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 本報告書に登場する「女性起業家支援団体」一覧  
 
 表中の No.は各支援団体の掲載ページの左上の番号と対応している。 

No. 国名 
団体名／ネットワーク名 

英語表記 
団体区分 
運営形態 

頁 

1 日本 
全国商工会議所女性会連合会 
The Japan Federation of Chambers of Commerce and 
Industry Business Womenʼs Club 

経済団体 
特別認可法人 

62 

2 フィリピン 
フィリピン経営協会女性経営能力強化委員会 
The Women Empowerment Committee 
Management Association of the Philippines 

女性支援団体 
民間団体 

64 

3 フィリピン 
フィリピン女性ビジネス会議 
Women's Business Council Philippines 

女性支援団体 
公益法人 

66 

4 インドネシア 
インドネシア女性ビジネス協会 
Indonesian Business Women's Association 
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

女性支援団体 
市民団体 

68 

5 インドネシア 
インドネシア商工会議所 
Chamber of Commerce and Industry 
Kamar Dagang dan Industri 

経済団体 
民間団体 

70 

6 シンガポール 
シンガポール・マレー商工会議所 
Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry 

経済団体 
民間団体 

72 

7 シンガポール 
シンガポール女性団体協議会 
Singapore Council of Womenʼs Organisations 

女性支援団体 
市民団体 

74 

8 マレーシア 
クアラルンプール・マレー商工会議所 
Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce 

経済団体 
民間団体 

76 

9 マレーシア 
マレーシア女性起業家協会 
National Association of Women Entrepreneurs of Malaysia 

女性支援団体 
市民団体 

78 

10 タイ 
タイ商工会議所若者・女性委員会 
Sub-Committee on Promotion of Quality of Life for Child, 
Youth and Women, Thai Chamber of Commerce 

経済団体 
民間団体 

80 

11 タイ 
ASEAN 女性起業家ネットワーク 
ASEAN Women Entrepreneurs' Network 

女性支援団体 
民間団体 

82 

12 インド 
インド商工会議所女性会 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
Ladies Organization 

経済団体 
民間団体 

84 

13 インド 
ウィメン・エンタプリナーズ・インディア 

Women Entrepreneurs India 

女性支援企業 
民間企業 

86 

14 中国 
北京女性起業家サービスセンター 
Beijing Female Entrepreneurs Service Center 

女性支援団体 
市民団体 

88 

15 中国 
黒竜江省綏化市女性起業家商会 
Business Womenʼs Association of Sui Hua City, Heilongjiang 
Province 

女性支援団体 
社団法人 

90 
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16 韓国 
韓国女性経済人協会 
Korean Women Entrepreneurs Association 

女性支援団体 
民間団体 

92 

17 韓国 
韓国女性ベンチャー協会 
Korea Venture Business Womenʼs Association 

女性支援団体 
社団法人 

94 

18 韓国 
韓国女性発明家協会 
Korean Women Inventors Association 

女性支援団体 
民間団体 

96 

19 日本人架け橋女性が支援を受けたその他の団体  98 
 
〇女性起業家支援団体の所在地 

〇調査対象国の概要 

国名 
GDP  

（2017・百万 US$） 
GDP成長率
（2017） 

人口  
（2017・千人） 

宗教 

日本 6,157,659 1.73% 127,484  仏教・キリスト教 
フィリピン 303,356 6.68％ 104,918  キリスト教・イスラム教 

インドネシア 1,090,459 5.07% 263,991  イスラム教・キリスト教・ヒンドゥー教・仏教 
シンガポール 309,994 3.62% 5,709  仏教・イスラム教・キリスト教・ヒンドゥー教 
マレーシア 364,575 5.90% 31,624  イスラム教・仏教・キリスト教・ヒンドゥー教 

タイ 422,941 3.91％ 69,038  仏教・イスラム教 
インド 2,616,859 6.68% 1,339,180  ヒンドゥー教・イスラム教・キリスト教 
中国 10,158,897 6.86% 1,409,517  仏教・イスラム教・キリスト教 
韓国 1,345,946 3.06% 50,982  キリスト教・仏教 

＜出典＞・GDP・GDP 成長率、人口：国連統計（https://unstats.un.org/） 
    ・宗教：外務省国・地域基礎データ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html 
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全国商工会議所女性会連合会 

The Japan Federation of Chambers of Commerce 
and Industry Business Women’s Club 

団体情報 

設立年 1969 年 会員 全国 416 商工会議所女性会（22,000 名） 
連絡先 joseikai@jcci.or.jp  役員 62 名 

団体ミッション 
女性経営者団体である商工会議所女性会の全国組織として、会員相互の連携を促進
し、それらの健全な発展を図るとともに、商工会議所の組織基盤を強化し、もって
商工業の改善発達に寄与すること。 

主な活動内容 

 女性起業家支援（女性起業家大賞） 
 地球環境保全活動（小学生作文・絵画コンクール） 
 教育再生への取組みと身近な子育て応援活動の推進 
 社会福祉活動（義援金活動・物産展の開催など被災者の支援） 
 政策提言活動（商工会議所委員会や政府審議会の参画を通じた女性経営者の意

見・視点の反映） 
 国際活動（各国女性経営者との交流） 

ホームページ http://joseikai.jcci.or.jp 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

日本経済の発展への寄与を目指す全国規模
の女性経営者団体 
 全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）は

1969 年 7 月、各地域で活動していた女性会が
地域の枠を越えて全国的な活動をするため設

立された。現在、全国に 515 ある商工会議所の
84.5%に女性会があり、そのほとんど（95.6%、
416 商工会議所）が全商女性連に加入している。
特別認可法人であり、会員数は約 22,000 名。 

mailto:joseikai@jcci.or.jp
http://joseikai.jcci.or.jp/
http://joseikai.jcci.or.jp/
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 「勇気とやさしさ、クリエイティブな発想と実
践」を合言葉に、女性経営者ならではの視点と
全国ネットワークを活かし、全国各地の商工会
議所女性会の活動を支援している。 

 女性起業家支援のほか、日本商工会議所専門委
員会や政府審議会等への参画により女性経営
者の意見・視点を反映する政策提言活動、小学
生の作文・絵画コンクールなど地球温暖化問題
への啓もう活動、災害時の義援金募集・物産展
の開催などといった、地域の社会福祉を支える
活動により、広く社会に貢献している。 

 
女性起業家大賞：「感動・変革への挑戦」の
後押し 
 2018 年に第 17 回目を迎えた女性起業家大賞

では、女性ならではの視点で消費者のニーズを
取込み、独創的なビジネスを展開する女性起業
家に、スタートアップ部門（創業から5年未満）
とグロース部門（創業から5年以上10年未満）
で最優秀賞、優秀賞などが授与される。 

 応募者のビジネスは地域の特産物を活かした
食品加工、女性の視点を活かしたオーガニック
製品、エステ、育児サービスなどが多く、社会
課題に対する意識が高いことも特徴。 

 商工会議所関係の講演やメディアへの登場な
ど、地域・全国商工会議所で受賞者の後押しを
する。受賞がビジネスチャンスの拡大につなが
ることもある。 

 
海外進出支援・海外団体との交流 
 海外進出を考える女性会員は、商工会議所が主

催する展示会・見本市に参加することができる。
また、地域レベルでも海外進出を推進する仕組
み作りが進んでいる。例えば、福岡商工会議所
では、ジェトロ福岡等 4 団体と共同で「福岡ワ
ンストップ海外展開推進協議会」を設立、海外
展開相談窓口を開設した。 

 
 
 
 

 
 
女性起業家への幅広い支援 
 ビジネスの展開のみならず女性起業家のニー

ズに幅広く応え、女性起業家がビジネスをしや
すい環境作りを促進、女性のビジネスを多面的
にサポートしている。子供向けイベント、女性
向けヘルスケアの啓発活動・健診補助など全国
各地の女性会による取組みは多岐にわたる。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 女性起業家は、女性ならではの感性や視点を活

かし、特に最近では、社会課題解決型の新しい
商品やサービスを創造するなど、輝く女性のロ
ールモデルといえるような活躍される方々が
増えています。 

 全国の商工会議所や商工会議所女性会では、地
域に根付いた総合経済団体として、創業から事
業承継まで、起業家の皆様の成長段階に応じ、
様々な支援プログラムをご用意しています。 

 経営に関する相談や、経営者同士のネットワー
ク作りを全力で後押しします。ぜひともお気軽
にお近くの商工会議所にお越しください。 

 また「Chamber」は国際的な共通語で、世界各
地にあります。その多くが企業のビジネスサポ
ートを行っています。海外進出の際しては、海
外の商工会議所にも気軽にドアをノックして
みてはいかがでしょうか。 

2017 年女性起業家大賞受賞式 
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フィリピン経営協会女性経営能力強化委員会 
The Women Empowerment Committee 

Management Association of the Philippines (MAP) 

団体情報 

設立年 2017 年 会員 62 名 
連絡先 map@map.org.ph 役員 ７名 

団体ミッション 
 女性の経営資源、財産、収入、自由時間等の主体的活用と利益の享受 
 女性による経営管理と経済的地位の向上や福利厚生獲得のための活動の自由 

主な活動内容 

 フィリピン経営協会における女性会員の増加 
 各企業における女性の最高経営陣メンバーの増加 
 自然災害へのリスク管理、強靭性の確保、災害対策教育の強化 
 女性の人身売買への反対運動と関係団体との協議議事録等の締結推進 
 女性企業役員・女性起業家と若手女性社員との経験の共有 

ホームページ map.org.ph 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィリピンのビジネス女性の経営能力の強
化を目指して 
 フィリピン経営協会は、母国の発展のために経

営能力の向上を主な目的とする民間組織で、設
立以来 68 年の歴史を有している。会員は、フ
ィリピンでビジネスを行っている国内及び多
国籍企業の大企業における、最高経営責任者や

最高運営管理責任者で、およそ 1,000 名であ
る。本協会は、ビジネス経営にかかわる主要な
教育者や政府役職者も会員としている。女性経
営能力強化委員会は本協会内に設置された約
20 ある委員会の一つであり、2017 年に設置さ
れた。 
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女性経営者・起業家との課題の共有と解決
を目指す活動方針 
 委員会では女性経営者・起業家の主要課題とし

て次のように認識している。 
（1） 起業時、事業確立期、成長拡大期等それ
ぞれのステージに合わせた継続的に資金を獲
得するための仕組みが必要。 
（2） ビジネス全体の知識・ノウハウの不足。
（生産技術、品質管理、財務、マーケティング、
事業計画、税務手続き等） 
（3） 優秀な人材の獲得と従業員への適切な能
力開発研修の実施等。 

