会 女性限定のチャレンジショップ支援 ○ ○ ○ 詳細 http://www.takamori-
sci.com/

【担当部署】高森町商工会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６５－３５－２２５４　ＦＡＸ：０２６５－３５－８１３２

171 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市 姫Ｂｉｚ戦略事業 ○ ○ ○ 詳細 http://himebiz.jimdo.com/
【担当部署】産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５７４－２８－１１３６　ＦＡＸ：０５７４－２８－１１３６

172 静岡県 三島市 三島市 ママのためのはたらこーざ ○ 詳細 http://careerring.wix.com
/career-ring

【担当部署】三島市産業振興商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－９８３－２６５５　　ＦＡＸ：０５５－９８３－２７５４

173 静岡県 三島市 三島市 女性就労支援相談窓口設置事業 ○ 詳細 http://www.city.mishima.s
hizuoka.jp/ipn011451.html

【担当部署】三島市産業振興商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－９８３－２６５５　　ＦＡＸ：０５５－９８３－２７５４

174 静岡県 三島市 株式会社ビズホープ 女性起業家専用シェアオフィス「cotoris labo」 ○ 詳細 http://www.bizhope2012.ne
t/

【担当部署】株式会社ビズホープ
【電話、ＦＡＸ】０５５−９９４−９４０７（ＦＡＸ共通）

175 静岡県 島田市 島田市産業支援センター 女性のための異業種交流会 ○ 詳細 －
【担当部署】島田市産業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ０５４７－５４－５７６０・ＦＡＸ０５４７－５４－５７６５

176 静岡県 磐田市 磐田市 女性起業家育成事業 ○ 詳細
http://www.city.iwata.shizuok
a.jp/jigyosha/busi008.php

【担当部署】磐田市商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３８－３７－４８１９　ＦＡＸ：０５３８－３７－５０１３

177 静岡県 － 静岡県 チャレンジ相談 ○ 詳細 －
【担当部署】男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－２２１－２８２４　ＦＡＸ：０５４－２２１－２９４１

178 静岡県 焼津市 焼津信用金庫 女性のための起業家支援セミナー ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　焼津信用金庫地域貢献部
【電話、ＦＡＸ】　電話　054-629-1137　　FAX　054-629-1313

179 静岡県 沼津市 ＮＰＯ法人　Ｗｏｍａｎ’ｓサポート
女性の起業・就業支援事業、結婚・出産並びに子育てなど家庭と
仕事の両立に関する支援事業、女性が集まる交流の場の創出事
業

○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】沼津商工会議所
【電話、ＦＡＸ】０５５－９２１－１０００

180 静岡県 富士市 若者のためのキャリアデザイン支援室　ｆきゃる 女性就職相談 ○ 詳細 http://f-kyaru.com
【担当部署】　若者のためのキャリアデザイン支援室　ｆきゃる
【電話、ＦＡＸ】 0545-32-6958

181 静岡県 富士市 富士市商工会、富士市産業支援センターf-Biz 創業塾　THE BEST ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

182 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz 女性のための起業相談 ○ 詳細
http://www.f-biz.jp/woman/
http://www.f-
biz jp/data/eventdata/201701

【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

183 静岡県 三島市 株式会社IPシンフォニー ママインターンプロジェクト ○ 詳細 http://momintern.com/
【担当部署】株式会社ＩＰシンフォニー
【電話】055-946-6157　【ＦＡＸ】055-946-6167

184 静岡県 藤枝市 藤枝市 女性創業支援 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】藤枝市創業支援室
【電話、ＦＡＸ】℡：054-643-3239/FAX：054-643-3610

185 静岡県 吉田町 吉田町 創業支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業課
【電話、ＦＡＸ】0548-33-2122/0548-33-2162

186 静岡県 浜松市 浜松市ユニバーサル社会・男女共同参画推進課 浜松市女性起業家育成事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】浜松市ユニバーサル社会・男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３－４５７－２５６１　　ＦＡＸ：０５３－４５７－２７５０

187 静岡県 静岡市 公益財団法人　静岡産業振興協会 女性企業家のためのスタートアップ・交流セミナー ○ ○ 詳細

http //www.b
nest.jp/bnestcafe/h28_11.
html

【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２３１３　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

188 静岡県 静岡市 静岡商工会議所 女性向けスキルアップセミナー / 女性のための創業支援セミナー ○ 詳細 －
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２３１３　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

189 静岡県 静岡市 静岡銀行 第3回しずぎん起業家大賞における“女性起業家賞”の設置 ○ 詳細 http://www.shizuokabank.c
o.jp/kigyouka/

【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２３１３　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

190 静岡県 静岡市 株式会社るるキャリア 働く女子のキャリアアップ ○ ○ 詳細 http://www.uruoiplus.jp/a
bout.html

【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２３１３　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

191 静岡県 静岡市 オリーブbiz 女性目線の人材育成・起業支援 ○ ○ ○ ○ 詳細
http://i-olive.biz/

【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２３１３　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

192 愛知県 岡崎市 岡崎市 岡崎ビジネスサポートセンター（産業支援拠点）における女性支援強化 ○ 詳細 http://www.oka-
biz.net/challenge.html

【担当部署】岡崎市経済振興部商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６４－２３－６２１２　ＦＡＸ：０５６４－２３－６２１３

193 愛知県 岡崎市 岡崎商工会議所 おかざき創業塾 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】岡崎商工会議所・中小企業相談所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６４－５３－６５００　ＦＡＸ：０５６４－５３－０１０１

194 愛知県 岩倉市 岩倉市 創業資金融資に係る利子補給 ○ 詳細 －
【担当部署】　建設部商工農政課
【電話、ＦＡＸ】０５８７－３８－５８１２

195 愛知県 － 公益財団法人あいち男女共同参画財団 からふる女性応援士隊による起業のための個別相談会 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】（公財）あいち男女共同参画財団
【電話、ＦＡＸ】０５２－９６２－２５１２

