都道府県別起業支援策一覧（概要）

No

実施主体名

戻る（クリック）

概要

1

釧路市

戻る

女性求職者に対して就職支援を実施。
・スキルアップ・ビジネスマナー等の講座を開催
・キャリアコンサルタントを有する事業推進員が個々の生活に応じた働き方（起業も含む）を提案し就労支援

2

釧路市

戻る

創業に興味を持つ女性の創業へのきっかけづくりとして、先輩起業家の体験談や交流会等を内容とする講座を開催（７月に計３回実施）。
講座内容は、基調講演・パネルディスカッション・支援制度説明など。

3

株式会社うつくしろ

戻る

主に女性を対象としたシェアオフィス・コワーキングスペースを運営し、一人で起業するリスクや不安を和らげるとともに、女性起業家のつながりを確保す
ることで情報・人材の集約を図っている。また、利用者向けセミナー・講座を実施し利用者の事業をサポートするとともに、利用者が主体となって外部向け
セミナー・PRイベントを実施し、働く女性や企業と交流している。

4

札幌市

戻る

起業家など札幌を中心に活躍している女性（ロールモデル）を作成し、現在も札幌市男女共同参画センター及び札幌市男女共同参画課事務室で配布し
ています。また、同様の内容を札幌市男女共同参画センターホームページで公開しています。

5

札幌市

戻る

企業を目指す女性、起業して間もない女性の働く場、交流する場として、コワーキングスペースを男女共同参画センターに設置しています。
コーディネーターが常駐し、交流の促進や創業への意識醸成を図っています。

6

北海道

戻る

北海道内で活躍している女性をロールモデルとして「北の★女性からのメッセージ」を、ホームページで公開し、北海道内の女性に向けて、活躍のきっか
けづくりを行っている。

7

北海道

戻る

女性の様々なライフステージや悩みに関する支援制度に精通し、相談対応に関する幅広い経験を持つ、女性支援員が、コンシェルジュとして対応。

8

北海道

戻る

ジョブカフェ北海道にマザーズ・キャリアカフェを設置し、マザーズ・コンシェルジュを配置して、復職を希望する子育て中の母親等に対するきめ細やかな
カウンセリングを実施するとともに、若年者に対するミスマッチ解消に向けての地域産業を理解するためのセミナーを実施。

9

芽室町

戻る

「働きたい女性」「起業を考えている女性」のきっかけづくりとして「女性向け起業セミナー」を実施。起業に必要な知識やノウハウ等を学習するためのセミ
ナーを開催し、起業を目指している方を支援を行う。

10

紋別市

戻る

地域産業振興と活性化を目的とした制度。男女問わず、創業、第二創業を目指している市内在住の方、または新商品や新サービス開発を目指す市内事
業者に対して、必要な設備などの経費の一部を支援する。

11

苫小牧市男女平等参画推進センター

戻る

起業に関心がある、又は目指している女性を対象に、起業に必要な知識や心構えを学ぶための講義とワークショップを実施している。
さらに、起業の予定がある、又は起業後１年未満の女性や女性グループを対象に、活動の様子の写真、資料等の展示を行う場所を「プチギャラリー」とし
て貸し出し、起業の支援を行っている。また、キャリアカウンセリングの中で、起業の相談も行っている。

戻る

「ネットを使って何かしてみたい」など、自分に合ったライフスタイルの実現に向けて、自分の特技や趣味、経験などを生かし、自宅で自分のペースで仕事
する『おうちビジネス』を紹介しながら、インターネットを活用するなど、自分にあった働き方、やりたいことを見つけるきっかけづくりをするセミナーを開催。
（第１部）やりたいことを整理する作業について
（第２部）SNSやオフィシャルサイトの活用方法について
（平成29年11月25日開催）

12

根室市

市内産業における事業者と働く側の双方の現状やニーズを共有し、女性の活躍を推進することで、雇用の創出ならびに労働力の確保、更には産業振興
に繋げることを目的に、各種支援を展開していきます。
13

14

根室市

石狩市

戻る

戻る

（職場体験実習） 職業感の涵養を図り就職への意識付けを図る事を目的に、１日以上３日以内の職場体験を実施。
（各種資格取得支援） 希望業種に合った資格取得の支援を実施。※雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座に掲げる資格が対象となりま
す。
（なでしこミーティングの開催）根室なでしこ（女性）達の意見交換の場を定期的に設けます。
・クラウドソーシングやママインターンについて理解を深める「ワークライフバランスセミナー」を平成29年7月14日に開催。
・クラウドソーシングに取り組みたい市内の主婦などで「クラウドソーシング石狩チーム」を平成29年8月に結成。クラウドソーシングに活かせるスキル（ラ
イティングやデザインなど）習得に向けた研修会を年間12コマ程度実施しながら、そこで得られたスキルを活用しながらチームメンバー各自でクラウドソー
シングに取り組んでいる。
・女性起業家を講師に招いた「起業支援講座」を平成30年7月18日に開催予定。
・子育て中の主婦などの復職支援として「ママインターン」を平成29年度にコーディネート。
・起業など必要な資金を獲得する手法として「クラウドファンディング」に着目したセミナーやワークショップを年間4回程度開催している。
女性農業者の次世代リーダーの育成や農業で新たなチャレンジを行う女性の取組を促進し、農業・農村の活性化につながる女性の経営・社会参画を促
進するため、若い世代の女性農業者ネットワーク強化やグループ活動の活性・拡大化、情報発信の強化を図るとともに、女性が活躍するための環境づく
りを推進します。

15

北海道

戻る
○活躍推進事業
○活躍環境整備事業
○検討会議

16

北海道

戻る

グループ活動の活性・拡大化、情報発信の強化〈７振興局で実施〉
女性が活躍するための環境づくり〈５振興局で実施〉
北海道農業・農村パートナーシップ推進連絡会議の開催〈３回〉

農業経営の改善や起業化、農村生活の充実、地域の振興などのために積極的に活動している女性農業者や高齢者のグループ又は個人等を表彰し、そ
の活動成果を広く紹介することにより、地域における女性・高齢者活動の促進と農業・農村の発展を目的としています。
○４団体に表彰を実施

17

札幌市

戻る

起業を目指す女性、起業して間もない女性の働く場、交流する場として、コワーキングスペースを男女共同参画センターに設置しています。
コーディネーターが常駐し、交流の促進や創業への意識醸成を図っています。

18

青森県商工労働部商工政策課

戻る

県内で中小企業者として創業する者や、県内に事業所を有し前向きな事業に取り組む中小企業者に対する融資制度。女性等による創業の場合、融資
利率を優遇している。

19

青森県商工労働部地域産業課

戻る

ビジネスプランの作成方法や創業準備段階における基礎知識、創業事例等を学ぶ研修会を開催する。

20

青森県商工労働部地域産業課

戻る

市町村及び関係団体との連携のもと、創業・起業に係る意識醸成や創業・起業希望者の発掘・育成、伴走型支援の強化等を行い、地域支援体制の維
持・確立と創業・起業の一層の増加を図る。

21

青森県農林水産部農林水産政策課

戻る

女性農林漁業者を対象とした新商品開発等のセミナーやインターンシップの開催、新商品開発や機器整備を支援するほか、事業拡大を目指す女性起業
のフォローアップを行う。
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22

青森県農林水産部農林水産政策課

戻る

若手女性農業者の人財を確保・育成していくため、女性の新規就農向け情報誌の作成や女性の就農しやすい環境づくりに向けた啓発と、農業技術・経
営管理、農業機械の試乗など女性農業者のスキルアップ支援を行う。

23

青森市市民部人権男女共同参画
課

戻る

起業に関する知識・手法や、市内で起業し活躍している身近な女性による体験談等を情報発信し、起業に関心がある女性の能力発揮及
び社会進出を促進を図る。

24

青森市男女共同参画プラザ「カダー
ル」

戻る

「プチ起業塾」を４回連続講座として開催し、小規模店舗やイベント出店に役立つスキルを学ぶ。また、受講生同士のネットワーキングも
図る。

25

八戸商工会議所 中小企業相談所 は
ちのへ創業・事業承継サポートセン
ター

戻る

全４回の講義やグループワーク、個人ワークを通じて、創業準備から創業後までの流れに関する基礎情報を学ぶ。

26

盛岡市（もりおか女性センター）

戻る

「起業応援ルーム 芽でるネット」 は，もりおか女性センター内に常設された女性の起業や就労を応援する専用ルームです。
開設時間は，月曜～金曜 10時から17時までで，ＩＴを活用した女性のための起業支援事業（特に，食と農に関わる分野），母子家庭の母親を対象とした
就労支援事業講座，セミナーの開催のほか，起業・ＩＴ相談，パソコンの自主練習スペース提供，情報検索・関連図書による情報提供等を実施していま
す。

27

岩手県男女共同参画センター

戻る

岩手県男女共同参画センターでは、「平成29年度女性の活躍に係る研修・セミナー等業務」を岩手県より受託し、「女性のキャリアアップセミナー」「出前
講座」「経営者セミナー」等を実施した。

28

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）

戻る

石巻復興支援ネットワーク、日本ロレアルの化粧品ブランドランコム、石巻市が協働で実施し、女性の自立および社会参画を推し進め、より魅力ある地
域 づくりに繋げることを目指すセミナーで、平成２５年度から毎年実施され、女性起業家の育成を行う。

29

石巻産業創造株式会社

戻る

創業志向の女性を対象とした基礎知識を習得するための全４回のセミナーで、創業の心構えや基本的な知識の習得を目的する。各自のテーマ実現に
向けた 『ビジネスプランづくり』 を行う。

30

ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき

戻る

大崎市創業支援事業として実施する起業希望者向けのセミナーで、女性ならではの視点や想いをビジネスへとつなげるため、起業に必要な基礎知識や
ノウハウを学び、実現に向けた事業計画を作ります。セミナー終了後も起業に向けたフォローアップを行います。

31

宮城県

戻る

女性農業者の起業活動を重点的に支援し、地域の先導的モデルとなる経営者を育成する「女性農業者起業活動支援事業」及び若手女性の掘り起こしと
女性リーダーの育成を行う「次世代アグリウーマン育成事業」により、県段階及び農業改良普及センター段階で講座や研修会を開催する。
また、農村における男女共同参画推進のため、基本となる家族経営協定の理解・活用に向けた啓発活動や、農村女性の活躍を評価し広く知らしめるた
めの表彰事業を行うほか、農林漁業団体及び一般県民を対象に「農山漁村パートナーシップ推進宮城県大会」を開催する。

32

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”）

戻る

増加傾向にある女性の起業相談に対して、女性相談員による対応ニーズが増えていることから、「女性のための女性相談員による起業相談」の日を設
けることで気軽に来談できる環境を整える。

33

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”）

戻る

女性の多様な働き方の一つとして、「起業・創業」が注目されている中で、「起業を考えているけど、何から手をつけたらいいのかわからない」「起業をした
けど、今後のために基本をしっかり学びたい」というニーズに応えるため、起業の動機づけとなる考え方や事業プランの立て方等、起業するにあたって必
要となる知識、情報を提供するセミナーと参加者交流会を開催する。

34

株式会社ゆいネット

戻る

スモールビジネス創出のための情報提供、ワークショップや勉強会、相談会、交流会、先輩起業家訪問等を開催する「ちっちゃいビジネス開業応援塾」を
運営。

35

秋田県

戻る

女性の活躍の場の創出と拡大を図るため、個性と能力を活かした経営感覚の優れた女性起業者を育成するとともに、活躍の場のひとつである県内直売
所の新事業や海の資源を活用したビジネス展開を支援する。

36

大館市

戻る

市内で新たに創業を行う市民に補助金交付。対象経費の1/2以内の金額で上限25万円。ただし、次に該当する場合、各25万円を加算。加算後の上限は
100万円。
①県外から移住し、移住後1年以内に創業
②法人を設立したうえで創業

37

横手市

戻る

女性向けに起業・創業や事業についての基礎的なセミナーを開催し、起業・創業意識の醸成を行うとともに意欲ある人材の発掘を行い、起業創業や起業
塾受講への誘導など継続した支援につなげていく。

38

大仙市

戻る

市内で創業を目指す人々や新分野に進出する事業者に対し、その創業に要する経費や新規雇用に要する費用の一部を助成することで、生活者の利便
性向上や雇用の創出を促すとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。（助成対象経費の総額（１０万円以上）の２分の１以内、限度額３０万
円、加算あり）

39

山形県

戻る

県内の商工会議所を中心とした「創業支援ネットワーク」を構築し、創業準備段階から経営安定までの一貫した支援を行う。
①女性創業セミナーの開催
女性を対象とした、創業に必要な基礎知識を学習するためのセミナーを開催
②創業助成金
創業意欲が旺盛な女性を支援するため、創業に要する経費を助成する創業助成金のメニューに、「女性創業型（助成上限額：500千円、助成率：2/3以
内）」を創設

40

山形県

戻る

・「開業支援資金」
女性の新規創業の促進を図るため、女性が創業する場合、優遇金利（▲0.2％）を適用

41

山形県

戻る

農山漁村の多様で豊富な農林水産物や地域資源を活かし、女性や若者等の新たなチャレンジによって、付加価値や雇用を生み出す地域内起業（地域
内の産業興し）の取組み（商品開発に向けた事業プランづくり、加工品、雑貨、小物等の試作、機能性成分分析、体験メニューの開発、加工商品等のデ
ザインやパッケージの開発、地域活性化につながるイベントの企画開発や試行など）に対し定額（上限30万円）で助成。

42

山形県

戻る

農業・農村の重要な担い手である女性農業者が、活き活きと経営に参画し、自らの創意工夫で経営を切り開くアグリウーマンの人材確保・育成を図り、
活躍を後押しするため、「アグリウーマン塾」の開催、「アグリウーマン事例集」の作成を行う。
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43

山形県

戻る

低利用魚等を活用した水産加工による漁家女性の起業を促進するため、漁家女性の奮起とグループ化を促進するための研修会等を開催。

44

福島県

戻る

女性や若者の起業を支援し、地域産業の活性化や雇用創出を図ると共に仕事と子育ての両立や若者の県内定着を通して人口減少や少子高齢化に歯
止めをかける。具体的には以下の取り組みを行う。
１ 女性・若者向け創業補助金の交付
２ 女性・若者向け創業補助金採択者のもとへ支援人材を派遣し、事業立上げ、マーケティング、資金調達等を伴走的に支援する。

45

一般社団法人産業サポート白河

戻る

起業を考えている女性を対象に、「女性のためのプチ起業セミナー」を開催。
平成30年度は、起業に役立つ4回のセミナーを実施する。

46

福島県

戻る

女性農業者等のネットワーク整備による連携強化を進めるとともに、企業との連携による取組や農業女子活動の支援により女性農業者の定着促進を
図る。
ネットワーク組織に対し、多様な視点からのアイデアを出し合う機会を設けるとともに、特徴ある農業の取組や新規女性農業者の定着化に効果的な活
動に対して支援する。

47

福島県

戻る

農業女子で構成される組織の地域の活性化等につながる新たな取組を開始する際に要する経費を助成し、安定した所得確保による定着化を進めるこ
とにより、新規就農者の確保につなげる。

48

福島銀行郡山営業部

戻る

ワークショップを通じ、自分を楽しむ新しい働き方や趣味・職業経験などを活かした“プチ起業”について学ぶ。具体的内容は以下のとおり。
第１回 自分を楽しむ働き方を学ぶ
第２回 自分の仕事の価値を可視化＋クラウドファンディングの活用について学ぶ
第３回 起業の基礎知識を身につける

49

郡山市

戻る

創業３年以内の女性企業家が、郡山市融資制度の一般融資を利用した場合、信用保証料が、全額補助（50万円限度）となる。

50

福島県男女共生センター

戻る

女性のチャレンジ応援講座
女性を対象に、就職・再就職に役立つ知識や技術を習得する講座を開催し、女性の経済的自立を図る。
・職務経歴書の書き方、働く上での心構えなど、就職・再就職時に役立つ知識等を学ぶ内容
・コミュニケーションスキルアップ
など

51

いわき市

戻る

自分らしく働きたい、好きなことを形にしたい、自分の強みを活かしたい、ライフスタイルに合わせて活躍したい等の、多様な働き方の実現に向けて、起
業を目指す女性を支援する。
１ 起業のための準備及び起業後のステップアップに向けて
２ ロールモデルの体験談と意見交換会

52

福島県男女共生センター

戻る

チャレンジ支援相談
社会のあらゆる分野でチャレンジしたい方からの相談に対し、各種支援機関や講習会の情報を提供したり・助言により、就業や起業、再就職など、経済
的自立の機会の拡大を図ることを目的とする。
また、様々な事由により就業することができない就労弱者など内職を希望する人に対する相談や内職あっせんにより、有効な就労支援を行う。

53

福島県男女共生センター

戻る

講師デビュー支援事業
起業したい女性、セミナーやイベントの講師として活躍したい女性が一歩ふみ出すきっかけとなるよう支援を行う。
女性・若者（融資申込時点で35歳未満）・障害者の方が，新たに事業を始める際に必要な資金を長期・低利で融資する制度です。
地域経済の担い手として期待される女性等の創業活動を金融面から支援します。
【女性・若者・障害者創業支援融資】
○融資利率：1.2％～ 1.4％ ○融資限度額：設備3,500万円 運転3,500万円 併用3,500万円
○償還期間：設備7年以内（据置1年以内） 運転5年以内（据置1年以内） 併用5年以内（据置1年以内）
○保証料：原則0.90％※うち県から５割を補助

54

茨城県

戻る

55

茨城県

戻る

女性の創業支援として,創業活動に必要な事務スペースとして,ひたちなか市内に女性専用無料のコワーキングスペースを設置するほか,女性アドバイ
ザーによるセミナーや交流サロンを開催する事業です。

56

水戸市

戻る

女性の起業は，「雇われない働き方」として，女性のキャリア形成における選択肢の一つである。起業に関心を持つ人がいる一方，「起業」という言葉の
持つスケールの大きさにためらいを感じる女性が多いとされている。そこで，プチ起業編においては，講師の講義及びロールモデルとなる女性起業家の
体験談により，起業を身近なものに感じてもらうことを目的として講座を開催する。

57

茨城県土浦市

戻る

先輩起業家を講師に迎え，起業に興味がある女性や，起業した伸び悩んでいる女性を対象に，成功する確率を高めるための条件，起業に必要な心構え
（すごくなくても起業できる），お金がないときの対処法などを学びます。

58

一般社団法人とりで起業家支援ネッ
トワーク、龍ケ崎市商工会

戻る

創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウ」「起業・事業運営に伴う各種手続き」「資金調達」などの実務ポイントを一体的かつ体系的に学習でき
るとともに、女性ならではの視点を活かした商品・サービス開発やライフイベントとの両立、女性起業家の体験談など、女性特有の学習ポイントをカリキュ
ラムに盛り込んだ、女性講師３名による全５回の創業セミナーを開催。

59

茨城県神栖市

戻る

①市民編集委員によって作成される神栖市男女共同参画情報誌「ハートフルかみす」では、神栖市内で活躍されている女性企業家や経営者を紹介し、
女性の社会進出を応援しています。
②男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っている事業者（個人・企業・団体等）を表彰します。

60

小美玉市

戻る

市内の女性起業者・経営者による女性活躍プロジェクトチームを結成し，行政と協働で，また関係各機関と連携しながら，女性企業者・経営者をはじめ，
今後起業しようとする女性を対象とした講座や相談会の開催，先進地の視察研修を実施する。

61

栃木県

戻る

「私らしい」働き方を実現し、社会貢献や自己実現との両立を図りたい方に対して、講座や交流会、相談会を開催。業種に応じた知識の習得を目指す
ジャンル別の「実践講座」を設け、より実践的な内容として実施した（全４回）。

62

栃木県

戻る

商品等の販売やサ－ビスの提供、カフェ・レストラン経営などの起業を考えチャレンジする女性を対象に、実践を学ぶ場と起業に必要な情報等を提供す
ることで、「自分の店を持ちたい」という想いの実現に向けた支援を行い、女性活躍を推進する。 また、各出店者がチャレンジ中に直面する疑問や課題に
ついて、希望により専門家の具体的なアドバイスを受けられるよう、相談会を実施している。
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63

栃木県

戻る

創業の新たな芽を掘り起こすとともに、女性や若者（30 歳未満）・シニア（55 歳以上）等を対象に創業準備段階から創業後、経営が軌道に乗るまでを一
貫して支援し、新たな活力により県内産業の振興を図る。
また、創業を希望する者や創業間もない者を対象として「創業希望者交流サロン」を開催。
創業支援に実績のある団体に委託して事業を実施。

64

栃木県

戻る

女性・若者・シニアの創業を促進するため、県内金融機関と協調して融資を行う県制度融資の創業支援資金に特別枠を設けて、融資利率等の条件を有
利に設定。

65

栃木県

戻る

女性の創業を促進するため、県内金融機関と協調して融資を行う県制度融資の産業政策推進資金「とちぎ創生融資＜金融機関提案型＞」に、烏山信用
金庫から提案のあった『女性創業応援資金』を設けている。

66

栃木県

戻る

県内の女性農業者並びにそのパートナーを対象に、異業種経営者や女性活躍優良経営体等の事例紹介並びにディスカッションする場を設け、農業経営
に対するモチベーション向上に繋げる。また、農産物や加工品の販売促進、地域資源を活用した商品企画や農村観光などの豊富な事例を学ぶセミナー
を実施し、知識を深める機会を提供するとともに、個別相談の場を設定し、ＳＮＳ等を活用したアフターフォローを実施することで、農業経営の発展を目指
した新たな取組に繋げるきっかけとする。

67

宇都宮市

戻る

出産・育児等により就業を中断した女性のキャリア形成の1つとして，「起業（雇われない働き方）」の講座を開催することにより，個人それぞれにあった方
法での女性の社会進出を支援し，就労の場における男女共同参画の推進を図る。基礎的な知識のほか，先輩起業家から体験談を聞くコーナーや，セン
ター内に昨年度の受講生が出店する中での，受講生との交流会，起業支援団体とのマッチングなどを行った。
講師は，一般社団法人スリーアクト代表理事の浅野裕子氏。

68

宇都宮ベンチャーズClub

戻る

宇都宮ベンチャーズClub会員のうち，女性会員有志により、インキュベーション施設である宇都宮市起業家支援施設（愛称：宇都宮ベンチャーズ）におい
て、先輩起業家からのアドバイス，税理士や金融機関との税金，資金に関する専門的な勉強会，事業者同士のビジネスプランのブラッシュアップを定期
的（月１回）に開催している。

69

（公財）足利市・みどりと文化スポーツ
財団

戻る

再び社会進出をする際に必要な知識や技術を習得するための機会を提供すること目的とする
「パワーポイント教室」基礎操作を学び、効果的なプレゼンに挑戦

70

栃木市

戻る

市内において１件でも多くの創業が実現すること、女性や若者等の創業に関する機運を高めること等を目的として、平成２９年度、市として初めてビジネ
スプランコンテストを開催した。市内で創業を目指す方や、創業後間もない方を対象にビジネスプランを募集し、最優秀賞のほか、女性創業者特別賞や
若者創業者特別賞等を表彰の上、奨励金を贈呈した。平成３０年度についても同コンテストを開催予定。

71

栃木市

戻る

市内で新たに創業する方や、事業転換を行う中小企業者の資金調達を支援するための制度融資。融資実行の際に発生する保証料を全額補助するほ
か、申込人（法人の場合は、その代表者）が女性又は若者（融資実行日時点の年齢が４０歳未満）である場合は、貸付利率を０．２％引下げる優遇措置
を設けている。
※融資限度額：５００万円、返済期間：５年以内（据置６月以内）、貸付利率：１．６％

72

真岡商工会議所

戻る

女性の創業希望者を対象に実践的な企業ノウハウを学んでもらう内容となっている。カリキュラムは創業の心構えから具体的な創業計画書作成までと
なっている。創業計画書作成においては、収支計画や資金計画など受講生各人で計画を作成するため座学だけでなく個別作成やグループワークを交え
た内容とした。
開催日時：８月１日・８日・２２日の１８時～２１時に開催した。

73

那須塩原市

戻る

起業に興味・関心のある女性、起業して間もない女性を対象に、「女性のためのプチ起業講座」を開催。
起業にあたっての心構えや目的の明確化、受講者同士の情報交換等を行う。
【平成２９年度】７月１日（土）・７月１５日（土）全２回実施
【平成３０年度】７月１４日（土）・７月２８日（土）全２回実施

74

下野市

戻る

市内においてこれから事業を始めようとする方、または創業して１年未満の中小企業者を対象に、速やかな創業と健全な事業経営を支援する。
特に、女性の社会進出や新たな挑戦を支援するため女性起業家創業資金を設置し、貸付利率は創業資金と比べ、０．２パーセント低く設定している。
さらに、平成３０年度からは創業時の事業資金の支援を強化するため、従来の限度額を500万から1000万円に拡大した。（うち、運転資金については500
万円を上限とする。）