 これらの課題に対して、総合的かつ具体的な支
援活動を企画立案し、実施する。更にフィリピ
ン国軍兵士の妻等を対象とする生計向上プロ
ジェクトを検討中である。 

 
女性経営者・起業家支援のための企業団体
間のネットワーク利用 
 フィリピン経営協会は、これまでの活動を通じ

て、国内外における、ビジネス経営関連の公的
組織や民間団体間に広くネットワークを構築
しており、更にその拡大の努力を続けている。 

 国内では、フィリピン通商産業省（DTI）や他
のフィリピン政府省庁との強い結びつきがあ
る。本委員会では、女性経営能力強化に関する
行政への助言、政策提言、解決策の提案、広報
活動等を行っている。 

 また、他の経営団体（例：Makati Business Club）
や MAP 関連の地方支部とのつながりがあるた
め、これらの団体に対して、女性経営者や起業
家のビジネス活動について理解を深めてもら
い、協力や支援を求めている。 

 フィリピン経営協会は、ASEAN や他のアジア
諸国の代表的な経営団体と広範囲に交流して
いる。2017 年フィリピンが主催国となった 
“The ASEAN Women in the Economy 
Meeting” にも参加した。この会議で女性経営

能力強化も含むジェンダー主流化に関する「行
動事項（Action Agenda）」を提案し、ASEAN10
か国の指導者間に受け入れられた。 

 フィリピン経営協会は、日本の商工会議所やフ
ィリピン在住の日本人会員を通じて、種々の交
流や共同事業を行っている。委員会の今後の可
能性として、日比両国の女性起業家や企業経営
者間の交流を活発化させていくことが挙げら
れる。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
女性起業家に向けたメッセージ 
 女性が国内向けであれ国外向けであれ、ビジネ

スを起業する場合にするべきことをお伝えし
ます。 

（1）市場をよく研究し、消費者が何を望んでいる
かを理解すること。 

（2）ビジネスを実施しやすいように適切な事業
計画を立てること。 

（3）ビジネスのリスクを理解し、失敗や継続困難
となる可能性に対する準備をしておくこと。 

（4）成功するまで、忍耐をもって、粘り強さを保
つこと。

女性起業家団体の講演 
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フィリピン女性ビジネス会議 
Women’s Business Council Philippines 

団体情報 

設立年 1997 年 会員 39 名 
連絡先 admin@womenbiz.ph 役員 ９名 

団体ミッション 
１．道徳的、誠実で、経営責任のあるビジネスを実践する。 
２．国とビジネスに対し、情熱と愛を注ぐ。 
３．国と女性起業家のため、技術や能力を向上する。 

主な活動内容 

 女性起業家に関する政策形成と助言 
 政策に関連した議論と対話 
 女性起業家に関する調査研究 
 国内・国際的な会議への民間団体としての参加 
 国内・国際的な関連団体との組織間交流（ネットワーキングの構築と拡大） 
 女性起業家への経営管理に関する助言・指導 

ホームページ https://www.womenbiz.ph  

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィリピンの女性ビジネス振興のために 
 1997 年、当時のラモス大統領の指示と貿易産

業省次官 Ernesto V. Ordonez の支援に基づき、
フィリピン国内の最も優れた女性経営者から
なる女性ビジネス振興の目的で設立された公
益法人。 

 設立直後から、ビジネス界における女性の利益
を代表して、ビジネスにおける女性問題、関連
する政府の政策や解決策に関する助言や議論
を行う場として、貿易産業省からその役割を期
待され、積極的な活動を続けている。 

https://www.womenbiz.ph/
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 フィリピン女性ビジネス会議は、女性起業家が
フィリピン開発銀行から、容易に融資や資金面
の支援を受けることができる仕組みを同行内
に設けた。また、フィリピン国勢調査等の統計
において、フィリピン経済に対する女性ビジネ
スの寄与が明らかになるよう、働きかけている。 

 
国内と国際的なネットワークの構築と拡大 
 フィリピン女性ビジネス会議は、貿易産業省や

国家組織であるフィリピン女性委員会に対し
て、フィリピン女性の経営能力強化に関しての
民間側の立場を代表する機関である。これらの
国家機関と共に、女性起業家や企業役員の地位
向上や関連の活動を行っている。 

 また、各種民間ビジネス女性団体が加入してい
るフィリピン女性経済ネットワーク（ the 
Philippine Women's Economic Network, 
PHILWEN） の常任議長でもある。 

 国際的には、特にアジアの女性起業家団体間の
ネットワーク構築に積極的に取組み、ASEAN
女性起業家ネットワークと交流している。
2017 年、ASEAN 女性経営会議を主催し、
ASEAN 女性起業家大賞の表彰も行った。 

 女性起業家の積極的なビジネス参加の促進を
目的として、会員間のミーティングや意見交換、
ビジネスマッチングなどを通じたネットワー
ク構築支援を行っている。 

 
女性事業継承者に対する助言・指導 
 フィリピンの家族経営企業では、女性後継者の

問題意識が高い。単なる事業継承ではなく、継
承を機会に“社内起業”や新規事業展開を目指す
といった特徴がある。 

 こうした家族経営事業の継承に関し、経営者の
父親と後継者である娘との対話を目的とした
シンポジウムを開催し、父親から娘への新規事
業展開を含む経営ノウハウの技術移転と良好
な家族関係の維持について議論を行った。その
結果、家族経営の企業では、家族関係の安定と

ビジネスの発展との間には密接な関係がある
ことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 
フィリピン女性起業家に関する調査研究 
 政府機関等への政策提言の過程で、フィリピン

の女性起業家や女性ビジネス団体の情報やデ
ータが非常に不足していることが明らかにな
った。その基礎となる調査研究として、過去 45
年間のフィリピン女性起業家に関する文献に
ついて、初めて専門的な調査研究を実施した。
この調査研究により、これまでの調査分析には
偏りがあり、競争力強化や能力開発等のテーマ
は多いものの、経営改善、事業継承、持続性等
に関連する調査分析がいまだ不足しているこ
とが判明した。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 今日ほど、女性起業家であることが楽しい時代

はないと考えます。デジタル革命により、国際
市場における資源の獲得が容易になり、また社
会・文化の変化により、以前にも増して、女性
の自己実現することが可能となりました。女性
起業家がより活躍するためには、ワーク・ライ
フ・バランスを保ち、また将来に向かって正し
く物事を動かそうとする意識、更には、女性が
元々持ちあわせている“どんなことでもできる”
という決意が求められていると思います。

「娘・経営者へのビジネス継承」公開討論
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インドネシア女性ビジネス協会 

Indonesian Business Women's Association 
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 

団体情報 

設立年 1975 年 会員 30,000 名 

連絡先 
iwapidpp@yahoo.com 
+6221-22390044 

役員 110 名 

団体ミッション 

経済的機会の不平等を招くインドネシアの社会・文化的制約に声をあげるため、
女性起業家の連携を築くこと。ビジネスにおける女性の課題を語り合うプラット
フォームとなり、インドネシアの女性起業家を研修やワークショップを通じて支
援すること。 

主な活動内容 

 インドネシアの女性起業家の連携促進 
 女性に対する構造的な経済格差の是正 
 女性起業家と政府、ドナー、投資家、メディア、市民社会とのパートナーシッ

プ強化 
 女性の経済的エンパワーメントに係る支援団体の連携 
 ローカル、ナショナル、グローバルな市場へのアクセスの拡大 

ホームページ http://www.iwapi.id 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国の女性起業家を支援する最大の組織 
 インドネシア女性ビジネス協会（以下、IWAPI）

は、1975 年、女性起業家の連携と学び合いを
目指して、2 人の起業家によって結成された。
43 年が経過し、今では全国に 260 支所、計 3

万名の会員をもつ国内最大の女性起業家支援
NGO に育っている。会員の 8 割は、零細・小
規模ビジネスで生計を立てる地方の女性達で
あり、小さな店舗や屋台を借り、飲食店、美容
スパ、衣料や小物販売、日用雑貨販売などを営

mailto:iwapidpp@yahoo.com
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む起業家である。 
 このようなインドネシアの女性起業家の課題

に対し、IWAPI は、女性がビジネスを始める際
や、ビジネスを継続させる際に必要な支援をき
め細かく実現してきた。 

 
銀行との連携による資金調達問題の解決 
 現在、IWAPI は、インドネシアのメガバンクで

ある BRI 銀行や BNI 銀行、マンデリ銀行と連
携して、女性起業家向けの融資を行っている。
また、コモンウェルス銀行とも連携を始めた。 

 しかし、地方では、こうしたメガバンクとの取
引より NGO や民間機関によるスモールローン
が好まれる傾向もあり、IWAPI では、このよう
な金融サービスの情報提供も行っている。また、
法律相談、金融相談などを随時受け付けている。 

 
ニーズに合わせた様々なスキルアップ・ト
レーニングの実施 
 女性は、十分な職業訓練を受ける機会が少ない。

IWAPI は、会員である女性達のニーズを汲み上
げ、特に起業家スタートアップ支援として、調
理、食品加工、縫製、染織、工芸品製作、IT な
ど、幅広いスキルアップ・トレーニングを実施
している。また、商品に付加価値をつける包装
や広告の研修、社会人としてのコミュニケーシ
ョンや語学力などを教えるライフスキル研修
なども追加した。 

 

 このような基本的な技能を身につけた後、ビジ
ネスマネジメント研修、デジタル・マーケティ
ング研修なども実施している。 
 

女性達の製品を集めたバザールの開設によ
るスケールアップ 
 IWAPI では、定期的に会員の女性起業家達が自

分の製品を持寄り、展示するバザールを開催し、
販路の開拓、市場の拡大を支援している。 

 バザールは、首都ジャカルタはもちろんのこと、
IWAPI のカバーする 23 州の州都で、毎年開催
されている。これらを通じて、地域の様々なネ
ットワークがつながり、広がっていく機会を提
供している。 

 
ビジネスマッチングへの参加～ネットワー
クを活かした事業の拡大 
 投資家やドナーなど、様々なネットワークに参

加して、自分のビジネスのステージに合った情
報を得るのが次のステップである。 

 IWAPI は、ビジネスモデルの会や、様々なネッ
トワーク会合への参加を会員に呼びかけるこ
とで、女性達がビジネスの規模を徐々に大きく
していくことを期待している。また、会員に対
して、海外で開催される展示会やビジネスエキ
スポの情報を常に提供している。 

 IWAPI は各国の大使館とも関係が深く、欧州、
ロシア、豪州、独国など様々な国の展示会の情
報を会員向けに発信している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 まず市場を学びましょう。そして、ビジネス用

