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起業の意義

➀ 経済の新陳代謝と新規起業の高い成長力

起業によって経済の新陳代謝が活発となり、革新的な技術等が
市場に持ち込まれ、経済成長を牽引する成長力の高い企業が誕生
する。

➁ 雇用の創出

情報通信業や医療、福祉といった開業率の高い業種では、開業
事業所における雇用創出が雇用増加に大きく寄与しており、また
小売業や飲食店、宿泊業といった生業型の業種においても、開業
事業所における雇用創出が大きく、起業が雇用創出に重要な役割
を果たしている。

➂ 起業が生み出す社会の多様性

既存の環境では実現できなかった個性・能力の伸張の場が創出
されることで、より良い生き方・働き方を可能にする。

2（出典）中小企業庁「中小企業白書2011年版」

【起業の意義】



（出典）中小企業庁「中小企業白書2012年版」

起業希望者及び起業家の性別構成の推移

○ 起業家に占める女性の割合は男性より低いが、12年データでは女性の起業希望
者の割合が79年以降で最も高くなっている。

○ 以前は、起業希望者に対する実際の起業家の割合が男性の方が低かったが、02
年以降は概ね男女とも同程度で推移している。
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【女性の起業の特徴】



男女別・年代別の起業家数

○ 男性起業家は30歳代、60歳代で人数が多くなっている。一方、女性起業家は30
歳代の人数が相対的に多いものの、他はどの年代でもほぼ同数となっている。

○ また、男性と比べて起業家数が少ない。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2012年版」
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【女性の起業の特徴】



男女別の起業分野

○ 女性は男性と比べ、子育てや介護等、生活のニーズに根ざした「生活関連サー
ビス業、娯楽業」、また趣味や前職で特技等を活かした「教育、学習支援業」等の
分野での起業が多い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」を加工
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【女性の起業の特徴】



起業を意識したきっかけ

○ 女性は「時間的余裕（介護や子育て等が一段落）」や「家庭環境の変化（結婚・
離婚、出産等）」といった家庭面に関する要因を挙げる者が多い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

￥
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【女性の起業の特徴】



起業を志した理由

○ 女性起業家は「性別に関係なく働くことができるから」「趣味や特技を活かす
ため」「家族や子育て、介護をしながら働けるため」を選択する割合が全体平均よ
り高く、職務経験や趣味を活かして、家事と両立しながら起業する傾向が見られる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【女性の起業の特徴】



起業のパターン

○ 女性は「他社での勤務経験はなく、独自に起業」を選択する割合が相対的に高い。
○ 職務経験が乏しい主婦等が起業を成功させるには、経験不足を補う「創業スクー
ル」のような起業を支援する取組が必要と考えられる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【女性の起業の特徴】



起業の形態

○ 全体として、個人事業者として起業する者が7 割を超えている。
○ 特に女性は、個人事業者を選択する傾向がある。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【女性の起業の特徴】



起業までの道のり

○ 中小企業庁の調査によると、「潜在的起業希望者（起業を将来の選択肢として
認識しつつ現時点では準備していない者）」は約42.9万人存在すると推計される。

○ 起業家数拡大のためには、各ステージごとの課題分析・支援策の検討が必要。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」を加工
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【起業までの道のり（準備段階、起業時、起業後の課題）】



起業の担い手の分布

○ 男性の方が四つのステージ全てにおいて割合が大きく、起業に無関心な割合は
女性の方が大きい。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」を加工
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※インターネットのスクリーニング調査を全国の20～69歳の男女49,015名に対して行い、うち潜在的起業希望者、初期起業準備者、
起業準備者、起業家、起業断念者を抽出し、本アンケートへの回答者としている。

【起業までの道のり（準備段階、起業時、起業後の課題）】



起業家が起業時に感じる不安

○ 全体として「収入の減少・生活の不安定化」「事業の成否」「社会保障（医療
保険・年金等）」の割合が高く、女性も全体平均と類似した傾向にある。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



