
都道府県・連携会議団体別女性向け起業支援策一覧

NO
都道府県・
連携会議

団体
市区町村 実施主体名 支援策名 対象者

①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連

概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

1 北海道 釧路市 釧路市 女性求職者就労促進事業 市内在住の現在求職中の女性など ○ ○ 詳細 －
【担当部署】釧路市産業振興部商業労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５４－３１－４６１１　ＦＡＸ：０１５４－２３－０６０６

2 北海道 釧路市 釧路市 女性の創業チャレンジ支援事業 市内在住の創業を考えている女性など ○ ○ 詳細 －
【担当部署】釧路市産業振興部商業労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５４－３１－４６１１　ＦＡＸ：０１５４－２３－０６０６

3 北海道 釧路市 株式会社うつくしろ
女性向けシェアオフィス・コワーキングスペースの運営・自主セミ
ナーやイベントの企画運営

市内在住の女性など ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】株式会社うつくしろ
【電話、FAX】ＴＥＬ：０１５４－２４－２９４６　ＦＡＸ：０１５４－２４－２９４７

4 北海道 札幌市 札幌市 札幌の女性ロールモデル冊子の作成・配布 ○ 詳細 http://www.danjyo.sl-plaza.jp/rolemodel/
【担当部署】札幌市民文化局市民生活部男女共同参画室男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２１１－２９６２　ＦＡＸ：０１１－２１８－５１６４

5 北海道 札幌市 札幌市 女性向けコワーキングスペースの設置 ○ 詳細 http://womenscowork.wix.com/co-working-lilaco
【担当部署】札幌市民文化局市民生活部男女共同参画室　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２１１－２９６２　ＦＡＸ：０１１－２１８－５１６４

6 北海道 － 北海道 北海道の女性ロールモデル集の作成 道内における女性など ○ 詳細 http://www.l-north.jp/katsuyaku/message/
【担当部署】北海道環境生活部くらし安全局道民生活課　女性支援室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０６－６９５４　ＦＡＸ：０１１－２３２－４８２０

7 北海道 － 北海道 女性の活躍支援センターの運営 道内における女性など ○ ○ 詳細 http://www.l-north.jp/katsuyaku/spcenter/
【担当部署】北海道環境生活部くらし安全局道民生活課　女性支援室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０６－６９５４　ＦＡＸ：０１１－２３２－４８２０

8 北海道 － 北海道
北海道求職者就職支援センター事業（マザーズ・キャリアカフェの
運営）

再就職を希望する子育て女性を始めとする働きたい女
性

○ 詳細 －
【担当部署】ジョブカフェ北海道
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２０９－４５１０　ＦＡＸ：０１１－２０９－０７１５

9 北海道 芽室町 芽室町 起業セミナー開催事業 町内における女性など ○ ○ 詳細 －
【担当部署】芽室町企画財政課企画調整係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５５－６２－９７２１　ＦＡＸ：０１５５－６２－４５９９

10 北海道 紋別市 紋別市 紋別市中小企業チャレンジ支援事業
市内在住かつ事業所を有し、第二創業をしようとする
方

○ 詳細
http://mombetsu.jp/soshiki/sangyo/syoukou/news/2014-
0329-1200-127.html

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

11 北海道 苫小牧市 苫小牧市男女平等参画推進センター 女性のための起業セミナー 市内に居住又は勤務する女性 ○ 詳細 http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/danjo/danjo1
【担当部署】苫小牧市男女平等参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１４４-３２-３５４４    ＦＡＸ：０１４４-３７-２２２３

12 北海道 根室市 根室市 女性応援セミナー 女性全般 ○ 詳細
http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/soug
ouseisakubu/shousikataisaku/keikaku/953.html

【担当部署】根室市総合政策部地域創生・少子化対策室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５３-２３-６１１１（２２５７）　ＦＡＸ：０１５３-２４-８６９２

13 北海道 根室市 根室市 根室なでしこ応援事業
非正規雇用者や休職者であり、満１５歳以上
満６０歳以下の根室市内に住所を有する女性

○ 詳細
http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suis
ankeizaibu/shoukoukankou/gyoumuannai/shuurousien/nadesi
koouen/index.html

【担当部署】根室市水産経済部商工観光課商工労政担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１５３-２３-６１１１（２２７１）　ＦＡＸ：０１５３-２４-８６９２

14 北海道 石狩市 石狩市 地域担い手確保・育成プロジェクト 市内における主婦層をはじめとした女性など ○ ○ ○ ○ 詳細

【クラウドソーシング】
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/3
3089.html
【ママインターン】
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/3
3084.html
【クラウドファンディング】
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/3
2375.html

【担当部署】石狩市企画経済部商工労働観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１３３－７２－３１６６　ＦＡＸ：０１３３－７２－３５４０

15 北海道 - 北海道 次代を担う女性農業者活躍サポート事業 女性農業者全般 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】北海道農政部農業経営局農業経営課担い手育成グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１-２０４-５３８５（２７－３６７）　ＦＡＸ：０１１－２３２－４１２７