語をマスターし、ビジネス文化を理解しましょ
う。また、市場調査をして、先輩の助言を得て、
新しい考え方を身に着けましょう。困難なこと
に直面しても、何度も立ち上がり、決して諦め
ないことが大切です。 マイクロファイナンス説明会 
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インドネシア商工会議所 
Chamber of Commerce and Industry 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

団体情報 

設立年 1987 年 加盟団体 16,887 団体 
連絡先 kadin@kadin-indonesia,com  役員 37 名（うち女性 6 名） 

団体ミッション 

 組織づくり、財務、リーダーシップ、コミュニティサービス、政治的アドボカシー、国際関
係など、あらゆる側面からビジネスを支援する。 

 地域のビジネス・チャンピオンを生み出すために、国家の経済再創造プログラムを推進する。 
 国家経済再産業化計画に沿って、戦略的な国際ビジネス・コミュニティとのコラボを行う。

外国直接投資、輸出、知識と技術移転を支援する。 
 労働組合や教育界と協働し、国際基準の能力を持つ人材を育成する。 
 クリエイティブな起業家とともに、革新的技術を開発する。 
 戦略的なセクター（食料、住宅、インフラ、エネルギーなど）において大規模で長期的な資

金を提供する。 

主な活動内容 

 女性の経済的エンパワーメントに資するプログラム運営 
 地方の女性起業家の能力強化と増加 
 KADIN のジェンダー主流化。男性中心である商工会議所組織のメンバーに、ジェンダーと女

性の経済的エンパワーメントの研修を行い、意識を改革する。 
 ビジネスにおけるジェンダー平等に係る政府へのアドボカシー 
 インドネシアの男性経営者および女性経営者、一般市民への啓発活動 
 インドネシアの女性起業家の連携促進 

ホームページ http://www.kadin-indonesia.com/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
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全国商工会議所 KADINの女性部として 
 2015 年、インドネシア最大の商工会議所

KADIN（以下、KADIN）内に、「女性の経済的
エンパワーメント局」が設立された。この運営
を任されているのが、KADINの副会長であり、
インドネシアビジネス女性協会の会長である
ニタ・ユディ氏である。男性的な考え方が中心
である商工会議所の組織内に、このような部局
が設立されたこと自体に大きな意義がある、と
彼女は語る。2015～16 年と準備期間を経て、
2017 年から本格的な活動が始まった。 

 
女性達に自信を！～起業家育成 100 万人
の目標達成を目指して 
 パングリマ・プログラムは、「自信をもつ」とい

う意味の起業家育成プログラム。女性起業家の
スタートアップのために、１年間にわたる支援
を用意している。 

 始めの 3 か月は対象とした州（現在 22 州）で
プログラム紹介を行い、関係機関へ女性起業家
育成の意義について説明し、参加者を募る。次
の 6 か月は、ビジネスマネジメントやマーケテ
ィング研修によって、起業家を目指す女性を育
成し、モニタリング・評価を行う。最後の 3 か
月は、優秀な成績を修めた女性にマイクロファ
イナンスにてスタートアップの資金を提供す
る。 

 現在、始めの 3 か月が終わったところで、参加
者は 250 名程度と見込んでいる。インドネシア
政府の女性子供福祉省の支援を得て実施して
おり、今後、更に他の支援団体を募る予定であ
る。 

 
インドネシア女性フォーラムの開催 
 2018 年には、複数の民間企業の協賛により、

インドネシア女性フォーラムを開催した。この
フォーラムでは、主に女性の職場でのマネジメ
ント能力強化をテーマとした。また、米国政府
の 支 援 を 受 け て 、 MCAI （ Millennium 

Challenge Account Indonesia） 研修を実施
し、IT や電子機器を通じた資金調達に係る研修
を強化した。 

 
 

海外とのネットワークの拡大 
 女性の経済的エンパワーメント局では、会員の

海外進出や海外とのネットワークづくりも積
極的に支援している。カナダ政府と連携した
「民間セクターの貿易プロジェクト」、韓国中
小 企 業 ビ ジ ネ ス 団 体 （ Korea Small and 
Medium Business Corporation）と連携した
「中小企業協同フォーラム」等もその一例であ
る。 

 日本との関係については、KADIN 内に日本委
員会が 2015 年に設立され、日本とインドネシ
アの調和がとれた相互に利益があるビジネス
ネットワークの促進を目指している。特に国際
市場の競争に耐える革新的な技術やテクノロ
ジーを活用した中小企業の育成を目的として
いる。 

 現会長のデビィ氏は、山口大学への留学経験も
ある日本通であり、自身も IT ビジネス、衛生
製品、観光業などを営む起業家女性である。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 若い起業家女性達へ。あなたができることはた

くさんあります。時間を賢く使いましょう。そ
して、国家経済の発展のために活躍してくださ
い。 

インドネシア女性フォーラムの開催 
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シンガポール・マレー商工会議所 
Singapore Malay Chamber of Commerce  

and Industry (SMCCI) 

団体情報 

設立年 1956 年 会員 640 名（うち女性 200 名以上） 
連絡先 comms@smcci.org.sg 役員 17 名（うち女性 14 名） 
ミッション マレー人企業とムスリム企業における活発な企業文化を育むこと 
ビジョン シンガポール初のマレー人・ムスリムのためのビジネス団体となること 

活動目的 

 マレー人とムスリムからなるビジネス・コミュニティの利益を守ること 
 貿易や商工業に関する法的措置やその他の措置の促進・交渉 
 貿易や商工業に関連する規定・基準における統一性の推進、維持、保護 
 マレー人とムスリムからなるビジネス・コミュニティに利益をもたらす活動実施 
 他の商工会議所や貿易主体との良好な関係構築 

ホームページ https://smcci.org.sg/ 

SNS 
https://www.facebook.com/smccisg/ 
https://www.facebook.com/DEWIChambers/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
女性起業家に対する支援も提供する、付加
価値の高い起業家向けプラットフォーム 
 1956 年、定期的なビジネス・セッションや共

通の課題についての意見交換、起業家間のネッ
トワーク作り、国内外の市場へのアクセス支援
等を通じた付加価値の高い機会を創造するた
めのプラットフォームとして設立された。 

 シンガポール・マレー商工会議所（以下、SMCCI）
は男女の区別なく、全ての起業家を対象とする
が、特に女性起業家に対し支援を行う女性部と
し て 、 Dynamic Entrepreneur Women 
International（以下、DEWI）を立上げ、女性
が自信を持ち、経済的に自立することを目指し、
様々な支援活動を行っている。 
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創業から事業拡大までの各段階におけるニ
ーズに対応した支援メニューの提供 
 財務やブランディングに関する能力強化ワー

クショップに加え、指導だけではなくメンタリ
ングを含んだネットワーク強化のためのセッ
ション、更に展示会への参加支援やビジネスモ
デル等、創業から事業拡大までのあらゆる段階
のニーズに対応した幅広い支援メニューを提
供している。また、起業を目指す若者向けのイ
ンキュベーションとして、事業の創出や創業支
援サービスも提供している。 

 その中でも DEWI は、より女性のニーズに合わ
せた形で在宅ビジネスに焦点を当て、これから
創業を目指す又は創業後 3～5 年程度の女性起
業家を対象に、経験の共有やネットワーク作り
のためのセッション、ソーシャルメディアを活
用したデジタル・マーケティングのスキルアッ
プ研修などを提供している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海外マーケットへの参入やネットワーク拡
大のための海外視察の積極的な実施 
 海外マーケットへの参入やネットワーク拡大

に対するニーズの高まりに応じ、2017 年には
マレーシア、インドネシア、ミャンマーへの海
外視察を 70 回実施し、計 200 名の会員が参加
している。 

 特に最近は、ハラル食品を中心としたムスリム
市場への参入に対する関心が極めて高く、海外
視察の参加者の 23％はハラル食品・飲料分野
の起業家であった。 

経験共有やネットワーキングを重視した女
性起業家支援プログラム 
 DEWI の活動として、女性起業家間の情報共有

やネットワークの重要性を踏まえ、女性起業家
がそれぞれどのように起業し、またどのような
困難を乗り越えてきたかを、経験を共有するた
めのイベント（ビジネス・ショーケース）や、
女性起業家が互いに出会い、つながるためのネ
ットワーク支援（ビジネス・トーク）を実施し
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 そのほか、女性起業家が事業を拡大するための

ビジネスモデルや、国会議員と様々な意見交換
を 行う イベン ト（ Women entrepreneursʼ 
networking hi tea）、女性起業家の活躍をより
促進するためのワークショップ等を定期的に
開催している。 

 また、女性起業家による地域貢献の機会を提供
するため、貧困層に対するチャリティ・イベン
トを実施している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 女性がビジネスを行う上で大切なことは、広い

ネットワークを持つことです。シンガポールを
はじめ、世界にはあなたと同じような事業を既
に始めている仲間がいるはずです。また、世界
の人々は日本の食文化やファッションにとて
も関心を持っています。ぜひビジネスを通じて、
自分自身の可能性を広げてください。 

展示会への参加 

女性部（DEWI）によるネットワーク・イベント 
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シンガポール女性団体協議会 
Singapore Council of Women’s Organisations 

(SCWO) 

団体情報 

設立年 1978 年 加盟団体 59 団体 
連絡先 scwo@scwo.org.sg 役員 12 名 

ミッション 
様々な女性団体、クラブ、委員会、グループ、女性リーダーの連帯を高め、シンガポ
ール女性の平等な機会と意思決定、価値の実現を目指す 

活動目的・内容 

 以下の取組みを通じた女性団体の協議会として機能すること 
- 女性リーダーに対する意見交換や議論のためのフォーラムの提供 
- 会員団体間の情報共有や相互協力の機会の提供 
- 会員団体の共通の関心や目的の特定 
- 女性同士の良好な人間関係、善意、相互理解の醸成 

 あらゆる分野におけるシンガポール女性の地位の向上と改善 
 シンガポール女性に関する情報提供 
 女性のニーズに応じた直接支援サービスの提供 

ホームページ https://www.scwo.org.sg/ 
SNS https://www.facebook.com/theSCWO/ 

 

シンガポールに多数存在する小規模な女性
団体のアンブレラ組織 
 1978 年、ビジネスなど各専門分野を牽引する

女性リーダーグループにより、シンガポールに
多数存在する小規模の女性団体の結束を促す
ためのアンブレラ組織として設立された。
1979 年に 24 の女性団体により策定された
SCWO 憲章は、組織の役割をシンガポールにお
ける女性団体の国家レベルの調整機能とし、
「シンガポールにおける女性の地位向上を図
り、かつ女性自身の声を代弁するべく、積極的
に情報提供やアドボカシーを行う」ことをミッ
ションとしている。関連書籍の出版や調査、ワ
ークショップやフォーラムの実施を活動の柱
としている。 