196 愛知県 － 公益財団法人あいち男女共同参画財団 女性の再チャレンジ支援事業　女性のための起業相談 ○ 詳細 －
【担当部署】（公財）あいち男女共同参画財団
【電話、ＦＡＸ】０５２－９６２－２５１２

197 愛知県 豊川市
豊川市、豊川商工会議所、日本政策金融公
庫、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、
小坂井商工会 御津町商工会

とよかわ創業・起業支援ネットワーク（実施主体各機関が連携して
創業支援を実施） ○ ○ ○ ○ 詳細 －

【担当部署】豊川市産業部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３３－８９－２１４０　ＦＡＸ：０５３３－８９－２１２５

198 愛知県 刈谷市 刈谷市 プチ起業応援講座 ○ 詳細 －
【担当部署】市民活動部市民協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６６－９５－０００２　ＦＡＸ：０５６６－２７－９６５２

199 愛知県 豊田市 豊田市・豊田商工会議所・豊田信用金庫 とよたで女性の起業できますプロジェクト ○ ○ ○ 詳細
http://clover-
toyota.jp/topi-

0502/1415 h l

【担当部署】とよた男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６５－３１－７７８０　ＦＡＸ：０５６５－３１－３２７０

200 愛知県 西尾市 西尾商工会議所 女子のための創業プチセミナー　マネー編 ○ ○ ○ 詳細 http://nishio.or.jp/
【担当部署・担当者氏名】西尾商工会議所　中小企業相談所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６３－５６－５１５１　ＦＡＸ：０５６３－５７－０００２

201 愛知県 北名古屋市 北名古屋市 女性起業家による起業を考える女性対象のセミナー ○ 詳細 －
【担当部署】総務部　市民活動推進課
【電話、ＦＡＸ】0568-22-1111　ＦＡＸ：0568-25-0611

202 愛知県 名古屋市 名古屋市 名古屋市イノベーション創出プロジェクト（女性ビジネス研究会） ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.nagoya.jp/shi
minkeizai/page/0000087291.h

tml

【担当部署】名古屋市市民経済局産業部産業労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２４１２　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１３９

203 愛知県 名古屋市 名古屋市 女性起業家ビギナーズサロン ○ ○ 詳細 http://e-able-nagoya.jp/
【担当部署】名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２２３４　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１１２

204 愛知県 名古屋市 名古屋市 女性起業家交流会 ○ 詳細 http://e-able-nagoya.jp/
【担当部署】名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２２３４　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１１２

205 三重県 津市 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 女性のための１DAY起業セミナー～チャンス　チャレンジ　チェンジ～　 ○ 詳細

http //www.center
mie.or.jp/frente/magazine
/H27-vol.61.pdf

【担当部署】三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５９－２３３－１１３０　ＦＡＸ：０５９－２３３－１１３５

206 滋賀県 高島市 ＮＰＯ法人元気な仲間（働く女性の家指定管理者） ゆめぱれっとチャレンジ支援制度 ○ 詳細

http //npo
genki.com/josei/yumepalle
t.html

【担当部署】働く女性の家
【電話、ＦＡＸ】　０７４０－２２－５７７５

207 滋賀県 高島市 高島市　 女性のためのアグリビジネス入門講座 ○ 詳細

http //www.city.takashima
.lg.jp/www/contents/14115
27037413/index.html

【担当部署】農業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ　：０７４０－２５－８５１１　　ＦＡＸ：０７４０－２５－８５１９

208 滋賀県 東近江市 東近江市、東近江市商工会、八日市商工会議所 女性のための創業塾 ○ ○ 詳細

http //higashiomishi
shokokai.jp/newshttp://hi
gashiomishi-

【担当部署】東近江市　産業振興部　商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－２４－５５６５　　ＦＡＸ：０７４８－２３－８２９１

209 滋賀県 彦根市 彦根市男女共同参画センター わたしを変える魔法の一歩！！ ○ 詳細

http //www.city.hikone.sh
iga.jp/0000006428.html 【担当部署】彦根市男女共同参画センター

【電話、ＦＡＸ】０７４９－２４－３５２９

http://himebiz.jimdo.com/#
http://www.b-nest.jp/bnestcafe/h28_11.html#
http://www.b-nest.jp/bnestcafe/h28_11.html#
http://www.b-nest.jp/bnestcafe/h28_11.html#
http://nishio.or.jp/#
http://e-able-nagoya.jp/#
http://e-able-nagoya.jp/#


都道府県別起業支援策一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 支援策名
①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

210 滋賀県 － 滋賀県 【制度融資】開業資金（女性創業枠） ○ 詳細

http //www.pref.shiga.lg.
jp/f/shokokanko/yuusi/ind
ex.html

【担当部署】商工観光労働部中小企業支援課金融支援係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－３７３２　ＦＡＸ：０７７－５２８－４８７１

211 滋賀県 － 公益財団法人　滋賀県産業支援プラザ コミュニティビジネス推進講座“起業家”育成塾 ○ 詳細

http //www.shigaplaza.or.
jp/entrepreneur-
sougyoujyuku201406/

【担当部署】経営支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５１１－１４１６、ＦＡＸ：０７７－５１１－１４１８

212 滋賀県 － 滋賀県 女性のためのアグリビジネス・サポート事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】滋賀県農政水産部農業経営課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－３８４７、ＦＡＸ：０７７－５２８－４８８２

213 滋賀県 － 滋賀県立男女共同参画センター 女性のチャレンジ支援事業 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.shiga.lg.
jp/c/g-net/index.html

【担当部署】滋賀県立男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－３７－３７５１　ＦＡＸ：０７４８－３７－５７７０