16 北海道 - 北海道 女性・高齢者チャレンジ活動表彰 女性農業者全般 ○ 詳細 －
【担当部署】北海道農政部農業経営局農業経営課担い手育成グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１-２０４-５３８５（２７－３６７）　ＦＡＸ：０１１－２３２－４１２７

17 北海道 札幌市 札幌市 女性向けコワーキングスペースの設置 起業を目指す女性、起業して間もない女性 ○ 詳細 http://womenscowork.wix.com/co-working-lilaco
【担当部署】札幌市民文化局市民生活部男女共同参画室　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１１－２１１－２９６２　ＦＡＸ：０１１－２１８－５１６４

18 青森県 － 青森県商工労働部商工政策課 青森県未来を変える挑戦資金 創業する方、中小企業者 ○ 詳細 https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/marucho.html
【担当部署・担当者氏名】青森県商工労働部商工政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－９３６８、ＦＡＸ：０１７－７３４－８１０６

19 青森県 － 青森県商工労働部地域産業課 起業家養成研修事業 創業・起業に興味・関心のある方又は検討している方 ○ ○ ○ 詳細
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_
entrepreneurs.html

【担当部署・担当者氏名】青森県商工労働部地域産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－９３７４、ＦＡＸ：０１７－７３４－８１０７

20 青森県 － 青森県商工労働部地域産業課 創業・起業支援強化推進事業 創業・起業に興味・関心のある方又は検討している方 ○ ○ ○ ○ 詳細
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_
entrepreneurs.html

【担当部署・担当者氏名】青森県商工労働部地域産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－９３７４、ＦＡＸ：０１７－７３４－８１０７

21 青森県 － 青森県農林水産部農林水産政策課 女性起業育成・フォローアップ事業 本格的な起業を目指す農林漁業者 ○ ○ ○ 詳細
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/nosui/H30c
hallenge.html

【担当部署・担当者氏名】青森県農林水産部農林水産政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－９４７３、ＦＡＸ：０１７－７３４－８１３３

22 青森県 － 青森県農林水産部農林水産政策課 農業女子確保育成事業 新規就農者、農業者 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】青森県農林水産部農林水産政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－９４７３、ＦＡＸ：０１７－７３４－８１３３

23 青森県 青森市 青森市市民部人権男女共同参画課 女性のための起業応援セミナー
起業に関心のある女性の方又は起業を支援している
方

○ 詳細
https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-
danjo/event/160.html

【担当部署・担当者氏名】青森市市民部人権男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７３４－２２９６、ＦＡＸ：０１７－７３４－５７６５

24 青森県 青森市 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 プチ起業塾 小規模店舗や店舗を持たずに起業を目指す女性 ○ 詳細 http://www.kadar-acor.jp/
【担当部署・担当者氏名】青森市男女共同参画プラザ「カダール」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７－７７６－８８００、ＦＡＸ：０１７－７７６－８８２８

25 青森県 八戸市
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

はちのへ女性創業スクール
創業を予定している女性、創業に興味・関心のある女
性

○ 詳細 https://staring-business.net/
【担当部署・担当者氏名】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
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１７８－５１－９５９３、ＦＡＸ：０１７８－５１－９５９４

26 岩手県 盛岡市 盛岡市（もりおか女性センター） 女性の起業・就労支援事業「起業応援ルーム 芽でるネット」 ITを活用して起業を目指す女性、母子家庭の母親 ○ ○ ○ 詳細 http://www.sankaku-npo.jp/mederunet/
【担当部署】もりおか女性センター　起業事業担当
【電話】０１９－６２４－３５８３　【FAX】050-2003-5778

27 岩手県 － 岩手県男女共同参画センター 女性の活躍に係る研修・セミナー等業務 女性、経営者、男性 ○ 詳細 http://www5.pref.iwate.jp/~hp0313/
【担当部署】岩手県男女共同参画センター　女性の活躍推進事業担当
【電話】019-606-1761　【ＦＡＸ】019-606-1765

28 宮城県 石巻市
特定非営利活動法人　石巻復興支援ネット
ワーク（日本ロレアル株式会社ランコム事業部
支援事業）

「Ｅｙｅｓ for Future ｂｙランコム」 ○ 詳細 http://eyesforfuture-yappesu.jimdo.com/
【担当部署】石巻市復興政策部地域協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２５－９５－１１１１（内線４２３４）　ＦＡＸ：０２２５－２２－４９９５

29 宮城県 石巻市 石巻産業創造株式会社 女性のための起業セミナーの実施（なでしこ開成塾） ○ 詳細 http://www.iss-net.jp/seminar/seminar.html#3
【担当部署】「Ｉ－Ｂｉｚ」ＩＳＳビジネスサポートセンター（石巻産業創造㈱内）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２５－９５－８７８２　ＦＡＸ：０２２５－９３－９３９７

30 宮城県 大崎市 ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき おおさきなでしこ創造塾 創業、起業を希望している人 ○ ○ ○ 詳細 http://www.mss-osaki.com/
【担当部署】未来産業創造おおさき創業支援事務局（ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽalata内）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２９－２５－３１４０　ＦＡＸ：０２２９－２５－３１４１