 現在、ビジネスや女性の専門性のほか、アドボ
カシー、コミュニティなどに関する 59 団体が
メンバーとなっているが、女性起業家支援に特
化した団体はない。今後、SCWO 主導により女
性起業家支援団体を設立する計画である。 

ASEAN女性起業家ネットワーク（AWEN）
のフォーカルポイント機能 
 ASEAN10 か国が加盟する ASEAN 女性起業家

ネットワーク（AWEN）における、シンガポー
ルのフォーカルポイントとしての機能を果た
している。なお SCWO は、女性起業家支援を
専門的に行う団体ではないが、AWEN 発足時に
シンガポールにそうした団体が存在しなかっ
たことから、女性団体代表としてその役割を担
っている。 

 AWEN フォーカルポイント会議 
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 SCWO はシンガポールのフォーカルポイント
として、活躍が著しい女性起業家を AWEN ア
ワードにノミネートとしているほか、ASEAN
域内の経済発展に向けて、AWEN がどのように
女性起業家支援を行うべきかについての議論
にも積極的に関わっている。 

 
女性起業家に対する関連情報の提供 
 SCWO 自体は女性起業家向けの支援団体では

ないものの、上述のとおり、シンガポールには
女性起業家支援に特化した団体が存在しない
ことから、女性起業家に有益な関連情報等につ
いては、ホームページやネットワークを通じて
積極的に関係者へ共有を図っている。 

 例えば、東京都女性ベンチャー成長促進事業
（APT Women※）が第 3 期海外派遣プログラ
ムでシンガポールを対象とし、プログラム参加
者による5分間のピッチ（プレゼンテーション）
や、女性起業家が海外で成功する秘訣に関する
パネルディスカッション、シンガポールと日本
の女性起業家間のネットワーキングに関する
イベントを実施した際にも、SCWO がシンガポ
ールの女性起業家や関心のある関係者に対す
る情報提供を行っている。 

※APT Women：スケールアップを目指す女性ベ
ンチャーに対して短期育成プログラムを提供し、
ロールモデルとなる女性の成長を支援すること
で、現代の女性の新しい生き方の選択肢を示すこ
とを目的とした事業。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビジネスにおけるジェンダー・バランスの
実現と女性の活躍を推進するためのフォー
ラム（BoardAgender） 
 2011 年より、ビジネスにおけるジェンダー・

バランスの実現や女性の活躍推進に対する意
識向上のためのフォーラムを設立し、女性起業
家を含む実業家のほか、民間企業や公共セクタ
ーの各関係機関を対象としたイベントや意見
交換の場を提供している。 

 同フォーラムでは、主に 1）女性のリーダーシ
ップに関する情報提供と調査、2）キャンペーン
や広報を通じた意識啓発、3）ネットワーク・イ
ベントや研修、討議セッション、経験共有に取
り組んでいる。 

 
ビジネス・起業分野を含む各界で活躍する
女性の表彰（Singapore Womenʼs Hall 
of Fame：SWHF） 
 2005 年よりビジネス・起業部門を含む 13 部

門において、活躍が著しい女性を対象としたア
ワード（シンガポール女性のための殿堂）を授
与している。2018 年までに 145 名が選出され
ており、ビジネス・起業部門で 12 名、そのう
ち 5 名が女性起業家である。 

 
女性起業家に対するメッセージ 
（SWHF受賞者からの言葉） 
 理論は、必ずしも実践や経験とは相容れないこ

とがあります。私は販売に関する学位はないも
のの、自分自身の売上に関する予測は常に正し
いものでした（Ms. Anastasia Tjendri-Liew、
シンガポールで最も成功したベーカリーチェ
ーン創業者）。 

 ビジネスを行う上で大切なことは、利益を生む
こと、また人々に対する思いやりの心を持つこ
とであり、環境や地域社会を犠牲にして実現す
るものではありません。それらが唯一のビジネ
スのあるべき姿だと思います（Ms. Claire 
Chiang、社会起業家）。 

APT Women による女性起業家関連イベント 
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クアラルンプール・マレー商工会議所 
Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce 

(KLMCC) 

団体情報 

設立年 1975 年 会員 1,250 名以上 
連絡先 enquiries@klmcc.org  役員 15 名（うち女性 3 名） 

団体ミッション 
域内の経済発展を通じた商工界（ビジネス・コミュニティ）の質の向上を目指し、
ビジネス分野におけるリーダーシップ機関であること。 

主な活動内容 

 中央・州レベルにおけるビジネス団体の設立 
 マレー商工界関係者の団結の促進 
 商法やビジネス分野の規制に関する会員の利益保証・保護 
 国内外における取引、購入、販売、マーケティング等関連支援サービスの提供 
 他のビジネス団体との連携促進 
 ビジネス分野の調査研究・政策提言 
 経済・商業分野における教育・研修・スキル開発 

ホームページ https://klmcc.org/  
SNS https://www.facebook.com/Klmcc-Malaysia-886998868081055/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
地域経済の発展を通じたビジネス・コミュ
ニティのためのリーダーシップ機関 
 1975 年 4 月の設立以来、ビジネス主導でマレ

ー・ビジネスコミュニティを牽引している。現
在、32 以上の産業分野における中小企業から
大企業まで 1,250 名以上の会員を擁する。 

 団体の内部規範として、あるいは外部との関わ
りのあり方の基準として、改善に向けた途切れ
ることのない努力と取組み、協働やチームワー
クを通じた人々の結束、高い品質に裏付けられ
た信頼、プロフェッショナリズム、会員重視を
掲げている。 

mailto:enquiries@klmcc.org
https://klmcc.org/
https://www.facebook.com/Klmcc-Malaysia-886998868081055/
https://klmcc.org/
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 会員資格のほか、会員になることで得られるメ
リットや受けられる支援サービス等の点で、男
性起業家と女性起業家間における違いはない
が、女性起業家のみを対象とし、女性役員が代
表を務める女性部（womenʼs wing）が設立さ
れている。 

 
起業家間のネットワーク構築支援 
 起業家がより積極的に事業を展開することを

目的として、会員間あるいはシンガポールなど
の近隣国の起業家とのミーティングや意見交
換、ビジネスモデルなどを通じたネットワーク
構築を支援している。 

 
創業から事業確立、成長拡大期までの全ス
テージを対象とした支援メニューの提供 
 起業後2年以上の起業家を対象としたビジネス

研修・コーチングや、海外展開支援などの一部
の支援を除いてクアラルンプール・マレー商工
会議所（以下、KLMCC）が提供する起業家向け
の支援メニューは、創業から事業確立、成長拡
大期の全てのステージを対象としている。 

 会員に対する事業資金の提供や貸付は行って
いないが、資金調達のために必要な文書作成に
係る支援サービスを提供している。 

 クアラルンプールでは、オフィスや会議室の利
用サービスを提供している。 

 
各産業分野の市場動向や政府の規制等に関
する情報・共有機会の提供 
 産業分野ごとにミーティングを開催し、市場動

向や政府の規制・支援などに関する情報やそれ
を共有する機会を提供している。 

 代表的な支援プログラムとして、ASEAN 域内
により強固なハラル食品市場ネットワークを
創出するためのプラットフォーム支援（KL 
Market Place）を展開している。商品のプロフ
ァイリングやオンライン・モールの提供に加え、
域内の貿易関連団体からの市場情報の共有や

コンサルティング・サービスを通じたビジネス
支援等、複合的な支援を行っている。 

 2018 年 4 月にはマレーシア国内で実施された
国際ハラル食品フェアへの出店支援も行った。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
成長拡大期の起業家を対象とした海外展開
支援（関連情報の提供、展示会等への出展
支援など） 
 海外展開支援として、必要な情報提供や好事例

の紹介のほか、展示会への参加やビジネスモデ
ル、また輸出のための原産国認証や書類作成に
かかる支援などを提供している。 

 香港やシンガポール、インドネシア、インド、
韓国など各国の商工会との良好なネットワー
クを有しているほか、日本貿易振興機構
（JETRO）ともつながりがある。 

 2018年3月には、JETROの支援・協力を得て、
東京・幕張で実施された、食品業界のビジネス
拡大支援と最新動向にかかる情報発信・収集を
目的とした国際食品・飲料展（FOODEX JAPAN）
にブース出展を行った。 

 近年は、特にインドのインフラ分野やタイの食
品・飲料分野への進出に着目している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 皆さんがこれから進出を目指す世界のマーケ

ットでは、多くの女性起業家が各々をサポート
し合いながら、様々な形で活躍しています。あ
なたも海外に進出する際には、ぜひそうした活
力あふれる女性起業家を見つけ、共に支え合う
ために、積極的に行動してください。 

国際ハラル食品フェア 
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マレーシア女性起業家協会 

National Association of Women Entrepreneurs 
of Malaysia (NAWEM) 

団体情報 

設立年 1993 年 会員 600 名 
連絡先 secretariat.nawem@gmail.com  役員 15 名 

団体ビジョン 
マレーシアの女性起業家に対するスキルアップのプロセスや、夢を実現するための支
援を通じて、女性の連帯を高めること 

団体ミッション 
ビジネスにおいてより多くの女性が活躍できるようになるために、女性起業家にリー
ダーシップとインスピレーションを提供するパイプ役となること 

主な活動内容 

 ビジネスや起業に関するワークショップやセミナーの実施 
 貿易フェアや視察団、コンベンション、海外派遣への参加支援 
 女性起業家間の経験共有やビジネス機会拡大のためのネットワーキング支援 
 女性起業家による社会貢献・交流の促進 

ホームページ https://www.nawem.org.my/index.php 
SNS https://www.facebook.com/NAWEMMALAYSIA/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
女性起業家の多様性に合わせた支援を提供
するプラットフォーム 
 1993 年、事業分野や規模、民族の違いに関係

なく、あらゆる女性起業家に対して支援を行う
プラットフォームとして設立された。 

 2020 年までの達成目標として、会員である女
性起業家がビジネスにおける女性活躍の推進

役として認知され、更にはマレーシア国内に相
互理解といたわり合いの価値観を広めること
を掲げている。そのために、会員が高いモチベ
ーションを持ち、かつポテンシャルを活かして
事業を展開するための支援を行い、また、非政
府組織（NGO）として、ビジネス分野における
女性活躍推進のための政策提言も行う。 
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女性起業家のスキルアップのための支援 
 ビジネスや起業に関連する様々な分野の専門

家によるワークショップやセミナーを通じ、リ
ーダーシップや事業管理、プレゼンテーション、
コミュニケーション、マーケティングなどに関
するスキルアップの機会を提供している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 国連貿易開発会議（UNCTAD）等の支援により、