214 京都府 － 京都府 京都女性起業家賞 ○ ○ ○ 詳細
http://www.pref.kyoto.jp/josei
/entrepreneur/kigyokasyo.htm

l

【担当部署】京都府男女共同参画課女性活躍・ワーク・ライフ・バランス推進担当
電話：075-744-7600 ・7601　ＦＡＸ：075-744-7602

215 京都府 － 京都府 女性起業家販路拡大支援事業 ○ ○ ○ 詳細

http //www.pref.kyoto.jp/
josei/news/antore/2016061
3hanro_support28.html

【担当部署】京都府男女共同参画課女性活躍・ワーク・ライフ・バランス推進担当
電話：075-744-7600 ・7601　ＦＡＸ：075-744-7602

216 京都府 － 京都府男女共同参画センター 京都府女性チャレンジオフィス事業 ○ ○ ○ 詳細
http://www.kyoto-
womensc.jp/kigyosien.html

【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3436

217 京都府 － 京都府男女共同参画センター 女性の起業・経営相談 ○ ○ ○ ○ 詳細
http://www.kyoto-
womensc.jp/kigyosien.html

【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3437

218 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 カフェ開業チャレンジ講座 ○ 詳細 －
【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

219 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 クレオ・チャレンジカフェ ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/o-
challenge/cafe/index.html

【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

220 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/soudan/challe
nge.html

【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

221 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 女性のためのチャレンジ応援サイト ○ ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/o-
challenge/index.html

【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

222 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 
女性のための起業相談 ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/east/ojk/pdf/
shigoto7-3.pdf

【担当部署】クレオ大阪東
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６９６５－１２００　ＦＡＸ：０６－６９６５－１５００

223 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 女性のためのチャレンジスタジオ ○ ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/east/ojk/pdf/
studio%20H28.pdf

【担当部署】クレオ大阪東
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６９６５－１２００　ＦＡＸ：０６－６９６５－１５００

224 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター西部館 女性のためのライフプラン相談 ○ 詳細

p //
osaka.or.jp/west/ojk/pdf/
soudan/0715lifeplan.pdf

【担当部署】クレオ大阪西
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４６０－７８００　ＦＡＸ：０６－６４６０－９６３０

225 大阪府 堺市 堺市 さかい女性起業家セミナー／女性起業家メンターミーティング ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.sakai.lg.
jp/sangyo/shienyuushi/sog
yo/kigyokacampus html

【担当部署】堺市産業振興局商工労働部ものづくり支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－２２８－７５３４　ＦＡＸ：０７２－２２８－８８１６

226 大阪府 東大阪市 東大阪市 翔塾（前期）女性のための起業入門セミナー ○ ○ 詳細

http //www.ikoramu.com/ht
ml/event.php?mode=show&se
q=160

【担当部署】東大阪市人権文化部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－４３０９－３３００　ＦＡＸ：０６－４３０９－３８２３

227 大阪府 八尾市 八尾市 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細 －
【担当部署】八尾市男女共同参画センター「すみれ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－９２３－４９４０　ＦＡＸ：０７２－９２３－４９４０

228 大阪府 八尾市 八尾市 女性のための創業講座 ○ 詳細 －
【担当部署】八尾市男女共同参画センター「すみれ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－９２３－４９４０　ＦＡＸ：０７２－９２３－４９４０

229 大阪府 高槻市 高槻市 自分のチカラを活かそう！　女性のための起業講座 ○ 詳細

http //www.city.takatsuki
.osaka.jp/kakuka/shimin/j
inkenda/oshirase/kigyouko

【担当部署】高槻市人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－６７４－７５７５　ＦＡＸ：０７２－６７４－７５７７

230 大阪府 枚方市 枚方市 女性のための起業セミナー&ワークショップ　ウィル・フェスタワンテーブルショップ ○ ○ 詳細
【担当部署】枚方市市長公室人権政策室・枚方市男女共生フロア・ウィル
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５０－７１０２－３２３９　ＦＡＸ：０７２－８４３－５６３７

大阪府 高石市
【担当部署】高石市政策推進部経済課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－２７５－６１４９　ＦＡＸ：０７２－２６３－８１４３

大阪府 泉大津市
【担当部署】泉大津市総合政策部地域経済課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２５－２３－８６８９　ＦＡＸ：０７２５－３２－６４３２

大阪府 忠岡町
【担当部署】忠岡町産業まちづくり部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２５－２２－１１２２　ＦＡＸ：０７２５－３２－７８０５

232 大阪府 吹田市
吹田市商工会議所、吹田市地域経済振興室、
吹田市立男女共同参画センター

Ｄｅａｒ本気ＷＯＭＡＮ、創業支援塾～趣味から飛び出せ！第一歩
～ ○ ○ ○ ○ ○ 詳細 －

【担当部署】吹田市立男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６３８８－１４５１　ＦＡＸ：０６－６３８５－５４１１
【担当部署】吹田商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６３３０－８００１　ＦＡＸ：０６－６３３０－３３５０

233 大阪府 茨木市 茨木市 女性向け起業へのファーストステップセミナー ○ ○ 詳細
http://www.city.ibaraki.o
saka.jp/kikou/sangyo/shou
kou/event/1476434213126 h

【担当部署】商工労政課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０７２－６２０－１６２０　ＦＡＸ：０７２－６２７－０２８９

234 大阪府 豊中市 一般社団法人とよなか男女共同参画推進財団 起業スターターズ・プロジェクト～はじめよう、わたしの起業 ○ ○ ○ 詳細

http //www.toyonaka
step.jp/04_seminar_event/
kigyou2016.html

【担当部署】事業課講座担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６８４４－９７７３　ＦＡＸ：０６－６８４４－９７０６

235 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ 女性のための起業セミナー＆ワークショップ・ワンテーブルショップ体験 ○ ○ 詳細 http://www.amagasaki-
trepied.com/?p=10050