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

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

女性のための起業相談Day 起業家・起業を検討されている方 ○ 詳細 http://www.siip.city.sendai.jp/assista/consultation/
【担当部署】仙台市起業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２４－１１２４　ＦＡＸ：０２２－７１５－８２０５

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

女性のための起業講座 起業家・起業を検討されている方 ○ ○ ○ 詳細 http://www.siip.city.sendai.jp/assista/events/
【担当部署】仙台市起業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２４－１１２４　ＦＡＸ：０２２－７１５－８２０５

34 宮城県 仙台市 株式会社ゆいネット ちっちゃいビジネス開業応援塾 起業家・起業を検討されている方 ○ ○ 詳細 http://www.chiiki-biz-sendai.net/
【担当部署】株式会社ゆいネット
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２２－７２６－０３４１　ＦＡＸ：０２２－７２６－０３４３

35 秋田県 － 秋田県

秋田で輝く女性の起業応援事業
（１）女性起業者育成支援事業
（２）連携で魅力広がる直売展開支援事業
（３）秋田の海の資源を活かしたビジネス展開支援事業

（１）女性農業者等
（２）農産物直売所等
（３）女性漁業者グループ、女性グループと連携した地
元企業等

○ 詳細 －
【担当部署】秋田県農林水産部農業経済課
【電話、ＦＡＸ】０１８－８６０－１７６３

36 秋田県 大館市 大館市 大館市創業支援補助金
市民、または市民を代表者とする市内に所在する法
人。

○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.odate.akita.jp/dcity/syoko/23-7685.html
【担当部署】大館市産業部商工課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８６－４３－７０７１　ＦＡＸ：０１８６-４９-３１３３

37 秋田県 横手市 横手市 女性のための起業家支援セミナー
起業・創業をお考えの横手市内在住の女性、横手市
内で既に起業されている女性等

○ ○ 詳細 http://www.city.yokote.lg.jp/shoko/page000074.html
【担当部署】横手市商工観光部商工労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８２－３２－２１１５　　ＦＡＸ：０１８２－３２－４０２１

38 秋田県 大仙市 大仙市 大仙市創業支援助成金制度
市内で新たに創業する者又は新分野に進出する事業
者

○ ○ ○ 詳細 http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2013100700044/
【担当部署】大仙市経済産業部企業商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０１８７－６３－１１１１　ＦＡＸ：０１８７－６３－１１１９

39 山形県 － 山形県（補助先：県内商工会議所） やまがたチャレンジ創業応援事業 女性創業者 ○ ○ ○ 詳細 http://www.yamagata-cci.or.jp/sogyo-ouen/
【担当部署】商工労働部　中小企業振興課　経営支援担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：023（630）2290　　ＦＡＸ：023（630）3267

40 山形県 － 山形県 山形県商工業振興資金（開業支援資金） 開業して５年以内の女性創業者 ○ 詳細
http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110013/folder
-kinyu/17shikin.html

【担当部署】商工労働部　中小企業振興課　金融担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：023（630）3266　　ＦＡＸ：023（630）3267

41 山形県 － 山形県 山形県元気な女性・若者ビジネス応援事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農林水産部　農政企画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：023－630－2382　　ＦＡＸ：023－630－3096

42 山形県 － 山形県 輝くアグリウーマン育成事業 女性農業者 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　山形県農林水産部農業技術環境課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２３－６３０－２４４０　　ＦＡＸ：０２３－６３０－２４５６

43 山形県 － 山形県 水産加工振興事業 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農林水産部水産振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２３－６３０－３０７１　　ＦＡＸ：０２３－６３０－３２５７

44 福島県 － 福島県 スタートアップふくしま創造事業
福島県内で新たに事業を興す女性・若者（おおむね40
歳以下）

○ 詳細
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/handsome21.h
tml

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

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

46 福島県 － 福島県 農業女子ネットワーク活動支援事業 女性農業者、就農希望者、女子学生 ○ 詳細
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/nougyoujoshi-
network-bosyuu.html

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

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

48 福島県 郡山市 福島銀行郡山営業部 プチ起業カフェ 主に女性 ○ ○ ○ 詳細
https://www.fukushimabank.co.jp/sougyou/pdf/seminar_kor
iyama.pdf

【担当部署】福島銀行郡山営業部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－９３２－１５００　　ＦＡＸ：０２４－９２２－６７６４
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49 福島県 郡山市 郡山市 郡山市信用保証料補助制度（一般融資） 女性 ○ 詳細 http://www.city.koriyama.fukushima.jp/271000/shogyo/yushi.html
【担当部署】郡山市産業観光部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－９２４－２２５１　　ＦＡＸ：０２４－９２５－４２２５

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

51 福島県 いわき市 いわき市 人材育成講座「起業したい女性編」 これから起業したい女性、将来起業したい女性 ○ ○ 詳細
【担当部署】いわき市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４６－２７－８６９４　　ＦＡＸ：０２４６－２７－８６４１