75

一般社団法人スリーアクト

戻る

○起業・副業を目指す女性専用バーチャル・シェアリングオフィス＆サロンスペース
○女性向け起業相談窓口（「YUME☆TALKROOM」）○毎週木曜日開催の無料交流会実施

76

群馬県ぐんま男女共同参画センター

戻る

起業等のキャリアアップをめざす女性による、世代や職域を超えたネットワークを構築し、研修や情報交換を行うことにより女性のキャリア形成を支援
日時：平成29年8月19日(土)、10月14日(土)、平成30年2月24日(土)各日13:30～16:00
対象：自身のキャリアアップに興味のある女性
定員：各回３０名
費用：無料
講師：地域や企業で活躍している女性経営者・管理職、キャリアカウンセラー等
内容：研修会及び交流会、個別相談会

77

一般社団法人前橋起業支援センター

戻る

【前橋市創業センターセミナー】
起業したい、起業後間もないという女性のためのセミナー。起業の基礎知識、話し方などを学べるほか、情報交換やネットワーク作りに活用できます。
①きらきら輝く女性の夢起業セミナー･･･平成２９年９月３日・１０日・２４日・１０月１日の全４回（セミナー）
②自分らしく輝くハッピーキャリア・・・・・・・・平成２９年１２月６日（座談会）
③ま女会（まえばし女子会）・・・・・・・・・・・・平成３０年４月２１日、７月１２日、以降およそ３カ月ごとに開催予定（セミナー・座談会・親睦交流会）

戻る

（１）リレートーキング（昨年度のワークショップ修了生で起業している方、起業をしようとしている方による話）
① 「起業を企画し実現する」には
② 人脈図の作成
③ Being－Doingシートの紹介
（２）講師による相談・助言

78

高崎市

79

NPO法人キッズバレイ

戻る

事業計画書作成やリスク管理方法等の起業ノウハウについて説明を行い、女性の起業を支援する取り組み。平成29年は10月から11月にかけて、全３回
を開催。
講師：NPO法人女性のためのビジネススクール メビウス
定員：15名
受講料：6,000円

80

太田市産業環境部工業振興課

戻る

【おおたなでしこ未来塾】と称して３期生が卒業。創業セミナーを開催し、起業塾参加のハードルを下げ、原体験を掘り下げることを重視した全４回の起業
塾を開催。フォローアップ講座も１日開催しており、平成３０年度は４期生を募集する。卒業生ネットワークが広がってきたことから、今年度は女性活躍推
進交付金を活用することで県内起業家をつなぐ取り組みを新たに展開する。起業塾はネットワークづくりと原体験の掘り下げの２点にフォーカスし開催す
る。
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81

埼玉県

戻る

女性が持つ強みを活かした経営力の向上や、新たなビジネスへのチャレンジを支援することにより、地域の核となる女性農業者を育成するとともに、地
域における取組の波及を図る。

82

埼玉県

戻る

埼玉県から国内外で活躍するロールモデルともいうべき女性起業家を輩出することを目的とした、公募型のピッチ（プレゼンテーションイベント）。
最優秀賞 ：賞金10万円、海外派遣研修 優秀賞：賞金5万円、COCOオフィス年間利用権

83

埼玉県

戻る

女性の起業促進を図るため、起業への認知度・関心を高め、潜在的起業希望者を明らかにし、その後の具体的起業活動に繋げるきっかけとなるイベント
を開催する。
内容：女性の起業をテーマにした講演、女性の起業やスキルアップについての相談ブース・セミナー、女性起業家によるテストマーケティングブース、女
性によるビジネスプランコンテストの最終審査など。

84

埼玉県

戻る

潜在的起業希望者を掘り起こすとともに、女性起業家のさらなる成長を支援することを目的とした、ビジネスプランコンテストを開催する。

85

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）

戻る

創業を目指す女性、創業間もない女性を対象に、ビジネスの立ち上げ時から成長期まで支援。月曜日から土曜日まで女性創業支援アドバイザー（中小
企業診断士）が相談に応じる（事前予約制・最大２時間）。

86

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）

戻る

出張相談会は、さいたま市立中央図書館、川越市、春日部市、県立熊谷図書館で月１回開催（事前予約制・１人５０分間）。

87

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）

戻る

創業を考えている女性、創業間もない女性を対象としたセミナーとして、女性創業スタートアップ塾（5日間）、3地域で女性起業セミナー（セミナー及び先
輩起業家体験談、5時間）を開催。

88

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）

戻る

女性起業家のための会員制のワーキングスペース女性起業支援ルーム「COCOオフィス」を運営し、 事業の発展や成長を目指す女性起業家が活動す
る新しいビジネス環境を提供し、身近なロールモデルとなるような女性起業家の支援を実施。

89

埼玉県

戻る

県内においてこれから事業を始めようとする女性・若者（３５歳未満の方）、または開業後５年未満の女性・若者が対象。
申込みに際して自己資金要件がなく、貸付利率は一般事業資金と比べ、０．５パーセント低く設定している。

90

熊谷市

戻る

① 女性プチ起業支援セミナー
起業に関心はあるが、まだ具体的な考えが「形」としてまとまっていない女性を対象に、起業のきっかけづくりとなるセミナーを行う。
・実績豊富な講師によるセミナーを、ステップアップ方式により４回開催。
・受講者同士の交流会及び、熊谷市在住の先輩女性起業家の体験談等を聞く座談会を同時開催。
・定員20名。
・目標が明確になりつつある参加者に、事業展開までの具体策を提案できるよう、金融機関等とも連携を行う。
② ワンポイントセミナー＆個別相談会
セミナー受講後のフォローアップとしてセミナー受講者及び、市内で企業を検討している女性、現に取り組んでいる女性や創業して間もない方を対象に、
個別相談を５回開催。

91

川口市

戻る

起業に興味がある女性を対象に、プチ起業のためのセミナーを開催。

92

所沢市・所沢商工会議所

戻る

将来的に創業を考えてはいるが、具体的内容は未だ考えておらず、創業を迷っている段階の女性を対象に、市内の飲食店で行う交流会。
創業の先輩女性経営者を招き、座学で創業時の体験談を聞くことで、創業における心構え・決意を固め、創業に向かって前進できるよう支援することを
目的とする。
交流会開催後も、所沢商工会議所経営指導員が、参加者に対して継続的な個別フォローを行う。

93

本庄市経済環境部商工観光課

戻る

起業に興味のある女性を対象に、女性起業家のプレゼンテーションと併せて、参加者の交流会や個別相談会を開催。

戻る

①女性のための創業支援セミナー
創業に興味がある女性を対象に、創業に対する心構えを学ぶセミナーを実施するとともに、同じ志を持つ仲間づくりの機会を提供。
定員：20名程度＜※平成30年5月24日（木）実施＞
②女性のための創業塾
ネットを利用して創業（起業）予定の女性を対象に4回連続講座の創業塾（セミナー形式）を実施。
第１回 創業者の起業体験と創業にあたっての心構え
第２回 まずは１万円！「ネットで身のたけプチ創業」入門
第３回 まずはココから！ネットのお仕事あれこれ
第４回 事業計画書作成ゼミ
定員：20名程度
※平成29年度実績

94

春日部市・春日部商工会議所・創業
支援ルーム

95

狭山市

戻る

起業・創業に興味がある女性、既に起業・創業をしている女性をを対象に、「女性のためのプチ起業セミナー」を開催。
１ 女性向け起業セミナー
（１）開催日時 平成２９年１０月５日（木）、（２）場所 狭山市産業労働センター、（３）内容 セミナー「起業のための資金調達入門」
２ 女性起業家によるミニトークとパネルディスカッション
（１）開催日時 平成２９年１１月８日（水）、（２）場所 狭山市産業労働センター、（３）内容 女性起業家３名のミニトークとパネルディスカッション
３ 女性のためのプチ起業はじめ方セミナー
（１）開催日時 平成３０年２月８日（木）、（２）場所 狭山市産業労働センター、（３）内容 セミナー「女性のためのプチ起業はじめ方」
平成３０年度についても、セミナーを複数回実施予定。

96

深谷市 人権政策課

戻る

【女性プチ起業支援セミナー】起業に興味・関心がある人（まだ具体的な考えが「形」としてまとまっていない女性を含む）を対象に、起業のきっかけづくり
となるセミナーを行う。 開催予定日／平成30年10月14日（日）
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97

草加市

戻る

子育てや介護等と並行しながら、フルタイム労働を前提としない創業の取組として、草加市女性創業スタートアップ事業を実施。個々の得意を活かし、社
会が必要とする小さな仕事を複数持つという「月３万円ビジネス」の考え方をベースに、自らの力や才能を発見してビジネスアイデアを生み出すワーク
ショップ、商品やサービスを魅力的に伝えるための発信力講座、地域イベントを活用したプロモーション活動を行う等、全6回の実践プログラムを行いま
す。
【日時】平成29年7月13日～11月12日（全6回） 【平成30年度開催予定】【日時】平成30年7月20日～11月25日（全6回）
【定員】16名
【定員】16名
【教材諸経費】15,000円
【教材諸経費】15,000円

98

越谷市

戻る

①創業に関心のある女性、女性の創業希望者等に対して、グループワークを通して自分のやりたいことを事業化する方法や女性創業者ならではの悩み
や課題の解決方法を講義するセミナーを開催。
②コミュニティビジネスに関心のある創業者・事業者を対象に、「女性・高齢者が活躍するビジネスの仕組みを考える」をテーマにコミュニティビジネスセミ
ナーを開催。

99

越谷商工会議所

戻る

越谷市内で活躍する女性経営者や創業を考えている女性等が抱えている様々な課題について共有することで、販路開拓や創業支援等の機会の創出や
働く女性のネットワーク作り、市内経済の活性化につなげていくことを目的に開催。

100

越谷市

戻る

新規事業及び雇用の創出等を目的に、当該年度中に市内で新たに事業を開始しようとする個人又は中小企業者等を対象として、創業に係る初期費用
及び貸室に係る家賃の一部を助成。対象者が女性・若者（４０歳未満）の場合は補助額を上乗せし、創業の促進を図っている。

101

越谷市

戻る

市内商店街の活性化を目的に、商店街内の空き店舗において特定事業を営もうとする個人又は中小企業者等に店舗改装費の一部を助成。対象者が女
性・若者（４０歳未満）の場合は補助額を上乗せし、商店街における賑わいの創出を図っている。

102

越谷市男女共同参画支援センター
「ほっと越谷」

戻る

越谷市産業支援課、越谷商工会議所との共催で、女性の起業を支援する3回連続講座を実施した。3回目は出店の疑似体験を行うことで、価格設定も含
めた商品準備やディスプレイ、販売・試食の接客を実践的に学ぶ機会を提供した。起業を希望する女性が体験的に学べる場と交流の場を提供している。

103

戸田市

戻る

女性向けの起業支援セミナーとして、小学生未満の子の託児を併設した講座を年８回実施した。
内容は、「私らしく成功する！起業セミナー」「女性のための確定申告セミナー」等である。１回につき約１０名の参加者がおり、大変好評であった。
また、女性の起業を支援するチャレンジショップ事業を４回行い、延べ２１者が出店した。

104

入間市

戻る

ハンドメイドなどの趣味や特技を起業に結び付けるための考え方を学び、起業に向けてのきっかけづくりを支援します。全７回の連続講座です。

105

入間市・入間市商工会・創業・ベン
チャー支援センター埼玉

戻る

女性の方を対象に、プチ起業にまつわる疑問を解消し、はじめの一歩を踏み出すためのヒントを提供するセミナーです。

106

朝霞市

戻る

本講座は、朝霞市内で企業を目指す女性を対象に、資金調達や採算性を把握した事業計画の作成など、資金・収支に関する計画づくりを学び、創業へ
の一歩を応援します。
日時／平成３０年１月２７日（土）午前１０時から 定員／２０名（定員なり次第締め切り）

107

三郷市、
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）

戻る

女性プチ起業支援セミナー
起業に関心はあるが、まだ具体的な考えが「形」としてまとまっていない女性を対象に、起業のきっかけづくりとなるセミナーを行う。
・実績豊富な講師によるセミナーを開催。
・定員20名。

108

三郷市、
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）

戻る

創業を考えている女性・創業間もない女性を対象とした、アドバイザーによる個別相談会。7月から月1回毎月第3水曜日開催。（事前予約制）

109

鶴ヶ島市

戻る

起業に興味や関心を持つ女性や、起業を検討中の女性を対象に、起業への不安や悩みを取り除き活躍の場を拡大することを目的に、公益財団法人埼
玉県産業振興公社と共催で、セミナーを開催した。どのようにして「自分らしいプチ起業」を実現していくかについて学んだ。

110

鶴ヶ島市

戻る

起業をめざす女性のネットワークづくりを支援することを目的に、公益財団法人埼玉県産業振興公社と共催で、事業所の公式のホームページを持つこと
のメリットを知り、好感度や知名度を上げるポイントを学ぶセミナーを開催した。

111

鶴ヶ島市

戻る

起業をめざす女性のネットワークづくりを支援することを目的に、公益財団法人埼玉県産業振興公社と共催で、商品、サービス、技術の見せ方を工夫し
て、売上の向上をめざす方法を学ぶセミナーを開催した。

112

鶴ヶ島市

戻る

起業をめざす女性のネットワークづくりを支援することを目的に、埼玉県地域女性活躍推進補助金を活用し、また、地域の金融機関の協力を得て、先輩
女性起業家による講演、市内で起業した女性によるパネルトークを開催した。交流・情報交換会及び無料起業相談も行った。

113

日高市、埼玉県との共催

戻る

女性のための就職応援セミナーを開催した。子どもと一緒の受講を可能とし、参加者が安心して受講できるよう工夫した。
開催日 10月27日（金）

114

日高市、埼玉県との共催

戻る

求職中の女性やこれから就職活動を考えている女性を対象に就職支援セミナーを開催する。セミナーは子どもと一緒の受講を可能とし、安心して受講で
きるよう工夫する。
開催日（予定） 10月

115

日高市商工会

戻る

経営に必要な基礎知識（税務、労務、ビジネスマナー）を専門の先生から学べる女性限定の経営塾。
開催日 １月17日（水）、22日（月）、25日（木）

116

日高市商工会

戻る

創業に興味のある市民を対象に、女性の講師により基礎知識から資金調達までを3日間で学ぶことができる創業塾を開催する。参加者には、セミナー終
了後のフォローアップセミナーとして、個別相談会を設ける。市は当該事業に対して補助金を交付し、実施協力を行う。
開催日 ７月１日（日）、16日（祝）、29日（日）

117

日高市

戻る

男女共同参画情報紙「こらぼ」第２号を平成30年３月に発行した。紙面にて商工会主催の女性経営塾「レディ」を特集し、参加者の感想や動機等を掲載し
た。

118

日高市

戻る

男女共同参画情報紙「こらぼ」第３号を平成31年３月に発行する。
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119

吉川市 市民参加推進課

120

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）

戻る（クリック）

概要

戻る

就労にあたって自分の強みなどを知る講座や、起業について知るワークショップ、女性市民と地域企業のマッチングを目指したシンポジウムと企業説
明会を開催し、女性が意欲的に仕事を選択できるよう支援する。

戻る

さいたま市で展開する、新規性・独創性のあるプランを募集し、新たな地域ブランドや、さいたま市の経済活性化につながるビジネス、子育てや福祉の社
会問題を解決するビジネス、女性が活躍するビジネスなどを発掘し、優秀なビジネスプランについて表彰するとともに、マスコミへの紹介、金融機関や企
業とのマッチングなど、地域を挙げて軌道にのるまで徹底支援する。
※平成29年度女性起業賞…１件
〔受賞者への支援（無料）〕
①ビジネスプランに対するアドバイス・資金調達相談等 ②専門家によるアドバイス ③ビジネスマッチングの場を提供 ④パンフレット・各種メディア等を
通じた受賞者事業のPR

121

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）

戻る

（起業希望者・起業間もない方向け）
女性の多様な働き方の実現を図るための起業支援に向けたセミナーを実施。
○中央図書館創業セミナー…①起業までのライフプラン設計ワークショップ②講義「ビヨンドザリーフの挑戦~作り手と使い手がともに輝く社会をめざして
~」
※平成30年６月27日（水）、平成30年７月25日（水） さいたま市立中央図書館で開催予定

122

さいたま商工会議所

戻る

さいたま市在住および近隣の女性向けに、オリジナルのハンドメイドによる商品やサービスの販売を目指す方への創業塾を実施。
※対象者
さいたま市で創業を目指す女性（男性も参加可能）、創業希望している方、徐々に活動を始めている方
※平成30年度は、平成30年６月から８月までの土曜日に開催予定（全６回シリーズ）

123

創業・ベンチャー支援センター埼玉

戻る

起業を目指す女性を対象とした、アドバイザーによる個別相談会。さいたま市立中央図書館を会場に月１回開催。申し込み制で１人５０分間。
「女性のための起業にまつわるおカネの話セミナー」起業に必要なお金の知識に関する講義。平成29年11月15日（水）さいたま市立中央図書館で開催。

124

千葉県農林水産部担い手支援課

戻る

千葉県農林水産業の振興及び農山漁村の活性化を図るためには、多様な担い手の確保・育成や競争力の高い産地づくりが重要となっています。
このため、セミナー等の開催により、女性リーダー等の育成、農業施策方針決定の場に積極的に参画できる女性農業者の育成を目指しています。
また、交流会等の実施により、女性農林水産従事者のネットワーク化支援を行っています。
さらに、研修会等の開催により、経営の多角化、作業効率化等による労働生産性の向上、販売管理能力向上の取組を支援しています。
主な内容：農山漁村女性研修会、若手女性農業者交流会、起業家育成研修会

125

千葉県男女共同参画センター

戻る

企業などの組織や地域などのあらゆる場面において、自らの能力を十分に発揮し、男女共同参画の視点をもって活躍する女性を養成することを目的と
し、起業を目指す女性を対象に、起業に役立つ知識や技術を習得する講座を開催することで、女性の活躍を推進する。本講座は、平成３０年８月２５日
（土）及び９月１日（土）ではカフェの起業をテーマに、９月８日（土）ではサロンや教室の起業をテーマに、９月１５日（土）では業種に応じた創業計画の立
て方をテーマに、計４日間開催する。

126

市川市

戻る

・起業を志す女性が、起業前に準備しておくことについて学び、起業への具体的な第１歩を踏み出すためのセミナー
・起業を目指す女性や起業後間もない女性と先輩女性起業家との情報交換や仲間づくりの場として交流会を開催。

127

ハピキャリフェスタ実行委員会

戻る

女性の社会進出の促進をテーマとし、地域の活性化を図るため、ロールモデルの提示や活躍の場、さまざまな地域の情報の提供により、女性の復職や
起業、社会参画を支援する。

128

市川市

戻る

市内で起業を志す女性を対象に、ビジネスプランの作成の演習を通して、起業までのノウハウを学ぶ女性起業塾 受講料：5,000円

129

市川市

戻る

起業後間もない女性起業家を対象に、事業継続や拡大への知識の習得を図り、不安や悩みを解消し、女性起業家のネットワーク作りを支援するための
フォローアップ講座を実施する。
講座2回 個別相談・臨店指導（フォロー）4回 計6回

130

市川市

戻る

女性起業家を育成するため、女性の視点や発想による独創的でこれまでにない新しいビジネスプランを表彰する、レディースビジネスコンテスト。1位～3
位には、副賞として賞金を授与(1位30万円・2位15万円・3位5万円)

131

学校法人千葉学園 千葉商科大学

戻る

市内で起業を志す女性を対象に、起業・創業に必要な手続きからマーケティング、税務・会計、経営、ビジネスプランの作成、ワークライフバランスまで幅
広く学べる女性起業家育成支援セミナー。受講料：10,800円

132

浦安市男女共同参画センター

戻る

起業に向けての準備講座。起業するにあたっての心構え、起業プランの立て方、事業計画の立て方など、起業のための基礎知識と実際の流れについて
解説する。

133

我孫子市

戻る

市内ですでに起業している先輩女性のパネルディスカッション、参加者を含めたビジネス交流会。女性に限定して参加者を募集する。
日時：平成30年10月予定
場所：我孫子市生涯学習センター「アビスタ」ホール
定員：50名

134

船橋市

戻る

日時：平成30年10月予定

135

佐倉市

戻る

場所：我孫子市生涯学習センター「アビスタ」ホール

136

八千代市男女共同参画センター

戻る

定員：50名
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137

白井市青少年女性センター

戻る

事業の趣旨：この講座では、失敗しない起業・独立・開業のためにどうしたら良いかをお伝えします。
１、女性のための起業・独立・開業講座 ２、起業したい女性のための「お金」のはなし ３、一人からでも始められる!イベントの企画と開催（基礎編）
４、一人からでも始められる!イベントの企画と開催（運営編）
開催日： 30年１1月予定
定員：20名 保育：定員8名 無料
参加費：無料

138

習志野市

戻る

習志野市では女性の再チャレンジ（再就職、起業）を応援しています。本講座は、子育て等により離職後、再就職等を希望している女性の就労支援につ
なげていくものです。
開催日：平成29年10月13日、10月20日、10月27日、11月21日（全4回）
講師：株式会社アイクリエイト 代表取締役 粟田あや

139

松戸市

戻る

子育てにより離職した女性や、これから働きたい女性を対象に、就労相談、両立支援相談、起業のロールモデルによる体験談を交えた起業相談を同時
に開催し、女性の活躍を推進する。

140

流山市

戻る

子育て等で一旦仕事を退いた女性の能力を地域で活かすため、女性の創業支援に注力する。
＜主な取り組み内容＞
・女性向け創業スクールの開催
・創業スクール卒業生に対するサポート会の開催

141

千葉市男女共同参画センター

戻る

起業に必要な基礎知識の学習や、女性起業家の話を聞くことによって、起業に対する意欲や関心を高めてもらうとともに、自分の趣味やアイデアを活か
した活動を始めるきっかけを作り、女性の経済的自立や社会参画を推進することを目的とする。

142

東京ウィメンズプラザ

戻る

女性の柔軟な発想を活かしつつ、自らが就業スタイルを決定できる起業を支援するため、セミナー開催や参加者同士の交流を通じ、起業意欲の向上を
図る。

143

東京都産業労働局商工部創業支援
課

戻る

女性起業家の中で、国際的に幅広い事業の展開を考える方や、社会課題の解決に役立つ事業を広げていきたい方を応援する短期集中型育成プログラ
ム。

144

東京都産業労働局金融部金融課

戻る

都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するため、信用金庫・信用組合を通じた低金利・無担保の融資と地域創業アドバイザーに
よる経営サポートを組み合わせて提供。アドバイザーは、女性創業者向けセミナーの開催や無料個別相談を実施。

145

公益財団法人まちみらい千代田

戻る

女性の新規起業を志す方、開業間もない方を対象とした経営の基本知識を習得するための講座（１８：４５～２０：５５、全９回）。
講師も一部を除き女性講師（中小企業診断士）が担当。乳幼児がいる女性のため、託児サービス(有料）も併せて実施した。
今期は１回講座を開催し、定員を上回る応募がありました。
女性のための起業準備講座「独立へのホップ・ステップ・ジャンプ」
内容：女性が特技や経験を活かして起業をしようとするとき必要な準備について、第１回「人生と仕事をデザインする」、第２回「資金と会計の知識を得
る」、第３回「起業経験者からのアドバイスを聞き交流する」というテーマで学ぶ(３回連続、各回のみの参加も可)。
第１回「起業を考えた時の準備、自分の人生と仕事のデザイン」
講師：石川アサ子さん（中小企業診断士）
第２回「事前に知っておきたい資金と会計の知識」
講師：植松啓介さん（公認会計士）
第３回「起業経験者のトークセッション＆交流会」
ゲスト：天沼幸子さん（ファモニィ㈱代表取締役）、うてな あやさん（ウテナスタイル代表）
司会：石川アサ子さん（中小企業診断士）
参加者数：第１回 15人、第２回 17人、第３回 16人

146

千代田区男女共同参画センターＭＩ
Ｗ

戻る

147

港区立男女平等参画センター

戻る

女性のための起業講座【基本編・応用編】
起業に対する参加者の幅広いニーズにこたえるべく、基本編と応用編を実施した。

148

文京区区民部経済課

戻る

創業支援セミナー、専門家による創業相談、起業家との交流会を実施することにより創業及びその後の事業継続につなげる。

149

文京区区民部経済課

戻る

文京区内の空き店舗において創業される方等に、家賃補助や経営相談などを行う。

150

台東区産業振興事業団

戻る

創業を考えている女性や、創業間もない女性に、先輩女性経営者との交流の場を提供する。創業に関する不安の解消や、女性創業者同士のネットワー
クの拡大を図る。

151

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

起業に必要な基礎知識をしっかりと学ぶための連続講座。
心がまえ、事業計画書作成、マーケティング、売上・利益計画等すぐに利用できる実践的なスクール。
参加者全員「ウーマンズビジネスグランプリ」にエントリー。