【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－７４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５７

236 兵庫県 明石市 明石市コミュニティ推進部男女共同参画課 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細

http //www2.city.akashi.l
g.jp/community/danjyo_ka/
danjyo/H28_challenge.pdf

【担当部署】あかし男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－９１８－５６１１　　ＦＡＸ：０７８－９１８－５６１７

237 兵庫県 伊丹市 伊丹市 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細

http //www.city.itami.lg.
jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/D
ANJO_KYODO/JOSE_SODAN/138

【担当部署】同和・人権推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７８４－８１４６　ＦＡＸ：０７２－７８０－３５１９

238 兵庫県 伊丹市 伊丹市立産業・情報センター 女性創業塾 ○ ○ ○ 詳細
http://www.meditam.org/

【担当部署】産業・情報センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７７３－５００７　ＦＡＸ：０７２－７７８－６２６２

239 兵庫県 伊丹市 伊丹市立産業・情報センター 託児付女性セミナー ○ ○ ○ 詳細
http://www.meditam.org/

【担当部署】産業・情報センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７７３－５００７　ＦＡＸ：０７２－７７８－６２６２

240 兵庫県 加古川市 加古川市 チャレンジショップ（手作り品等即売会） ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp
/soshikikarasagasu/kikakubu/
danjokyodosankakusenta/inde

【担当部署】男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－４２４－７１７２、ＦＡＸ：０７９－４５４－４１９０

241 兵庫県 加古川市 加古川市 女性のためのチャレンジ相談 ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp
/soshikikarasagasu/kikakubu/
danjokyodosankakusenta/inde

【担当部署】男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－４２４－７１７２、ＦＡＸ：０７９－４５４－４１９１

242 兵庫県 加古川市 加古川市 起業準備セミナー ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp
/soshikikarasagasu/kikakubu/
danjokyodosankakusenta/inde

【担当部署】男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－４２４－７１７２、ＦＡＸ：０７９－４５４－４１９２

243 兵庫県 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル 女性のための起業相談 ○ 詳細 http://www.takarazuka-
ell.jp/soudan/kigyo

【担当部署】男女共同参画センター相談コーディネーター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９７－８６－４００６　ＦＡＸ：０７９７－８３－２４２４

244 兵庫県 三木市 三木市 三木市女性起業家支援事業補助金交付 ○ 詳細 －
【担当部署】豊かなくらし部　商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９４－８２－２０００、ＦＡＸ：０７９４－８２－９７２８

245 兵庫県 加西市 加西市 女性及び若者の起業家誘致及び起業インセンティヴ助成制度 ○ 詳細 －
【担当部署】加西市ふるさと創造部ふるさと創造課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９０－４２－８７０６　ＦＡＸ：０７９０－４３－１８００

246 兵庫県 川西市
川西市男女共同参画センター
（NPO法人市民事務局かわにし）

①女性対象「再就職・再就労・起業講座」
②女性対象「再就職・再就労・起業支援PC講座」 ○ 詳細
http://www.gesca-
kawanishi.jp/course/each/mo
uichido26 html

【担当部署】川西市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７５９－１８５６　ＦＡＸ：０７２－７５９－１８９１

247 兵庫県 － 兵庫県・公益財団法人ひょうご産業活性化センター 女性起業家支援事業 ○ 詳細

http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr1
0/jyoseikigyouka.html
http://web.hyogo-
iic.ne.jp/kigyo/joseikigyou

【担当部署】兵庫県産業労働部産業振興局新産業課／（公財）ひょうご産業活性化セン
ター　創業推進部　新事業課
【電話、ＦＡＸ】電話：０７８－３６２－４１５７／０７８－２３０－８１１０、ＦＡＸ：０７８－３６２－
４２７３／０７８－２３０－８３９１

http://www.city.takaishi.
lg.jp/kakuka/seisakusuish
in/keizai_ka/syusyokujoho
fea.html

泉北就職情報フェア実行委員会
（高石市、泉大津市、忠岡町、高石商工会議
所、泉大津商工会議所、忠岡町商工会、泉大
津公共職業安定所、大阪府総合労働事務所）

泉北就職情報フェア（女性起業家応援フェア） ○ ○231 詳細

http://www.ikoramu.com/html/event.php?mode=show&seq=160#
http://www.ikoramu.com/html/event.php?mode=show&seq=160#
http://www.ikoramu.com/html/event.php?mode=show&seq=160#
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/jinkenda/oshirase/kigyoukoza.html#
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/jinkenda/oshirase/kigyoukoza.html#
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/jinkenda/oshirase/kigyoukoza.html#
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/event/1476434213126.html#
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/event/1476434213126.html#
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/event/1476434213126.html#
http://www.toyonaka-step.jp/04_seminar_event/kigyou2016.html#
http://www.toyonaka-step.jp/04_seminar_event/kigyou2016.html#
http://www.toyonaka-step.jp/04_seminar_event/kigyou2016.html#
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248 兵庫県 － 公益財団法人ひょうご産業活性化センター ひょうごチャレンジ起業支援貸付（女性起業家支援事業連携事業） ○ 詳細

http //web.hyogo
iic.ne.jp/kigyo/challenge
kasituke-josei

【担当部署】（公財）ひょうご産業活性化センター　創業推進部　投資育成課
【電話、ＦＡＸ】電話：０７８－２３０－９４３５、ＦＡＸ：０７８－２３０－８３９１

249 兵庫県 － 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） 起業・在宅ワーク応援セミナー ○ ○ ○ 詳細 http://www.hyogo-
even.jp/kouza.html

【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

250 兵庫県 － 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）ー 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細 http://www.hyogo-
even.jp/challenge.html

【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

251 兵庫県 －
兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）
(日本政策金融公庫神戸創業支援センター)