起業の準備に踏み切らない理由

○ 女性は「収入、やりがい、プライベートの面で現状に満足」「自分のやりたい
ことをどうしたら事業化できるかわからない」と回答する者が多い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



初期起業準備者が直面している課題

○ この段階では全体の傾向と女性の割合に大きな差異は見られない。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



具体的な起業の準備に踏み切ったきっかけ

○ 女性は、「周囲の人の勧め・誘い」「一緒に起業する仲間の存在」とともに、
「資格の取得」「家庭環境の変化（結婚、離婚、出産等）」と回答する者の割合が
全体平均に比べ高い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



起業準備者が直面している課題

○ 女性は「経営知識」「家庭との両立」と回答する割合が高い一方で、「特にな
い」と回答する割合も高い。

○ 女性は比較的、生活のニーズに根ざした開業費用の小さい起業を行う傾向があ
ることから、起業準備段階において直面する課題が相対的に少ないと考えられる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



起業実現に向けた手応え

○ 女性とシニアは起業できる可能性があると回答した割合が低い。

○ 「わからない」と回答した者を含めると、約８割が準備段階において不安を感
じている。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



起業にかかった費用・自己資金

○ 女性や若者は比較的低額な費用・自己資金で開業する傾向がある。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



個人保証や担保の提供

○ 女性は起業にあたって保証や担保を提供する割合が低く、手元資金の範囲で堅
実に起業する傾向があると考えられる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（準備段階）】



起業家が起業時に直面した課題

○ 起業準備者が直面した課題と同様、女性は「経営知識」「家庭との両立」と回
答する割合が高い。

○ また、全体的に「特にない」の回答割合が高く、起業前に課題と感じていたこ
とも、実際に起業するとそれほど困難ではなかったと感じる者が多いと考えられる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（起業時）】



起業家が起業を断念しそうになった際に直面した課題

○ 起業家が直面した課題に比べ、「経営知識一般」の割合が低下する一方で、
「資金調達」「家族の理解・協力」の割合が大きくなっている。

○ 特に女性は「家庭との両立」が課題と答える者の割合も比較的高い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（起業時）】



起業家が起業を断念しそうになった際の相談相手の有無

○ 女性は比較的相談相手が多いが、全体平均では約４割の者が相談相手がいない
と回答している。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（起業時）】



起業家が起業を断念しそうになった際の相談相手

○ 全体的に「家族・親戚」「友人・知人」を挙げる者が多い。
○ また女性は「起業仲間や既に起業した先輩起業家」を挙げる割合が比較的高い。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（起業時）】



起業後の手取り収入（月額）

○ 全体平均の約２割が「10万円以下」、約４割が20万円以下である。
○ 女性は比較的、手取り収入が低い層の割合が大きい。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
24

【起業までの道のり（起業後）】



我が国の開業率が低い理由として考えられるもの

○起業後の生活が不安、再就職が困難等「起業後の生活・収入の不安定化」に関するもの
○金銭的コストが高い、手続きが煩雑等の「起業に伴うコストや手続き」に関するもの
○起業家教育が不十分、安定的な雇用指向等「起業意識」に関するものに大別できる。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（課題）】



起業環境の国際比較

○ 日本の起業環境は総合120位であり、OECD34ヶ国中、31位と低水準。

○ ただし、会社設立に必要な手続きや開業コストは、女性起業家に多い個人事業
者としての起業には必ずしも当てはまらない。

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」
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【起業までの道のり（課題）】



周囲の起業家の存在

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○ 起業無関心層や潜在的起業希望者は、周囲に起業家がいない者が多い。
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【起業までの道のり（課題）】



起業に関する相談をすることについて抵抗感を感じるか

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○ 全体平均で26％の者が抵抗を感じると回答し、特に女性や若者ではその割合が
高くなっている。
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【起業までの道のり（課題）】



起業に関して周囲に相談しにくい理由

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○ 全体的に「起業家としての能力や素養を否定されることへの不安」を回答する
者が多く、女性に関しては「性別・年齢により起業すること自体を否定されること
への不安」を回答する割合が比較的高い。
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【起業までの道のり（課題）】