152

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

女性限定のランチ付きセミナー。
先輩起業家である講師の起業体験談や事業内容について、60分のプチセミナー後、立食形式でランチを取りながら、名刺交換会、自己PRタイムなど交
流会を実施。

153

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

女性起業家（の卵）が物販・サービスなどでテストマーケティングするイベント。
起業家が商品・サービス・レッスンなど、自身が起業して実際に提供しようとするものを来場したお客様に提供し、模擬的な運営の体験やお客様からの声
をダイレクトに聞くことを通して、事業化に向けてのヒント・課題を明確にする。事前にフェア参加の運営プラン策定の支援をさせていただくとともに、フェア
当日はディスプレイや接客指導などのアドバイザー（専門家）も来場し、起業の実現に向けて、実践的なアドバイスを実施する。

154

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

女性のためのビジネスプランコンテスト。
概ね1年以内に起業予定および起業後概ね5年以内の20歳以上の女性を対象にした、ビジネスプランコンテスト。
書類審査、セミファイナルプレゼン審査を通過した起業家たちが、コンテスト当日ファイナルプレゼンを行いグランプリを決定。
コンテスト後も引き続きビジネスプランのブラッシュアップ等支援を実施する。

155

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

先輩女性経営者の話が聞ける交流会付セミナー。
前半は先輩女性経営者の起業にまつわる体験談や経営にまつわるお話しなどが聞ける“耳より”なセミナーです。後半は参加者同士の交流会です。起
業して間もない方やこれから起業しようとしている方など学びや交流の場として開催。

156

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

ビジネスプランを書きたいと思っているすべての女性に、魅力的なビジネスプランを作成するポイントがわかるセミナーを開催。
「ウーマンズビジネスグランプリ」応募のためのポイントも指導する。
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157

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

ビジネスプレゼンテーションの基礎知識や自社事業を魅力的に紹介するストーリーと資料の作り方についてのセミナーを実施。
「ウーマンズビジネスグランプリ」で実践できるプレゼン方法も紹介する。

158

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

ものづくり関連業種での起業希望または起業後間もない女性向けのセミナーを実施。

159

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

通常の交流会とは別にテーマを決めて参加者同士がより共感しながら交流が図れるイベントを実施。

160

品川区立武蔵小山創業支援センター

戻る

スタートアップ時に必要な「事業ＰＲ経費」「試作品製作経費」「ワークショップ開催経費」「イベント出展経費」等の3分の2を補助。

女性の働き方の一つとして、起業を身近に感じてもらい、具体的な一歩を踏み出すきっかけを提供することなどを目的に講座を実施

161

大田区総務部人権・男女平等推進課

戻る

平成29年度
【女性のための再チャレンジ実践講座「みんなをハッピーにする ぷち起業のススメ」】
全１回、定員：25名、講師（コーディネーター）：藤岡喜美子氏（公益社団法人日本サードセクター経営者協会執行理事）
内容：すでに起業している２名の女性に、起業の動機、起業までの経緯、現在の状況やビジョンについて話してもらい、起業という選択肢を知ってもらう。
その後、コーディネーターより、女性の起業の特徴、社会的な意義についての解説を加える。
平成30年度
【女性のための再チャレンジ実践講座「50代から始めるオトナ女子のぷち起業のススメ」】
全１回、定員：25名、講師：藤岡喜美子氏（公益社団法人日本サードセクター経営者協会執行理事）
内容：コーディネーターより、シニア女性の起業の特徴、社会的な意義についての講義。すでに起業しているシニア女性に、起業の動機、起業までの経
緯、現在の状況やビジョンについて話してもらい、起業という選択肢を知ってもらう。

162

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす

戻る

【目的】起業に関するさまざまな相談に対応し、女性起業家が抱える困難や課題に向き合い、乗り越える力をつけることを目指す。
【事業内容】個別相談会（年12回）

163

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす

戻る

【目的】女性が起業する際の課題を解決し、12月に実施する「起業ミニメッセ」への出展を目指す。また、同じ目的を持つ女性同士がエンパワメントし合う
場を創出し、世田谷区の女性起業家のネットワークの形成を図る。
【事業内容】
起業に対する心構えから、12月に開催される起業ミニメッセへの出展を目指し、事業計画を立てる。また、少額資金で事業を効率的に告知していくため
のウェブの活用法を学ぶ。サロンでは、先輩起業家の経験談と意見交換を行う。

164

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす

戻る

女性の多様な働き方を様々な手法で紹介し、女性のキャリアや能力開発を支援することを目的に、世田谷で活躍する女性起業家によるミニメッセのほ
か、女性起業家による講座、女性のための起業なんでも相談を実施する。

165

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす

戻る

【目的】起業ミニメッセ出展者同士のネットワークの構築を図る。
【事業内容】交流会・ミニ講座

166

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす
公益財団法人世田谷区産業振興公
社

戻る

多様な働き方のひとつとして「起業」について学ぶ場を提供することで、これからの働き方を考える女性の選択肢を広げる機会とする。

167

世田谷区立男女共同参画センターら
ぷらす

戻る

地域の課題解決につながる活動をビジネスとして持続可能な事業にするための経営的視点を身に付ける。

168

中野区産業振興センター

戻る

女性の創業予定者が気軽に相談できるよう、女性商工相談員による創業相談を毎週水曜日に実施。
女性起業家の起業の実現とステップアップを目的とし、前期・後期の2クールに分けて起業塾を実施

169

豊島区生活産業課

戻る

【女性のための起業塾 前期（基礎編）～夢の実現に向けてStartUp!!～】
全4回・定員：30名・講師：吉枝ゆき子 氏（株式会社ソフィットウェブコンサルティング代表取締役）
内容：ビジネスプランの考え方、ブランドコンセプトの考え方など
【女性のための起業塾 後期（実践編）～夢の実現に向けてStepUp!!～】
全4回・定員：20名・講師：鴨田和恵 氏（鴨田和恵税理士事務所所長）
内容：事業計画書の作成ポイント、起業に向けての基礎知識など

170

豊島区生活産業課

戻る

女性起業家のネットワークづくりを目的とした大規模交流会を実施
【豊島・北・荒川女性起業家交流会～女性の絆が未来をうごかす～】
定員80名
内容：第一部トークセッション～はじめませんか？ネットワークのはじめの一歩！～
ゲスト：横田響子 氏（株式会社コラボラボ代表取締役） 内海千津子 氏（株式会社ほっこり～のプラス代表取締役）
井上祐巳梨 氏（株式会社BarbaraPool代表取締役）
第二部懇親会

171

豊島区生活産業課

戻る

女性起業家が相談しやすい環境づくりのため、相談窓口に女性起業相談員を配置
相談日：月4回程度（不定期）

172

豊島区生活産業課

戻る

起業家に有用な情報を集約した情報発信サイトおよびfacebookページを運営。
女性起業家に特化したページや、ロールモデルとなる起業家を紹介。

173

北区スペースゆう（男女共同参画活
動拠点施設）

戻る

平成２７年度から「女性の活躍推進応援塾」の一環として、女性起業家支援セミナーを実施し、起業に興味を持つ女性が、起業の基礎を理解し、最終的
にアイデアを形するまでを目標としている。また、セミナー終了後に「個別相談会」を開催し、個々の起業に関する課題に対する助言や指導及び事業プラ
ンのブラッシュアップを行っている。そして地域の女性経営者とセミナー卒業生の「交流会」を実施するなど、起業に向けて継続的な支援を行う。

戻る

女性のための起業家入門講座
起業したいと考えているけれど具体的にどうしたらいいか分からない、起業仲間が欲しい、という方を対象に、２日間にわたってセミナーを行う。１日目は
起業のノウハウや体験談等を実際に起業した方々や区の企業活性化センターの職員からお話しいただき、２日目は起業した方々のパネルディスカッショ
ンや交流会・相談会を実施している。
参加者には区の企業活性化センター等で継続的に相談ができることや区の創業支援融資制度なども教示し、女性の活躍を推進するとともに、区内事業
者の活性化を図る。

174

板橋区男女社会参画課及び産業振
興課
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実施主体名

練馬区立男女共同参画センターえー
る

戻る（クリック）

戻る

概要
＜平成29年度＞（3回連続講座）
女性のためのプチ起業講座「得意なこと、好きなことを仕事に～『やってみたい』をカタチにする」
【日 時】9月22日（金）、9月29日（金）、10月6日（金）午前10時～正午
【内 容】「事業計画」を立てるワークと実際に起業した方の体験談や事例など
【参加者】延べ64名
【その他】講座終了後、参加者同士の情報交換や協力体制構築のためのグループ作りを目的に、希望者へのフォローアップを実施。その結果、自主団
体が発足した。
＜平成30年度＞
事業の実施なし

176

一般社団法人練馬区産業振興公社
練馬ビジネスサポートセンター（ネリ
サポ）

戻る

18才以上の女性で創業に興味のある方を対象として、女性講師（中小企業診断士）による1日制（9:30～16:30）の講座を、平日に1回、土曜日に1回開催
している。
また、女性の中小企業診断士による女性のための個別相談会を毎月1回開催するなど、女性起業家を支援している。

177

サイバーシルクロード八王子

戻る

【目的】
起業する前に知っておくべき事柄について学び、自分の“やりたいこと”を見える化した上で具体的な起業イメージを形にし、女性が起業に向けて一歩踏
み出すための支援を行う。
なお、本講座は、東京都が行っている女性・若者・シニア創業サポート事業のセミナーとして開催するものである。
【日時】2017年度実施事業
平成29年4月25日、5月9日、23日、6月6日、20日（全て火曜日、全5回） 午前9時30分～12時30分
平成30年1月16日、30日、2月14日、27日、3月13日（概ね火曜日、全5回） 午前9時30分～12時30分
2018年度実施事業
平成30年4月24日、5月8日、22日、6月12日、26日（全て火曜日、全5回） 午前9時30分～12時30分
【会場】サイバーシルクロード八王子 会議室
【対象】都内での創業「プチ創業」に向けて、一歩踏み出そうとしている女性
【定員】12名（抽選）

178

立川市男女平等参画課

戻る

好きなこと、特技などを活かして自宅でもできる小規模な起業のノウハウと家庭や育児との両立について学ぶ。

179

株式会社 マネジメントブレーン

戻る

吉祥寺Bloomは、経営コンサルティングや創業支援を行う㈱マネジメントブレーンが母体となって設立された組織で、カルチャー講座の運営支援や会場提
供、起業を目指す女性向けのセミナー・イベント・交流会の開催を通して起業支援を行っている。
i-dream吉祥寺は、平成28年度のむさしの創業サポート施設開設支援事業により開設された創業支援施設で、女性向けのコミュニティスペース、講座や
マルシェ、セミナー開催等を実施しているほか、レンタルボックスやキッチン（料理教室等で使用可）も備えている。

180

武蔵野市

戻る

市内で創業支援事業を実施する事業者に対し、補助をおこなうことで市内での創業を増やし産業の育成及び地域の活性化を図ることを目的とする。 平
成２８年度中に、市内に４つの創業支援施設を新設する予定で、その中に女性の市内創業希望者を優先する事業を行う施設も含まれている。

181

一般社団法人フラットデザイン

戻る

平成28年度のむさしの創業サポート施設開設支援事業により開設された創業支援施設で、５種類の許可を受けた飲食可能なフリースペース併設のシェ
アキッチンとなっている。

182

株式会社スイベルアンドノット

戻る

平成28年度のむさしの創業サポート施設開設支援事業により開設された創業支援施設で、ワークショップや教室などができるスペースとしての利用や、
これから起業を考えている方に向けたセミナーや交流をするコワーキングカフェバーとなっている。

183

株式会社タウンキッチン

戻る

平成28年度のむさしの創業サポート施設開設支援事業により開設された創業支援施設で、空き店舗を活用した飲食・食品製造販売等が可能なシェア
キッチンとなっている。8人で店舗を共有使用する。

184

三市創業支援事業協議会Ｔ.Ａ.Ｆ.

戻る

立川市・昭島市・福生市の３市連携で創業セミナーを開催しており、創業に向けて「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」と３段階に分けてアプローチしている。そ
の一環として、女性のライフステージが多様化する中、女性向けに、自分らしい働き方を見つけるセミナーを実施する。
Ｔ.Ａ.Ｆ.創業セミナー「女性の起業」シリーズ「女性向けセミナー」
日時：平成３０年７月７日(土)14：00～17：00 場所：（立川）たましんＲＩＳＵＲＵホール

185

小平市 産業振興課

戻る

地域経済の活性化を図るとともに、「女性が輝ける社会」の実現するための施策の一つとして、専門性を有する就労プロデューサーを配置し、起業を目
指す女性に対し相談や支援を行う。

186

国分寺市立男女平等推進センター
ライツこくぶんじ

戻る

起業とは何か，趣味を起業につなげる手法，在宅起業・女性起業家の実例，起業にまつわるお金や税の話等，女性を対象とした起業入門講座。
【開催日時】平成30年２月27日（火） 10：00～12：00
【参加者数】27人

187

清瀬市男女共同参画センター アイ
レック

戻る

平成27年度、28年度の2年間、沿線3市男女共同参画連携事業の一環として、清瀬・東久留米・西東京の連携事業として実施。「女性起業応援フェスタ」
として起業を始めた、これから始めようと思っている女性を対象に①起業への心構えや事業立案・経営スキルの講座（平成27年度のみ）、②広報と販売
経験の場の提供、③起業家同士の交流から、事業スキルや意欲を向上させ、地域のネットワークを形成することを目的にセンターで1日実施。

188

東久留米市男女平等推進センター
２
フィフティ

戻る

男女平等推進センター、庁内の関連部署、東久留米市商工会、金融機関が連携し、起業を目指す方を支援します。これから創業する方向けに講座、交
流会、相談会を実施。
【平成29年度事業】
・平成30年3月1日（木）に講座「手しごと作家を目指す」を開催
・平成30年3月4日（日）、に講座「補助金を使って起業する」を開催
・平成30年3月10日（土）に「交流会」を実施
・平成30年3月13日（火）、3月15日（木）に「個別相談会」を開催

189

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

社会復帰する第１歩として、またワークライフバランスを考えながら自分に無理のない範囲での２週間の就労体験。

190

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

自分が出来る事を活かすためのトライアルの場として、また既に活動している方達と交流しながら、お互いに刺激し合い更なる向上心を持ってもらうこと
を目的に実施した。
平成29年6月25日（日） ハンドメイド作家によるワークなどのチャレンジショップ開催

191

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

２人の講師の全く違うジャンルの話を聞くことで、自分が出来る事・やりたい事に目を向けて一歩を踏み出すきっかけ作りにする。
講師：江尻チハル（Bloom*brunaインテリアグリーン作家）
森林育代（㈱シーズプレイス代表取締役社長）
平成29年7月12日（水）
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192

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

女性が自立をするための再就職支援
①平成30年2月 2日（金）10時～12時 メイクアップセミナー（コミ 会議室1・2）
②平成30年2月15日（木）10時～12時 再就職準備編（男女 多目的室1・2）
③平成30年2月20日（火）10時～16時 （コミ 会議室1）出張相談会
④平成30年2月20日（火）13時30分～16時（コミ 会議室2） ミニ就職面接会

193

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

女性が自立をするための再就職支援
①平成30年2月 2日（金）10時～12時 メイクアップセミナー（コミ 会議室1・2）
②平成30年2月15日（木）10時～12時 再就職準備編（男女 多目的室1・2）
③平成30年2月20日（火）10時～16時 （コミ 会議室1）出張相談会
④平成30年2月20日（火）13時30分～16時（コミ 会議室2） ミニ就職面接会

194

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

女性が自立をするための再就職支援
①平成30年2月 2日（金）10時～12時 メイクアップセミナー（コミ 会議室1・2）
②平成30年2月15日（木）10時～12時 再就職準備編（男女 多目的室1・2）
③平成30年2月20日（火）10時～16時 （コミ 会議室1）出張相談会
④平成30年2月20日（火）13時30分～16時（コミ 会議室2） ミニ就職面接会

195

武蔵村山市立緑が丘ふれあいセン
ター

戻る

自分が出来る事を活かすためのトライアルの場として、また既に活動している方達と交流しながら、お互いに刺激し合い更なる向上心を持ってもらうこと
を目的に実施した。
平成30年2月18日（日） ハンドメイド作家によるワークなどのチャレンジショップ開催

196

羽村市

戻る

チャレンジ支援セミナーとして、働くことや地域などの活動に対して参加意欲を持つ女性が、一歩踏み出すきっかけとなる講座を開催。また、チャレンジ支
援セミナーでは創業支援セミナーを案内し、創業支援制度の紹介や創業スキルの習得支援につなげている。

197

西東京創業支援・経営革新相談セン
ター

戻る

西東京創業支援・経営革新相談センターは、市の補助により、西東京商工会が運営している施設で、これから創業・開業を予定している方や、既に事業
を行っている経営者をサポートする身近な拠点として位置づけている。
具体的には、中小企業診断士による各種個別相談やセミナーの開催、商店街ごとの支援、ビジネスマッチング交流会などを無料で実施している。
その取り組みの中の一つとして、女性のみを対象とした創業セミナーや相談会を開催し、女性ならではの悩みの解決や情報の共有、相談し合える仲間
づくり等の支援を行っている。

198

西東京市産業振興課

戻る

西東京市では、出産・育児のため離職し、起業・就労を目指す女性を中心に、子育てをしながらの働き方をテーマに、「導入」・「基礎」・「専門」のステップ
ごとのセミナーを実施しているほか、参加者同士のネットワークを構築するために、「交流会」等を実施している。また、商品開発や販路開拓のための販
売イベントや経営者としてのスキルを向上させるためのビジネスプランコンテストも予定している。
なお、本事業から起業・創業を目指す方には、市・商工会・金融機関で実施する創業スクールなどの支援につなげ、市内創業者数の増加を目指し推進し
ている。

199

神奈川県

戻る

能力を生かして起業を考える女性のスタートアップを応援するため、起業に関する現状や実例を学ぶ講座を委託実施。

200

うみのあお、そらのあお

戻る

個人事業主として働き始めるために必要なノウハウを身につけるための講座を実施します。
個人事業主の “柔軟な働き方”を紹介することにより「これならできるかも・やってみたい」という気持ちを醸成するとともに、実現までの具体的なプロセス
について理解することにより、具体的なアクションへ導くことを講座のゴールとします。

201

藤沢市

戻る

日本政策金融公庫「女性、若者／シニア起業家支援資金」を利用した者のうち、藤沢市内に主たる事業所を有するものに対し、支払った利子の一部を補
助する。

202

藤沢市

戻る

コミュニティビジネスによる創業に関する事業所賃料及び改装工事費の助成に関し、創業者が女性の場合、賃借料の補助率を５％加算する。

203

公益財団法人 湘南産業振興財団

戻る

湘南ビジネスコンテストにおいて、女性ならではのアイデアに基づく優れたビジネスプランとして「なでしこ起業家賞」を選出し、研究助成金の授与等を行
う。

204

ＮＰＯ日本キャリアカウンセリング協
会

戻る

就職、再就職、起業など、就業を希望する女性に対し、一人ひとりのニーズに合わせた１日だけの面接就業出前相談。自分に合った仕事を知り、基本的
な書類の書き方や面接のコツ等具体的なアドバイスを受け、就業・自立に繋げていく事業

戻る

①相談対応
起業間もない女性から、事業の発展を目指す女性経営者までを対象に、様々な経営上の問題解決に向けて、中小企業診断士による「女性起業家支援
チーム」による相談窓口を設置。（予約制、無料）
②セミナー等の開催
女性起業家向けに経営知識等を学ぶセミナー、経営者セミナーを開催。
また、起業を目指す女性向けに「起業チャレンジセミナー」を開催。

205

公益財団法人横浜企業経営支援財
団

206

公益財団法人横浜企業経営支援財
団

戻る

執務スペースや打合せ場所の確保等に悩んでいる女性起業家のための会員制シェアオフィスの運営。
横浜の中心地関内地区に位置し、セミナールームなども設けており、女性起業家のネットワーク作り、事業PRの場としての活用もできるインキュベーショ
ン施設。女性起業家支援の専門チームによる相談対応体制他、28年度からはインキュベーションマネージャーを配置し、、円滑な事業のスタートアップを
支援している。
また、経営に関する知識サポートを目的としたサロンやセミナーを開催。

207

公益財団法人横浜企業経営支援財
団

戻る

先輩女性起業家等が自らの豊富な経験や知識からアドバイスを行うメンター事業を、参加する女性起業家の成長段階や抱える課題などに応じて、きめ
細かく実施します。

208

横浜市

戻る

横浜市内大型商業施設・百貨店と連携して、女性起業家の商品販売・事業ＰＲ等による認知度向上や、女性起業家の活躍をＰＲすることによる新たな起
業促進を目的とした事業。

209

横浜市

戻る

女性起業家が実行委員となり、女性起業家どうしの情報交換、事業PR（プレゼンテーション、ブース出展）、学び合いの機会となるウーマンビジネスフェス
タ（女性起業家応援イベント）を開催。
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210

公益財団法人横浜市男女共同参画
推進協会

戻る

起業を考える女性や、起業後間もない女性を対象として、スムーズな起業に必要な事業計画書や資金計画書の作成の仕方、店舗運営や広報スキル
アップなどをテーマにセミナーを実施（年７回 有料）

211

公益財団法人横浜市男女共同参画
推進協会

戻る

具体的な事業プランを持つ女性が実際に起業するまでを後押しする、集中型連続セミナー。前期「ビジネスプラン完成コース」（5日間）、後期「ＨＰ設計
コース」（4日間） ※年 各１コース 有料

212

公益財団法人横浜市男女共同参画
推進協会

戻る

起業前のアイデア段階から起業後の事業計画の見直しまで、それぞれのステージにあわせて、女性起業ＵＰルームナビゲーターが具体的にアドバイス。
（予約制 有料）

213

公益財団法人横浜市男女共同参画
推進協会

戻る

女性起業家のホームページ・ブログについて、ネットマーケティングのプロの視点から、女性起業ＵＰルームナビゲーターが改善案を具体的にアドバイ
ス。（予約制 有料）

214

川崎市経済労働局産業振興部金融
課

戻る

過去に事業を営んだことがない方で、代表者が女性、若者（30歳未満）又はシニア（50歳以上）であり、川崎市内で開業する、あるいは開業後5年未満の
中小企業者等又は、事業継続している会社により新たに市内で設立（分社化）された会社で、事業を開始する具体的な計画を有する、あるいは設立後５
年未満の中小企業者等を対象とする融資制度
○詳細
資金使途 運転資金・設備資金（市内設備に限る）
融資限度額 ２，５００万円（支援創業関連保証を併用する場合は３，０００万円）
融資期間 運転資金７年以内 設備資金１０年以内（ともに据置期間１年以内を含む）
融資利率 年２．１％以内又は制度所定変動金利（短期プライムレート＋０．７％以内）

215

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

すくらむ21の講座終了後に起業した女性、またはすくらむ21とのかかわりを通じて起業した女性を随時、取材しています。
すくらむ21のホームページで、起業までのプロセスや現在の店舗・サービス・おすすめ商品などを写真入りで紹介しています。

216

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

講座受講生でメーリングリストにご登録しいただいた方へ、講座開催等の情報提供をしています。

217

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

「事業の継続ができるか不安」「仕事について気軽に相談できる仲間がいない」など、日々事業に取り組んでいる女性起業家の皆様が集い、情報交換や
交流できる場として、励まし合える仲間との出会いを通じた自身の仕事へのモチベーション向上や新たな仕事の広がりにつながるきっかけづくりに向け
て、交流会を開催します。

218

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

起業を考えている女性や、起業後間もない女性を対象にした店舗での販売体験・広報・ＰＲのためのミニ見本市です。毎年、すくらむ21まつりの当日に実
施しています。

219

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

起業を考える女性や、起業後間もない女性を対象とした4日間集中講座。起業後、事業を継続するために必要な知識をじっくり学び、事業計画を試作しま
す。また、受講後には、参加者同士やすでに起業された方たちとの交流会を行います。[特定創業支援事業]

220

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

3業種（物販、飲食、サービス）について業種別に起業準備を進めるための連続講座（全１２回）です。特に川崎市内の商店街で創業を予定している方に
向いています。独立、創業のための知識、ノウハウを集中的に学び、講師と歩く先輩起業家の店舗ツアーや起業を目指す人同士の交流会、発表会など
があります。また創業者への特典もあります。[特定創業支援事業]

221

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

女性の中小企業診断士や税理士による相談会です。起業前～起業して5年以内の経営者（個人事業主、株式会社・有限会社やNPO等法人組織）の方
（女性優先）を対象としています。相談いただける内容は、事業計画書の書き方、登記の手続き、販促、店舗探し、資金調達、税務、会計、マーケティング
など、個別具体的な相談ができます。