女性のための働き方セミナー ○ ○ ○ 詳細 http://www.hyogo-
even.jp/kouza.html

【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

252 兵庫県 －
兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）
日本政策金融公庫神戸創業支援センター他

創業支援フォーラム ○ ○ 詳細 http://www.hyogo-
even.jp/kouza.html

【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

253 兵庫県 姫路市 姫路市男女共同参画推進センター 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細

http //www.city.himeji.lg
.jp/i-
messae/challenge/cousal/i

【担当部署】姫路市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－２８７－０８０３　　ＦＡＸ：０７９－２８７－０８０５

254 兵庫県 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル 女性のためのキャリアアップ相談 ○ 詳細 http://www.takarazuka-
ell.jp/soudan/career

【担当部署・担当者氏名】男女共同参画センター相談コーディネーター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９７－８６－４００６　ＦＡＸ：０７９７－８３－２４２４

255 兵庫県 西宮市 西宮市男女共同参画センター　ウェーブ 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細

http //www.nishi.or.jp/co
ntents/000400690004000960
0587.html

【担当部署】西宮市男女共同参画センター　ウェーブ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９８-６４-９４９５　ＦＡＸ：０７９８-６４-９４９６

256 兵庫県 豊岡市 豊岡市 働き方セミナー　／　女性のためのチャレンジ相談 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】豊岡市　地域コミュニティ振興部　人権・男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０７９６－２３－０３４１　ＦＡＸ：０７９６－２９－００５４

257 兵庫県 豊岡市 豊岡市 トヨオカ・ウーマン・チャレンジマルシェ ○ 詳細 －
【担当部署】豊岡市　地域コミュニティ振興部　人権・男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０７９６－２３－０３４１　ＦＡＸ：０７９６－２９－００５４

258 兵庫県 西脇市 西脇市男女共同参画センター 女性のためのお仕事相談 ○ 詳細

http //www.city.nishiwaki
.lg.jp/miraie/danjyokyodo
sankaku/index.html

【担当部署・担当者氏名】西脇市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９５－２５－２８００　ＦＡＸ：０７９５－２５－２２２０

259 兵庫県 淡路市 淡路市市民協働センター 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】淡路市市民協働センター（市民生活部市民総務課）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９９－６４－０９９９　ＦＡＸ：０７９９－７０－１４６０

260 兵庫県 淡路市 淡路市市民協働センター 女性活躍応援セミナー ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】淡路市市民協働センター（市民生活部市民総務課）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９９－６４－０９９９　ＦＡＸ：０７９９－７０－１４６０

261 奈良県 － 奈良県 女性起業家事業拡大支援事業 ○ 詳細
http://www.leap-nara.jp/

【担当部署】奈良県女性支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－８６７９　ＦＡＸ：０７４２－２４－５４０３

262 奈良県 － 奈良県 女性の起業支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】奈良県女性支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－８６７９　ＦＡＸ：０７４２－２４－５４０３

263 奈良県 奈良市 奈良市 プチ起業を目指す☆女性のためのネットで無料ＰＲ講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】奈良市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】０７４２－８１－３１００

264 奈良県 奈良市 奈良市 女性のための起業家支援セミナー ○ ○ 詳細 －
【担当部署】奈良市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】０７４２－８１－３１００

265 鳥取県 倉吉市 倉吉市産業環境部商工課 「チャレンジショップ」あきない塾 ○ 詳細 http://www.kurayoshi-
cci.or.jp/challengeshop/

【担当部署】倉吉商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５８－２２－２１９１　ＦＡＸ：０８５８－２２－２１９３

266 鳥取県 倉吉市 倉吉市 女性が輝くコミュニティ・ビジネス塾 ○ 詳細

http //www.city.kurayoshi
.lg.jp/p/gyousei/div/kika
ku/jinkenseisaku/50/

【担当部署】倉吉市企画振興部人権局
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５８－２２－８１３０　ＦＡＸ：０８２５－２２－８１３５

267 鳥取県 － 鳥取県 女性のための創業ファーストステップセミナー ○ ○ 詳細

http //db.pref.tottori.jp
/pressrelease.nsf/5725f74
16e09e6da492573cb001f7512

【担当部署】　商工労働部雇用人材局就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５７－２６－７２２５　ＦＡＸ：０８５７－２６－８１６９

268 鳥取県 － 鳥取県 とっとり起業女子応援事業 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.tottori.l
g.jp/kigyoujoshi/

【担当部署】　商工労働部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５７－２６－７２４６　ＦＡＸ：０８５７－２６－８１１７

269 島根県 － 島根県信用保証協会 女性相談員チーム「エスポワール」 ○ ○ 詳細 http://www.shimane-
cgc.or.jp/

【担当部署】島根県信用保証協会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５２－２１－０５６１　ＦＡＸ：０８５２－２２－２７０７

270 島根県 浜田市 浜田市 起業家支援プロジェクト事業 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業経済部　産業政策課　商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５５－２５－９５０１　ＦＡＸ：０８５５－２３－４０４０

271 岡山県 岡山市 ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワークぱらママ ＢＩＯももの花プラザ設置運営 ○ 詳細 http://paramama.jp/mt/ind
ex.html

【担当部署】ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワークぱらママ理事長
【電話、ＦＡＸ】　０８６－２３８－８０３７
【メールアドレス】　ｉｎｆｏ＠ｐａｒａｍａｍａ．ｊｐ

272 岡山県 岡山市 岡山市 女性創業セミナー ○ 詳細 －
【担当部署】産業振興・雇用推進課中小企業振興室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６－８０３－１３２５　ＦＡＸ：０８６－８０３－１７３８

273 岡山県 － 岡山県 岡山県女性創業サポートセンター ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.okayama.j
p/page/432370.html