起業に関する相談相手

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○「相談する相手はいなかった」と回答するものが全体的に多い一方で、女性は
「家族・親戚」「起業仲間や先輩起業家」と回答する者が比較的多い。
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【起業までの道のり（課題）】



活用したことのある支援策の中で、最も満足度や優先度が高いもの

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○「インターネット等による起業・経営に関する情報提供」と回答する割合が高い。
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【支援】



今後活用したい支援策

（出典）中小企業庁「中小企業白書2014年版」

○「講座やセミナー」「インターネット等による情報提供」等と回答する者が多い。
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【支援】



政府文書等における女性の起業支援に関する記述➀

「日本再興戦略」改訂2015 -未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定）
➆ 地域の創業支援ネットワークの構築と女性・若者の創業支援

• 地域のサービス分野における創業や女性・若者の創業等を支援するため、日本政策金融公庫
等の創業者向け融資等の一層の活用や起業教育の充実を図ることで、創業者向けの円滑な資金
供給及び創業マインドの向上を促進する。また、例えば、女性起業家が身近に経営相談を持ち
掛けられるようにするための日本政策金融公庫等の相談窓口や地域の起業経験者、創業支援人
材等のネットワークの構築、創業分野に係る政府系金融機関と民間金融機関の協調融資スキー
ムの構築など、地域の創業支援体制を強化する。

まち・ひと・しごと創生総合戦略2015改訂版（平成27年12月24日閣議決定）
（１）-（ア）-D-➃ 創業支援・起業家教育

• （前略）株式会社日本政策金融公庫が開催する「ビジネスプラン・グランプリ」・出張授業
やDBJが開催する「DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」等を通じて、創業マインドの
向上を図るとともに、起業家教育の充実を図る。

（３）-（エ）-➃ 地域における女性の活躍推進

• （前略）「女性活躍加速のための重点方針」に基づき、地域での女性の働く場の確保、女性
による起業の支援、これまでの女性の活躍が少なかった分野での活躍推進（中略）等に取り組
み、女性活躍のための環境整備等を推進する。
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【支援】



政府文書等における女性の起業支援に関する記述➁

女性活躍加速のための重点方針2015（平成27年6月26日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
３ 女性活躍のための環境整備
（４）地域社会における女性の活躍推進

➀ 女性が起業を通じてその個性と能力を発揮できるよう、地域における金融機関、創業・
産業支援機関、地元企業、起業経験者等の様々な関係者が連携し、女性の起業を支援する
体制を整備する。

第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日閣議決定）
第２分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
＜成果目標＞

４ 経済分野
ウ 女性起業家に対する支援

① 起業に係る女性特有の課題を踏まえ、事業の立上げから運営までをワンストップで支援
する仕組みのほか、事業活動の高度化に向けて、例えば、保証や担保等に必要以上に依存
しない信用付与、経営面や事業面におけるメンターによる支援等、民間金融機関や民間企
業による多面的な支援の在り方を検討する。

② 女性起業家が利用できる低利融資や補助等の女性起業家に対する資金面・事業活動面で
の支援の充実を図るとともに、情報発信を進める。

③ 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」を踏まえた措
置や各種の助成制度を活用し、女性の起業家を支援する。

項目 現状 目標（期限）

起業家に占める女性の割合
※起業家とは、過去１年間に職を変えた又は新たに職に就いた者のうち、
現在は自営業主（内職者を除く）である者。

30.3％
（平成24年）

30％以上を維持
（平成32年）
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【支援】



政府文書等における女性の起業支援に関する記述➂

Ｇ７エルマウ・サミット首脳宣言（平成27年6月8日外務省仮訳）
女性の起業家精神

女性の起業家精神はイノベーション，成長及び雇用の主要な推進力である。しかし，G7諸国
及び世界中で，多くの場合，事業を開始し発展させる際に女性が 直面する追加的な障壁のため，