52 福島県 － 福島県男女共生センター チャレンジ支援相談 女性等 ○ 詳細 http://www.f-miraikan.or.jp/consultation/post-9.html
【担当部署】福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４３－２３－８３０４　　ＦＡＸ：０２４３－２３－８３１４

53 福島県 － 福島県男女共生センター 講師デビュー支援事業 女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４３－２３－８３０４　　ＦＡＸ：０２４３－２３－８３１４

54 茨城県 － 茨城県 女性・若者・障害者創業支援融資 ○ 詳細
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/j
yosei.html

【担当部署】産業戦略部産業政策課金融グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９－３０１－３５３０　　ＦＡＸ：０２９－３０１－３５３９

55 茨城県 － 茨城県 女性の創業支援 ○ ○ ○ 詳細
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/shosei/shos
ei/josei-co-working.html

【担当部署】茨城県技術振興局技術革新課イノベーション創出グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９－３０１－３５２２　　ＦＡＸ：０２９－３０１－３５９９

56 茨城県 水戸市 水戸市 女性のための私にもできる！プチ起業講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】市民協働部　男女平等参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ；０２９－２２６－３１６１、ＦＡＸ：０２９－２２６－３１６２

57 茨城県 土浦市 茨城県土浦市 女性の起業支援セミナー 起業したいまたは起業している女性 ○ 詳細 －
【担当部署】市民生活部市民活動課男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９－８２７－１１０７、ＦＡＸ：０２９－８２７－１２３４

58 茨城県 取手市
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

Match女性のための創業セミナー
創業・起業をしてみたい・興味のある女性。「好き」や
「やりたいこと」で創業したい女性。

○ ○ ○ 詳細 http://match-seminar.jp/seminar01/
【担当部署】一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９７－７９－６５６６　ＦＡＸ：０２９７－７９－６５７７

59 茨城県 神栖市 茨城県神栖市
①男女共同参画情報誌「ハートフルかみす」の発行
②男女共同参画推進事業者表彰

○ ○ 詳細
①http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/5683.htm
②http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/7206.htm

【担当部署】神栖市役所市民協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２９９－９０－１１７１　ＦＡＸ：０２９９－９０－１１１２

60 茨城県 小美玉市 小美玉市 起業創業応援事業 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.omitama.lg.jp/0093/info-0000004528-
2.html

【担当部署】小美玉市市長公室市民協働課
【TEL】０２９９－４８－１１１１【FAX】０２９９－４８－１１９９

61 栃木県 － 栃木県 プチ起業ジャンル別講座 県内で趣味や特技を生かして起業したい女性 ○ ○ 詳細 http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=142
【担当部署】県民生活部人権・青少年男女参画課
【電話／ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６２３－３０７４　ＦＡＸ：０２８－６２３－３１５０

62 栃木県 － 栃木県 チャレンジショップ
栃木県内に在住または通勤・通学の、起業の夢をもつ
女性又はその女性が代表者を務めるグループ

○ ○ 詳細 http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=143
【担当部署】県民生活部とちぎ男女共同参画センター
【電話／ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６６５－８３２３　ＦＡＸ：０２８－６６５－８３２５

63 栃木県 － 栃木県 総合的創業支援事業
・創業を希望している者
・創業後間もない者
※女性・シニア中心

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

64 栃木県 － 栃木県 県制度融資「創業支援資金（女性・若者・シニア支援枠）」
・創業をしようとしている者（女性・若者・シニア）
・創業後間もない中小企業者（女性・若者・シニアが代
表者である場合に限る。）

○ 詳細
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuus
hi/1179725123542.html

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

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

・中小企業者として創業しようとする女性（創業後３年
以内の中小企業者を含む。）
・既に事業を営んでおり、新事業を開始しようとする中
小企業者
※女性が代表者の場合に限る。

○ 詳細
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuus
hi/documents/h30sousei.pdf

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

66 栃木県 － 栃木県 女性農業者活躍応援プログラム 女性農業者及びそのパートナー ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農政部経営技術課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０２８－６２３－２３１７　ＦＡＸ：０２８－６２３－２３１５

67 栃木県 宇都宮市 宇都宮市 女性のためのプチ起業講座 市内在住在勤の女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８－６３６－４０７５　ＦＡＸ：０２８－６３６－４０７９

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

69 栃木県 足利市
公益財団法人足利市・みどりと文化スポーツ
財団

再チャレンジ支援セミナー 社会人 ○ 詳細 http://shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp/
【担当部署】　（公財）足利市・みどりと文化スポーツ財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８４－７２－８５１１　ＦＡＸ：０２８４－７２－７２７８

70 栃木県 栃木市 栃木市 蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 市内で創業を目指す方又は創業後間もない方 ○ 詳細
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000017000/hpg00001
6584.htm

【担当部署】栃木市産業振興部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８２－２１－２３７２　ＦＡＸ：０２８２－２１－２６８３