【担当部署】岡山県産業労働部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６－２２６－７３５４　ＦＡＸ：０８６－２２４－２１６５

274 岡山県 － 岡山県 おかやまチャレンジサポート補助金 ○ 詳細 http://www.pref.okayama.j
p/page/384421.html

【担当部署】岡山県産業労働部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６－２２６－７３５４　ＦＡＸ：０８６－２２４－２１６５

275 岡山県 玉野市 玉野市商工観光課 玉野市若年者・女性雇用創出型創業応援事業奨励金 ○ 詳細
http://www.city.tamano.lg
.jp/docs/2016062800012/

【担当部署】玉野市商工観光課
【電話、FAX】TEL：０８６３－３３－５００５　FAX：０８６３－３３－５００１

276 岡山県 笠岡市 かさおか創業サポートセンター かさおか創業サロン ○ ○ 詳細 -
【担当部署】かさおか創業センター事務局（笠岡商工会議所）
【電話】０８６５－６３－１１５１　【FAX】０８６５－６２－３７３０

277 岡山県 笠岡市 笠岡市 笠岡市起業支援事業補助金 ○ 詳細
https://www.city.kasaoka.
okayama.jp/soshiki/21/shi
en html

【担当部署】笠岡市経済観光活性課　商工労政係
【電話】０８６５－６９－１１８８　【FAX】０８６５－６９－２１８５

278 岡山県 新見市 新見市 新見市創業支援事業補助金 ○ 詳細
http://www.city.niimi.oka
yama.jp/docs/201511190001
7/

【担当部署】新見市商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６７－７２－６１３７　ＦＡＸ：０８６７－７２－６１８１

279 広島県 広島市 広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと） 女性向けプチ創業セミナー ○ ○ 詳細 http://www.yui-
port.city.hiroshima.jp/

【担当部署】広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２－２４８－３３２０　　ＦＡＸ：０８２－２４８－４４７６

280 広島県 三次市 三次市 三次市女性・若者・シニア起業支援事業補助金 ○ 詳細

http //www.city.miyoshi.h
iroshima.jp/shoukou_m/syo
ukou/kigyoshien-

【担当部署】産業環境部　商工労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２４－６２－６１７１　　ＦＡＸ：０８２４－６４－０１７２

281 広島県 東広島市 東広島市 働く女性の相談室 ○ 詳細

http //www.city.higashihi
roshima.hiroshima.jp/sosh
iki/19/jyoseinotamenokyar

【担当部署】生活環境部　人権推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２－４２０－０９２７　　ＦＡＸ：０８２－４２３－０２７０

282 山口県 － 山口県 女性創業サポート事業 ○ ○ 詳細 http://witty.l-
happystyle.com/

【担当部署】　山口県商工労働部経営金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＫ：０８３－９３３－３１８０　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３２０９

283 山口県 － 山口県 金融機関と連携した女性創業支援の仕組みの創設 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】山口県商工労働部経営金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８３－９３３－３１８０　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３２０９

284 山口県 － 山口県 女性創業応援やまぐち株式会社による女性創業支援 ○ ○ ○ 詳細 https://wisy.co.jp/
【担当部署】山口県商工労働部経営金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８３－９３３－３１８０　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３２０９

285 山口県 － 山口県 やまぐち創業応援スペース「mirai365」 ○ ○ ○ 詳細 https://mirai365.jp/
【担当部署】山口県商工労働部商政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８３－９３３－３１１７　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３１３９

286 山口県 宇部市 宇部市
女性就労相談窓口
（ウィメンズワークナビ） ○ 詳細

http //www.city.ube.yamag
uchi.jp/kurashi/koyou/sou
dammadoguchi/jyoseisyuuro

【担当部署】　宇部市産業振興部企業誘致・雇用創造課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥL：０８３６－３４－８３５６　　ＦＡＸ：０８３６－２２－６０４１

287 山口県 宇部市 宇部市 開業資金融資 ○ 詳細
http://www.city.ube.yamaguch
i.jp/machizukuri/sangyou/sho
ugyou/yuushiseido html##2

【担当部署】　宇部市産業振興部企業誘致・雇用創造課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥL：０８３６－３４－８３５６　　ＦＡＸ：０８３６－２２－６０４１

288 徳島県 － 徳島県 女性の創業加速化推進事業 ○ ○ ○ 詳細

http //www.pref.tokushima
.jp/docs/2016070100197/
http://www.pref.tokushima

【担当部署】徳島県商工労働観光部企業支援課　商業振興・経営支援担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８８－６２１－２３６９　ＦＡＸ：０８８－６２１－２８５３

289 香川県 － 香川県農業経営課 地域リーダー等経営多角化支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農業経営課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８７－８３２－３４０４、　ＦＡＸ：０８７－８０６－０２０３

http://www.nishi.or.jp/contents/0004006900040009600587.html#
http://www.nishi.or.jp/contents/0004006900040009600587.html#
http://www.nishi.or.jp/contents/0004006900040009600587.html#
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosankaku/index.html#
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosankaku/index.html#
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosankaku/index.html#
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2016062800012/#
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2016062800012/#
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/21/shien.html#
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/21/shien.html#
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/21/shien.html#
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2015111900017/#
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2015111900017/#
http://www.city.niimi.okayama.jp/docs/2015111900017/#


都道府県別起業支援策一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 支援策名
①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連 概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

290 愛媛県 宇和島市
宇和島商工会議所・愛媛県南予地方局・宇和
島市・日本政策金融公庫宇和島支店・えひめ産
業振興財団・宇和島地域雇用創造協議会

宇和島プチ創業応援隊 ○ 詳細 www.facebook.com/putisoug
yououentai

【担当部署】宇和島市役所商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９５－２４－１１１１（内線２７１７）　ＦＡＸ：０８９５－２５－４９０７