6 か月間の起業スキル研修（男女の起業家対象）
と 2 か月間のメンタリング（女性起業家のみ）
を組み合わせた起業家支援プログラム（The 
Gift of Entrepreneurship）を提供している。
前半のワークショップで習得した起業家に必
要な 10 の能力（目標設定、情報収集、ネット
ワーキング等）と実践的なビジネススキル（事
業計画、資金調達、マーケティング等）の習得
に対し、後半にてメンタリングを行う。 

 起業時の資金調達が多くの女性起業家に共通
の課題となっていることから、具体的な事業計
画あるいは起業のアイデアを持っている若い
年齢層の女性を対象とした投資家とのマッチ
ングイベント（SHARX Tank）という取組みを
実施している。具体的には、融資や補助金とい
った従来の方法とは異なる新たな資金調達方
法の紹介に加え、効果的なピッチ（投資家向け
プレゼンテーション）の手法を習得するための
ワークショップを実施するとともに、希望者に
は能力強化の一環として実際に投資家に対し
てピッチを行い投資を引き出す機会を提供す
るなど、ユニークな取組みを行っている。 

ニーズに合ったきめ細やかな支援メニュー
の提供 
 自宅での起業を希望する女性を対象として、ソ

ーシャルメディアを活用したデジタル・マーケ
ティングのためのスキル習得プログラムを提
供している。 

 国際連合難民高等弁務官事務所（UNHCR）と連
携して、難民女性を対象とした生計向上支援事
業として、女性の持つスキルを活かしたビジネ
ス立上げを支援している。 

 
政府機関や国内外の団体や大学、民間企業
とのネットワーク 
 女性起業家にとってより望ましいビジネス環

境を整備するための政策提言のほか、農業省な
どの関連省庁や民間企業の経営層と女性起業
家による意見交換の場を提供し、各分野の最新
の動向やビジネスチャンスにかかる情報収集
を積極的に推進している。 

 マレーシアにおける女性団体のアンブレラ組
織であるマレーシア女性団体協議会（NCWO）
や女性起業家ネットワーク協会（WENA）のほ
か、様々な NGO や民間企業と協力関係を築い
ている。 

 上述の国連機関や国内外の大学等と共同で事
業を実施しているほか、スリランカやジョージ
ア、ウズベキスタンの女性起業家団体とも交流
している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 ビジネスを行う上で重要なことは、自分にとっ

て最適なパートナーを得ることです。いろいろ
な人と出会うために、ぜひネットワークを大切
にしてください。また、明確な目的を持って躊
躇せずにビジネス上の会話に加わり、かつ有益
な情報を得るためにもコミュニケーション・ス
キルを高めることが重要です。ぜひ女性起業家
として成功し、若い世代にとってのロールモデ
ルとなってください。 

スキルアップ研修 
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タイ商工会議所 若者・女性委員会 
Sub-Committee on Promotion of Quality of Life for 

Child, Youth and Women, Thai Chamber of Commerce 
(TCC) 

団体情報 

設立年 2014 年 会員 60,000 名 
連絡先 tcc@thaichamber.org  役員 20 名（うち女性 18 名） 
団体ミッション 若者・女性の生活の質の向上 

主な活動内容 
 若者や女性に関する課題について、民間の見解を政府機関と共有する 
 タイ政府の省庁、ビジネス団体、女性企業団体等と協力して、女性に関する課

題・女性のエンパワーメントに取り組む 
ホームページ https://www.thaichamber.org/en  
SNS - 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

タイ最大のビジネス団体の女性委員会 
 タイ商工会議所は、産業協会・銀行協会ととも

にタイの民間企業を代表する経済団体として
1933 年に設立され、現在 60,000 名の会員を
誇る。商工会議所には、会員のビジネスを様々
なレベルで支援するための委員会が設置され
ている。 

 若者・女性委員会は、そうした会員を支援する
ために設置された委員会の中の一つである社

会開発委員会の下部委員会にあたる。2014 年
に約 20 名の女性会員によって設立され、若者・
女性の生活の質の向上を目指すワーキンググ
ループである。 

 若者・女性委員会の代表は、四半期ごとに社会
開発人間安全保障省、労働省、商業省、文化省
などとの定例会議にも参加している。 

 若者・女性委員会の主な活動の一つとして、労
働省が政策を策定する際に、女性の福祉につい

https://www.thaichamber.org/en
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て政策提言を行うなど、政策に女性の視点を反
映することにも尽力している。 

 
タイ商工会議所女性起業家賞 
 タイ商工会議所の女性メンバーを対象とする

賞で、2018 年には 12 名の受賞者が選ばれた。
77 の県商工会議所が 10 のカテゴリー（保険、
ホスピタリティ、エンターテインメント、文化、
教育、美容など）の各々の分野で優れた女性起
業家を推薦し、その中から委員会が受賞者を選
出する。受賞者はタイの社会開発人間安全保障
省などのフォーラムにスピーカーとして招か
れ、自らの事業やアイデアを発表、聴衆と共有
する。 

 この賞は若い世代の発掘にもなる。受賞した女
性起業家は、他の女性起業家のロールモデルと
しての活躍が期待されている。 

 
女性起業家の課題と家計管理・金融包摂研
修活動 
 タイでは女性の力が社会的に認められている。

タイ国内の会社の45%は女性が経営しており、
裁判官も 80%を女性が占めている。しかし、家
事や育児のある女性起業家にとって時間と人
材が課題である。つまり、限られた時間の中で、
どのように従業員の協力を得て成果を挙げる
かということである。この課題への対応として、
若者・女性委員会は、従業員のモチベーション
を高めるため、従業員の生活の安定・定年後の
福祉プログラムを開発した。従業員が経済的に
不安定では良い仕事はできないので、家計管理
を取り上げている。 

 従業員の経済生活の安定のため、“Happy 
Money（楽しいお金）”と“Happy Retirement”
（楽しい定年）”というプロジェクトを開始し
た。

 
 
 
 タイ商工会議所のメンバー企業を対象にキャ

ンペーンを行っている。これは企業の従業員の
お金の活用方法についてトレーナーを養成す
るパッケージで、証券取引所と協力して開発し
た。会社の人事担当者が研修を受けた後、社内
で従業員を研修する。家計の管理、定年後の備
え、副収入を得る方法などについて指導する。
男性も参加できるが、タイの多くの家庭では女
性が家計を握っているので、女性をターゲット
としている。 

 ASEAN 女性起業家ネットワーク（AWEN）と
も協力して、この家計管理・金融包摂プログラ
ムを広く活用する予定である。 

 
IT研修 
 タイの商業省、商工会議所、大学と協力して女

性が所有・経営している中小・零細の企業を対
象とする IT や E コマースの研修プログラムを
開発している。これも AWEN との協力を予定
している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 タイに進出するのであれば、ニーズ、好みなど、

タイの消費者について知り、理解すること、タ
イの良いパートナーを選択することが重要で
す。信頼できる人からの紹介などでパートナー
を探すと良いと思います。 

タイ商工会議所女性委員会メンバーと 
女性起業家賞受賞者たち 
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ASEAN 女性起業家ネットワーク 
ASEAN Women Entrepreneurs’ Network 

(AWEN) 

団体情報 

設立年 
2007 年 加盟団体 

ASEAN10 か国の女性起業家
団体計 10 団体 

連絡先 awenth2020@gmail.com 役員 15 名（うち女性 3 名） 

団体ミッション 
ASEAN の女性起業家の能力向上、発展とネットワーク構築を AWEN の活動を通じ
て支援すること。 

主な活動内容 

 知識と経験の共有 
 ジェンダー平等の促進のため、経済・商業活動推進策の開発・提案 
 ASEAN 共同体の女性の起業スキル強化とエンパワーメント 
 域内の女性起業家支援と、女性起業家にとってビジネスのしやすい環境の確立 

ホームページ http://www.awenasean.org/  
SNS http://www.facebook.com/awenasean 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASEAN 地域の女性起業家をつなぐ地域団
体 
 2007 年、ASEAN 女性委員会の場で ASEAN 女

性起業家ネットワーク（AWEN）の設立が提案・
合意された。その後 AWEN の詳細を決定、2 年
毎の持ち回りでメンバー国が議長を務めるこ
ととなり、2014 年から 2016 年まではベトナ

ム、2016年から2018年までフィリピン、2018
年 5 月からタイが議長国を務める。 

 現在の会長はタイの女性起業家団体の会長で、
AWEN 理事会は各国の代表からなる。執行役員
会はタイ女性起業家団体代表とタイ政府の社
会開発・人間安全保障省がリードし、女性起業
家団体、タイ政府関連省庁、商工会議所等が協

http://www.awenasean.org/
http://www.facebook.com/awenasean
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力するネットワークがタイ AWEN として活動
している。 

 
地域連携を活用した女性起業家支援 
 AWEN は女性起業家団体間のネットワーク構

築を担う団体であり、直接女性起業家にサービ
スを提供するのではなく、団体間で連携した活
動を通じ、女性起業家の能力向上やエンパワー
メントに貢献する。 

 「グレートウーマン」というプロジェクトをア
メリカ合衆国国際開発庁（USAID）などの支援
で立上げ、ASEAN 地域プラットフォームとし
て、国境を越えて共同の商品開発、研修、展示
会などを実施した。自国に戻った研修生が、ビ
ジネスを展開すると同時に他の女性に技術を
教え、メンターになるなどの成果をあげている。 

 このほか、拡大 ASEAN 参加国、国際労働機関
(ILO)、国連ウィメン、各国のビジネス団体と協
力関係にあり、国際会議やフォーラムなどを開
催し、女性起業家支援に関わる意見交換・協議
を広く行っている。 

 これまでにベトナムで2回、フィリピンで2回、
タイで 1 回、女性起業家大賞を選考している。
2018 年 5 月はフィリピンからタイへの議長引
継ぎと同時に開催し、ASEAN10 か国 10 人ず
つ、計 100 人の女性起業家が表彰された。 

 
 
 

 ASEAN 地域外との連携も視野に入れ、インド・
ネパールの女性起業家団体とも交流を継続し
ている。 

 
時代の変化とともに 
 インターネットの普及とともに、ビジネスも変

化している。2016 年－2018 年の活動計画は、
オンライン化による変化を見据え、オンライン
プラットフォームやソーシャルメディアを活
用した「市場アクセスとアウトリーチのデジタ
ル化」、労働市場のニーズに合った人材を養成
するための「起業研修・従業員の再研修」など
が主流となる。 

 女性起業家支援の一環として、従業員の金融知
識・家計管理の研修も計画している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 タイでビジネスを始めたいなら、複数の情報源

から情報を集め、信頼できるパートナーを見つ
けることが重要です。そして、タイの文化を理
解すること。タイ人は自己主張しないので、人
に対して謙虚・親切に接すると良いと思います。 