222

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

近年、趣味や経験を活かした分野で起業する女性が増加していることや、開業コストを抑えるために店舗を持たずにWEBのみの商売を始める人や自身
でホームページを作成している人が多いことから、川崎市内の創業支援機関の協力のもと、実際にPCを使用したホームページの作成方法や成功のポイ
ントを学べる実践講座です。交流会や市内創業支援機関の紹介、情報提供、個別相談もあります。

223

川崎市男女共同参画センター（すくら
む21）

戻る

起業を考える女性や、起業後間もない女性に対して、店舗での販売体験・広報・ＰＲのための出店の機会を提供いたします。年に1回の募集で月に1回の
定期出店する機会をつくっています。

224

マナ・ビーナス

戻る

概要：起業後も経営が安定していけるように、講師をお呼びして各テーマに沿ったセミナーを開催。
講師：起業女性を応援している講師（女性がメイン）
日時：毎月１回程度 １０時～１４時（交流会含む）
参加人数：４～８名程度

225

マナ・ビーナス

戻る

概要：社会貢献によって認知をあげていく新しい視点をもった寄付つき商品作りを学ぶワークショップ。
講師：マナ・ビーナス 中村ふみよ（准認定ファンドレイザー）
日時：数ヶ月に１度開催。１０時～１５時。
参加人数：３～６名程度

226

相模原市

戻る

就業経験が少なく、ビジネスにおける経験や知識が不足している女性起業希望者に対し、専門家を講師とする創業セミナーを実施する。このセミナーを
「特定創業支援事業」と位置づけ、４回以上（全５回）受講した者に対して、証明書を発行する。
また、セミナー参加者向けにワークショップや交流会を開催し、起業に関してより深く学べるだけではなく、女性起業家特有の悩みを気軽に安心して相談
できる場を創出することで、女性ならではの感性や視点を活かした起業を促進する。

227

公益財団法人相模原市産業振興財
団

戻る

相模原市内でこれから起業を考えている方や、すでに事業を開始されている方を対象に、毎年４月に開催される相模原市民まつりで開催される「さがみ
はら女性起業家マーケット」へ２日間にわたりブースを出展（出展料：10,000円※養成講座３回分を含む。）する。事業計画の立て方や販売に係る集客方
法等を女性同士で学び合うことで、女性による起業の関心を高め、自身の事業を発展させることを目的として実施する。

228

相模原市

戻る

相模原市立男女共同参画推進センターにおいて、女性起業家の支援として、女性作家の作品を展示するとともに、月に１回販売会を開催している（指定
管理者による自主事業）。

229

三条市

戻る

三条市内に創業をお考えの方または創業の知識を身につけたい方を対象に、創業前に必要知識を学ぶ場を提供し、長く続く会社づくりを支援する。
（創業の心構え、先輩創業者体験談、創業の基礎知識、先輩創業者店舗視察、顧客の獲得方法、金融相談会、創業資金について、ビジネスプランの作
成及び完成、プレゼンテーション）
受講生募集チラシ等は女性が手に取りやすいように工夫して作成しており、受講生の半数以上が若年層及び女性である。
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230

十日町市

戻る

十日町市内の創業に関心のある女性を対象に、専門家（自ら起業経験のある女性の中小企業診断士）を講師に迎え、創業の基礎知識、その手法、他の
創業事例、女性ならではの創業のメリット、デメリット、注意点などを講義。
加えて、市内で起業経験を持つ女性創業者を同セミナーに迎え、自身の体験談を情報提供する中で、参加者との意見交換や情報交流を実施。
なお、参加者に対しては、本人の希望に応じ、セミナー開催後に引き続き個別の創業相談を実施。

231

三条市

戻る

創業・起業に関心のある女性を対象に、起業経験のある講師から自分の「好き」や「得意」を事業に結びつける「プチ起業」を始めるためのポイントを学ん
だ。

232

聖籠町

戻る

再就職を目指す女性に対して、求人情報等を共有するとともに、起業を目指す人には、商工会等と連携しながら相談体制の充実を図り、起業等に対して
の助成支援を行います。

233

公益財団法人新潟県女性財団

戻る

【モチベーションアップ編】起業している女性、又は、具体的に起業を考えている女性が対象。起業へのステップと事業継続に必要なことを学ぶ。参加者
同士の情報交換等により、起業に対する疑問や不安を解消する。
【アクションプラン策定編】起業している女性で、モチベーションアップ編の参加者が対象。経営理念、コンセプトなどを確認し、アクションプランを策定。
2事業とも、講師は、女性の中小企業診断士が務めた。

234

富山県

戻る

・若者・女性・シニアのアイデア等を活かした事業計画の実施に必要な経費に対して助成
・対象者：県内で１年以内に創業予定または創業後３年以内の中小企業者等
・補助率：1/2以内、上限額：製造業・建設業 2,000千円、その他の業種 1,000千円
・補助金交付ルート：県→（公財）富山県新世紀産業機構→事業主体

235

富山県

戻る

・地場産品等の特性を活かした商品開発能力の習得に必要な起業経営の基本的な技術及び知識に関する講座を開催
・対象者：起業活動を志す女性農業者や女性起業組織のリーダー等 約２０名程度
・講座内容：共通講座（経営、視察、マーケティング等４回）、専門講座（３コース×各３回）

236

富山県

戻る

農村女性の新商品開発や業務拡大に挑戦する企画を公募し取組経費を支援
【事業実施主体】起業活動個人、法人または任意組織
【標準事業費等】 80万円 補助率1/2以内、5件
・補助金交付ルート：県→事業主体

237

富山県

戻る

事業規模拡大に必要な調査活動や、直売・加工施設の整備等を支援
【事業実施主体】起業活動法人又は任意組織､個人(認定農業者、農村女性スキルアップ講座修了者)
【標準事業費】 200万円 補助率1/2以内、3件
・補助金交付ルート：県→市町村または地域協議会→事業主体

238

富山県

戻る

起業から企業への発展を目指した商品構成拡大や販売促進等の取組みを支援
【事業実施主体】起業活動法人または法人計画を有する任意組織
【標準事業費】 1年目
200万円 補助率1/2以内、1件
2年目(ソフト) 50万円 補助率1/2以内、1件
・補助金交付ルート：県→市町村または地域協議会→事業主体

239

富山県

戻る

・女性起業者の個別商品やサービスの経営評価と見直し、ブラッシュアップを、商品評価会の開催や専門家派遣で支援
・女性起業者が連携して行う商品のPR販売や情報交換等を通じて、女性起業活動のネットワーク拡大を推進

240

富山県

戻る

農村女性の起業活動における次世代人材の育成を促進するため、子育て世代の女性等の加入・定着につながる働きやすい職場づくりを支援
【事業実施主体】農村女性起業者(従事者2名以上かつ組織内の過半が女性）
【標準事業費等】 100万円 補助率1/2以内、4件程度

241

公益財団法人富山県女性財団

戻る

起業、ＮＰＯ活動等、多様なチャレンジにかかる情報提供や相談に、専門のチャレンジ・ナビゲーターがきめ細やかに対応、自己決定ができるよう支援し
ています。「女性のためのほくりく起業支援ネットワーク」に参加し、富山県新世紀産業機構等とも連携しながら起業したい女性を総合的に支援していま
す。また、日本政策金融公庫富山・高岡支店、県内各商工会議所、県内の各商工会とも連携し、県内女性の創業や事業運営について幅広く支援してい
ます。

242

南砺市

戻る

女性ならではのアイディアや感性、経験等を地域課題解決へ結びつけ、それをビジネスにできる環境やセミナー、相談窓口等の支援体制を整備してい
くことにより、女性の「やりたいこと」が「できる」自己実現や地域内経済の循環、賑わい創出に繋げることを目的としている。

243

上市町

戻る

少子高齢化、人口減が進む現代において、労働力及び地域活性化の力として女性の力が注目されています。上市町では起業に関心のある又は起業を
目指す女性を対象としたセミナーを実施します。初めての方でもわかりやすく、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識を身につけることができます。ま
た、セミナーで学んだことの実践場として、１日限りのチャレンジショップを開催し、中心市街地の賑わい創出や女性起業家同士の交流を促進します。

244

公益財団法人いしかわ女性基金

戻る

ライフステージに応じた多様な働き方を求める女性のニーズに対応するため、創業を目指すもしくはすでに創業した女性を総合的に支援する相談会を実
施。
【内容】
（１）先輩企業家による事例発表
（２）先輩企業家を囲んでの交流会
（３）専門家個別相談

245

小松市

戻る

小松市では、平成21年度より開催した「こまつ女性起業チャレンジ塾」を踏まえ女性起業家と経営者の更なる飛躍とステップアップの為のフォーラムを本
年度開催する。

246

小松市

戻る

小松市では、女性起業家（起業予定者を含む。以下同じ），女性経営者等を構成員とするグループによる意欲的な取組みや地域活性化につながる活動
等に対し応援金を交付し，もって女性の社会進出促進及び女性の力を活用した地域活性化を図ることを目的として「女性起業家等活動応援金」を設置。
応援金の額は，予算の範囲内において，対象経費内とし，一つの事業に対する交付限度額は３万円。

247

石川県男女共同参画課

戻る

ライフステージに応じた多様な働き方を支援し、女性の社会参画を促進するため、起業を目指す女性を対象に専門家による相談窓口を開設している。
内容 ①個別相談（月2回）

248

かほく市

戻る

市内における中小企業者の経営安定及び発展を図るため、新規創業者を対象とする融資制度を利用した者に対して補助金を交付することにより、新規
創業者の負担軽減を図る。
若者等チャレンジ支援補助（創業時の年齢が４５歳以下の若者又は女性） として３０万円を交付
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249

白山市

戻る

起業を考えている女性を対象に、起業に関するセミナーを開催している（年１回開催）
【Ｈ29】平成29年2月17日(土)開催 16人参加
【Ｈ30】平成30年8月22日（水）開催予定

250

福井市 商工労働部

戻る

起業を考えている女性や起業間もない女性起業家を対象に、事業プランの作成やマーケティング、ネットワークづくりといった内容のセミナーを開催する
ことにより、女性による起業を促す。

251

福井市 商工労働部

戻る

福井市中央1丁目を対象エリアとして、空き店舗に出店する者の開業に係る経費の一部を補助する。特に、女性の出店者に対しては、補助限度額を引き
上げることにより、女性による出店を促す。

252

公益財団法人ふくい産業支援セン
ター

戻る

女性先輩起業家による女性向け創業セミナーを開催し、創業意識の女性と創業希望者の発掘を行う。 県内各地域で８回開催。

253

公益財団法人ふくい産業支援セン
ター

戻る

女性中小企業診断士による女性専用の創業相談窓口を設置し、女性ならではの課題解決のために個別に相談対応。
ふくい女性活躍支援センター（福井生活学習館「ユー・アイふくい」内）に第１火曜、第３土曜の月２回設置。

254

越前市

戻る

創業したい、既に創業したがノウハウを学びたいなど考えている女性に向けた、経営の基礎、創業における女性ならではの特長の生かし方などを学ぶ、
女性の夢をかなえるための創業セミナーを開催している。
年間6回の講座と2回の実践を通して、創業に関する知識・ノウハウを深めていただき、一人でも多くの創業の夢の実現を目指し、女性の創業者を増や
す。

255

大野市

戻る

①元気チャレンジ企業支援事業：ベンチャー性の高い事業や新たな名産品などの開発や新商品の販路開拓を行う事業者に支援
②店舗形成事業：市街地の空き地や空き家を活用して出店する事業者に支援
③創業促進奨励金：創業者向けセミナーなどの特定創業支援事業を受け、創業計画を作成した創業者に奨励金を交付
①～③に該当する事業を女性が行う場合に補助率、補助上限額を上乗せする。

256

山梨県立男女共同参画推進セン
ター・ぴゅあ総合

戻る

家事育児に追われる女性たちでも始められる自分サイズのビジネスに必要な知識やスキルを先輩女性起業家から学ぶ講座を開催。(年２回）
講座終了後、施設を提供して、受講者を対象にしたトライアルショップ事業を併せて開催している。（年２回）
女性起業家主催のマーケットに参加し、出展者に対して起業家向けの学習講座の周知と啓発活動の実施。（年１回）

257

山梨県立男女共同参画推進セン
ター・ぴゅあ富士

戻る

比較的小規模なビジネスに取り組もうとする女性を対象に、起業に向けての企画書の作り方やＳＮＳ等の活用方法を学ぶ講座を開催した。（年６回）

258

山梨県立男女共同参画推進セン
ター・ぴゅあ富士

戻る

女性の積極的な社会参画促進のために、起業を目指す女性を対象として、経営等に関する知識や技術習得を学ぶ講座を開催する。（年３回）

259

山梨県

戻る

起業を志す女性や起業して間もない女性を対象とした講座、交流会、現場見学会等の開催を通じて、仕事観の形成、想いやアイデアをビジネスにして成
功させるために必要な知識の習得、起業を志す仲間や先輩起業家とのネットワークの構築を図ることにより、参加者の夢の実現を支援しています。
この事業は、子育て中の女性をはじめ、幅広いライフステージの女性が参加しやすい運営としています。

260

山梨県・（公財）やまなし産業支援機
構

戻る

・起業家養成セミナーの開催。（全3回シリーズ）
・インキュベーションマネージャーによる企業巡回／相談／指導を実施。
・起業者の経営課題解決のための、専門家派遣事業。

261

山梨中央銀行

戻る

これから起業をしたいと考えている女性やすでに起業をして次のステップアップを目指している女性などを対象に、ビジネスに必要な知識やスキルを学ぶ
講座を開催するとともに、事業計画作成、資金繰り、販路拡大、マーケティング、ブランディング、情報発信などについて、他の支援機関とともに構成する
サポートチームによる個別指導を実施しています。

262

山梨県信用保証協会

戻る

女性の創業希望者や経営者を支援するための女性に特化した保証制度「エールウーマン」を設けるとともに、協会の女性職員で構成する「メイプル」とい
うグループを作り、起業や事業経営に関するサポート体制を強化しています。

263

北杜市産業観光部商工・食農課

戻る

市内で既に創業した先輩女性起業家と、これから市内で創業したいと考えている女性の交流会を開催予定。

264

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

戻る

起業に関心のある女性を対象に、自分の好きなことや得意なことを起業に結びつけるポイントを学ぶ講座を開催した。

265

長野県

戻る

ＮＰＯ法人を立ち上げて社会貢献活動をしたい人を対象に、市民による社会貢献活動、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）、ＮＰＯ法人の設立手続き、法
人運営上の留意事項等の関する講座を、長野を除く地方事務所で各１～２回、県庁で毎月第２木曜日に開催する。
なお、受講者の募集にあたっては、市町村ＮＰＯ活動推進担当課長に地域における女性の活躍を後押しする観点から、管内で活動され、法人化を検討
されている女性グループ等への周知をお願いしている。

266

長野県

戻る

女性起業家が自身の起業の経緯について講演を行うセミナーや、起業ワークショップを開催。女性の感性を活かして創業するポイントを学ぶセミナー。

267

長野県
公益財団法人長野県中小企業振興
センター

戻る

（公財）長野県中小企業振興センター内にある創業相談窓口「ながの創業サポートオフィス」に、平成26年度から、「創業・ベンチャー推進員」（創業相談
を専門的に受け付ける相談員）を配置しているが、平成27年度からは、女性の「創業・ベンチャー推進員」を新たに配置し、女性が相談しやすい環境をつ
くった。

268

ココノチカラ

戻る

女性2名が代表を務める、女性の活躍を応援する市民団体で、起業といわれても「何から始めればいいか分からない」「自分のスキルに自信がない」また
「既に起業しているが悩みを話し合える仲間が欲しい」という方々の応援をしています。
2014年11月には起業講座受講者が実際にブースを出店し、学んだことを実践するフェスタを開催しました。

269

松本市女性センターパレア松本

戻る

女性の創業を取り巻く環境や心構えを学んだり、実際の創業体験を聞く講座を開催。

戻る

1996年に男女共同参画事業の一環として、長野県テクノハイランド地域センターより女性の役職者育成目的で発足し、2001年から自主運営団体として自
立しました。
現在約20名の女性経営者で組織されていますが、これから起業を考えている女性も参加でき、会員同士、意見交換や講演会、視察旅行を行っていま
す。そして、地域にも情報発信できるものを作っていきたいと、2005年から総合イベント「信州なでしこマーケット」を立ち上げ、多くの皆様と交流していま
す。
今後は、なでしこマーケットの継続はもちろん、来年にかけて他の女性団体との交流会や、女性だからできる子育て支援も考え、地域と共に貢献を視野
に入れています。

270

アルプス女性企業家会議
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都道府県別起業支援策一覧（概要）

No

実施主体名

戻る（クリック）

概要

271

美濃加茂市

戻る

・姫Ｂｉｚ 相談窓口開設事業
平成姫街道と言われる中山道に賑わいを取り戻すため、中山道で起業しようとする人や中山道を活用したイベント等を実施する人に対し、「姫Ｂｉｚ」を設
置して日常的に相談できる窓口を開設する。また、新商品の開発や販路拡大を考えている既存事業主の支援も行う。
・姫Ｂｉｚ 資金等援助事業
起業及び商品開発、販路拡大やイベント等の実施に関する経費を調達するため、またはマーケティングの調査を行うためのプラットフォーム（クラウドファ
ンディング：FAAVO美濃國）を開設し、積極的にプロジェクト（起業、イベント等）が実施しやすい環境をつくる。FAAVO美濃國は、美濃加茂市、各務原市、
関市の3市で連携して運営する。
・姫Ｂｉｚ 連携事業
旧本陣の跡地にある日本庭園の活用や姫bizにより起業した事業者等によるイベントの開催により、中山道の活性化を推進する。

272

岐阜県岐阜市 公益財団法人岐阜
市教育文化振興事業団 岐阜市女
性センター

戻る

ライフスタイルを大切にしながら、これまでの経験や知識、資格を活かし起業・創業を目指す女性を育成するため、プランの立て方から売り上げ計画や資
金計画について学んだ。

273

岐阜県岐阜市 公益財団法人岐阜
市教育文化振興事業団 岐阜市女
性センター

戻る

ライフスタイルを大切にしながら、これまでの経験や知識、資格を活かし起業・創業を目指す女性を育成するため、プランの立て方から売り上げ計画や資
金計画について具体的にアドバイスを受け、起業に向けて第一歩を踏み出せるよう支援した。

274

大垣商工会議所

戻る

これから創業しようと考えている女性や事業アイデアがあっても創業に結びつけられない女性、開業後間もない女性経営者を対象として、創業に関する
基礎知識を短期間で学ぶ講座の開催（対象：創業予定者、創業５年以内の方 ※女性限定）

275

各務原市

戻る

働きたい女性を応援！女性起業家セミナー
起業・創業に興味・関心がある女性を対象に、起業・創業セミナーの経験が豊富な講師や女性起業家・経営者が、事業を開始するための心構えや子育
てと仕事の両立、創業に至るまでの苦労話など、自身の体験を語り、起業へのイメージをより具体化してもらい、女性ならではの発想や感性を活かした
経営、事業展開を学ぶ計３回の連続セミナーを開催する。また、マーケティングやコミュニケーション、これから起こる問題への対処法などをグループワー
クで実践しながら学び、起業に向けて必要な手法を学ぶ。（※子連れでの参加も可能）
セミナー終了後、実際に起業・創業を考えている受講生に対し、本格的に起業・創業について学ぶ「創業セミナー」や専門家派遣制度の案内、相談など
のフォローアップを行う。

276

高山市

戻る

起業セミナー（女性コース）
これから商売を始める、いつか商売をやってみたい、そんな女性を対象に、起業セミナーを開催します。【経営】【販路開拓】【財務】【人材養成】の４分野
を一から学んでいただく初歩的な内容となっており、高山市内で創業を志す女性の方でしたら、どなたでもお気軽にご参加いただけます。
全日程を受講された方には、修了証を発行します。修了者には、特定創業補助金、税の軽減、創業融資の条件優遇などの特典があります。

277

三島市

戻る

キャリアコーディネーターによる、産休・育休等のキャリアブランクからの女性の再就職や、起業に向けた女性専用の相談窓口の開設。

278

株式会社ビズホープ

戻る

静岡県内で初めての子連れで利用できる女性起業家のための シェアオフィス"コトリスラボ cotoris labo"（デザイナーや、パティシエ、カメラマン、翻訳
家、各種士業など多彩なスキルを持つ女性起業家が集い、オフィスや打ち合わせ場所イベント会場として活用できる施設）を運営中。
女性起業家と企業、行政、関係団体を繋ぐビジネスマッチングや、子育て目線、女性の視点を活かした商品開発、販路拡大支援などに取り組んでいるほ
か、近年は海外とのネットワーク創出にも力を注ぎ、海外進出支援やインバウンド事業も展開している。

279

島田市産業支援センター

戻る

女性経営者、起業希望の女性、起業して間もない女性を対象に、人脈づくり、情報・技術・経営ノウハウなどの情報交換をすることにより、経営力向上を
図り、地域経済の活性化につなげ、男女共同参画社会づくりを実現することを目的に実施する。

280

磐田市

戻る

女性を対象とした起業セミナー。全６回講座で、集客のコツや税金のお話など、初めて起業にチャレンジする女性でも分かりやすく学ぶことができる。

281

いわしんワーキングレディースクラブ

戻る

磐田信用金庫のみではなく、地域の企業や官庁と連携し、多くの一般市民に対して、働く女性のための地域密着型の啓発活動を継続して行っている。
会員は、女性社長を含め指導的地位から一般職員までの異業種で構成されており、多様性が高い。会員による月例の交流会を開催し、最近の情勢や
ニーズを踏まえた活動を計画し実践している。

282

焼津信用金庫

戻る

起業を考えている、起業したばかりの女性のためのセミナー。
専門家や先輩女性起業家などによる、創業者としての心構えに関する講演やトークセッションのほか、参加者同士の交流による人脈づくり。
一人で悩んでいる女性が一歩を踏み出せるよう、働く意欲のある女性を対象に、起業支援、就業支援、家庭と仕事の両立に関する支援、女性が集まる
交流の場を創出する事業に取り組んでいる。

戻る

①起業支援事業：女性起業家の経験談セミナーや出展イベントの開催、ビジネスプランコンテストの開催
②就業支援事業：イベント時における就業相談コーナーの設置
③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：
両立セミナーの開催、イベント時における有用な知識の発信
④女性が集まる交流の場の創出事業：
セミナーの開催や女性同士の交流ネットワーク構築のためのパーティの開催

283

ＮＰＯ法人 Ｗｏｍａｎ’ｓサポート

284

若者のためのキャリアデザイン支援
室 ｆきゃる

戻る

285

富士市産業支援センターf-Biz、
株式会社るるキャリア

戻る

Facebook社が世界各国で実施している女性起業家支援事業の認定講師による、ビジネスを成長させるためのツールや仲間、ネットワークを提供するセ
ミナーを、起業を志す女性を対象に開催した。

286

富士市産業支援センターf-Biz

戻る

国家資格キャリアコンサルタントで、起業家としても10年近い実績を積み、さらに大学生の子を持つ母親でもあるアドバイザーが、キャリア、経験を活かし
て起業に挑戦したい女性の相談に対応する「女性のための起業相談会」を毎月開催している。

287

富士市産業支援センターf-Biz

戻る

情報の収集に余念がなく購買の意思決定に非常に大きな力を持ち始めた女性消費者の目線を意識しながら、中小企業の新商品・新サービス開発、販
路開拓における戦略づくりと実行をサポートしたり、起業を支援したりするなどした、「女性目線を活かしたサポート事例集」をウェブ上に公開し、女性の
活躍や女性の起業を促している。

288

富士市多文化・男女共同参画課

戻る

女性活躍推進法の施行に伴い、一般事業主に対し、女性活躍推進のための「行動計画」の策定が努力義務となった。従業員301人以上の大企業では義
務化されており、中小企業との格差も懸念されることから、多くの市民の働く場である中小企業を対象に、行動計画の策定を促す「地域における女性活
躍推進セミナー」を開催した。

289

株式会社IPシンフォニー

戻る

スキルを持ちながら仕事の第一線から離れて専業主婦をしているママや、妊娠出産でＩターン、Ｕターンしたけど就職場所が見つからないママ、空いたす
きま時間を仕事に活かしたいと思っているママなど、ママの「資質」を活かして社会に貢献する事業。

概ね40歳までの女性を対象に、ハローワークなどの関係機関と連携し、女性の専門相談員が就職決定までのサポートをする。
①カウンセリング（就職や仕事に関する不安や悩みの相談やキャリアプラン作り）
②ＰＣソフトやカードを利用して、適職診断
③応募書類作成指導、添削
④面接対策