71 栃木県 栃木市 栃木市 市制度融資「中小企業創業資金」
市内で新たに創業する方又は事業転換を行う中小企
業者

○ 詳細
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000014000/hpg00001
3375.htm

【担当部署】栃木市産業振興部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８２－２１－２３７２　ＦＡＸ：０２８２－２１－２６８３

72 栃木県 真岡市 真岡商工会議所 創業セミナー「女性塾」 創業希望者及び創業後まもない者 ○ ○ 詳細 http://www.moka-cci.or.jp
【担当部署】　真岡商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２８５－８２－３３０５　ＦＡＸ：０２８５－８２－７９６７

73 栃木県 那須塩原市 那須塩原市 誰もがきらりセミナー「女性のためのプチ起業講座」 起業に興味・関心のある女性、起業して間もない女性 ○ ○ 詳細 ―
【担当部署】企画部市民協働推進課
【電話、FAX】TEL：０２８７－６２－７０１９　FAX：０２８７－６２－７２２０

74 栃木県 下野市 下野市 女性起業家創業資金 個人事業主が女性もしくは法人の代表者が女性 ○ 詳細
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page000009900/hpg00
0009830.htm

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

75 栃木県 － 一般社団法人スリーアクト シェアオフィスの提供と起業相談・定期交流会 起業・副業を目指す女性等 ○ ○ ○ 詳細 http://www.three-act.com/
【担当部署】一般社団法人スリーアクト
【電話】０２８－６１２－１１０６【ＦＡＸ】０２８－６１２－１００7

76 群馬県 － 群馬県ぐんま男女共同参画センター キャリアアップネットワーク支援～とらいあんぐるんサロン～ ○ ○ 詳細 http://www.pref.gunma.jp/07/p03100039.html
【担当部署】ぐんま男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２７－２２４－２２１１　ＦＡＸ：０２７－２２４－２２１４

77 群馬県 前橋市 一般社団法人前橋起業支援センター 前橋市創業センターセミナー
起業に興味があるか検討している女性、起業後５年未
満の女性

○ ○ ○ 詳細 http://www.mbic.jp
【担当部署】一般社団法人前橋起業支援センター
【電話、FAX】TEL:０２７－２８９－９６６６（前橋市創業センター）　FAX:０２７－２８９－９６
６５

78 群馬県 高崎市 高崎市 女性のための起業フォローアップセミナー
起業ワークショップ入門編・実践編修了生及び起業を
考えている女性

○ ○ 詳細 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2017082300025/
【担当部署】市民部人権男女共同参画課（高崎市男女共同参画センター）
【電話、ＦＡＸ】電話　０２７－３２９－７１１８（直通）　ＦＡＸ　０２７－３７２－３１２１

79 群馬県 桐生市 NPO法人キッズバレイ 女性起業塾（3期生） 起業を考えている女性、または起業して間もない女性 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/sokushin/1008880.ht
ml

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

80 群馬県 太田市 太田市産業環境部工業振興課 おおたなでしこ未来塾 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0080-005sankei-
kougyo/01news/ootanadesikomiraijuku.html

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

81 埼玉県 － 埼玉県農林部農業支援課普及活動担当 農業版ウーマノミクス事業

女性農業者（認定農業者又は３年以内に認定農業者
になる見込みが確実であること。夫婦等による共同申
請を含む）、農業法人（役員等その法人の責任者とし
てその法人の経営に参画している女性又は３年以内
に参画する見込みが確実である女性）

○ ○ 詳細 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0903/fukyu/womano.html
【担当部署】埼玉県農林部農業支援課　普及活動担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８３０－４０４７　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８３３

82 埼玉県 － 埼玉県産業支援課 ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎピッチ（H29） 女性起業家、又は起業に関心のある女性 ○ 詳細 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/sswp.html
【担当部署】埼玉県産業労働部産業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-８３０-３９０８　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１３

83 埼玉県 － 埼玉県産業支援課 (仮）女性起業促進イベント（H30） 女性とその家族 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】埼玉県産業労働部産業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-８３０-３９０８　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１３

84 埼玉県 － 埼玉県産業支援課 （仮）女性によるビジネスプランコンテスト（H30） 女性起業家、又は起業に関心のある女性 ○ 詳細 －
【担当部署】埼玉県産業労働部産業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-８３０-３９０８　ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１３

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

女性創業相談 女性 ○ ○ 詳細 http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/
【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

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

女性創業出張相談会（さいたま市・川越市･春日部市・熊谷市） 女性 ○ ○ 詳細 http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/
【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

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

女性創業スタートアップ塾・女性創業セミナー地域版 創業を考えている女性、創業間もない女性 ○ ○ 詳細 http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/
【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

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

女性創業支援ルーム　COCOオフィス
県内で事業を営む原則創業5年未満の女性、1年以内
に埼玉県内で創業を予定している女性

○ ○ ○ 詳細 http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/coco-office.html
【担当部署】公益財団法人埼玉県産業振興公社　企業支援部　創業支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８-７１１-２２２２　ＦＡＸ：０４３－８５７－３９２１

89 埼玉県 － 埼玉県 女性・若者経営者支援資金（女性・若者起業家支援貸付）
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