 自分のミッション・ビジョンを持っていること
が大切です。自分の人生の一部として、本当に
好きなことを選べば、困難があっても克服でき
るはずです。 

 成功の秘訣は皆が幸せであること。顧客や従業
員が満足していればビジネスは成長します。良
いサービスを提供し、従業員には働きやすい環
境を用意すれば、顧客は喜んで対価を払い、従
業員も良い誠意をもって働いてくれます。そう
することで、ビジネスが回るようになるのです。 

 
 
 
 
 AWEN メンバー女性起業家団体代表、タイ政府関係者、

プラユット・ジャンオーチャー・タイ首相と 
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インド商工会議所女性会 
Federation of Indian Chambers of Commerce 
and Industry (FICCI) Ladies Organization (FLO) 

団体情報 

設立年 1983 年  会員 6,500 名 
連絡先 flo@ficci.com 役員 7 名 
団体ミッション 
ビジョン 

女性の経済的エンパワーメントと女性達が平等な機会を得ること。 
 

主な活動内容 

 女性のエンパワーメント支援（起業支援、技術支援） 
 メンタリングと相談 
 調査研究 
 法的支援 
 女性幹部の育成 

ホームページ http://www.ficciflo.com 

SNS 
http://www.facebook.com/FicciLadiesOrganisation  
picasaweb.google.com/101240681714973397920 
http://www.youtube.com/user/FICCIFLO13 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ビジネスを通した女性の自立支援 
 インド商工会議所女性会（以下、FLO）は、ビ

ジネスを通した女性のエンパワーメントと自
立の後押しを目的に、インド商工会議所の傘下
として 1983 年に設立された。 

 FLO はインド最大の女性起業家団体の一つで、 
本部のデリーと全国 15 支部に約 6,500 名の会
員がいる。小規模から大企業まであらゆる業種

で活躍している女性が集っており、ステージ別
に様々な支援を行っている。 

 創業期の支援では、主に農村地帯の女性が経済
的に自立できるよう伝統的な手工芸の技術向
上や地域資源を活用した売れる商品づくりを
通して起業支援を行っている。また、これまで
女性が少なかった運転手や警備などの分野の
技能研修を行い、新たな就業機会を提供し、更

http://www.facebook.com/FicciLadiesOrganisation
http://www.youtube.com/user/FICCIFLO13
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に、デジタル教育を行うことで e コマースの促
進を行っている。 

 事業確立期の女性には、女性起業家が直面して
いる課題に対して、適正な価格でメンタリング
を行い、女性達を政府の支援スキームとつなげ
るなど、銀行などから資金調達ができるよう手
助けをしている。 

 成長拡大期の会社経営者、ファミリービジネス
や企業で働いている女性には、女性の潜在能力
を引き出し、経営に積極的に参画し、より指導
的な役割が担えるようにリーダーシップ・幹部
育成を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ビジネス法に関する知識の提供 
 ビジネスを行う上で、女性起業家が法律用語や

インドのビジネスに関する法制度、手続きに関
する知識があることは必須である。FLO は女性
にとって重要な法について取りまとめた「イン
ドのビジネス法ハンドブック」を発行するとと
もに、会員に対し啓蒙活動を行うことで、法的

な知識を提供
している。ま
た、政府に対
し女性の権利
平等に向けた
提言活動も積
極的に行って
いる。 
 

 

海外の女性起業家団体との積極的な連携 
 FLO は国際的なネットワークを重視しており、

2017年には40名のFLO会員が日本を訪問し、
全国商工会議所女性会連合会・東京商工会議所
女性会と活動の紹介や女性が輝く企業マネジ
メントについて意見交換を行った。同様に、南
アジア地域協力連合商工女性起業家委員会
（SCWEC）や ASEAN 女性起業家ネットワー
ク（AWEN）等、複数の女性起業家団体と連携
して販売会や交流会を行っている。 

 
女性起業家向けの多様な支援 
 FLO は女性起業家が健康であることが経済成

長につながると考えている。そこで、女性特有
のガンに関するセミナー、巡回診療、白書の発
行を行い、啓蒙活動を行っている。 

 女性の工業分野への進出を後押しする目的で、
ハイデラバード州で初の女性専用工業団地（50
エーカー）を同州政府の産業開発・投資公社と
連携して設置し、今後全国展開する予定である。 

 FLO 独自の取組みとして、毎年、インドのフォ
ーマルセクターのジェンダー均衡指数につい
て調査を行っている。毎年、指数を公表するこ
とで、女性にとってより働きやすい環境の促進
を目指している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 今般、本事業に FLO が関わる事ができ大変光栄

です。FLO がこれまで女性への技術支援やメン
タリングを通して女性起業家を支援してきた
経験をこれからも皆さんと共有していきたい
と思っています。私達起業家支援団体が、お互
い手を取り合って今後進むべきロードマップ
を描くことは、経済発展を加速させ、より多く
の女性起業家が海外進出する機会を提供する
だけではなく、アジア・太平洋
地域に核となる女性リーダ
ーを輩出することにもつな
がると思っています（ピンキ
ー・レディ会長）。

メンタリング事業の立ち上げ式 

ビジネス法に関する報告書 
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ウィメン・エンタプリナーズ・インディア
Women Entrepreneurs India (WEI) 

団体情報 

設立年 
2013 年  会員 

無料登録会員 
15,000 名 
正式会員 100 名 

連絡先 
contact@womenentrepre 
neursindia.com 

役員 なし 

ミッション 
女性起業家が自身の才能と強みを活用してビジネスをする上で、体系的な支援とネ
ットワークを提供するとともに、メンタリングを通して起業スキルを高めることを
支援する。 

主な活動内容 

 メンタリング・コンサルティング事業 
 起業に向けた啓蒙活動／起業支援事業 
 マーケティング支援 
 ネットワーキング事業 

ホームページ https://www.womenentrepreneursindia.com/ 
SNS https://www.facebook.com/WomenEntrepreneursIndiaNetwork/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自身の起業経験を後輩女性起業家に活かし
たいと考え設立された民間企業 
 ウィメン・エンタプリナーズ・インディア（以

下、WEI）は創業者であるマハラクシミ・サラ
ヴァナン氏が、2008 年にチェンナイで Web デ
ザインを専門とする IT 会社を起業した際、相
談する人がいなく苦労した経験と、彼女が作成

したホームページで女性起業家の業績が伸び、
とても喜ばれたことから、自身が会社経営で習
得したノウハウや Web デザインの知識を活か
して、これから起業を志す女性達を支援したい
と考え、立ち上げた民間企業である。 

 インドでは政府の起業家支援政策の後押しも
あり、起業を志す女性が増加しているが、チェ
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ンナイのような地方都市では、女性起業家を支
援する団体はほとんど存在しなかった。彼女が
2013 年に WEI を創業するとすぐにメディア
でも取り上げられ、女性からの問い合わせが殺
到した。現在、登録者は 15,000 名、会費を支
払っている正会員は 100 名である。 

 
ネットワーキングイベントは大人気 
 WEI は女性向けのネットワーキングイベント

を毎月開催している。資金調達、ビジネス法、
デジタル・マーケティング、ソーシャル・マー
ケティング等を専門のゲストスピーカーを招
いて実施している。 

 女性達はこのイベントを通して、新しい知識が
得られるだけでなく、女性起業家同士のネット
ワーキングや専門家から助言を得る機会にも
つながるため、人気があるプログラムである。 

 
 
政府の支援スキームを有効に活用して 
 女性起業家からの問い合わせで最も多いのは

メンタリングである。希望者に対しては、面談
形式だけでなく、スカイプなどを活用して遠隔
地の女性の相談にも対応している。 

 インドには様々な政府の支援があり、中小企業
の起業家が 100 万ルピー（約 150 万円）まで
無担保で借入ができるムドラ（MUDRA） や、
零細・中小企業省にオンラインで設立登録する
ことで海外の見本市への参加や補助金が得ら
れる制度など、海外進出を目指す起業家にとっ
て魅力的な支援が多い。しかし、情報がコンパ

クトにまとまっておらず、申請手続きが煩雑だ
と思われ、敬遠される傾向にある。 

 WEI では、起業家にとってメリットの多い政府
のスキームを、クライアントのニーズに合わせ
て提案し、丁寧に説明をして、積極的な活用を
推奨している。 

 
将来の起業家を育てたい 
 WEI は、より多くの女性に起業家として自立し

た人生を歩んで欲しいと願っている。そこで、
複数の女子大学と連携して起業の魅力につい
て講演を行っている。起業に関心はあっても、
身近にロールモデルがいないために踏み出せ
ない女性が多いことから、WEI のネットワーク
を活用し、様々な業種で活躍する女性起業家の
事業を紹介することで、起業家精神を養ってい
る。 

 起業家精神は子供達にもある。子供の独創的な
アイデアを、ビジネスとして実現していくプロ
セスを早い時期に習得することは重要である。
そこで、小中学生向けに起業家育成を行ってい
る民間団体の Kidspreneurs India と連携して
活動を行っている。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 これから起業を志す方は、まず自分のアイデン

ティティ、強みを明確にして、どのような可能
性があるかを考えてみてください。そして、ビ
ジネスをする上で以下の4つのことを心に留め
ておいてください。1）良い機会は決して見逃さ
ず、不適切だと思ったものは手を出さないこと、
2）ビジネスの知識を習得して常に勉強し続け
ること、3）変化を敬遠せず、適切な決断をする
こと、4）生産性のある業務に専念すること。 

 起業すると様々な試練に直面しますが、その時
はメンターを探し、WEI のような女性起業家支
援団体に入ることで新たな道が見えることも
あります。WEI は日本の女性起業家を支援する
日を楽しみにしていますので、是非お尋ねくだ
さい。 

WEI が企画した女性起業家イベントの参加者 
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北京女性起業家サービスセンター 
Beijing Female Entrepreneurs Service Center 

団体情報 

設立年 2016 年 会員 300 名以上 
連絡先 zhongbaijie@sohu.com 役員 14 名（うち女性 13 名） 

団体ミッション 
ビジネスを通して女性起業家の夢の実現に向けたサポートを行うとともに福祉活動
をとおして社会に貢献する。 

主な活動内容 

 社会福祉活動 
 社会、経済、文化、団体の交流活動 
 台湾、香港、マカオとの文化交流活動 
 起業家支援サービス 

ホームページ http://www.ccwew.com/ 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中国初の女性起業家向けの支援団体 
 北京女性起業家サービスセンター（Beijing 

Female Entrepreneurs Service Center 以下、
BFESC）は、2016 年中国国家民政部の許可の
下に設立した。中国で初めて女性起業家向けの
支援を目的に結成された、非営利団体である。 