15 / 30

都道府県別起業支援策一覧（概要）

No

290

実施主体名

藤枝市

戻る（クリック）

概要

戻る

女性視点の起業支援策として、起業に関心のある方から既に起業している方のﾌｫﾛアップｰまで、女性が受講し易く女性に特化したセミナーを開催するこ
とで、起業や起業家マインドを促進する。
創業に必要な基本的な知識や実務的なポイントを学習するシリーズセミナー（基本編・実践編・チャレンジ編）を開催する。また、より高度な経営学や経済
学等の習得を希望する人のための講座を開催する。

291

吉田町

戻る

○吉田町創業支援事業計画の策定
産業競争力強化法に基づく計画を策定し、平成２８年１月１３日の第７回で認定を受けた。本町では、町と創業支援機関が連携し「吉田町創業支援ネット
ワーク」を構築。吉田町産業課にワンストップ相談窓口を設け、創業相談者の内容に応じ、商工会、島田信用金庫、日本政策金融国庫静岡支店と連携を
図り、課題解決支援に取り組む。また、吉田町立図書館に創業支援コーナーを設け、ビジネス支援サービスを提供している。さらに、ＮＰＯ法人しずか
ちゃんや（一社）吉田町まちづくり公社の協力を得て、町全体で創業相談から創業実現までハンズオンで細やかなサポートを実施している。
○女性のための創業支援セミナーの実施
【女性のための創業！はじめの一歩セミナー】
・日時：平成２８年６月２８日
・場所：県営吉田公園研修室
・講師：柴田弘美氏、早川ナナ氏
女性が参加しやすいように、参加者を女性に限定した。
講師や参加者とのつながりを深めるため、交流会を実施した。

292

伊豆の国市

戻る

厚生労働省「女性就業支援全国展開事業 女性就業支援専門員派遣」を活用し、地域の女性活躍支援のため、働き方の一つとして起業に興味のある
女性が一歩踏み出すきっかけづくりとして実施する。（Ｈ30年度単発開催予定）

293

湖西市

戻る

294

公益財団法人 静岡産業振興協会

戻る

起業後間もない女性や、起業を目指す女性、起業に興味のある女性を対象に、「女性の起業支援」に特化した講座やセミナーを開催。起業希望者の掘り
起しを行うとともに、窓口相談等と組み合わせ継続的な支援を実施する。

295

静岡商工会議所

戻る

創業に必要となる要素が学べる『創業ステップアップ講座』等の各種セミナーの開催や、静岡で輝く女性経営者による座談会の開催のほか、創業に関す
る各支援策の情報提供や創業の手続き等に関する相談業務等を実施。

296

静岡銀行

戻る

しずぎん起業家大賞に“女性起業家賞”を設けており、優秀・優秀賞に次ぐ、技術やビジネスプランを持つ女性起業家をPRし、事業化のサポートを行う。

297

株式会社るるキャリア

戻る

既に起業されている方のビジネス展開を支援するために、女性起業家のトークイベントや女性起業家同士の交流イベント「ミニJ300in静岡」の開催や、
Facebook社の起業支援プログラムを活用した【女性限定】起業スタートアップ塾、起業に向けての相談など、『働く女子大学 うるおいプラス』のプログラ
ムとして運営。

298

オリーブbiz

戻る

女性を対象とした創業支援講座、女性をターゲットとした人材育成等相談業務、女性目線の企業向けのコミュニケーション研修など、”自立と感性を育て
る”を理念とし、女性のライフワークやビジネスをサポート。

女性を対象とした、起業に関する基礎的な知識や実践的なノウハウを提供する講座。

299

浜松市ＵＤ・男女共同参画課

戻る

就労、地域活動、ＰＴＡ活動など様々な場面での参画等を希望しながら行動に移せないでいる主に子育て中の女性を対象に、家事や育児との両立に対
する不安の払拭し、就労、地域活動、ＰＴＡ活動など様々な場面で参画等をしたいという潜在的意識を向上させるための講座等を委託事業として4回開催
した。
【内容】
第1回 主婦のためのハッピーキャリア計画を立てよう！ライフプラン講座（平成29年10月26日開催）
第2回 話し方ひとつで人間関係が変わる！よりよい人間関係をつくるためのコミュニケーション講座（平成29年11月7日開催）
第3回 いろいろな顔を持つ私の防災を経験者と共に考える（平成29年11月25日開催）
第4回 これから起業したいあなたへ 夢を実現するためのマーケティング講座（平成29年12月5日開催）

300

岡崎市

戻る

個別相談を通して中小企業・小規模事業者の販路拡大や創業支援を行う岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz（以下OKa-Bizという。）では、創業予定
者も含めた女性応援強化策とを行っている。具体的には、女性の相談員やスタッフを積極的に配置し、女性が相談しやすい環境を整備。また、女性講師
によるセミナーの開催を行い、創業する女性のチャレンジ意欲を促している。

301

岡崎商工会議所

戻る

創業者、または、創業して間もない事業者に向けた基礎知識やノウハウについて講義を行うとともに、ビジネスプランを作成し、プレゼンテーションと講評
を行う。今年度はベーシックコースと、女性の創業に特化した女性起業家コースを設ける。女性起業家コースの講師陣は全員が女性。一般的な創業のた
めの知識のみならず、ライフイベントとの両立や女性リーダーシップ論など、女性ならではの悩みにもフォーカスした内容となっている。

302

陶都瀬戸躍進会議（瀬戸市、瀬戸商
工会議所、瀬戸信用金庫）

戻る

地域ビジネスの創業に向けた基礎知識やノウハウについて学べる機会を提供し、ビジネスの事業計画構築支援なども行う。地域経済の発展と雇用創
出、多様な働き方のロールモデルとして期待される。

303

碧南市

戻る

市内で新たに創業する者に対し、創業に必要な初期投資及び当該創業した事業の拡大のための経費の一部を補助する。女性が創業する場合、通常２
分の１の補助率を３分の２に引き上げる。

304

岩倉市

戻る

新産業、新事業の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、（株）日本政策金融公庫から創業のために必要な資金の融資を受けた方に、補助金を
交付する制度です。

305

愛知県

戻る

愛知県における女性の創業を促進するとともに、介護・福祉、子育て支援、まちづくり等の身近な社会問題に対する解決を促し、地域における新たな起
業や雇用の創出等が見込めるソーシャルビジネスの創出を促進するため、女性を対象としたソーシャルビジネスプランコンテストを開催し、優秀なプラン
に対して、その事業化を支援します。

306

愛知県

戻る

先輩女性起業家の先進モデルを紹介・普及し、本県における女性起業家の裾野拡大を図るため、全国区で活躍する本県ゆかりの女性起業家から起業
と事業継続の実際を学ぶセミナーを開催します。

307

公益財団法人あいち男女共同参画
財団

戻る

からふる女性応援士隊は、税理士・弁護士・公認会計士・司法書士・日本政策金融公庫職員で構成された女性士業グループで、女性経営者及び起業を
目指す女性を対象に、法律や会計、資金調達などの専門的な個別相談を無料で行い、女性の起業を応援している。

308

公益財団法人あいち男女共同参画
財団

戻る

子育て等で仕事を中断した女性の社会参画を支援するため、専門家によるアドバイスを行い、初めの一歩を踏み出せるように支援をすることを目的とし
て、起業相談（ＮＰＯ活動や地域活動を含む。）を実施。「まず何から始めればいいか分からない。」、「漠然と起業を考えているが、どのような内容にする
か、イメージが固まらない。」といった、起業のスタートラインに立つ方々へ、専門家が意識の醸成や起業までの道筋を助言する。

309

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

戻る

「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」の実施主体となっている各機関が連携して、創業及び中小企業支援に関する事業の情報共有を行い、支援を必
要とする創業者に対し、情報提供及び経営に関するアドバイス等適切な支援を行うとともに、「創業セミナー」、「創業塾」及び「創業・経営支援ディスカッ
ションイベント」の開催等により、創業支援に関する施策のＰＲ及び市内における創業希望者に対して指導を実施しています。
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310

刈谷市

戻る

“働く”を通して社会とつながる選択肢のひとつとして「起業」があり、「起業」のきっかけとするための起業準備の基礎的な知識を学ぶための事業。

311

豊田市・豊田商工会議所・豊田信用
金庫

戻る

女性の「働く」を支援する豊田市の３機関の共催。女性の「自分らしい働き方」を応援する市内企業株式会社eightと連携し、様々な講座やイベントを開催
している。起業に関心を持ち始めた方向けの導入講座から、実際に起業を始めている方向けの実践講座まで、段階に応じた学びの場を設定している。

312

新城市

戻る

起業、創業を目指す女性や、起業、創業して間もない女性事業者に向けた、支援を検討・実施する。また、販路拡大、スタートアップやブラッシュアップの
ため、企業との連携協定等を活用し、チャレンジスペースやチャレンジスペースを設置し、事業者の経験の場の提供を行う。

313

北名古屋市 商工農政課

戻る

女性起業家支援相談員の専門家からビジネスプランの作り方を学ぶ講座。講座後に参加者や支援機関、講師の交流会を開催。

314

北名古屋市 商工農政課

戻る

創業を検討中の方、準備を進めている方、創業されて間もない方等を対象とした創業の基礎知識とビジネスプランの立て方、計画的な資金調達などの
説明会。

315

北名古屋市 生涯学習課

戻る

①趣味を活かして、起業してみたい！初級講座(1回）：起業に踏み込めない方に、起業をするための準備、成功するためのノウハウを学べる講座。
②もっと売り上げを伸ばしたい！ステップアップ講座（全３回）：起業した仕事をステップアップ（売上や集客アップ）させるための、女性に合った経営術を学
べる講座。

316

北名古屋市 ママライフデザイン研究
所

戻る

北名古屋市および近郊在住の母親によるハンドメイド作品・活動の出展販売を開催。事前に出展希望者向け交流セミナー、実施後に出展者・スタッフ交
流反省会を開催。

317

北名古屋市

戻る

起業家との交流会や、起業を体験でき、出展方法や集客について学ぶことができる、起業を目指す女性のための起業実践セミナーを開催する。全４回
に分け、１回目に「出展はじめての魅せ方講座」、２回目に「ディスプレイレクチャー及び撮影会＆交流会」、３・４回目に模擬的な出展イベントを実施する
予定。

318

尾張旭市、尾張旭市商工会、瀬戸信
用金庫、日本政策金融公庫

戻る

創業予定者、創業５年未満の方を対象としたセミナーを開催。全５回の講義を通して、創業の基礎知識や事業計画の作成方法を学ぶ。また、女性講師
による女性目線での創業に対するアドバイスを取り込むことで、女性への創業支援を実施。

319

名古屋市

戻る

平成28年４月に内閣府により制度化された地方創生推進交付金を活用し、意欲ある中小企業のイノベーション活動を促進するため、新商品の開発や
サービスの創出、新事業進出等を支援する事業を実施することで、圏域の産業競争力を強化するとともに産業人材の流出を抑制するもの
【研究会テーマ】デザイン活用、ＩｏＴ新技術応用、女性によるビジネス

320

名古屋市

戻る

起業知識のみならず、女性としてイキイキと生きるためのノウハウを伝授。グループワークで事業計画を作成し、最終日に審査を実施。全5回講座。

321

名古屋市

戻る

先輩女性起業家からのアドバイスやすでに起業した方・起業準備中の方など参加者の近況報告、質疑応答含む起業に関するトークセッションタイムを設
けた講座を実施。

322

名古屋市

戻る

「女性起業家ビギナーズサロン」のステップアップ講座。実際に起業したい女性が自分のビジネスプランを具体化していくための経営のノウハウや行政の
支援等について学ぶ講座を全5回で実施。（平成29年度のみ）

323

（公財）名古屋産業振興公社 名古
屋市新事業支援センター

戻る

市内での創業を検討している女性や市内中小企業の女性経営者等に対して、窓口相談、訪問相談及び出張相談等を実施。

戻る

女性ならではの感性や独創的な発想をもって起業を志す女性をサポートすることで、市内で活躍する新たな担い手を創出し、地域経済の活性化を目的と
している。
未起業者を対象とし、起業に係る基礎知識および応用知識の習得から、事業計画の作成までを包括したカリキュラムとした「育成支援講座」と、未起業者
だけでなく、起業後５年以内の女性も対象とし、税理士等の専門家による起業後の課題解決を目的とする実践講座として「ジャンプアップ講座」を実施。
・育成支援講座の開催（実施期間：平成29年10月1日～同年10月15日）
（全3日間、8回）・託児支援あり
・ジャンプアップ講座の開催（実施期間：平成29年11月5日、平成30年1月21日）
（全5日間、8回）

戻る

女性ならではの感性、独創的な発想をもって起業を志す女性をサポートすることで、市内で活躍する女性をサポートすることで、市内で活躍する新たな
担い手を創出し、地域経済の活性化を目的としている。
未起業者に限らず起業後5年以内の女性を対象とし、創業者の「経営、財務、人材育成、販路開拓」を意識した、起業に係る基礎知識および応用知識
の習得から、事業計画の作成までを包括した「起業支援講座」と、創業後の課題解決を目的とした税理士等の専門家による「ジャンプアップ講座」を実施
予定。
・起業支援講座の開催
（全8回：予定）
・ジャンプアップ講座の開催
（全8回：予定）
・歴代受講生との意見交換会の開催

戻る

就労意欲がある女性の中には、「プチ起業」と言われる小さな事業を自ら立ち上げ、企業に雇用されない自由なライフスタイルと発想で働き方を選ぶ
（目指す）女性も増えています。
子育て、介護、夫の転勤など様々な理由から、自分の思い描くキャリア形成が難しい女性も多く、そうした状況の中で自分らしい働き方として「プチ起
業」を選択し、イキイキと活躍する人が増えることは、社会における女性の活躍促進にも寄与します。
趣味や特技を活かして活動を始めた方やこれから始めようと考えている方、そして既にマルシェやフリーマーケットなどへの出店を行っている方などに
向けて、将来のライフプランを考えながら、収入を増やすためには何をすべきかを考えてもらうとともに、今の生活を変えずに次の段階へステップアップを
促す場として開催

戻る

○女性起業セミナー
起業への関心を呼び起こすための「潜在起業者発掘」を目的としたセミナー。
講師として現役で活躍されている女性起業家をお招きし、起業のきっかけや想い、仕事と家庭の関わり方など実体験に基づくお話を聞いていただくこと
で、起業に対する理解と起業への関心を深めて頂き、その後開催する起業座談会・個別相談会の参加につなげる。
日程：平成29年8月25日・11月14日・平成30年3月20日
※参加無料

324

325

326

327

四日市市

四日市市

四日市市

伊勢市
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328

伊勢市

戻る

〇起業座談会：コーディネーター・参加者すべてが女性の座談会。カフェ形式にて気軽に話して頂ける雰囲気のもと、参加者が創業知識に対する知識を
深めつつ、参加者同士のネットワークを形成することで創業に対する機運を喚起する。
日程：平成29年9月22日・12月8日・平成30年4月27日
※参加無料
○個別相談会：起業に関心のある方、開業して間もない女性を対象とした女性専門家による個別相談会を開催する。
日程：平成29年10月13日・平成30年1月11日・5月25日
※参加無料

329

松阪市

戻る

趣味や特技を活かした創業等を考えている子育て世代の方を対象にセミナーを開催
日時 第1回平成29年9月28日、10月5日、10月12日 計3回 各回セミナー終了後交流会を開催
※参加無料 託児所設置

戻る

創業・起業に興味がある・考えている方，また実際に取り組んでいる方を対象に，第１部「起業において，もっとも重要なこと」では，１１年の企業受付の経
験を生かして起業された講師から，自身の経験から企業に関して実際に必要なことや，前向きな考え方などについての講義。第２部「事業コンセプトづく
り」では，顧客ニーズの把握についての講義及びグループワークにて企画書づくり。
日時：平成30年2月25日（日）13時30分～16時30分
第1部講師：橋本 真里子さん（ディライテッド株式会社 代表取締役ＣＥＯ）
第2部講師：池田 裕一さん(日本能率協会コンサルティング チーフコンサルタント）
※創業支援セミナーは、産業政策課主事業で年度内3回開催のうち、第3回目を男女共同参画課と協働で実施する。

330

鈴鹿市

331

亀山市

戻る

創業支援融資にかかる利子を補給する制度です。
貸付対象者：次のいずれにも該当する方
1.日本政策金融公庫が行う対象制度の貸付条件を満たす方
ただし、第二創業の場合は、業歴が5年を超える方が対象となります。
2.市税等の滞納がない者
日本政策金融公庫が行う次の創業資金融資
新企業育成貸付のうち女性、若者/シニア起業家資金：限度額 1,500万円、期間 10年以内（据置1年以内）、返還方法 元金均等月賦返済
補給金の額：1月1日から12月31日までの間に支払った利息に補給率を融資利率で除して得た割合を乗じて算出した額（100円未満 切捨）
利子補給率：年1.0%以内（利率が1.0%を下回る場合は、その利率）
補給期間：36ヶ月以内

332

ＮＰＯ法人元気な仲間（働く女性の家
指定管理者）

戻る

働く女性の家（愛称：ゆめぱれっと高島）を利用する市民や市民活動団体等が主体となって自分たちの持つ知識や技術を広く提供して、講座等を実施す
ることにより、市民の学習機会の多様化を図るとともに、実施者自身のエンパワーメントや起業を促進支援する人材登録制度です。
登録者自らが主体となって講座を実施したり、イベント、登録者同士の交流会や情報交換会に参加できます。
（登録が承認された方の施設利用料減免を期間を定めて実施）

333

高島市

戻る

農業に興味があって、地元の食材を使った加工や販売を学びたい等農業を通じて新たな取組に挑戦される女性農業者等を対象に、６次産業化のため
の起業をはじめとした特産品づくりの担い手の養成を図る講座。

334

東近江市、東近江市商工会
八日市商工会議所

戻る

東近江市、東近江市商工会、八日市商工会議所の３者共催で、創業に興味を持ち、近々開業を考えている女性を対象に開業計画書までを作成する「女
性のための創業塾」を全6日間で開催。
希望者には、全日程で託児サービスを提供し、専門家のアドバイスを受け疑問や課題解決を図るためのフォローアップ個別相談会を実施。
また、講習会終了後には、商店街にある古民家を活用してチャレンジショップを期間限定でオープンし、ショップ運営の実体験の場を提供。
本講習会は、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業であり、創業に必要な４つの知識（経営、財務、人材育成、販路開拓）を習得したと認め
られた修了生の内、希望者には、認定特定支援事業による支援を受けたことの証明書を発行し、創業者向け支援施策の活用支援を行っている。

335

彦根市男女共同参画センター「ウィ
ズ」（指定管理者ウィズで集う会）

戻る

働く意志を持ちながら就労していない女性が全国で300万人以上いることから、再就職を目指す人と人手不足に悩む企業とのかけはしになるよう「おかえ
りインターン」を開催。この講座は、女性のキャリアアップを目指し民間企業と協働で行い、滋賀県内初の試みとして実施し、出産、育児、介護などでの離
職等ブランクを感じる人のキャリア再生、再就職や職場復帰への不安を解消します。

336

草津市
くさつ☆パールプロジェクトチーム

戻る

・平成27年度より実施。
・女性のための起業塾を開講（託児付）。8回程度の連続講座で、初歩的なことから、中小企業診断士、弁護士、税理士等から専門的な事まで学ぶ。
・創業コーディネーターによるフォローアップ講座や、起業塾修了生対象の少額助成金制度を創設。
・イオンモール草津の協力を得てチャレンジショップを開催。
・商工観光労政課、県産業支援プラザ、商工会議所等と連携して実施。
・起業塾修了生の一部は、審議会の委員に委嘱されるなど、地域の女性リーダーの人材発掘と育成も兼ねている。

337

滋賀県

戻る

・女性の起業を積極的に支援するために創設。
・女性が県内で新たに事業を開始するため（開業前および開業後5年未満を含む）の設備資金および運転資金を融資する。
・開業資金の他の枠よりも信用保証料を引き下げている。

338

公益財団法人 滋賀県産業支援プラ
ザ

戻る

女性の起業や子育て中の女性が参加しやすい託児付きの、起業を応援するためのビジネスカフェin マイママhouse（ビジネスセミナー）を開催します。

339

滋賀県

戻る

・農業やアグリビジネスに興味ある女性を対象に、就農相談会である「女性のためのアグリカフェ」や、体験ができる「女性のための農業インターンシッ
プ」を開催するとともに、女性農業者の経営力向上を図る５回連続講座である「女性のための農業経営塾」等を実施し、女性農業者を支援しています。

340

滋賀県立男女共同参画センター

戻る

女性の社会参画を促し、意欲と能力のある女性が社会のあらゆる分野で活躍できるよう支援する事業です。
・起業を目指す女性や起業に悩む女性が、先輩のアドバイスを受けて、お互いに交流したりネットワーク作りする機会を提供する「８の日サロン」
・踏み出しにくい一歩を後押しするため、女性起業家や各支援機関のアドバイスと同じ思いの女性同士が交流する場を提供する「チャレンジシンポジウ
ム」
・活動段階に応じて必要な情報を提供したり、具体的行動に移すためのアドバイスや専門機関への橋渡しをする「女性のためのビズ・チャレンジ相談」
その他、活躍中の女性も含めてきめ細かなフォローも行っています。

341

近江八幡市

戻る

起業意欲を持った女性を対象に、「女性まちづくり塾」と題して実際に起業されている女性を講師として迎え、起業に必要なノウハウや心構えなどを学ぶ
とともに、年度を通して提言書を作成し、女性の意見の市政への反映を目指す。また、パネリストとして複数の女性企業家を迎え、座談会のような形で気
軽に交流できる機会を設けている。
定員は５０名程度で受講料は無料。委託などは行わず、市単体で実施している（年２～３回程度）。

342

長浜市

戻る

【平成３０年度】 『女性の起業スタートアップセミナー』事業を始めたい方から、事業をされている方まで段階に応じたセミナーを連続、単発で行う（全２４
回）
『異業種交流会』全６回 『ジョブカフェ個別相談』月曜日～金曜日10:00～11:30

343

湖南市

戻る

起業のために役立つ話、ロールモデルとなる人の話、共有したい話などを聴き、情報交換する場として開催。

344

湖南市

戻る

本から活用できるヒントを得るための、ワークショップ形式で開催する体験型読書会。２か月に１度、有料（テキスト代含む）。
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345

湖南市

戻る

自分の事業内容もしくは事業計画を問題解決の手法、フレームワーク（PDCや5W1H）に従って限られた時間で発表し、有識者から意見をもらう３分間プレ
ゼンテーション大会。（滋賀県産業支援プラザと連携）

346

湖南市

戻る

収入・支出調書の作成（領収書の保管方法の提案）貸借対照表及び財産目録への展開といった一連の動作をエクセルを使って考える。

347

甲賀市

戻る

起業をめざす、または起業して間もない女性が、市内の施設等でチャレンジショップを開催し、自分の力を試すことで、自身に繋げ、創業や事業化を促進
する。

348

大津市

戻る

女性にあった起業・創業を総合的に支援する場所としてコワーキングスペース事業を実施する民間事業者に対して運営費の一部を助成する。

349

大津市

戻る

女性起業家の事業経営を持続的で安定したものとするため、資金調達・マーケティング等、経営に必要な知識やスキル、起業にあたっての心構えや準
備等を習得するビジネススクールを実施する。

350

大津市

戻る

女性の起業に向けた気運の醸成、起業家の発掘、ビジネスプランの事業化を目的に、女性の経営者や起業を目指している女性等が企画したビジネスプ
ランを募集し、当該プランを発表する機会としてコンテストを開催する。また、ビジネスプランの成長段階に応じ、事業化に向けた伴走支援も実施する。

351

近江八幡市

戻る

起業に必要な知識や能力を身に付けるための学習会を開催する。また、学習会の参加者に対し、商品の販売やサービスの提供等の機会を設け、より実
践的な能力の向上を図ることで、女性起業家の育成に繋げる。

352

彦根市男女共同参画センター「ウィ
ズ」（指定管理者ウィズで集う会）

戻る

働く人のためのマナーや法律などスキルアップ講座を開催。

353

彦根市男女共同参画センター「ウィ
ズ」（指定管理者ウィズで集う会）

戻る

女性チャレンジセミナーの受講生を中心に、出店者を募集し開催。

354

京都府

戻る

新たなビジネスを展開しようとする女性の提案を全国から募集し、京都府民をはじめとする人々の生活向上や地域社会・経済の活性化に寄与する女性
の起業モデルを顕彰するとともに、京都において事業化を支援することで、新たなビジネスにチャレンジする輝く女性を京都から全国に向けて発信し、誰
もが自らの意欲と能力を生かして未来を切り開き、夢や志を実現することができるような、起業家精神（アントレプレナーシップ）溢れるいきいきとした社会
づくりを目指します。