○ 詳細
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/index.ht
ml

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

90 埼玉県 熊谷市 熊谷市 女性の起業は熊谷ｄｅ事業
起業に関心のある女性及び既に市内で創業して間も
ない女性

○ ○ 詳細
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shokogyosh
inko/oshirase/jyoseikigyou.html

【担当部署】　熊谷市産業振興部商工業振興課
【電話、ＦＡＸ】　０４８－５２４－１１１１（内線４６７）

91 埼玉県 川口市 川口市 プチ起業セミナー　　※H30～ 起業に興味がある女性 ○ 詳細 -
【担当部署】川口市経済部経営支援課
【電話】０４８－２５８－１６４７　【ＦＡＸ】０４８－２５９－２６２２

92 埼玉県 所沢市 所沢市・所沢商工会議所 開業Café ○ 詳細 －
【担当部署】所沢商工会議所　中小企業相談所
【電話、FAX】ＴＥＬ：０４－２９２４－５５８１、ＦＡＸ：０４－２９２３－６６００

93 埼玉県 本庄市 本庄市 女性起業家プレゼンテーションイベントと交流会 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】本庄市経済環境部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９５－２５－１１７５、ＦＡＸ：０４９５－２５－７７５０

94 埼玉県 春日部市
春日部市、春日部商工会議所、創業支援ルー
ム

女性のための創業支援セミナー、女性のための創業塾 創業予定の女性（創業後5年以内の女性含む） ○ ○ 詳細
http://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/index
.thml

【担当部署】春日部市商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－７３６－１１１１、ＦＡＸ：０４８－７３３－３８２６

95 埼玉県 狭山市 狭山市 女性向け創業支援セミナー 起業・創業に興味がある方、起業・創業されている方 ○ 詳細 ―
［担当部署］狭山市産業振興課
（電話、FAX）電話：０４－２９５３－１１１１（内線２５５３）、FAX：０４－２９５４－６２６２

96 埼玉県 深谷市 深谷市　人権政策課 女性プチ起業セミナー ○ ○ 詳細 ―
【担当部署】深谷市協働推進部人権政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－５７４－６６４３、ＦＡＸ：０４８－５０１－５２２２

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

○ ○ 詳細
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/030/020/
010/PAGE000000000000052479.html

【担当部署】草加市　自治文化部　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－９２２－０８３９　ＦＡＸ：０４８－９２２－３４０６
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団体
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概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

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

起業を考えている女性・高齢者、その他起業に関心が
ある方等

○ ○ ○ 詳細 ―
【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

99 埼玉県 越谷市 越谷商工会議所 働く女性の応援プロジェクト｢キラキャリing!｣ 働く女性等 ○ 詳細 ―
【担当部署】越谷商工会議所　中小企業相談所
【電話】０４８－９６６－６１１１

100 埼玉県 越谷市 越谷市 創業者支援補助金 年度内に起業を行う方 ○ ○ 詳細
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jig
yosha/shienyushi/hojokin/sougyohojyokinh30.html

【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

101 埼玉県 越谷市 越谷市 空き店舗対策事業費補助金 特定の空き店舗を活用して事業を営む方 ○ ○ 詳細
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jig
yosha/shienyushi/oshirase/koshigaya_contents_20170731.h
tml

【担当部署】越谷市環境経済部産業支援課
【電話】０４８－９６７－４６８０

102 埼玉県 越谷市 越谷市男女共同参画支援センター 女性の起業支援に関する講座 自分で仕事を始めたいと考えている女性 ○ ○ ○ 詳細 ―
【担当部署】越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
【電話、FAX】TEL:０４８－９７０－７４１１　FAX:０４８－９７０－７４１２

103 埼玉県 戸田市 戸田市
『女性向け起業支援セミナー』
『女性チャレンジショップ事業』

○ ○ ○ 詳細
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-
seminer-kakushu.html

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

104 埼玉県 入間市 入間市人権推進課男女共同参画推進センター
起業セミナー『女性のお仕事応援講座』（全７回）
（平成29年度実施。30年度実施予定。）

市内在住、在勤または在学の20歳以上で、自分でハ
ンドメイド品などを作成していて、将来起業を考えてい
る方

○ ○ 詳細 http://irumadanjyo.seesaa.net/
【担当部署】入間市市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４－２９６４－２５３６　ＦＡＸ：０４－２９６４－２５３９

105 埼玉県 入間市
入間市・入間市商工会・創業・ベンチャー支援
センター埼玉

女性のためのプチ起業セミナー 起業に興味がある女性・起業を検討中の女性 ○ ○ 詳細
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1008118.
html

【担当部署】入間市環境経済部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４－２９６４－１１１１、ＦＡＸ：０４－２９６４－４８８９

106 埼玉県 朝霞市 朝霞市
朝霞市起業家育成支援セミナー　女性のための起業時の「おカ
ネ」の不安を解消する事業計画の作り方講座

朝霞市内在住の方または朝霞市内で企業をお考えの
女性の方

○ 詳細 ―
【担当部署】朝霞市産業振興課　産業労働係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－４６３－１９０３、ＦＡＸ：０４８－４６７－０７７０