 BFESC は、中華全国婦女連合会とのつながり 

が強い団体でもある。連合会は中国共産党に認
められた団体であることから、同会から後援を
得ているということは起業家や国民から信頼
を獲得しやすく、ステータスシンボルとなる。
同様に、BFESC 会員にとっても、連合会とコネ
クションを持つことでビジネスチャンスが拡
大し、政府から信頼を得やすいためビジネスを
行う上でメリットがある。 

mailto:zhongbaijie@sohu.com
http://www.ccwew.com/
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 メンバーは約 300 名で、全員女性である。中国
国籍の女性起業家であれば誰でもオンラインで
申請ができ、様々な業種、規模の女性起業家が会
員となっている。 

 
女性起業家の交流会の開催 
 設立以降、中国婦人雑誌社と北京女性と子供開発

基金と共同で、中国本土と台湾、香港、マカオの
女性起業家との交流と、双方の経済発展を目的と
した女性起業家の交流会を BFESC が事務局とな
り開催している。 

 2018 年度も 12 月に交流会が開催され、国内外
から 300 人近くの女性起業家、メディア、ビジ
ネスに関心がある学生が集結した。全土から選抜
された優秀な女性起業家の表彰、女性起業家同士
の活動紹介、ビジネスによる社会へのインパクト
等、幅広いテーマについて議論された。参加した
女性起業家からは、ネットワークを広め、同じ立
場にある起業家から良い刺激を受けられたと好
評を得た。 

 
金融分野に関して幅広いサポートを提供 
 BFESC は、資金面の課題を抱える女性起業家が

多いことから、政府からの補助金や BFESC の融
資などで資金を集め、金銭面のサポートを提供し
ている。また、女性経営者向けの資本や株式の合
理的な運用についてのセミナーの開催や経営の
ノウハウなどの教育サポートも積極的に支援し
ている。 

ウイグル自治区での創業支援 
 BFESC は台湾、香港、マカオの起業家や他の女

性起業家団体とも連携して、ウイグル自治区で
の創業支援を行っている。ウイグル自治区では
女性の雇用機会が少ないことから、女性自身が
創業することで生計向上につなげることを目
指している。既に、100 人が理髪店などの起業
準備を行っている。 

 また、同地区のニーズに合わせ、技術研修や 1
年間の土地の無償貸し出し等により、貧困層の
女性への支援を行う予定である。 

 
海外の企業や女性起業家団体との交流 
 BFESC は海外での起業や団体との交流に積極

的であり、これまで、米国やモロッコに視察団
を派遣し、現地の企業と女性起業家団体と意見
交換、交流を行っている。中国の一帯一路政策
では海外展開を重視していることから、今後、
より多くの女性起業家が海外進出できるよう
に支援を行っていきたいと考えている。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 今回、「つなぐ、架け橋～アジア・太平洋で活躍

する女性起業家たち～」のシンポジウムに参加し、
多くの日本人女性が中国でビジネスをし、また中
国進出に関心があることを知りました。BFESC
には活躍している多くの女性起業家メンバーが
います。今後もこのようなイベントを通じて女性
起業家同士がつながり、交流することでビジネス
の発展につなげていきましょう。特に日本企業に
は、高度な技術と近代化の経験があり、逆に中国
は大きなマーケットと豊富な人材を有している
ので、お互いの知見を深めることで、日本・中国
双方の女性起業家のビジネスチャンスにつなが
ると思います。

交流会で表彰された女性起業家 
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黒竜江省綏化市女性起業家商会 
Business Women’s Association of Sui Hua City, 

Heilongjiang Province 

団体情報 

女性起業家のネットワーキングを重視 
 黒竜江省綏化市女性起業家商会は、2015 年に

設立され、会員約 600 名を有する非営利団体で
ある。女性起業家が直面する様々な課題に対し
て、支援団体として学びの場を提供することで、
起業家の問題を解決することを目指している。 

 

綏化市の女性起業家交流会の開催 
 黒竜江省綏化市女性起業家商会の主要な活動

は、年に 1 回 12 月に開催される女性起業家の
交流会である。この交流会は、慈善団体や他の
団体と共催して実施するイベントで、毎年約
300 人が参加し盛大に実施されている。会員の
女性起業家の活動紹介に加え、慈善団体などが

設立年 2015 年 会員 560 名 

連絡先 
副会長 柳 春华 

黑龙江绥化市中保胡同与黄
河南路交叉口东南 100 

役員 10 名 

団体ミッション 
女性起業家が直面する、政治、経済、金融、文化等の課題に関して、皆で学び合い、
成長することを通じて社会に貢献すること。 

主な活動内容 

 女性起業家のネットワーキング事業 
 ビジネス展開のサポート事業 
 就業機会の提供事業 
 各種セミナーの実施 
 中国本土以外の女性起業家との交流事業 

（女性）起業家向け支援メニュー 
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綏化市で実施している活動発表が行われ、綏化
市で活躍する女性起業家を PR する機会となっ
ている。 
 

国や省の政策・制度の周知 
 会員のビジネス支援の一環として、黒竜江省が

実施する政策・制度に関するイベントに団体と
して参加している。このイベントでは、国家政
策やビジネス支援制度の説明に加え、経済や社
会の発展に資する新しいビジネスアイデアの
紹介も行われる。更に、黒竜江省が実施する女
性起業家向けの資金支援プロジェクトの紹介
や、黒竜江省で活躍している起業家の表彰が行
われる。綏化市女性起業家商会も同イベントで
活動発表を行うと共に、最新のビジネス情報を
収集し会員に情報提供を行っている。 

 
ビジネスサポートデスクの設置と就業機会
の提供 
 黒竜江省綏化市女性起業家商会は、綏化市婦女

聯合會と共同で綏化市の女性に対して起業支
援や就職支援を積極的に行っている。 

 就職支援について、綏化市の仕事のない女性に
対して家政婦といったニーズの高い分野で就
業できるよう、就労トレーニングセンターと連
携して様々な技能コースを提供している。 

 起業支援について、起業の促進とビジネスサポ
ートを目的に各県や市に支援デスクを設置し
ている。こちらは女子大学生向けと一般向けの

２つのデスクに分かれており、女子大学生向け
は大学付近に9カ所、一般向けは県に67カ所、
市に 25 カ所設置されている。起業家のステー
ジ別に助言を行っている。 
 

メンタル面のサポート 
 綏化市女性起業家商会では、一見ビジネスには

直結しない、薬用ダイエット、ヨガ、瞑想、茶
道、健康、漢方薬、音楽療法、禅心等のセミナ
ーを会員に提供している。会社を経営すること
は、時には、多くの悩みやストレスを抱えるこ
とにもなる。また、女性は結婚、出産などのラ
イフイベントを経ることでワーク・ライフ・バ
ランスをとることが難しくなり、優秀な若い起
業家がビジネスを諦める例も多くみられた。そ
こで、起業の健全な発展のためには、女性起業
家のメンタル面での支援も重要と考え、様々な
セミナーを提供したところ、会員に好評を得て
いる。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 

 黒竜江省は農業が盛んな地域で、イチゴ狩りな
ど体験型農業の設備も導入予定であり、ビジネ
スチャンスがある地域です。更に、大規模な住
居施設の建設予定もあり、商業的にも大きな発
展を遂げているところです。農業や商業の面で、
環境に配慮した農業技術や資源のリサイクル
システム、商業施設の高度なデザイン技術やマ
ーケットを作り出す豊富な経験がありますの
で、是非黒竜江省を訪問いただき、私達の会員
の女性起業家と技術面やマーケティングの面
で連携してビジネスパートナーになれたらと
考えています。 

 
 
 
 

イベントの際の集合写真 
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韓国女性経済人協会 
Korean Women Entrepreneurs Association 

団体情報 

 

女性起業家のニーズに対応した支援の実施 
 韓国最大の女性起業家支援団体であり、女性起

業家の幅広いニーズに対応した支援を実施し
ている。女性起業家の事業管理能力を向上させ
るために、本部や各地域事務所において、専門
家による助言やセクター別相談、経営管理指導
を行うカウンセリングやコンサルティング、現

地フォローアップを行っている。起業間もない
企業に対しては、審査により女性起業家や女性
が経営する優秀な企業を選定し、特許やマーケ
ティング、試作品に関する支援を行っている。
女性 CEO 向けの経営管理研修では、経営者ネ
ットワークの拡大や経営能力の向上を目的と

設立年 1999 年 会員 2,427 名 
連絡先 wbiz@wbiz.or.kr 役員 51 名 

団体ミッション 
女性の起業家精神を醸成し、女性が経営する企業を韓国の主要な経済主体として育
成するためにその活動を支援する。 

主な活動内容 

 起業家コンテストなどを通じた女性の起業および雇用創出の支援 
 ビジネスマッチングや海外進出支援、認証ブランドによる企業の市場開拓 
 母子家庭への財政支援や、女性が経営する企業の認証・インフラの確立 
 経営管理研修やビジネスインキュベーター管理等による女性経営者の能力向上 

ホームページ 
http://wbiz.or.kr 
http://womanbiz.or.kr 

SNS https://www.facebook.com/wbizinfo 

（女性）起業家向け支援メニュー 
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した講演会、討論会、展示会、フィールド調査
などを実施している。女性起業家コンテストで
は、商品の評価の高い創業 5 年未満の企業を表
彰し、投資家とのマッチングと起業家の事業促
進支援を行っている。 

 
女性関連政策についての国内の様々な組織
との議論 
 韓国女性ベンチャー協会や韓国女性発明家協

会などの女性起業家支援団体と、女性が経営す
る企業を中心とした政策を議論、提案している。
更に、韓国女性政策研究院や韓国法制研究院な
どの政府機関と協力事業を推進し、政策研究も
進めている。 

 複数の経済団体の一員として、女性が経営する
企業の相互交流や政策提言を行っている。女性
の経済競争力を高めるための経済フォーラム
や、各団体や企業の代表などが集まる経営者会
議を、他団体と共同開催している。 

 
企業の認定や入札に関する情報共有・研修、
財政支援を通じた資金調達の促進 
 女性が経営する企業を認定して入札を有利に

するほか、入札情報の提供や実践研修を通じて
公的調達への参加を促進している。また、各地
域の特性に合わせた経営能力を身に付けるた
めの実践研修や、電子入札システムの導入・参
画支援、様々な形態の入札情報の提供、女性の
ビジネス証書の発行などを行っている。 

 起業前・創業期の相対的に収入の低い女性起業
家、特に母子家庭への財政支援として、店舗賃
貸保証金を貸与している。 

 
マッチングプラットフォームや認証ブラン
ドなどによる国内外の販売拡大の促進 
 新製品の企画やマーケティング、開発、デザイ

ンといった各分野の専門家によるマッチング
プラットフォームを有しており、個々の起業家
の規模や段階に応じたビジネス支援を行って
いる。 

 当協会の認証ブランド YEOUM を活用し、大型
流通経路の開拓や、ホームページでの商品販売、
商品を展示した広報館を通じた各種流通経路
の商品担当者や販売会社への商品プロモーシ
ョン、専門的なマーケティング研修などを実施
し、販売や流通の拡大促進を図っている。 