355

京都府

戻る

京都府民の生活向上や地域社会・経済の活性化に寄与する女性の起業モデルをブラッシュアップ指導やビジネス交流フェアによる販路拡大、ロールモ
デル・取引先・女性起業家同士等のネットワーク構築の支援を実施することにより、女性の起業による地域・経済の活性化を図ります。

356

京都府男女共同参画センター

戻る

創業間もない個人や企業・団体に負担の少ない入居費用で事務所スペースを提供するとともに、相談員が経営的、技術的課題を解決するための適切な
アドバイスなどを行なうことにより、独り立ちを支援します。

357

京都府男女共同参画センター

戻る

様々な分野で起業等を目指す女性の個別相談に、中小企業診断士や金融のスペシャリストがお応えします。

358

京都府男女共同参画センター

戻る

創業に向けて準備を進めたい、起業に興味や関心のある女性を対象に継続できる事業に必要な「ビジネスモデルの作り方」を講義し、成功する創業に資
する「ビジネスプラン」の策定を目的としている。

359

京都府男女共同参画センター

戻る

起業を目指す女性たちが本音で肩ひじ張らすに、情報やノウハウを学ぶとともに交流が図れる場を提供するために開催している。

360

宇治市男女共同参画支援センター

戻る

ここからチャレンジ相談は、地域活動・起業・再就職・ソーシャルビジネスなど、さまざまな分野でチャレンジしようとしている女性を支援するために、地域
でＮＰＯ活動をしている経験豊富な相談員が実践に役立つアドバイスをします。グループで相談を受けることもできます。また、起業している・起業をめざ
す女性を対象に、情報交換や交流ができる場として「起業カフェyukichi」を定期的に実施しています。

361

宇治市男女共同参画支援センター

戻る

女性のエンパワーメント支援セミナーは、平成29年度については、自分と相手のお互いの気持ちを尊重しながら、自分の考えや欲求を伝えるコミュニ
ケーションスキルを学ぶことで、参加者があらゆる分野において活躍するきっかけ作りを目的としています。

362

城陽市

戻る

起業を志す女性に向けて、４種の講座を実施した。①顧客の満足度向上のためのターゲット設定とリピーター定着の講義、ワークの講座②スモールビジ
ネスのための会計講義、ワーク③市内商業施設内での実習形式のマルシェ開催④クラウドソーシングの在宅ワークの仕組みに関する講義

363

長岡京市女性交流支援センター

戻る

平成２７年度より毎年、女性活躍推進事業として、スキルアップや起業・創業支援のセミナーを多数開催。３０年度も実施予定。

364

京田辺市市民部市民参画課

戻る

先輩女性起業家から、起業に至った経緯や苦労されたこと、工夫されたことなどの話を聴き、自分の強みや基本プランなど起業について考えるきっかけ
づくりの場として講座を開催。起業された方、起業準備中の方など参加者の自己紹介、報告、質疑応答含む起業に関する交流会を実施。

365

京丹後市

戻る

意欲的かつ創造的な活動を支援し、その振興を図るため、中小企業者による新規創業及び新産業の創出に要する経費について交付する補助金。1事
業に対して100万円を限度とし、対象経費の4分の1以内の額を補助する。
対象は、中小企業者に該当する市内に住所を有する個人又は市内に所在地を有する法人(新規創業により中小企業者となる見込みの者を含む。)で
あって、市内において事業活動を行う者。市内に住所を有していない個人又は市内に所在地を有していない法人が市内において事業活動を行う場合で
あっても、要件を満たすと見込まれる場合は補助対象者とすることができる。

366

京丹後市

戻る

コミュニティビジネスにより地域の課題を解決しようとする地域活動団体等に対し、交付する補助金。補助対象経費は、下限額を10万円、上限額を100万
円とし、個人の場合は4分1、団体の場合は3分の2以内の額を交付する。交付の対象となる地域活動団体等は、京丹後市内に住所または主たる事業所
を有している自治会、任意団体、ＮＰＯ法人、個人等である。
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367

一般社団法人とよなか男女共同参画
推進財団

戻る

2017、2018年度地方創生推進交付金事業：一億総活躍社会実現のための豊中市チャレンジ就労支援事業「結婚・出産等で離職した女性の就労促進事
業」により11月中旬～3月上旬に実施。(豊中市からの委託実施)①先輩起業家の体験を聞く「プレ講座」1回②ビジネスプラン作成、資金計画等を学ぶ「女
性の起業連続セミナー」10回③コワーキングスペース8回④起業個別相談8回⑤すてっぷワンテーブルショップ出店フェア（ライブラリーまつり、国際交流
センターフェスタ、大人服交換市と同時開催）を実施する。⑥②の講座受講者を対象に、毎月「交流会」、自主開催「すてっぴぃストア（ワンテーブルショッ
プ）」を実施。

368

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

戻る

・吹田商工会議所で従来から大阪府の地域活性化事業として開催している創業支援塾事業に加え、平成26年度から当センターと共同で「女性創業塾」
事業として実施するもので、講座運営は吹田商工会議所と共同で行い、定員は30名を予定し、受講者の2割の6名の創業を目指す。また、全8回のカリ
キュラムの受講を完了した者のうち吹田市で創業される者を、特定創業支援事業の資格を満たした者として証明する等、具体的な支援につなげることを
目指す。
・趣味以上起業未満の技術や特技を持ち、何か始めたいと思いながら実際の行動に移せずにいる女性の力を、趣味で終わらせないために、経営、財
務、人材育成、販路開拓及び情報発信についての実践的な知識を学び、女性の自己実現と社会参画を叶える。

369

高槻市 人権・男女共同参画課

戻る

実施日程：平成２９年１１月１１日・１８日・２５日 いずれも土曜日
女性（参加者）が自らの「好きなこと」・「得意なこと」に意識を向けて、起業することへのイメージを膨らませていき、女性が自立するためのステップアップ、
社会参画の場でのキャリアアップを狙った講座を開催した。

370

茨木市

戻る

女性の潜在的な能力を発揮する機会の創出を図るため、起業に興味のある女性を対象に、起業のための基礎知識等を学ぶ起業入門セミナーを開催す
る。

371

茨木市

戻る

女性の潜在的な能力を発揮する機会の創出を図るため、起業に興味のある女性を対象に、起業に向け実践的な内容を学ぶステップ・アップセミナーを開
催する。セミナー受講生を対象に、個別相談も実施。

372

摂津市、摂津市商工会、島本町商工
会

戻る

ハンドメイドを仕事にしたい、イベントで地域を盛り上げたいと活動している手作り作家のために自分ブランドの立ち上げ方やイベントで注目される個性を
活かしたお店作りを学ぶもの。他市の団体との交流を図りながら、女性の力で地域の活性化を目指して実施。

373

大阪府、摂津市、摂津市商工会

戻る

開業するにあたり、不可欠なSNSでの発信法と、初めてでも取り掛かりやすい事例からコツとヒントを学ぶ。好きなこと、得意なことを活かしたい女性の自
己実現を促す。

374

枚方市

戻る

・女性のための起業セミナー
出産や育児のために一旦仕事を離れてしまった女性が、再び働くための選択肢の一つとして起業を考えることができるよう、起業についての基礎から学
ぶセミナーを実施。
・ウィル・フェスタde起業体験
セミナー参加者及び市内在住の女性に、ウィル・フェスタの会場内で雑貨販売などで出店してもらい、起業体験を行うとともに、イベント参加経験のある
先輩起業家との交流を行うことで、活動の場を広げる機会とする。

375

大東市

戻る

漠然と起業を考えている子育て世代の女性を対象に、先輩女性起業家の体験談や参加者同士の交流を図ることで、起業への意識を高めてもらう目的で
実施。

376

門真市 市民生活部人権女性政策
課
女性サポートステーションWESS

戻る

テーマ：女性のための起業入門セミナー
対象：門真市在住・在勤・在学の女性
定員：15名
起業に興味はあるが、アイデアをどう事業化するのか具体的な考えがまだまとまっていない女性を対象に、起業のきっかけづくりとなるセミナーを行う。
初回に実績豊富な講師によるセミナーを開催し、２～５回は守口門真商工会議所女性会メンバーが講師を担当、６回は事業計画発表（守口門真商工会
議所女性会メンバーが評価）
受講者同士の交流及び、守口門真商工会議所女性会メンバーである先輩女性起業家などの体験談等を聞く座談会形式で実施。
第１回 5/26（土） 午後2時から4時まで 主婦から起業した講師が、起業の手順と事業計画作成のポイントを説明
第２回 6/6（水） 午前10時半から12時まで 自己紹介＆美容関係起業
第３回 7/4（水） 午前10時半から12時まで 事業計画作成＆ネット利用販売
第４回 9/5（水） 午前10時半から12時まで 融資＆飲食関係起業
第５回 10/3（水） 午前10時半から12時まで 確定申告＆介護関係起業
第６回 11/7（水） 午前10時半から12時まで 受講者事業計画発表（守口門真商工会議所女性会メンバーが評価）

377

交野市

戻る

テーマ：創業支援セミナー
日 程：平成30年3月3日(土)10:00内 容：「就職したい」「自分のお店を持ちたい」など、今までの経験を生かし、就職や起業にチャレンジする女性向けセミナーを開催。また創業相談や女
性起業体験談も行い、女性の創業を応援する。

378

東大阪市

戻る

東大阪市では「東大阪市創業支援事業計画」を策定し、市内各関係機関が一体的に創業支援を推進している。このうち女性の創業支援については、東
大阪市男女共同参画センター・イコーラムにおいて「女性のための起業入門セミナー」を開催し、起業を考える女性が、起業の心構えや手順を具体的に
学ぶことで不安を解消し、講師や参加者との交流を通じてエンパワメントし、起業の実現に向けて一歩踏み出せる講座を開催している。また、ステップ
アップ希望者には商工会議所が開催する創業塾の受講につなげている。

379

八尾市 政策推進課 女性活躍推進
室（H29まで人権文化ふれあい部 人
権政策課）

戻る

男女共同参画センター「すみれ」において、起業・開業や再就職、仕事と子育てとの両立、地域活動など、一歩踏み出したい女性を対象にキャリアカウン
セリングを実施。

380

八尾市 政策推進課 女性活躍推進
室（H29まで人権文化ふれあい部 人
権政策課）

戻る

男女共同参画センター「すみれ」において、女性のための起業準備講座を実施。
①「起業・開業するために必要な心構えと手続き」
フリーランス（個人事業主）と法人格での必要な手続きの違いと、それぞれのメリット・デメリットについて学ぶ。
②「仕事を受ける時の契約などの注意点」
ビジネスを進めていくうえで不可欠な契約について、トラブルを回避するための契約書の作り方や読み方のポイントを学ぶ。

381

富田林商工会、富田林市

戻る

創業希望者及び創業後おおむね５年未満の女性を対象とし、女性の中小企業診断士によるグループワーク・講演、交流会を開催し、ネットワークづくりに
向けた支援を行うもの。

382

松原市

戻る

市民向けセミナー（年3回）や起業家によるワークショップ（年1回）を実施。また、毎月第三金曜日に「ぷち起業カフェ」を実施し、起業について交流、相談
の場を設けている。

383

松原商工会議所

戻る

創業に必要な知識（経営、財務、人材育成、販路開拓）を女性にわかりやすい視点から学べる講座

384

松原市

戻る

商工会議所の特定創業支援事業を受けたことの証明者が優遇措置（下記（１）から（３））を受けることができる。
（１）株式会社設立時の登録免許税の減免（２）信用保証枠の拡大（３）創業関連保証の申込期間の特例
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385

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）

戻る

【Ｈ２７～２９年度実施、Ｈ３０年度は実施しない。】女性起業家応援フェア
起業を目指す女性、起業に興味のある女性を対象に、現役女性起業家によるトークショーやイベント体験、商工会議所等の専門相談員による創業支援
相談を行う。

386

和泉市人権・男女参画室 男女共同
参画担当 モアいずみ（男女共同参
画センター）

戻る

ハローワークと市の商工労働室との共催で、子育てをしながら仕事を探している人や、子育てや介護のためにしばらく仕事に就いていない方などを対象
に、就職支援セミナーを実施。３回連続講座の第３回目にプチ起業～学んでみよう好きを仕事にする方法～を実施し,自分に合った仕事を見つけるため
の支援をする。

387

岸和田市市民環境部人権・男女共同
参画課（女性センター）

戻る

好きなこと得意なことで起業ができるように4回の連続講座でサポートする

388

岸和田雇用対策委員会

戻る

・平成29年度：起業に興味・関心を持つ女性を対象に、社会保険労務士及び補助講師による起業のノウハウに係る講座を開催した。
・平成30年度も同様の講座を開催する予定

389

大阪市立男女共同参画センター中央
館

戻る

いつかはカフェを開きたいという夢を持った女性を対象に、カフェ開業を実現するために必要なことを学びます。
この講座を受講された方は、半年間クレオ大阪中央内のチャレンジカフェの運営者を決定する選考会に参加できます。

390

大阪市立男女共同参画センター中央
館

戻る

チャレンジカフェは、カフェ運営にチャレンジしたいと考える女性が実際にカフェを経営を経験する場です。（カフェはクレオ大阪中央３階にあります）
クレオ大阪中央で実施しているカフェ開業チャレンジ講座の修了者の中から公募し、選考により運営者を決定しています。（運営者は6ヶ月ごとに交替）
カフェの名前やメニュー、価格、室内インテリアなどは運営者自身が決め、将来のカフェ経営に備え、仕入れ・在庫管理・接客などへの対応のしかたや経
営ノウハウの蓄積など、実務経験を積むことができます。

391

大阪市立男女共同参画センター中央
館

戻る

起業、転職、再就職、地域活動、NPO活動、ボランティア、語学学習、キャリアプランづくり、子育てとの両立など、さまざまな分野へのチャレンジについ
て、キャリアコンサルタントが面談を行い一緒に考えます。

392

大阪市立男女共同参画センター中央
館

戻る

女性が意欲をいかし、個性と能力を発揮できるよう、さまざまな分野でのチャレンジに役立つ情報を提供し、女性のチャレンジを応援するサイトです。
起業、学習、研究、市民活動、仕事と家庭の生活の両立、関連施設などの情報や女性のロールモデル等の事例を提供しています。

393

大阪市立男女共同参画センター東部
館

戻る

起業について、女性の中小企業診断士が無料で相談に応じます。

394

大阪市立男女共同参画センター東部
館

戻る

起業に挑戦してみたい、社会貢献したい、再就職をめざしたい、そんな女性のみなさんの夢を支援する女性のためのシェアスペースです。（使用料無料）
自習ブース、起業や資格に関するセミナー情報や図書を設置した情報コーナーがあります。

395

大阪市立男女共同参画センター西部
館

戻る

お金のこと、保険のこと、年金のこと、生き方・働き方のことなど各分野の専門の女性相談員がお話をお伺いして、わかりやすい説明や問題解決に必要
な情報提供を行います。（無料）

396

大阪市立男女共同参画センター東部
館

戻る

起業で社会参画をめざす女性から出店を募り、実践の場を提供し、参加者間のネットワーク形成の機会とする。

397

堺市

戻る

・さかい女性起業家セミナー
起業・創業促進に役立つ魅力的な内容のセミナーなどの開催とともに、人脈形成のための参加者同士の交流会の場を提供します。
・女性起業家メンターミーティング
これから起業しようとする女性、または創業間もない女性起業家で先輩女性起業家（メンター）からアドバイスを希望する方（メンティー）が先輩起業家と
交流しながら、課題の解決に向けた助言や指導を受けることができます。

398

尼崎市女性センター・トレピエ

戻る

自主グループを結成し、センター事業への参加や例会、地域のバザーなどへも参加するなど活動継続中。

399

尼崎市女性センター・トレピエ

戻る

女性の起業に対する不安や疑問を解消、商品価値を高めるためのライティング、写真の撮り方、広報を学ぶセミナー。その後、参加者等と情報交換や販
売体験を行う。

400

尼崎市女性センター・トレピエ

戻る

「起業したい」「何かを始めてみたい」という思いはあるが何から始めればよいかわからない女性を対象に社会保険労務士やキャリアカウンセラー等の資
格を持つ女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。（月2回・1回2コマ・１コマ50分）

401

一般財団法人明石コミュニティ創造
協会

戻る

「起業したい」「自分にあった仕事や働き方を知りたい」「趣味や特技を生かしたい」
女性のキャリアカウンセラーによる個別相談です。専門的な視点からアドバイスを提供し、チャレンジプランづくりを応援します。

402

伊丹市

戻る

就業、企業、ボランティアや地域活動にチャレンジしたい等の女性の思いや悩みに、キャリアカウンセラー等の資格を持つ女性相談員が、専門的なアド
バイスや情報提供を行う。

403

伊丹市立産業・情報センター

戻る

起業を目指す女性、起業に興味のある女性、起業してまもない女性を対象に、起業の心構え、成功するコツなどを学習し、ブランディングの事例や起業
事例などを紹介する。
また、起業者との交流会も実施。平成29年度は9月に開催。参加者は20名だった。

404

伊丹市立産業・情報センター

戻る

就職や起業を目指す女性、また就職や起業して間もない方を支援するため、起業後の扶養、確定申告等の手続きや、売上と価格設定、受けられる補助
金・助成金等について紹介する。平成29年度は9月に2回開催し、参加者は1回目が24名、2回目が29名だった。
平成30年度より女性創業塾に統合される。

405

加古川市

戻る

趣味を活かして起業したい、得意にしていることを形にしたいと考えている方、自らが制作した商品の販売や展示をし、接客や店舗運営の体験をする実
践の場として「チャレンジショップ」を開催する。
また、互いの店を評価しあい力を高めあう機会とし、開催日前後に出店者向けのセミナー（集客力を高める方法、反省会）を実施。

406

加古川市

戻る

キャリアカウンセラーの資格を持つ女性相談員が専門的な視点から、再就職、起業、地域活動などについての問題点を整理するお手伝いやアドバイス、
必要な情報提供を行う。

407

加古川市

戻る

自身の趣味や特技、知識を活かして小資本でも始められる「起業」をテーマに、起業までに必要な知識を習得し、具体的なビジネスプランを考え、起業ま
でのステップアップとするセミナーを開催する。
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408

宝塚市立男女共同参画センター・エ
ル

戻る

毎月第1・3水曜日（祝日除）10:00～12:00
○要予約 一時保育あり
○予約先：宝塚市立男女共同参画センター（TEL：0797‐86‐4006）
○相談員：宝塚商工会議所 経営相談員
起業したい女性、すでに起業している女性がぶつかるさまざまな問題について相談に応じる。

409

三木市

戻る

意欲ある女性の新たな活力を引き出すため、市内で起業または第二創業をめざす女性起業家に対し、補助金を交付することにより、女性が起業しやす
い環境を整備し、地域需要の創出と地域経済の活性化に寄与する。
対象は、市内に住所を有し及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。女性であること。など

410

加西市

戻る

女性や若者を対象とした起業家誘致及び起業インセンティヴを目的とした助成制度を全国で初めて制定する。

411

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）

戻る

主に川西市内在住の女性の再就職・再就労や起業について支援する講座やパソコン講座を実施。女性が再就職しやすく、また起業しやすい環境を整備
し、地域需要の創出と地域経済の活性化にもつなげる。

412

川西市

戻る

起業意欲のある女性を対象に基礎から開業に至るまでの知識を段階的に学べるセミナーを開催しています。（申し込み必要）

413

兵庫県・公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

戻る

優れたビジネスプランを有し、県内で起業・第二創業を目指す女性起業家に対し、事業立ち上げ等に要する経費の一部を補助する。
【補助金額】上限100万円（空き家を活用する場合は、別途100万円を上限に加算あり）
【補助率】１／２以内
【補助対象期間】平成30年4月1日～平成31年2月末日まで（H30年度の場合）

414

兵庫県・公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

戻る

「女性起業家支援事業（補助金）」と同時申請し、優れたビジネスプランを有すると認められた者に対し、設備・運転資金を無利子で貸付する。
【貸付限度額】500万円
【貸付利率】無利子
【貸付期間】10年以内（うち３年据置）、半年賦償還

415

兵庫県立男女共同参画センター
（イーブン）

戻る

○仕事づくりセミナー（男女とも対象）
会社設立、融資等起業に必要な基礎知識を学び、目指す事業についてグループワークによる事業計画作成やプレゼンを行う。（４日×年１回・定員30
名）
○営業準備セミナー（男女とも対象・一時保育付）
起業後の課題である顧客獲得、販路拡大に必要な広報等の知識、方法を学ぶ。（２日×年３回・定員20名・今年度開催テーマ：「ネットショップ」「顧客を増
やすＦａｃｅｂｏｏｋページ」ほか）
○在宅ワークチャレンジ基礎セミナー（男女とも対象・一時保育付）
働き方や仕事の獲得方法、心がまえを学ぶ。インターネットを活用したクラウドソーシングについても触れている。（１日×年２回・定員40名）

416

兵庫県立男女共同参画センター
（イーブン）

戻る

「起業したい」「何かを始めてみたい」という思いはあるが何から始めればよいかわからない女性を対象に社会保険労務士やキャリアカウンセラー等の資
格を持つ女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。（週1回・1回３コマ・１コマ50分）

417

神戸市

戻る

就業・地域活動・起業などにチャレンジしようと思っている女性の相談に、女性キャリアカウンセラーがアドバイスや情報提供を行う無料面接相談。（月1
回・３コマ・１コマ４５分）

418

神戸市

戻る

求職中、または転職を考えている女性対象の、職場で役立つ人間関係のスキルやマナーなどを学べるセミナー。

419

姫路市男女共同参画推進センター

戻る

再就職、起業、地域活動など“何かにチャレンジしたい”女性の第一歩をサポートする無料面接相談。
女性の社会保険労務士が相談者の希望や不安を聴き、専門的な視点からアドバイスや情報提供を実施する。

420

宝塚市立男女共同参画センター・エ
ル

戻る

資格や特技を生かして起業をしたいなど起業をめざす女性のための相談。女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。

421

西宮市男女共同参画センター
ウェーブ

戻る

再就職や起業、地域貢献など、女性の幅広いチャレンジを支援するため「チャレンジ相談」を行います。女性のキャリアコンサルタントが、課題を整理す
るお手伝いやアドバイス、個々のニーズにあった支援機関を紹介します。小さいお子さんのいらっしゃる方にもご利用いただけるよう、託児もあります。

422

豊岡市

戻る

①起業を目指す女性を対象に、「ビジネスプラン」について日本政策金融公庫より講師を招いて起業入門セミナーを実施（県イ－ブン補助事業）
②資格や特技を生かして起業をしたいなど起業をめざす女性のための個別相談会。女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。(県イーブン補助事業）

423

豊岡市

戻る

豊岡市内で起業をしている、または起業を目指す女性が自身の作品を展示・販売し、活動をＰＲする場（起業支援事業）

424

西脇市男女共同参画センター

戻る

仕事にかかわるさまざまな疑問や悩みを持つ人のための無料面接相談。相談員の女性社会保険労務士がアドバイスや情報提供を行う。
◆毎月第1土曜日・第3金曜日 13:30～16:30
◆要予約 一時保育あり
◆相談員 女性の社会保険労務士
◆予約先 西脇市男女共同参画センター（TEL：0795‐25‐2800）

425

西脇市男女共同参画センター

戻る

「特技を活かして起業したい」「起業したけど、もう一歩ステップアップしたい」等、起業に対する疑問や不安を抱える女性のための連続セミナー。
女性起業者等を講師に迎え、起業に関する基礎知識や資金調達、広報等の方法を学ぶ。

426

淡路市市民協働センター

戻る

「起業したい」「何かを始めてみたい」という思いはあるが何から始めればよいかわからない女性を対象に社会保険労務士やキャリアカウンセラー等の資
格を持つ女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。

427

淡路市市民協働センター

戻る

「地域に役立つ仕事がしたい」「趣味や特技を活かした仕事がしたい」等、女性の起業に対する不安や疑問をセミナー形式で解消し、その後、参加者等と
情報交換を行う。

428

洲本市

戻る

「働きたい」「仕事と家事の両立」「時短家事やタイムスケジュールの立て方」等、働く女性の時間管理術を女性相談員キャリアカウンセラーを招いてアド
バイスを行ない、今後の生活時間を見直し、上手に時間を使う。
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429

高砂市男女共同参画センター

戻る

「働きたいけどブランクがあるから不安」「起業の手続きについて教えてほしい」などの悩みをもっている女性を対象に個別相談を実施する。
【平成29年度実績】 １回開催 参加者：２名
【平成30年度実施予定】 １回開催予定

430

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）

戻る

主に川西市内在住の女性の再就職・再就労や起業について支援する講座やパソコン講座を実施。女性が再就職しやすく、また起業しやすい環境を整備
し、地域需要の創出と地域経済の活性化にもつなげる。