291 愛媛県 － 愛媛県（農産園芸課） 農山漁村男女共同参画強化事業（県単独事業） ○ 詳細 －
【担当部署】農産園芸課　普及指導係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９－９１２－２５５７　ＦＡＸ：０８９－９１２－２５６４

292 愛媛県 － 愛媛県(漁政課） シービジネス育成支援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】愛媛県農林水産部水産局漁政課
【電話、ＦＡＸ】０８９－９１２－２６０６、０８９－９４５－８１６３（ＦＡＸ共通）

293 愛媛県 新居浜市 公益財団法人えひめ東予産業創造センター にいはま女性起業スクール（新居浜市委託事業の一部） ○ ○ 詳細

http //www.ticc
ehime.or.jp/topics/201405
28/topicsform.htm

【担当部署】えひめ東予産業創造センター　事業部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９７－６６－１１１１　ＦＡＸ：０８９７－６６－１１１２

294 高知県 － 高知県 女性のための起業入門セミナー ○ 詳細 www.abi.co.jp/information
/tosamba2.html#kiso7

【担当部署】産学官民連携センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８８－８２１－７１１１　ＦＡＸ：０８８－８２１－７１１２

295 福岡県 北九州市 北九州市(中小企業振興課） 北九州市中小企業融資制度「開業支援資金」の自己資金要件の緩和 ○ 詳細 http://www.ktc.ksrp.or.jp
/fn/fn/1310.html

【担当部署】　北九州市産業経済局産業振興部中小企業振興課　融資担当係
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－８７３－１４３３　　ＦＡＸ：０９３－８７３－１４３４

296 福岡県 北九州市 公益財団法人北九州産業学術推進機構　中小企業支援センター 北九州女性起業家フォーラム ○ ○ 詳細

https //www.ksrp.or.jp/ne
ws/archives/2014/10-
001849.html

【担当部署】（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センター
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－８７３－１４３０　　ＦＡＸ：０９３－８７３－１４５０

297 福岡県 北九州市
福岡ひびき信用金庫
ＮＰＯ法人びひびしん地域支援センター

ひびしん2015女性創業塾 ○ 詳細 http://www.fukuokahibiki.
co.jp/

【担当部署】　福岡ひびき信用金庫　企業コンサルティング部
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－６６１－２４１２　　ＦＡＸ：０９３－６６１－５９８８

298 福岡県 北九州市
北九州市
（北九州ワーキングマザーネットワーク）

ママのための自分サイズの起業準備講座 ○ 詳細

https //www.ksrp.or.jp/ne
ws/archives/2014/10-
001849.html

【担当部署】　ダイヤモンドシェア
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－６１６－１９９４　　ＦＡＸ：０９３－６１６－１９９７

299 福岡県 北九州市 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 女性起業家支援塾 ○ 詳細 http://www.kitakyu-
move.jp/

【担当部署】北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　事業課
【電話、ＦＡＸ】０９３－５８３－３９３９

300 福岡県 北九州市 北九州市（女性活躍推進課） 女性創業サポート事業 ○ ○ ○ 詳細

http //www.city.kitakyush
u.lg.jp/page/woman-work-
cafe/business.html

【担当部署】　北九州市総務局女性活躍推進課
【電話、FAX】TEL:093-551-0091 FAX:093-551-0093

301 福岡県 久留米市 久留米市 新規開業資金 ○ 詳細

http //www.city.kurume.fu
kuoka.jp/1070sangyou/2030
shoukougyou/3010shienseid

【担当部署】久留米市新産業創出支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－３０－９１３６　ＦＡＸ：０９４２－３０－９７０７

302 福岡県 久留米市 久留米市　 女性の起業支援セミナー ○ 詳細

http //www.city.kurume.fu
kuoka.jp/1080shisei/2070j
inken/3025danjoevent/kigy

【担当部署】久留米市　協働推進部　男女平等推進センター
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－３０－７８００　ＦＡＸ：０９４２－３０－７８１１

303 福岡県 筑後市 筑後市中央公民館 おうち起業応援セミナー ○ 詳細 －
【担当部署】筑後市中央公民館（サンコア）
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－５３－２５１６　ＦＡＸ：０９４２－５３－４２１６

304 福岡県 小郡市 小郡市 女性再チャレンジ支援事業 ○ ○ 詳細

http //www.city.ogori.fuk
uoka.jp/category04/%E7%94
%9F%E6%B6%AF%E5%AD%A6%E7%

【担当部署】小郡市生涯学習課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－７２－２１１１＜内線５２３＞，　ＦＡＸ：０９４２－７３－５２２２

305 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 女性の起業支援セミナー　 ○ ○ 詳細

http //amikas.city.fukuok
a.lg.jp/modules/eguide/ev
ent.php?eid=675

【担当部署】福岡市男女共同参画推進センター・アミカス　事業係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－５２６－３７５５　ＦＡＸ：０９２－５２６－３７６６

306 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス HAPPY女子マーケット ○ 詳細

http //amikas.city.fukuok
a.lg.jp/modules/eguide/ev
ent.php?eid=765

【担当部署】福岡市男女共同参画推進センター・アミカス　事業係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－５２６－３７５５　ＦＡＸ：０９２－５２６－３７６６

307 福岡県 － 福岡県 女性農業者の活躍促進事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農林水産部経営技術支援課女性農業者支援係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－６４３－３５７２　ＦＡＸ：０９２－６４３－３５１６

308 福岡県 　　　 － 福岡県 女性向け創業相談会 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福岡県商工部新事業支援課新分野推進係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－６４３－３４４９　ＦＡＸ：０９２－６４３－３４２７

309 福岡県 福岡市 福岡市 女性のための起業カフェ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福岡市市民局女性活躍推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－７１１－4950　ＦＡＸ：０９２－７３３－５７８５