 
 海外進出のためのワンストップ支援事業とし

て、バイヤーの開拓や海外市場の開拓を目的と
した海外展示会への参加支援のほか、海外との
取引実務やeコマースなどに関する研修の実施、
国内企業向けの輸出コンサルティングや輸出
販売の支援など、様々な輸出ビジネスの促進を
行っている。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 創業期の女性起業家の事業は、売上や資産など

の面で男性起業家よりも規模が小さいですが、
一般的に自己資本比率は高く、収益性や効率性
も高いと言われています。女性起業家による事
業を通じた社会あるいは経済への貢献度は増
していますが、女性起業家に対する社会意識は
まだ高くありません。 

 将来的に、女性の起業家精神が経済発展の原動
力となり、社会経済におけるジェンダー平等を
通じて、多くの女性が起業や事業拡大、海外展
開の機会をより多く得ることで、女性起業家が
経営する企業の多くがグローバル企業へ成長
することを願っています。 

 

海外進出のためのワンストップ支援事業 
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韓国女性ベンチャー協会 
Korea Venture Business Women’s Association 

団体情報 

設立年 1998 年 会員 1,217 名以上 
連絡先 kovwa@kovwa.or.kr 役員 50 名 

団体ミッション 
女性が経営するベンチャー企業の権利を保護し、その社会的認知度を高め、かつ安
定的な成長の基盤を作ることによって、国の経済発展に貢献する 

主な活動内容 

 女性ベンチャー企業のスタートアップとコミュニケーションプラットフォーム
の支援 

 国内外の新市場への進出支援 
 資金調達・投資の支援や相談 
 女性ベンチャーCEO のイノベーション支援 
 企業間交流促進 

ホームページ http://www.kovwa.or.kr 
SNS - 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

女性ベンチャーのスタートアップとスケー
ルアップの促進 
 約 20 年間、着実に女性起業家への支援の種類

を増やし、会員数も 1,200 名を超えた。理事会
メンバーも含め、全員女性で構成されている。 

 韓国女性経済人協会や韓国ベンチャー協会と
いった他の起業家支援団体と、各関連団体のイ
ベントや販売、資金調達などに関する情報共有
や、他団体とのイベント・キャンペーンの共催
など、幅広い協力を行っている。 

http://www.kovwa.or.kr/
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 行政安全部や産業通商資源部、科学技術情報通
信部、女性家族部、商工会議所、中小企業中央
会などと、女性の活躍に関する政策や制度に関
する意見交換を定期的に行い、女性ベンチャー
の事業立上げや起業数年後の事業拡大を側面
からも支援している。 

 
起業時の女性ベンチャーに対する多彩な支
援プログラムの提供 
 女性が経営する企業のビジネス全般を支援す

るビジネスセンターの創設や、女性ベンチャー
の事業立上げ支援、立上げ後のケアプログラム
の提供、スタートアップフォーラムの開催、若
手女性ベンチャー育成委員会の設置などを通
じて、起業前の段階から事業の立上げまで幅広
いニーズに対応した支援を実施している。 

 創業期から起業後 4 年程度までは、事業運営の
安定などを目的として、メンタリングやコーチ
ングプログラムを提供している。また、起業し
たばかり、または起業から数年後の事業拡大を
目指している女性を対象にインターンプログ
ラムを実施している。 

 
女性ベンチャーCEO のイノベーション及
び経営能力向上の支援 
 地域別の女性ベンチャーCEO イノベーション

アカデミーや、国内外の経済産業の動向に関す
る情報共有を目的とした会議などを開催し、積
極的な事業展開や安定的な経営を進められる
ように機会を提供している。資金調達後の事業

拡大の際に生じる、経営の不安定さに対応する
経営能力向上プログラムも実施している。 

 
資金調達に関する支援や相談機会の提供 
 スタートアップに関する投資家向けの広報活

動、女性ベンチャーに対する投資や融資に関す
る相談、運用資金の活用支援などを通じて、資
金調達に関する支援活動を展開している。 

 政府の起業家支援プログラムなどの資金調達
に関する情報提供や、企業間のビジネスマッチ
ング、企業説明会を通じて、女性起業家が資金
を調達しやすい環境を整備している。 

 金融機関に資金調達後の事業計画や返済プラ
ンなどを説明する際に用いるプレゼンテーシ
ョンの改善支援を提供している。 

 
国内外の新市場への進出支援 
 輸出における企業コンソーシアム形成支援や、

国内外の展示会や会議の開催、海外進出支援、
公共分野における個別相談やネットワーク構
築などを通じて、女性ベンチャーの事業拡大の
ための支援と機会提供を行っている。協会のホ
ームページ等を活用し、会員企業の営業活動も
支援している。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 海外進出する際は、国によって文化が異なるの

で、まずはそれに留意する必要があります。一
方で、アジアなどでは自国と類似しているとこ
ろもあるので、そこに目を向けてロールモデル
を見つけると良いと思います。事業を通じて学
習し続けていくことも大事ですが、起業家とし
て多くの人達と共に働く上で人柄を磨いてい
くことも重要です。そうした関わりを通じてロ
ールモデルが見つかり、その人を模倣している
うちに、その人を超える成果が得られたり、世
界に飛び立つのも早くなる可能性が高くなる
と思います。 

 女性ベンチャーCEO イノベーションアカデミー 
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韓国女性発明家協会 
Korea Women Inventors Association (KWIA) 

団体情報 

設立年 1993 年 会員 約 4,300 名 
連絡先 gokiwie@gmail.com 役員 19 名 

団体ミッション 
女性による発明の重要性に対する認識を高め、女性発明家の活動の基盤を拡大して
全国的に発明の環境を整備し、女性の創造性の可能性を広げることで、国民の関心
を高め、国家のプロジェクトと経済発展に貢献する 

主な活動内容 

 国際女性発明展示会や国際女性発明フォーラム、女性発明起業家国際ワークシ
ョップの開催 

 女性優秀発明発表会や女性の発明事業コンテストの実施 
 発明品の試作や弁理士サービスに関する相談と研修プログラムの提供 
 知的財産権関連組織を回る見学ツアーや、模倣品に関する消費者教育の提供 
 女性の発明と創造性に関する講義や、女性インストラクター養成コースの実施 

ホームページ http://www.kiwie.or.kr 
SNS - 

（女性）起業家向け支援メニュー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

アイデアを基盤に起業する女性支援 
 技術開発できても、特許や知的財産に関する政

策や制度、法律などに関する情報を持っていな
い女性に対し、知的財産権を適切に行使・管理
するための能力強化や資金支援などを行って

いる。発明に関連する取組みを行っている女性
であれば誰でも会員登録が可能で、会員の約半
数を起業家が占めている。 

 
 

http://www.kiwie.or.kr/
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女性起業家による海外進出の成功事例の把
握及びネットワーク構築の促進 
 毎年開催する国際女性発明展示会（KIWIE・

2018 年は 28 か国が参加）の際には、国際女性
発明フォーラムも同時開催し、各国の代表が女
性発明家や、起業家による海外進出の成功事例、
国レベルでの注目すべき支援政策・制度などを
紹介している。そうした取組みを通じて、女性
発明家達の国際的な人的ネットワークの形成
や、共通ビジョンの醸成を図っている。 

 更に、起業していない女性発明家や女性起業家
を含む中小企業を対象とした、女性発明起業家
国際ワークショップを開催し、知的財産制度を
有効活用するために、女性起業家の成功事例や
事業戦略の紹介、実践的な国際ビジネス活動の
訓練といった、世界知的所有権機関（以下、
WIPO）の訓練プログラムを提供している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コンテストを通じた、起業前の女性による
発明の事業化支援 
 女性の発明事業コンテスト（Life Invention 

Korea）では、起業前の女性達が生活に関連す
る発明を通じて、自分自身のアイデアを実際に
商品化することを支援している。コンテストを
通じて、知的財産権に基づくビジネス化を積極
的に奨励し、発明品の商品化、特許出願、設計、
試作品製作までを支援している。 

知的財産権と発明に関する体系的な教育の
提供 
 女性の特性や取り巻く環境を考慮し知的財産

権に関する教育を提供し、女性の知的創造力の
強化と発明基盤の拡大に貢献している。講義を
受講した起業家や起業前の女性が、投資を得る
手段を理解できるようになることを目指して
いる。  

 
国内外の新市場への進出支援 
 韓国発明振興協会や韓国特許庁（KIPO）、韓国

知的財産サービス協会などが実施する展示会
や情報共有の機会への参加を支援している。 

 WIPO による活動支援のほか、国際発明者連盟
協会（IFIA）とも有機的に連携している。更に
資金面において、KIPO と積極的な連携を図っ
ている。 

 
女性起業家に向けたメッセージ 
 海外で事業を展開する際は、まず国に認められ

た特許、つまり独占権を取得しましょう。たと
え最高のアイデアでも、合法化されない限りは
資産になりません。権利が保護されないと競争
もできないので、国際出願手続きについても勉
強しておきましょう。女性は出産や育児でキャ
リアが途切れるため、男性に比べて人的ネット
ワークや職務経験が限られてしまうなど困難
なこともあるかもしれませんが、自分ですべて
を解決しようとせず、先輩女性起業家と出会い、
実践的な助言や支援を積極的な態度で求めて
いくと良いでしょう。 

 
 
 
 

  

国際女性発明フォーラムでの経験共有 
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〇日本の架け橋女性が支援を受けたその他の団体 
 
 本調査を通して、日本人の架け橋女性が支援を受けた団体は以下のとおりである。 
 

支援分野 団体名 

政策・制度  在日大使館 
 知的財産センター 

資金調達  エアアジア財団 
 日系銀行の現地事務所 
 小企業知的財産活動支援補助金 
 東京都女性・若者・シニア創業サポート事業 
 フィリピンの銀行関連 NGO 団体 
 輸出促進活動支援補助金 

経営者としての 
能力開発  米国の起業支援団体 

 現地の日本商工会議所 
 福岡市 
 APT Women 
 Changefusion（タイ） 
 True（タイ） 
 Yahoo!Japan 

マーケット/ 
ネットワーク  経済産業省 

 商標進行機構 
 深セン和僑会 
 全国商工会連合会 
 特許庁 
 日本貿易振興機構（JETRO） 
 Asia Women Social Entrepreneurs Network 
 WAOJE（海外を拠点に活躍する日本人起業家ネットワーク） 
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