431

川西市

戻る

起業意欲のある女性を対象に基礎から開業に至るまでの知識を段階的に学べるセミナーを開催しています。（申し込み必要）

432

三田市まちづくり協働センター

戻る

「起業したい」「何かを始めてみたい」という思いはあるが何から始めればよいかわからない女性を対象に社会保険労務士やキャリアカウンセラー等の資
格を持つ女性相談員がアドバイスや情報提供を行う。（隔月1回・1回３コマ・１コマ50分）

433

神戸市

戻る

就業・地域活動・起業などにチャレンジしようと思っている女性の相談に、女性キャリアカウンセラーがアドバイスや情報提供を行う無料面接相談。（月1
回・３コマ・１コマ４５分）

434

神戸市

戻る

求職中、または転職を考えている女性対象の、職場で役立つ人間関係のスキルやマナーなどを学べるセミナー。

435

神戸市産業振興財団

戻る

神戸市内で創業を目指す女性、創業間もない女性を対象に、神戸開業支援コンシェルジュの女性コーディネータが講師を務め、創業に必要な知識をわ
かりやすく解説します。また創業経験者をゲストスピーカーに迎え、実際の創業経験談を聞き、参加者にご自身の創業をイメージしていただきます。併せ
て、ランチ会を開催し、参加者、講師、事務局と交流を図ります。

436

奈良県

戻る

スタートアップ時の重要な課題の一つである販売促進・売上確保のための手法をセミナーで学ぶとともに、県が提供するチャレンジショップや無料のWeb
ツールにて広報や試行販売を行うことで、起業プランの仮説検証の場を提供
①マーケティングセミナー（H29.9月、参加者55名）
②ショップ出店講座（週末のチャレンジショップ出店含む）（H29.9月～、参加者22名）（H30年度も継続実施予定）
③ECサイト構築講座（H29.10月～、参加者15名）
④1週間単位でのチャレンジショップスペース貸出（出店者18名）

437

奈良県

戻る

主にこれから起業を目指す女性を対象とした、セミナー・交流会を開催
①連続セミナーの開催（1回、4日間連続講座、平成29年度：参加者27名）（H30年度も継続実施予定）
②テーマ別セミナー・交流会の開催（1日または2日間の講座、平成29年度：14回、のべ参加者285名）

438

奈良県

戻る

貸付対象者：認定支援機関の支援を受け、県内で創業しようとする、または創業後１年未満の女性、35歳未満の者、55歳以上の者、ＵＩＪターン該当者
（申請日前1年以内に新たに県内に住所を定めたもの）で、知事の認定を受けた方
貸付限度額：設備・運転 15,000千円
貸付期間：7年（内1年据置）
利子・保証料を県が全額負担

439

奈良市

戻る

就業形態の多様化が進む状況下で、起業に必要な知識や技術を習得することにより、女性の起業を応援し、女性の社会参画をはじめとする女性の自立
を支援する。
また、起業を視野にいれた趣味や特技を生すような、個々の能力を発揮できるきっかけ作りや、やりたいことを発見してもらう機会とするためセミナーを開
催する。

440

奈良市

戻る

就業形態の多様化が進む状況下で、形にとらわれない女性の起業を促進することを目的として、パソコンを使って起業に必要な技術を習得することによ
り、女性の社会参画をはじめとする女性の自立を支援する。

441

奈良市

戻る

就業形態の多様化が進む状況下で、形にとらわれない女性の起業を促進することを目的として、パソコンを使って起業に必要な技術を習得することによ
り、女性の社会参画をはじめとする女性の自立を支援する。

442

天理市

戻る

女性のキャリアアップ支援につながるような講座を重点とした様々な講座を年間を通し開催する。

443

橿原市

戻る

地域の女性活躍支援のため、働き方の一つとして起業に興味のある女性が一歩踏み出すきっかけとする女性のための起業セミナーを開催

444

生駒市

戻る

市内女性起業家による起業希望者等へのカフェスタイルの講座、相談会
平成29年度 講座 5回 交流会 1回を開催 計４０名の参加

445

生駒市

戻る

専業主婦をメインターゲットに「小さな起業」を支援する事業。
奈良県、生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター、Women's Future Center等と共催
平成29年度 第1期 講座4回 交流会1回 参加者 119名
第2期 講座3回 参加者 67名

446

王寺町

戻る

「私らしく働きたい女性」の多様なニーズに応えるため、時代にマッチした働きやすい環境を整えることを目的に、主に子育て世代の女性を中心に行った
『王寺ミラクル１００』事業の一環として開催。（全３回） また、『王寺ミラクル１００』事業のなかで“何かやりたい”と考える女性を中心とした異業種交流会
を開催（全７回）。平成３０年度も『王寺ミラクル１００』事業を開催。

447

鳥取県

戻る

○起業家を目指す女性または起業後間もない女性起業家を対象に、起業に必要な知識やノウハウを体系的に学ぶセミナー、交流会を開催（「五臓圓ビ
ル」を会場とし平成２９年度に７回開催。各回３０名程度参加）。
○倉吉市、米子市にて先輩起業家を招いたパネルディスカッションを実施。また、セミナー参加者による事業プラン発表会を開催し、県内の先輩起業家
や金融機関、商工支援団体を交え活発な意見交換が行われた。
＜パネルディスカッション＞
８月 倉吉市（淀屋） ２１名
１１月 米子市（東光園） ５６名
＜事業プラン発表会＞
２月 鳥取市（青翔開智中・高等学校） ３６名

448

鳥取の女性を応援する実行委員会

戻る

女性の起業家・フリーランスによる講演会・意見交換会・ワークショップを開催。
地域で活躍する専門性を身に付けた女性が、輝き、いきいきとした姿を発信し、経験や情報を提供・共有、併せて技術を提供することで、「①鳥取の女性
が社会で活躍するためのきっかけづくり」、「②ロールモデルとなる人材の育成や発掘」、「③起業等に向け悩める女性が、孤立しないための人脈づく
り」、「④女性の社会参画を通じた地域活性化」を図る。

449

米子市

戻る

創業・起業に関心はあるが、何から始めればいいのか、どのような準備が必要なのかなどがわからず起業へ踏み出せない女性を対象に、起業へのス
テップや大切なポイント等についてグループワークを交えたセミナーを行った。
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実施主体名

戻る（クリック）

概要

450

米子市

戻る

出産や育児のために離職した方の再就職や、非正規雇用の方の正規雇用への転換を支援するため、子育て中の女性が就職に役立つ資格を取得した
際に、取得に要した経費の半額を助成する。

451

倉吉商工会議所

戻る

チャレンジショップとは空き店舗を活用し、お店を始めたい方に安価な家賃で貸し出しを行うものです。倉吉市が委託をし倉吉商工会議所が、取り組んで
います。
「自分のお店を持ちたい」、「趣味をいかしてお店を開きたい」、「実際に店舗を持つのはまだ自信がない」という皆さんの夢をかなえ、開業への一歩となる
お店です。出店者は、低コストで中心市街地に出店し、独立開業を目指します。

452

倉吉市

戻る

「やってみたい」から「やってみよう」へ…好きなこと、得意なことを仕事にしたい「起業へ」始めの一歩を踏み出すためのモチベーションアップ講座を実施。
３月10日（土）13時30分～15時 17人参加
・「今の環境を活かして起業はできる♡～わたしは幸せになるためにこのワークスタイルを選びました～」と題し、主婦・子育てをしながらの起業、仕事と家
庭の両立、熱意と行動力が起業の第１歩であることをの経験談を聞く。起業のためのきっかけづくりのヒントを得られる講座。
特に、お金をかけずにできる広告宣伝するＳＮＳの発信方法について質問多数あり。

453

島根県信用保証協会

戻る

島根県信用保証協会は、創業資金等の信用保証を行う公的な機関で、女性創業者（創業予定者を含む）の相談に対応する女性相談員チーム「エスポ
ワール」を設置している。
また、金融に関する相談だけでなく、経営に関する相談にも対応しており、女性相談員を希望される方に対して、女性ならではのアイデアやノウハウを活
かしたサポートを行っている。

戻る

「女性のための独立・創業セミナー」を実施し、浜田市内における女性の創業を促進。
女性のための独立・創業セミナー
講師：株式会社ソアラサービス 代表取締役 牛来千鶴氏 他
全4回のステップアップ形式のセミナー。平成29年度は7月～8月の間に実施。 平成30年度も実施予定。
創業の心構え、女性の創業事例（先輩創業者の体験談）、事業計画策定等、創業に必要な知識を学び、最終的に自身のビジネスプランを作成し、発表。

454

浜田市

455

岡山県

戻る

創業を目指す女性や女性起業家を、岡山県男女共同参画推進センター内に設置した「岡山県女性創業サポートセンター」において総合的に支援する。
１ 創業相談
・相 談 日 火曜日と土曜日（※第３週目等一部 は火曜日と金曜日）
・相談時間 ９：３０～１８：００（１２：００～１３：００除く）
２ 女性創業研修
・創業塾
８月から開催（全５回）、定員１５人
・経営塾
１0月から開催（全５回）、定員１５人
３ 女性創業セミナー＆交流会
参加者が、課題の共有、共感、ロールモデルの発見の機会を創出できるよう意見交換、情報交換、事業紹介等を実施する。
・年２回、定員５０人程度

456

倉敷市

戻る

倉敷市内の中小企業者（女性個人事業主又は代表者が女性である企業に限る。）が、女性起業家、女性経営者（経営幹部を含む。）及び起業を目指す
女性を対象とした交流会又は勉強会（１０人以上の参加が見込まれるものに限る。）を開催する経費の一部を補助する。
【補助率】１／２
【限度額】１０万円
若年者や女性の雇用を確保し商業の活性化を図るため、新規創業者に奨励金を交付し、特に若年者及び女性の新規創業を促す。
＜補助対象者＞
次の条件を全て満たす新規創業者（第二創業の場合を除く。）
①個人事業主の場合は事業主が市内に住所を持つこと。法人の場合は市内に本店を設置すること。
②小売業、宿泊業、飲食店（バー、ナイトクラブを除く）を営むこと。
③適切な収益を上げる事業計画があること。
④特定創業支援事業による支援を受け、証明書の交付が受けられること。
⑤創業の日以降に玉野商工会議所又は岡山南商工会東児支所の経営指導を月１回６か月以上継続して受けること。
⑥納期の到来した市税を完納していること。
＜交付金額＞
基本額：新規創業１件につき５０万円
上限額：３００万円
加算額（該当すれば基本額に上乗せ）
・若年者の創業：５０万円
・若年従業員の常用雇用１名につき：５０万円
・女性の創業：３０万円
・女性従業員の常用雇用１名につき：３０万円
・中心市街地活性化区域での開業：３０万円
※若年者は創業の日において４０歳未満
※従業員についても市内に住所を有していることが加算条件

457

玉野市

戻る

458

総社市生涯現役促進協議会

戻る

459

新見市

戻る

【Ｈ２９年度】
創業や就業意欲のある55歳以上の女性を対象に、観光や食に視点を置いたサロンとセミナー全24回を3回に分けて開催する。
事業実施期間：平成29年7月～12月（3回とも同じ内容）
内容 ・サロン 【つながる】研修参加者（参加希望者）交流の場と先輩受講者の話を聴く場
市内で創業をする方を対象に、創業に必要な経費の一部を補助する。
＜補助対象事業＞
・独自の技術やアイデアを生かした新商品若しくは技術の開発又は新サービスを提供する事業
＜補助限度額等＞

460

真庭市

戻る

【Ｈ２９年度】
起業女子応援caféを開催。
対象者：真庭市内で起業に興味のある女性、起業を準備中の女性、起業間もない女性
場所：蒜山ハーブガーデンハービル
内容：【アロマテラピー体験】
過去に真庭市の創業支援を受けて２０１５年「ひるぜんの小さなアロマテラピールーム ユキミドリ」を開業した石賀真代さんに
起業ストーリーを聴きながらアロマテラピーを体験した。
【上村明子氏によるセミナー】
起業家であり元アナウンサーの社会保険労務士・上村明子氏による起業に必要な知識やノウハウを学ぶセミナーを開催した。
参加費：無料
参加者：１１名（託児サービス有）
【Ｈ３０年度】
詳細は検討中だが、昨年度と同じく起業女性を応援するセミナーを実施する予定としている。

461

ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワーク
ぱらママ

戻る

女性のための多機能施設を設置運営し、女性起業家への貸オフィススペース、オープンスペース、研修室、託児室を備え、起業支援するとともに、岡山
県等の委託事業で女性の自己実現や就労支援等のセミナーを実施している。

462

岡山市

戻る

起業に関心のある女性を対象に、講師も女性を起用し、女性の視点から創業するに際しての心構え、注意点、事業として成り立たせるための考え方を理
解してもらう講習会を開催し、女性の創業（社会進出）を支援していく。
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463

464

実施主体名

三次市

三次市

戻る（クリック）

概要

戻る

【概要】
女性の社会進出を支援し、本市の経済の活性化を図るため、新たに市内で起業する者に対し、起業に必要な事務所の新築又は増改築等施設整備に係
る経費の一部を助成します。
【補助率等】
補助対象経費の2分の1以内、女性は上限200万円

戻る

【概要】
本市の経済の活性化を図ることを目的として、新たに市内で事業を営もうとする者又は創業後１年未満の者に対して必要な事業資金を供給するため、金
融機関へ運用資金を預託し、金融機関が融資します。
【融資条件等】
資金の使途は創業時若しくは創業後に必要となる運転資金又は設備資金のみ。融資限度 3,000万円以内とし、一般と創業等関連を合わせた融資限度
額とします。

465

三次市

戻る

【概要】
空店舗の解消によるにぎわいの創出及び商業の活性化を図るため、市内に存在する空店舗へ新たに出店する市内の中小企業者及び新規創業者に対
し、起業に必要な経費の一部を助成します。
【補助率等】
店舗内装改修費及び屋外広告物設置関連費は補助対象経費の2分の1以内。建物賃借料は月額の2分の1以内。ただし、賃借に係る敷金及び礼金を除
いた月額５万円を上限とし、交付決定のあった月から起算して12カ月間限りとします。上限150万円。上限150万円。

466

三次市

戻る

【概要】
新規開業の促進及び開業に伴う初期投資の軽減を図るため、市内で新たに開業する者に対し、広告宣伝活動費の一部を助成します。
【補助率等】
補助対象経費の2分の1以内。20万円を上限とし、補助対象者１回限りとする。

467

三次市

戻る

【概要】
女性の活躍を推進するため，子育て世代の女性のそれぞれのライフステージに合わせ，女性の柔軟で多様な働き方の選択肢を広げ，女性の「働く」を応
援する拠点（アシスタ ｌａｂ．）をみよしまちづくりセンターに開設し，事業を行う
【支援内容等】
・ 起業・再就職セミナー・講座の開催
・ 起業個別相談会及び交流会の開催

468

東広島市

戻る

キャリアコンサルタント、産業カウンセラ－による「女性の就職、就業の継続、セクハラ、起業など」に係る女性専用の相談窓口。
相談料無料で、月１回２枠、１枠あたり５０分の相談時間を設定している。
相談内容は起業に限らないが、当相談室の利用者の中から起業につながった例もある。

戻る

少ない予算や資源から小規模ではじめる「プチ創業」についての全２回のセミナー。趣味や特技など自分にできること、ずっとやってみたかったことを活か
して、家庭と両立できる働き方を目指すための講演や参加者同士の交流を兼ねた実践的なグループワークなどを行います。
第1回 心構え・ビジネスアイデア整理編
・中小企業診断士の講演「創業で実現できること ～最初に考えておきたいこと～」
・共催機関などからの情報提供
・グループワーク＆交流会「自分のアイデアを紙にまとめてみよう！」
第2回 創業準備・ビジネスプラン作成編
・先輩経営者の体験談
・グループワーク＆交流会「働き方の選択としての創業について」
（※上記は平成29年度の内容。平成30年度も実施予定。）

469

広島市男女共同参画推進センター
（ゆいぽーと）

子育て期にあたる女性労働力率の低下の解消や女性の活躍促進を図るため、以下の取組により女性の創業を促進。
【事業内容】
○女性創業セミナー
・過年度受講生によるセミナーＰＲ及び個別相談会の実施による創業意欲の喚起。
・女性の創業へ向けた講座の実施。
経営能力向上編（事業計画書作成、プレゼン模擬など）
ビジネス応用編（ビジネスマナーやビジネスコミュニケーション、メディア対策など）
［特徴：女性講師による女性目線の講義、子育て期の女性が受講しやすい日時の設定、ｅ-ラーニングシステムによる欠席時のアフターフォロー等、女性
が受講しやすいセミナーとしている。］
470

山口県

戻る

○実践的創業講座
･創業に必要な実務的・実践的な知識を学ぶ講座の開催。
･円滑な創業や創業後の立ち上がりの支援。
［特徴：女性創業セミナー修了者等の創業に向けて準備中の者や創業後間もない女性等を対象に開催。ｅ-ラーニングシステムによる欠席時のアフター
フォローを実施。］
○女性創業者情報交換会
・県内の女性創業者や創業予定者の幅広い人的ネットワークの構築支援。
・創業気運の醸成や参加者同士のビジネス展開の促進。

471

472

473

山口県

山口県

山口県

戻る

創業を希望する女性を確実に創業へ結びつけるため、「女性創業セミナー」受講者を対象とした、日本政策金融公庫、地元金融機関と連携した創業支援
の仕組みを創設。
【事業内容】
○日本政策金融公庫によるビジネスプランのブラッシュアップ支援や個別相談会の実施。
○事業計画書を各金融機関共通の様式とするなど、融資申し込み、審査における手続きの簡素化。
○日本政策金融公庫と地元金融機関による協調融資の実施（「女性創業セミナー」受講者を対象とした融資条件の設定）。

戻る

女性創業者の円滑な事業の立ち上がりを支援するため、県、県内金融機関、県内企業が共同出資により、女性創業支援を目的とした会社設立し、事業
資金の提供やコンサルティング、与信力の付与を行い、創業後の経営の安定化を図る。
【事業内容】
○女性創業希望者から提案を受けたビジネスプランに基づく委託契約により、創業初期段階に要する資金提供を通じた立ち上がり支援。
○経営ノウハウの取得や営業力の強化等に向けた、インキュベーションマネージャーによる直接的なコンサルティング支援。
○県や金融機関等が連携して設立する会社が応援することにより、創業時における取引上の信用不足を解消。

戻る

創業者が有する多様なニーズに対応するため、「チャレンジモール」、「コワーキングスペース」、「シェアオフィス」を一体的に提供し、創業者や創業を志
す者が集い、高めあう場を創出するとともに、インキュベーションマネージャーの実践的な支援等により、まちなかでの円滑な創業の促進を図る。
【事業内容】
○中心商店街の空き店舗を活用して、「チャレンジモール」、「コワーキングスペース」、「シェアオフィス」を一体的に整備。
○インキュベーションマネージャーの創業者等への実践的指導により、経営ノウハウや販路の獲得、ネットワークの構築等を図り、経営力を強化。
○施設利用者の交流等を通じた創業や新事業展開を促進するため、セミナーやワークショップの開催。
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474

実施主体名

宇部市

戻る（クリック）

概要

戻る

【概要】
市内で開業する方を対象とした融資制度
【対象者】
新規開業または営業実績5年未満の方。
【内容】
・限度額 1,000万円
・利率 1.2～1.8％ （基準金利1.8％より女性は0.1％優遇、認定特定創業支援事業修了者は0.5％優遇)
・借入期間 10年（据置1年）
・保証料全額補給

475

防府市

戻る

創業希望者及び創業者を対象に、事業安定期まできめ細やかな支援を行い、創業しやすい環境づくりを進める。
【事業内容】
○創業者の相談に対し、創業支援の専門家による適切なアドバイスの実施。
○創業に関する必要なことを学ぶセミナー、創業者同士の交流を図る交流会などのイベントの開催。
○無料wi-fi完備のコワーキングスペースの提供。

476

徳島県

戻る

○女性の起業・創業による地域経済の活性化を図るため、女性を対象にした起業・創業に向けての講座を開催し、ビジネスプランの策定支援等を実施す
るとともに、県の創業支援施策である「あったかビジネス事業計画」の認定につなげ、女性の創業を促進する。
○女性起業家が抱える課題の解決を支援するため、各課題に応じた専門家を派遣して助言指導を行う。

477

徳島県

戻る

ネットショップを利用して復職や起業を考えている方に対して、写真撮影やWEBデザイン、ニュースリリースの発信などの知識及び技術を習得できる講
座を開催。

478

徳島県

戻る

479

香川県商工労働部労働政策課

戻る

女性の活躍推進による地域社会の持続的発展を図るため、様々な立場におかれた女性の知識拡充や意識啓発及びその女性を取り巻く環境整備の礎
となることを目的とした起業・創業支援セミナーを開催した。
セミナーは、自分のスキルを活かして独立したい女性を対象とし、①女性が創業するときの心構え、②先輩女性起業家体験談、③ビジネスプランの作
り方等の内容で実施した。

480

香川県農業経営課

戻る

農業・農村の地域リーダー等が地域社会に参画しやすい環境を整備するとともに活動の核となる多彩なリーダーの育成や女性組織の自主的活動を支
援する。
また、農山漁村の活性化や農業経営の多角化の観点から、女性の起業活動を支援するとともに起業家ネットワークの円滑な運営への支援を行う。
特に、起業活動支援セミナーとして、衛生管理、食品表示、商品開発等の研修会を実施する。

481

高松信用金庫

戻る

女性は、男性では思いつかない女性ならではの発想や、事業に対する熱い想いを持っているものの、それを対外的に上手く伝えられない、誰に相談す
ればよいかわからない等の悩みを持っているケースが多く、当塾でのグループディスカッションやプレゼン、自身の実体験をもとにした講師からの助言等
を通して、まずは自分の夢や事業への想いを整理し、それを「カタチ」に表現する後押しを行うための起業塾。

482

愛媛県（農産園芸課）

戻る

起業活動による女性の経営参画を目指し、加工品の開発、販路開拓や農家民宿の開業など多様な起業活動を支援するため、研修会等を開催する。
就農初期女性、子育ての一段落した女性の既存の組織に属していない女性を掘り起こし、農業に関する基礎的技術の習得と経営参画への意識啓発を
行う。参加した女性と、地域で活動する女性グループとを普及指導員が結びつけることにより、次代の女性活動を担う人材を確保する。

483

愛媛県(漁政課）

戻る

漁村女性グループの加工・販売活動や地域活動の推進により漁家経営の安定化や漁村地域の活性化を図るため、漁村女性グループを対象に水産物
を活用した商品の開発や販路開拓を支援する。
【事業主体】愛媛県漁協女性部連合会
○商品レビュー事業 補助率：1/2以内（上限100千円/グループ）
○活動力ＵＰ事業 補助率：1/2以内（上限200千円/グループ）

起業で成功している女性から体験談を聞くことにより、女性活躍のきっかけづくりとなる講座を開催。

484

公益財団法人えひめ産業振興財団

戻る

女性の創業においては、社会的使命感、生きがいを求める等の動機を原動力として、短期就労等に伴う技能不足、孤独感、収益性、課題解決の優先順
位決定不足等の、女性ならではの課題を抱えている傾向にあるため、その課題の抽出整理等の段階から、ともに歩んでいけるような創業の初動支援体
制を整えるため、女性創業サロンを設置して、女性同士の交流を活性化することとした。
【名称】女性創業サロン
【場所】テクノプラザ愛媛別館 交流型会議室（松山市久米窪田町487番地2）
【日時】毎週月曜日９時～１６時３０分（無料開放）※平成２８年６月１３日オープン
【相談員】７名の女性相談員がローテーションで常駐（１３時～１６時３０分）

485

西条市

戻る

女性の地域参画が求められる中、女性が自らの思いを行動に移すきっかけとなる場を提供し、女性の自発性、目的意識、職業観の向上を図ることを目
的に開催している。平成１５年度からスタートした本スクールは、多彩な講師を迎えた連続形式の講座とし、起業を考えている方、興味のある方を対象
に、起業する上で必要な知識の提供や具体的な起業プラン作成に関する助言など、新しいチャレンジを始めるためのカリキュラムを実施しており、これま
での受講生数（累計）は２７９名である。

486

東温市

戻る

地域で女性が活躍すること及び本市の魅力を高めることを目的として以下の事業を実施した。
①女性起業者（起業を考えている方を含む）を中心に、魅力ある商品づくりや起業に係る知識向上を目的にセミナーやワークショップを開催した。
②今まで培ってきたスキルを十分に発揮し、自身の商品やサービスを販売する見本市「春まちマルシェ2018」を開催した。
平成30年度も同様に開催予定

487

公益財団法人こうち男女共同参画社
会づくり財団

戻る

働き方の一つである起業をテーマに、その働き方を理解し、参加者自身の起業に対する意志を明確にし、実際に起業するためにはどのようなステップが
必要かなどについて、県内で起業している複数のロールモデルの話を聞き、具体的な準備や悩みについて共有した。