自ら事業を運営する女性は男性に比べて非常に少ない。我々は，附属書に規定された女性の起
業家精神を促進するための共通の原則について合意し，他の関心国に対し，この我々の努力に
参加することを招請する。特に，我々は，女児と女性に起業家となる可能性を認識させる。
我々は，例えば，金融，市場，技能，リーダーシップの機会及びネットワークへの女性起業家
のアクセスを促進することを通じ，女性起業家の個別のニーズに対応する。 我々は，OECDに
対し，女性起業家の促進について進展を監視するよう要請する。（後略）

附属書：女性の起業家精神に関するG7原則

• 女児及び女性に，例えば学校，職業訓練，大学など早期段階から適切な情報を促進するこ
とにより，起業家となる可能性を認識させ，その考えをビジネス事案にすることを積極的に
奨励する。

• ジェンダーの定型化に対抗し，女児が早期からSTEM（科学，技術，工学及び数学）分野に
おいて履修し教育を完了するための具体的な措置を策定する。

• 例えば新世代の女性創業者の模範として，成功した女性起業家の注目度を高める。

• 例えば女性起業家に目的に沿った情報，技能，助言及び指導を提供し，女性起業家のため
のネットワークを促進することにより，女性起業家の個別のニーズに対応する。

• 女性起業家の，代替的な資金源及び銀行制度を含む資金調達，技術・イノベーション，及
び国内・国際市場へのアクセスを促進する。

• 例えば，男性女性双方のための，育児休暇及び保育へのアクセスを含む仕事と家庭生活の
両立支援のための十分な政策を策定することにより，枠組みを改善する。
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【支援】



36

既存の支援施策例

・中小規模事業者対策推進事業（女性経営者への研修支援）
（中小企業庁） 等

販路開拓・マッチング支援・研修

・女性起業家大賞（日本商工会議所女性会連合会）
・女性新ビジネスプランコンペティション（日本政策投資銀行）
・日本ベンチャー大賞（経済産業省）
・Japan Venture Awards（独立行政法人中小企業基盤整備機構）等

ビジネスコンペ・表彰（意識啓発）

自治体との連携による創業支援

・地域商業自立促進事業（中小企業庁） 等

開業～自立期運転用女性向け低利子融資

・女性、若者/シニア起業家支援資金（日本政策金融公庫）等

女性の起業が多い業種向け資金繰り支援

・生活衛生関係営業での女性創業資金繰り支援
（日本政策金融公庫） 等

・創業・第二創業促進補助金（中小企業庁）
・創業支援事業者補助金（中小企業庁）
・新創業融資制度における女性向け小口創業特例制度
（日本政策金融公庫）
・創業支援貸付利率特例制度（日本政策金融公庫） 等

創業補助金・開業用/初期運転用低利子融資

・地域創業促進支援委託事業（創業スクール事業）
（中小企業庁）等

創業スクール

・中小企業・小規模事業者支援ポータルサイト（ミラサポ）
（中小企業庁）
・女性応援ポータルサイト（内閣府）
・各自治体、商工会等の相談窓口 等

情報提供・相談支援

・起業家教育普及促進事業（経済産業省）
・教員向け指導事例集「生きる力を育む起業家教育のススメ」の作成（経済産業省・文部科学省）
・グローバルアントレプレナー育成促進事業（文部科学省）
・グローバル起業家等育成プログラム（経済産業省） 等

起業家教育

【拡大支援】

【創業支援】

【支援】
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既存の支援施策例（キャリアパス別）

起業家教育
起業分野における
キャリア無し

起業分野における
キャリア有り

情報提供・相談支援

販路開拓・マッチング支援・研修

創業補助金・開業用/初期運転用低利子融資

ビジネスコンペ・表彰（意識啓発）

創業スクール

女性の起業が多い業種向け資金繰り支援

開業～自立期運転用女性向け低利子融資

自治体との連携による創業支援

創
業
支
援

拡
大
支
援

成長志向企業等 個人経営者（プチ起業家）
等（従業員無し）

小規模企業者（従業員２０人以下）
・コミュニティビジネス等

【支援】

（出典）内閣府作成
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