310 福岡県 大牟田市 大牟田商工会議所 女性のための起業セミナー ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大牟田商工会議所
【電話・FAX】TEL：0944-55-1111　FAX：0944-55-1114

311 福岡県 大野城市
大野城まどかぴあ
男女平等推進センターアスカーラ

女性のための起業支援セミナー
わたしにもできる！おうちでプチ起業 ○ ○ ○ 詳細 －

【担当部署】大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ
【電話、FAX】ＴＥＬ：０９２－５８６－４０３０　ＦＡＸ：０９２－５８６－４０３１

312 福岡県 古賀市 古賀市 女性の活躍推進支援事業「夢をカタチにするための女性起業入門講座」 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.koga.fuku
oka.jp/cityhall/work/comm
unity/danjo/002 php

【担当部署】コミュニティ推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－９４２－１２６０　ＦＡＸ：０９２－９４２－１２９１

313 福岡県 うきは市 うきは市 起業・創業者への支援講座 ○ 詳細 －
【担当部署】うきは市男女共同参画センター
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４３－７７－２６６１　ＦＡＸ：０９４３－７７－２６８１

314 福岡県 筑前町
筑前町　男女共同参画センター
「リブラ」

プチ起業支援セミナー ○ 詳細 －
【担当部署】　筑前町企画課　男女共同参画センター・リブラ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0946-22-3996　ＦＡＸ：0946－23－1533

315 佐賀県 有田町 佐賀県立男女共同参画センター・有田町 女性のための起業セミナーinありた ○ 詳細 http://www.avance.or.jp/d
anjyo/_1518/_2587.html

【担当部署】佐賀県立男女共同参画センター事業部
【電話、ＦＡＸ】０９５２－２６－００１１

316 佐賀県 鳥栖市 鳥栖商工会議所 自分で輝く女性のための創業・経営者セミナー ○ ○ 詳細

http //www.tosucci.or.jp/
images/news_img/2014/24/p
df1.pdf

【担当部署】市民福祉部　市民協働推進課　男女参画国際交流係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－８５－３５０８　ＦＡＸ：０９４２－８３－３３１０

317 長崎県 佐世保市
佐世保市
長崎県ビジネス支援プラザ

起業セミナー ○ 詳細 －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

318 長崎県 佐世保市
公益財団法人長崎県産業振興財団
佐世保市

起業セミナー ○ ○ 詳細 －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

319 長崎県 大村市 長崎県ビジネス支援プラザ 女性起業セミナー ○ ○ 詳細 －
【担当部署】長崎ビジネス支援プラザ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５－８２８－１６１６　　ＦＡＸ：０９５－８２８－１６１７

320 長崎県 諫早市
長崎ビジネス支援プラザ
諫早市人権・男女参画課

女性のための起業塾～自ら働く女性が社会を変える～ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】諫早市人権・男女参画課
【電話、ＦＡＸ】０９５７－２４－１５８０（ＦＡＸ共通）

321 長崎県 雲仙市 長崎県ビジネス支援プラザ 女性のための起業セミナー　 ○ 詳細 －
【担当部署】　雲仙市役所政策企画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５７－３８－３１１１　ＦＡＸ：０９５７－３８－３５１４

322 熊本県 － 熊本県 女性の起業総合支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　熊本県環境生活部県民生活局男女参画・協働推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９６－３３３－２２８７　ＦＡＸ：０９６－３８７－３９４０

323 熊本県 天草市 天草市男女共同参画推進ネットワークつんのでネット～風～ 地域で活躍する女性を紹介する冊子「Try to Dream」の発行 ○ 詳細

p // p
web.jp/a0966/Diary/Pub/Sh
osai.aspx?AUNo=8794&Pg=3&

【担当部署】天草市男女共同推進ネットワークつんのでネット～風～　市民活動コーディ
ネーター

324 熊本県 熊本市 はあもにい管理運営共同企業体 就労支援事業　起業家支援に関する講座 ○ 詳細 http://www.harmony-
mimoza.org/

【担当部署】はあもにい管理運営共同企業体総務管理課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９６－３４５－２５５０　ＦＡＸ：０９６－３４５－０３７３

325 大分県 大分市 大分市（大分市産業活性化プラザ） 大分市産業活性化プラザセミナー「女性のためのリーダー育成塾」 ○ 詳細

http //sangyo.horutohall
oita.jp/seminar/2014/07/8
20.html

【担当部署】大分市　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７－５３７－７０１４、ＦＡＸ：０９７－５３３－６１１７

326 大分県 － 大分県 おおいたスタートアップ支援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】商工労働部経営金融支援室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７－５０６－３２２３　ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５２

327 大分県 － iGC44 女性起業家によるビジネスウーマンのためのソーシャルプロジェクト ○ 詳細 https://www.facebook.com/
IGC44

【担当部署】ｉＧＣ事務局（（株）ミヤシステム内）
【電話】０９７－５２０－５３７８

328 大分県 日田市 日田市 女性若者起業支援資金 ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.hita.oita
.jp/shoko/page_00005.html

【担当部署】商工観光部商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７３－２２－８２３９　ＦＡＸ：０９７３－２２－８２４６

329 宮崎県 － 宮崎県男女共同参画センター 女性のチャレンジ支援相談 ○ 詳細 http://www.mdanjo.or.jp/
【担当部署】宮崎県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９８５－２９－８５４４　ＦＡＸ：０９８５－６０－１８３３

330 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市・公益財団法人かごしま産業支援ｾﾝﾀｰ 女性起業家育成事業（緊急雇用創出事業臨時特例基金事業） ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業創出課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９９－２１６－１３１９　ＦＡＸ：０９９－２１６－１３０３

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/sinki01.html#
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/sinki01.html#
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/sinki01.html#
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/community/danjo/002.php#
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/community/danjo/002.php#
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/community/danjo/002.php#
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