488

福岡県

戻る

女性農林漁業者に対して、商品づくりや商慣習などを学ぶ起業家育成塾の開催及び新商品改良、機器整備の支援を行うことで、経営能力の向
上と起業活動の促進を図る。

489

福岡県

戻る

平成28年4月から県内４地域（福岡、北九州、筑後、筑豊）で毎月１回、女性中小企業診断士等が創業前後の女性が抱える課題を整理し、創業を支援す
る「女性向け創業相談会」を開催しています。

490

大牟田商工会議所

戻る

起業を実現するための、実践的なノウハウを学べる講座です。女性だけの座談会と経営・金融相談会も実施します。
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都道府県別起業支援策一覧（概要）

No

実施主体名

戻る（クリック）

概要

491

久留米市

戻る

【概要】
市内で開業する方を対象とした融資制度
【対象者】
1ヶ月以内に開業する計画がある方、または開業後6ヶ月未満の方。「創業塾」「創業支援塾」「女性の起業支援セミナー」「くるめ南部起業塾」「街なか起
業家支援事業」修了者。
【内容】
・限度額 2,000万円
・利率 1.26％ （女性・若者（30歳未満）・シニア対象者（55歳以上）は1.16％)
・借入期間 10年（据置1年）
・保証料全額補給、借入れ後１年間の支払利子全額補給

492

久留米市

戻る

起業を目指す女性を対象に、起業に必要な基礎知識の習得を図るとともに、女性起業家や受講者同士のネットワークづくりにつなげるセミナー

戻る

【概要】
久留米市内に在住の女性農林漁業者、女性農林漁業者組織が行う、商品製造のための機器の購入に係る経費、販売促進のための機器の購入に係る
経費の一部を支援。
【対象者】
県の支援事業：女性農林漁業者の活躍促進事業（機器整備支援事業）の対象者
【内容】
県の補助率：対象事業費の1／2以内
県の補助限度額：1事業計画あたり100万円
県の補助対象事業費の５％を市が追加支援
市の補助限度額：1事業計画あたり10万円

493

女性農林漁業者の活躍促進事業
（機器整備支援事業）補助金

494

筑後市中央公民館

戻る

・平成23年度は「既に商材をお持ちの方や何らかの起業活動を始めている方」 ということで募集し、講座の中で空き店舗を借り、2day sｈop を実施した。
※筑後地域雇用創造協議会との共催
・24年度は引き続きフォローアップ講座を実施し、それぞれの課題点や今後の展開 などについての学習を行った。
・その後も毎年セミナーを開講し、企業者の講話や商材の内覧会、事業計画書作成や帳簿・税務等について学んでいる。受講者は継続的にいろいろな
店との共催イベントや、自宅を開放し ての1day shopや2day syop を実施中である。
・平成27年度からは、セミナー受講生からなる「ちっごに恋」が企画・運営する「サンコアマルシェ」を開催し、雑貨や飲食物、エステやワークショップなどを
出店し、好評を得ている。（1回目：平成27年6月、2回目：平成27年12月、3回目：平成28年6月、4回目：平成29年6月、5回目は平成30年6月16日の予定）

495

小郡市

戻る

多くの女性が子育てをしながら、あるいは子育て後の再就職を希望している。育児や家事、介護等で時間制約が多い女性に、様々な働き方を知ってもら
うことで仕事をすることへの厳しさややりがい、また、実際の体験談を聞いて、仕事に対する理解を深める事により自分らしい働き方を考える事ができる。
社会参加を希望する女性、再チャレンジをしようとする女性の能力開発を支援するために、講座を開催している。

戻る

〇自分の好きを活かす 〇家事・子育ての合間に 〇目指せ自宅開業
をテーマに女性起業家、またはこれから起業を考えている女性を対象にした連続講座(３回)を実施。
(時間)10:30～12:30 (参加費)無料 (定員)20名 (講師)福岡県よろず支援拠点派遣講師
(日にち・内容)① 8月 9日 専業主婦から起業！女性起業のための３つの心得！
② 9月13日 プチ起業・小商いのススメ！
③10月11日 小さなサロンの始め方
※各講座終了後、交流会有り

戻る

【対象】起業を考えている女性、起業して間もない女性 【目的】起業や事業経営に必要な知識・情報を提供すること
【内容】 会場：大野城まどかぴあ
（１）私らしい「起業」のカタチ（起業の順序／起業のアイディア／先輩に学ぶ！起業体験談／情報発信方法を学ぶ）
（２）オンラインマーケティング
（３）コンテンツが決め手
（４）夢は事業拡大！将来、資金が必要になったら・・・
（５）相談会
（６）交流会

496

497

春日市
（春日市男女共同参画センターじょな
さん）

大野城市

【参加料】無料

【定員】30名

498

宗像市男女共同参画推進センター
「ゆい」

戻る

【対象】女性市民
【内容】
今日から始める仕事準備講座「好感度アップ！メイクレッスン」
仕事を始めるための準備として、信頼と好印象を与える時短＆簡単メイク術を学び、再就職に向けた自信を養う。
【対象】市民（男性可）
【内容】
再就職準備講座 「働く前に知っておきたい！税金・社会保険の基礎知識（特に扶養との関係）について～」
働く際に、税金や社会保険の負担が増える年収の境界線「壁」。壁の意味、壁を乗り越えるタイミングはいつなのかを学び、自分自身の働き方を考える
機会とする講座。

499

宗像市男女共同参画推進センター
「ゆい」

戻る

【対象】起業に関心のある市民（男性可）
【内容】
起業応援セミナー～夢への一歩を踏み出そう！～
「夢への一歩」を踏み出すために、起業への基礎知識や心構えについて学ぶ講座。

500

古賀市

戻る

女性活躍推進法施行により、平成28年度から女性の活躍推進支援事業として「夢をカタチにするための女性起業入門講座」を開講。（全4回）
【内容】①オリエンテーション/昼食を兼ねて交流会/ビジネスプランを考える
②マーケティング・売り方/宣伝
③手続き・税金・補助金/資金調達等
④人材育成/プランニング/・計画/発表
【対象】何かを始めたい女性・起業意欲を持った女性・起業間もない女性

501

古賀市

戻る

女性起業入門講座受講生及び起業したい女性に対して、商品のディスプレイ方法やSNSマーケティング活用法等起業に関してステップアップできるよう
具体的なセミナーを開催

502

うきは市

戻る

様々なライフスタイルに応じた女性の活躍を推進し、また、個々の能力を発揮することができる環境づくりを進めるため、経営能力や技術向上を図るため
の講座を開催し、起業・就業に向けた支援を行う。
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都道府県別起業支援策一覧（概要）

No

503

504

実施主体名

筑前町男女共同参画センター
「リブラ」

北九州市(中小企業振興課）

戻る（クリック）

概要

戻る

好きなこと・得意なことを仕事にして収入を得たいけれど、起業ってどうするの？
平成29年5月31日（水）～10月16日（月） 10時～12時（全7回）
①先輩起業者からのお話
②お互いの商材やサービスで、情報交換
③名刺・ラベルの作成
④情報発信のツール・宣伝方法
⑤お試しプチ起業の計画
⑥リブラフェスタイベント参加の準備
⑦起業について詳しく学ぶ（創業塾・スクール）
※平成30年度 起業支援セミナー計画予定

戻る

≪開業支援資金（女性・若者・シニア枠）≫
【融資対象者】 新たに事業を開始しようとする、女性及び35歳未満又は55歳以上の男性
【融資限度額】 ３，５００万円
【融資期間】 １０年以内（据置期間24ヶ月以内を含む）
【融資利率】 １．１０％
【信用保証料】 ０．００％（開業支援資金の利用が初めての場合）

505

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

戻る

ひびしん2017女性創業塾は、起業アイディアの発散からビジネスプランの作成等を通じて、女性の円滑な創業をサポートし、地域経済活性化の一助を担
う事を目的に実施するもの（2018年度は計画中）
【会場】福岡ひびき信用金庫本店６階研修室
【開催日】平成30年1月14日（土）、21日（土）、28日（土）、2月4日（土）、11日（土）、18日（土）の6日間
【対象者】平成31年頃までに創業を目指すやる気のある女性
【受講料】無料
【修了証】全6日間（28.5時間）のうち、23時間以上かつ、福岡ひびき信用金庫が指定した経営・財務・販路開拓・人材育成に関する講義を受講した人に修
了証を交付。受講修了生は北九州市の「開業支援資金」の審査を受ける資格が得られる。

506

北九州ワーキングマザーネットワーク

戻る

先輩のママ起業家である講師陣と「子育て」や「家事」も考慮した上での起業を考える講座。
趣味や特技をビジネスにするアイディアを一緒に考えます。
【対象者】起業を考えている人、起業後間もない人

507

北九州市

戻る

国・県・市が連携し、女性の就職・創業・キャリアアップ・子育てとの両立をワンストップで支援する「ウーマンワークカフェ北九州」内において、先輩起業家
や専門家による個別相談を実施。その他、各種セミナーやネットワークづくりを目的とした交流会を開催するなど、これから創業したい女性や創業間もな
い女性を支援している。

508

北九州女性創業支援ひなの会

戻る

地元企業・先輩起業家・行政等が一体となり、女性創業者と企業をマッチングしBtoBビジネスを支援するほか、人材育成から事業のブラッシュアップ・販
路開拓・資金調達までをトータルサポートする。さらに、首都圏などからの定住・移住を目指したプロモーションを実施する。

509

福岡市男女共同参画推進センター・
アミカス

戻る

起業したい業種を特定し，具体的に起業を計画している女性を対象に，セミナーを実施しています。セミナーは全6回，講師は中小企業診断士２名です。
内容はビジネスプラン，マーケティング，資金計画，資金調達など多岐にわたっています。また，先輩起業家（過去のセミナー修了生）の成功事例から学
ぶパネルディスカッションも行っています。平成24年度に実施した起業状況調査（回収率33％）の結果によると，セミナー後に受講者の38％が起業し、受
講前から起業していた方を含めると59％が事業を継続しています。

510

福岡市男女共同参画推進センター・
アミカス

戻る

「おうち起業」「プチ起業」に関心がある女性を対象に，イベントの企画・運営について学ぶ5回のセミナーを実施したのち，展示即売会を実施しています。
セミナーは「おうち起業成功の秘訣」や「お金をかけない宣伝術」などのテーマで実施し，先輩起業家によるパネルディスカッションも行います。セミナー後
はそれぞれ担当を割り振り，展示即売会のチラシ作成などの広報，イベントのタイムスケジュールや会場レイアウトの作成といった運営を受講生が行い
ます。(平成30年度は実施予定なし）

511

福岡市男女共同参画推進センター・
アミカス

戻る

起業に関心のある女性を対象に，起業に必要なITの知識が学べる講座です。講師は福岡県よろず支援拠点やヤフー株式会社などから派遣し，「効果的
なチラシを作るための５つの法則」「ブログ・SNS文書の書き方！写メのコツ！」 など，毎回異なるテーマで実施しています。

512

佐賀市

戻る

起業に関心のある女性を対象に、市産業支援相談室相談員による講演、先輩女性起業家による経験談及び参加者交流会を開催。

513

鳥栖市/とす男女共同参画市民実行
委員会

戻る

・市内で自分の趣味や特技を活かして活躍されている方を講師にお呼びし、ワールドカフェ形式で意見交換を行うことで、趣味や特技を活かして色々な
働き方ができることを知っていただくことを目的としてセミナーを開催する。

514

佐賀県立男女共同参画センター・有
田町

戻る

起業の初歩的な知識や情報を提供する、女性のためのセミナーです。佐賀県立男女共同参画センターが毎年県内の市町（１ヶ所）で開催している全４回
のセミナーで、今年度は有田町にお住まいの方が受講しやすいように、有田町内で開催します。

515

長崎県
公益財団法人長崎県産業振興財団
長崎県よろず支援拠点

戻る

長崎県総合就業支援センター内「ウーマンズジョブほっとステーション」において、月２回、長崎県産業振興財団、長崎県よろず支援拠点のスタッフが、起
業に関する相談対応を行う。起業に向けての事業計画や資金調達のアドバイスなど、女性の起業に関する悩みや疑問をトータルでサポートする。
開設日時：毎月第２火曜日14：00～16：00、第３木曜 13:00～17:00

516

長崎県
（公財）長崎県産業振興財団
（独）中小企業基盤整備機構九州本
部
長崎県よろず支援拠点
長崎県ビジネス支援プラザ

戻る

女性の起業希望者の掘り起こしと、起業相談（起業支援機関実施）までが一体となったセミナー・個別相談会を実施。

517

長崎県

戻る

県内相談機関（県・市町・商工会議所等）スタッフの女性起業相談者に対する相談スキル向上の研修会を実施。

518

長崎市男女共同参画推進センター

戻る

長崎市にIターンし、新規就農してオリーブ栽培、養蜂を始めた夫婦にお話ししていただく地域講座。
夫婦で起業した、その暮らしぶりや商品開発の苦労などの話を聞き、その後は作業場やその周囲の散策や蜂蜜のテイスティングを体験した。

519

長崎市男女共同参画推進センター

戻る

新春講演会と題して実施。現役の女性起業家３人を講師に招き、それぞれの体験談や起業に必要なもの等についてお話していただいた。

520

長崎市男女共同参画推進センター

戻る

（平成30年度）
女性起業家（デザイナー）を講師に、女性が起業する時に準備しておきたいことや販売促進マーケティングについて話を聞いたり、名刺のデザイン、ホー
ムページの作成やサーバーの選び方などを実践で学んだりする２週連続講座を行う予定。

521

長崎市男女共同参画推進センター

戻る

（平成30年度）
女性起業家たちの体験談を聞く合間に、長崎居留地男声合唱団・女子部の合唱も楽しむ講座を市民会館文化ホールで開催予定。
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No

522

実施主体名

佐世保市

戻る（クリック）

概要

戻る

起業を考えている女性向けに、市内で最近起業した女性2名を講師に迎え、起業した事業の内容や経験を発表してもらい、後半は参加者との質疑コー
ナーを設ける。

523

長崎県ビジネス支援プラザ
諫早市

戻る

起業に向かって一歩を踏み出すための無料のセミナー。長崎ビジネス支援プラザとの共催による女性対象の全４回の講座。
起業することで何をしたいのか、誰に買ってほしいのかから明確にしていく本講座は平成３０年度で９年目を迎え、講座卒業生の中から起業した方も多
く、着実に実績をあげている。
【３０年度講座内容】
①女性起業塾・卒業生の話
②個人ワーク「プロフィールシートを作成しよう」
③個人ワーク「ビジネスプランを考えよう」
④ビジネスプラン発表

524

男女共同参画推進会（ひぜんまゆみ
会）
諫早もりあげガールズ
諫早市

戻る

女性起業者や起業を希望する女性を対象に、地域を見据えた事業展開で、地域の魅力を引き出し活用して起業することを考えるセミナー

戻る

女性が「自分らしく働きたい」「仕事と家庭を両立したい」という思いを実現する働き方として関心が高まっている“起業”について基礎知識を習得するため
の講座（参加者１６名）
【２９年度講座内容】
・起業するということ
・起業の流れ
・起業に必要な基礎知識
・情報交換会

525

長崎県ビジネス支援プラザ
大村市

526

熊本県男女参画・協働推進課

戻る

「平成29年度女性のチャレンジ応援事業」として、起業をすること等に不安や課題を感じている世代（２０～４０代の女性を主とする）に対し、先駆者の経
験やあらゆる仕事に共通して必要となるビジネススキル等を学ぶ機会を提供することで、参加者の更なるチャレンジを応援する講座を３回シリーズで開
催。
第1回「未来を拓く！夢を叶える！人生を変える！コミュニケーション講座」
第2回「～人生を豊かにするために～未来が変わる”仕事術”！」
第3回「あなたにも必ずやれる！自分の可能性をひきだせ！」

527

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～

戻る

天草市からの委託事業である「市民活動コーディネート事業」の一環で実施。市内の各地域で、コミュニティビジネスを始めとする多分野で活動・活躍す
る４３名の女性を取材し、紹介する冊子を発行した。起業、活動を始めるに至った経緯や活動の状況、今後の夢や想いを掲載することで、これから起業
や活動を始めたいと考えている女性たちを大きく後押する冊子となっている。また、紹介された女性たちにとっても、多分野で活躍する女性とのネットワー
ク構築につながり、あらたなイノベーションが生まれるなどの効果があった。

戻る

管理業務仕様書に基づき、指定管理者により年1回以上実施。
平成25年度：自分にできること、自分らしい働き方を起点に起業を促す講座として、リスクを少なく、小さく起業する方法「スモールスタート起業」講座を実
施。スモールスタート企業家による基調講演、起業・創業をサポートする行政・民間の取組を紹介。
平成26年度：「スモールスタート」起業を目指す方、起業後のネットワークづくりや事業の発展を考えている方を対象とし、オリジナルの発想を生む方法か
ら運営の基礎知識などをテーマとした全7回の講座。
平成27年度：起業に関する情報や手法を伝え、ビジネスアイディアを具体的にし、起業準備をサポートする講座を実施。全5回。
ハローワーク相談員による働き方相談所を開設。
（平成28年度：熊本地震の影響により開催を中止）
平成29年度：社会起業家を目指す方を対象に全2回のソーシャルビジネス基礎講座を実施。最後に各参加者の事業計画を発表、審査・講評まで行った。
平成30年度：29年度と同様のソーシャルビジネス基礎講座（全2回）を開催予定。
ハローワーク相談員による「働き方相談所」を毎月定期的に開設。
ICTを活用した時間と場所にとらわれない柔軟な働き方（テレワーク）を体験できるコワーキングスペースを開設している。

528

はあもにい管理運営共同企業体

529

大分市（大分市産業活性化プラザ）

戻る

女性が個性と能力を発揮して働くためのセミナーを創業支援講座として実施。対象を女性に限定し、毎年実施している。
チームのリーダーとして活躍するために必要な心得やプレゼン力、PR方法などを学ぶセミナーや「パラレルキャリア」という新しい生き方を学ぶセミナー。
【３０年度講座内容】
・女性のためのリーダー育成塾
第１回：仕事がスムーズに進む関係の築き方 ～「魅力が伝わる気配り術」&「コミュニケーション・ロジカルシンキング」～
第２回：私の目指すリーダー像を考えよう！ ～「セルフブランディング」&「今更聞けないビジネスマナー」～
・女性のための「パラレルキャリア」セミナー

530

大分市（男女共同参画センター）

戻る

様々な角度から男女共同参画の問題点をとらえ、セミナーを実施する。

戻る

（１）セミナーの開催
・女性起業家を対象としたネットワークの構築及びセミナーを企画、運営する。
・開催期間は８月から１０月までとし、９０分～１２０分程度のセミナー及び交流会を３回開催する。
・内容は、講演やパネルディスカッション、女性起業家によるプレゼン、交流会等とし、地域の女性団体等との連携や地域性を考慮した内容構築等、幅広
い集客につなげるための創意工夫を図る。
・参加者数は、１回あたり概ね２０人程度を目標とする。
・セミナー参加者の中から、県が主催するビジネスアイデアコンテスト応募者数５人を目標とする。
（２）女性起業家ネットワークの構築
・女性起業家同士のつながりを作り、中津市での創業の気運を高める。

531

532

大分県中津市

大分県

戻る

○創業支援拠点「おおいたスタートアップセンター」での支援
・相談スタッフによる創業相談
・女性を対象とした創業セミナー
・成長志向の高い起業家向けの集中型セミナー
・市町村や民間と連携したセミナー等による創業の裾野拡大 等
※詳細はこちらをご覧ください：https://startup.oita.jp/
○創業支援資金（県制度資金）
・創業者等に対して一般資金よりも低利で設定している政策資金
※詳細はこちらをご覧ください：http://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/kinyu-seido.html
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No

実施主体名

戻る（クリック）

概要
大分県内の女性起業家の掘り起こし及び事業成長のための企画・運営を行います。
大分の女性起業家が主体となって互いに発想を広げ、コラボして新しいビジネスを創造・育成するためのソーシャルプロジェクトです。
i（intuitive）直感力を活かし、G（Genius）それぞれの才覚を放ち、C（consulting）高め合うことを目指しています。

533

合同会社アイ．ジー．シー

戻る

・毎月研修や交流会を定期開催しています。
・女性起業家・企業家（働く女性）のビジネスを顕在化することを目的に、働き方を紹介・発信しています。
・年に一度「女性起業家おしごと展」イベントを開催し、起業家間の交流と地元企業の応援力を促進しています。
・市町村と共催し、「女性起業家コラボビジネスお見合い会」を開催し、地域を超えた女性起業家の交流を促進しています。
・大分県からの受託事業として起業家創出促進事業（女性向け）を企画運営しています。
事務局を設置した女性起業家・企業家のコミュニティとして 300名を超えるメンバーが互いに刺激し、協力し
ビジネス創出・事業発展を行う中で 行政や金融機関と民間の中間で情報や人財を紹介できるコアアンドサークルの
役割を担います。

534

大分県日田市

戻る

平成20年４月より、「女性若者起業支援資金」として、創業意欲の高い女性が起業しやすい環境を作るため、女性や若者等に限定した融資制度を市独自
で設置しました。限度額は100～500万円で、融資期間は７年以内です。
融資実行の際の保証料や支払利息を市が全額補助することで、創業時の負担軽減を図っています。また、借入者が無理なく返済ができるよう、金融機
関と相談しながら事業計画作成のアドバイスを行い、審査会を設け融資対象者を決定しています。

535

宮崎県男女共同参画センター

戻る

起業を含めた「社会で自分のチカラを活かしたい！」という気持ちを持つ女性を対象に、相談やアドバイスを電話や面接で実施する。

536

宮崎県男女共同参画センター

戻る

起業を含めた「自分らしく働きたい！」という気持ちを持つ女性を対象に、自分のやりたいことを実現するためのスキルアップのための講座を実施。

537

宮崎県男女共同参画センター

戻る

起業を含めた「何かにチャレンジしたい！」という気持ちを持つ女性を対象に、関連する分野で活躍する女性（メンター）が体験を通じたアドバイスをするこ
とで、チャレンジをサポートする取り組みを実施。

戻る

（事業名）がんばる女性農業者活躍支援事業
①事項名：女性農業活躍サポート事業
女性が将来的にも農業や地域づくりの担い手として能力を発揮できる環境づくり，新たな人材の掘り起こし・確保，今後活躍が期待される次世代リー
ダーの育成， 異業種との連携・交流による新たな取組等による，農村における女性の活躍を促進する。
②事項名：女性農業者ビジネスサポート事業
本県の多様で豊富な農林水産物や地域資源を活かし，女性農業者と観光業や商工業等の異業種と連携した新商品開発やイベントの実施など，
女性農業者による新たなビジネスチャレンジを支援し，地域の担い手として活躍する女性農業者を育成する。
【平成29年度実績】
事業実施主体：県内農村女性 ４組織（鹿児島市１組織，南さつま市１組織，霧島市１組織，志布志市１組織）
農村女性組織が異業種と連携し，県内農産物を活用した新商品開発，ホテル関係者との農場ツアー，農業体験，農産物や特産品のPRを実施。

538

鹿児島県

539

鹿児島県

戻る

〔融資対象者〕
①商工団体の推薦を受けて新たに事業を開始しようとする者
②国が認定した市町村の特定創業支援事業による支援を受けて，新たに事業を開始しようとする者
〔融資限度額〕
設備・運転 2,000万円
〔信用保証料〕
融資対象者①：女性や青年（30歳未満）の場合，年0%～年1.26%
融資対象者②：女性や青年（30歳未満）の場合，年0.36%
〔貸付期間〕
融資対象者①：運転 ７年以内（うち据置24月以内） 設備 10年以内（うち据置36月以内）
融資対象者②：運転 ７年以内（うち据置12月以内） 設備 10年以内（うち据置12月以内）

540

鹿児島市

戻る

女性講師による女性起業の課題に対応したセミナーを実施するとともに、セミナー後、先輩女性起業家や参加者同士の交流を図る。

541

鹿児島県曽於市

戻る

女性が起業するための各種セミナーを閉校跡地「たからべ森の学校」へ委託して実施。平成２９年度は導入セミナーとして歌手AIさんの母「バーバラ植
村」さんの講演会を実施したほか、チャレンジショップ事業（2泊3日：３コース毎に各１回。14名参加）および創業セミナーの３コース（カフェ経営・農産加
工・ハンドメイド）にて毎週土曜日に（６回/コース）実施、２６名が参加しました。

542

公益財団法人おきなわ女性財団

戻る

女性が起業するためのノウハウについてサポートするための各種講座を沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」で実施。
・平成２７年度「先輩に聞く！起業力の磨き方」 ・平成２８年度「起業につなげるモノづくり講座」
・平成２９年度「無理なく楽しくワークライフミックス♪☆オケマリ先生の手帳活用術☆」

543

一般社団法人大学女性協会

戻る

国際ガールズデーにちなんだ事業を１０月頃予定している。これから、事業内容は話し合っていく。
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