107 埼玉県 三郷市
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）

女性のためのプチ起業はじめ方セミナー 起業に興味がある女性・起業を検討中の女性 ○ 詳細 －（未定）
【担当部署】三郷市産業振興部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－９３０－７７２１　ＦＡＸ：０４８－９５３－７１１６

108 埼玉県 三郷市
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）

女性創業相談 創業を考えている女性・創業間もない女性 ○ ○ 詳細 －（未定）
【担当部署】三郷市産業振興部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－９３０－７７２１　ＦＡＸ：０４８－９５３－７１１６

109 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市、公益財団法人埼玉県産業振興公社 女性のためのプチ起業はじめ方セミナー ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004852.html
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

110 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市、公益財団法人埼玉県産業振興公社 ホームページ作り方セミナー＆情報交換 ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004852.html
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

111 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市、公益財団法人埼玉県産業振興公社 商品、サービスの魅せ方セミナー＆情報交換 ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004852.html
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

112 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 女性起業応援カフェ＠つるがしま ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004852.html
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

113 埼玉県 日高市 日高市、埼玉県との共催 女性のための就職応援セミナー（H29） 市内に住む子育て中の就職を希望する女性 ○ 詳細 http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

114 埼玉県 日高市 日高市、埼玉県との共催 女性のための就職応援セミナー（H30） 市内に住む子育て中の就職を希望する女性 ○ 詳細 ―
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

115 埼玉県 日高市 日高市商工会 女性経営塾「レディ」（H29) 起業に興味のある、または起業した市内の女性 ○ 詳細 http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/hidaka/index.html
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

116 埼玉県 日高市 日高市商工会 創業塾（H30) 市内に住む創業に興味のある市民 ○ ○ ○ 詳細 http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/hidaka/index.html
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

117 埼玉県 日高市 日高市 日高市男女参画情報紙「こらぼ」の発行（H29) 市民（全戸配布） ○ 詳細 http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

118 埼玉県 日高市 日高市 日高市男女参画情報紙「こらぼ」の発行（H30) 市民（全戸配布） ○ 詳細 ―
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

119 埼玉県 吉川市 吉川市市民参加推進課 女性仕事講座とワークショップ（H30） 女性市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】吉川市市民参加推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ０４８－９８２－９６８５、ＦＡＸ０４８－９８１－５３９２

120 埼玉県 さいたま市
公益財団法人さいたま市産業創造財団（さい
たま市出資法人）

さいたま市ニュービジネス大賞　女性起業賞
さいたま市内で事業展開を考えている、または事業を
営んでいる個人・法人（他、応募条件有り）

○ ○ ○ 詳細 http://www.snb-saitama.jp/
【担当部署】公益財団法人さいたま市産業創造財団支援・金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８５１－６６５２　ＦＡＸ：０４８－８５１－６６５３

121 埼玉県 さいたま市
公益財団法人さいたま市産業創造財団（さい
たま市出資法人）

中央図書館創業セミナー 創業希望者、創業間もない方 ○ ○ 詳細 http://www.sozo-saitama.or.jp/
【担当部署】公益財団法人さいたま市産業創造財団支援・金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－８５１－６６５２　ＦＡＸ：０４８－８５１－６６５３

122 埼玉県 さいたま市 さいたま商工会議所 女性創業塾
創業を目指す女性、創業間もない女性（男性も参加可
能）

○ 詳細
http://www.saitamacci.or.jp/management/establishment.as
p

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

123 埼玉県 さいたま市 創業・ベンチャー支援センター埼玉 女性創業相談会、女性創業セミナー ○ ○ 詳細
https://www.lib.city.saitama.jp/
http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/soudan

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

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

125 千葉県 － 千葉県男女共同参画センター 女性のための起業支援講座
千葉県在住・在職の女性、千葉県内での起業を検討し
ている女性

○ 詳細 －
【担当部署】総合企画部男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３－２５２－８０３６　ＦＡＸ：０４３－２５２－８０３７

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

起業を目指す女性や起業後間もない女性 ○ 詳細 http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000822.html
【担当部署】経済部商工振興課
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７（７１１）１１４０　ＦＡＸ：０４７（７１１）１１４４

127 千葉県 市川市 ハピキャリフェスタ実行委員会 ハッピーライフ＆キャリアフェスタ2016inいちかわ 子育て世代の女性 ○ ○ 詳細 http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000038.html
【担当部署】総務部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－３２２－６７００　ＦＡＸ：０４７－３２２－６８８８

128 千葉県 市川市 市川市  Ichikawa ワタシの夢起業塾 市内で起業を志す女性 ○ 詳細 http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/11110000823.html
【担当部署】経済部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１１－１１４０　ＦＡＸ：０４７－７１１－１１４４

129 千葉県 市川市 市川市 市川市レディースビジネスコンテスト・2016 起業を目指す女性や起業後間もない女性 ○ 詳細 http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html
【担当部署】経済部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１１－１１４０　ＦＡＸ：０４７－７１１－１１４４

130 千葉県 市川市 市川市 フォロー講座 起業後間もない女性起業家 ○ 詳細 http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000101.html
【担当部署】経済部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１１－１１４０　ＦＡＸ：０４７－７１１－１１４４

131 千葉県 市川市 学校法人千葉学園　千葉商科大学 女性起業家育成セミナー 市内で起業を志す女性 ○ ○ 詳細 http://www.cuc.ac.jp/fse/index.html
【担当部署】千葉商科大学　大学院・社会人教育センター
【電話・ＦＡＸ】TEL：０４７（３７３）９７５５ FAX：０４７（３７３）９７９０

132 千葉県 浦安市 浦安市男女共同参画センター 「起業準備講座～想いをカタチに」 市内在住・在勤者 ○ ○ 詳細
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/center/forum/10014
14.html

【担当部署】浦安市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－７１２－６８０３　ＦＡＸ：０４７－３５３－１１４５

133 千葉県 我孫子市 我孫子市 起業の夢をかなえませんか！　我孫子市女性支援フォーラム
市内で起業・創業を考えている女性とすでに起業され
た女性、定員50名

○ 詳細 -
【担当部署】我孫子市環境経済部企業立地推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４－７１８５－２２１４ ＦＡＸ：０４－７１８５－２２１５

134 千葉県 船橋市 船橋市 船橋ハッピー創業塾オープンセミナー 創業希望者 ○ 詳細
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jigyou/chushou/0003/
p032771.html?path=C5/C252/C285/P32771

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

135 千葉県 佐倉市 佐倉市 女性・若者チャレンジ資金（佐倉市中小企業資金融資制度）
女性または若者（４０歳未満の方）で、これから開業す
る方・開業して５年未満の方

○ 詳細 http://www.city.sakura.lg.jp/0000005556.html
【担当部署】産業振興部　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３－４８４－６１４５　ＦＡＸ：０４３－４８４－５０６１

136 千葉県 八千代市 八千代市男女共同参画センター 女性の起業応援セミナー「わたしの起業ストーリー」 起業に関心がある女性 ○ ○ 詳細 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/102502/index.html
【担当部署】八千代市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４８５－６５０５　ＦＡＸ　：０４７－４８５－７３９８

137 千葉県 白井市 白井市青少年女性センター 女性のための起業講座 起業を目指す女性　20名 ○ 詳細 http://www.shiroisyakyo.jp/blog/2014/12/post-11.php
【担当部署】白井市青少年女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４９２－２０２２　ＦＡＸ：０４７－４９２－２０２１

138 千葉県 習志野市 習志野市 女性のための再チャレンジ支援講座 子育て等により離職後、再就職等を希望している女性 ○ 詳細
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/danjokyodo/koza_ev
ent/moushikomi/H29_Re-challenge.html

【担当部署】習志野市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４７－４５３－９３０７　ＦＡＸ：０４７－４５３－９３２７

139 千葉県 松戸市 松戸市 ママジョブカフェ 就労している女性およびこれから就労したい女性 ○ 詳細
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html

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

140 千葉県 流山市 流山市 女性向け創業支援事業 子育て等で一旦仕事を退いた女性 ○ ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1006712/10
06714.html

【担当部署】流山市経済振興部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４－７１５０－６０８５　ＦＡＸ：０４－７１５８－５８４０

141 千葉県 千葉市 千葉市男女共同参画センター 研修学習事業「女性のための起業準備講座」 ○ 詳細 http://www.chp.or.jp/danjo/event/event.html
【担当部署】千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４３－２４５－５０６０　ＦＡＸ：０４３－２４５－５５３９

142 東京都 － 東京ウィメンズプラザ 起業スタートセミナー ○ 詳細
http://www1.tokyo-womens-
plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/302/Default.aspx

【担当部署】東京ウィメンズプラザ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５４６７－１９８０　ＦＡＸ：０３－５４６７－１９７７

143 東京都 － 東京都産業労働局商工部創業支援課 女性ベンチャー成長促進事業
創業後10年未満の中小企業の代表者である全国の女
性※都内で事業展開をしている方、又はその予定の
ある方に限る

○ ○ 詳細 https://apt-women.tokyo
【担当部署】東京都産業労働局商工部創業支援課
【電話、FAX】ＴＥＬ：03-5320-4763　ＦＡＸ：03-5388-1461

144 東京都 － 東京都産業労働局金融部金融課 女性・若者・シニア創業サポート事業

・女性、若者（39歳以下）、シニア（55歳以上）で、都内
における創業の計画がある方又は創業後5年未満の
方（女性の年齢要件はありません）
・地域の需要や雇用を支える事業

○ ○ ○ ○ 詳細 http://cb-s.net/tokyosupport/

【担当部署】東京都産業労働局金融部金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：03-5320-4877　ＦＡＸ：03-5388-1464
【事業内容に関する問い合わせ先】NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
【電話、FAX】ＴＥＬ：03-5939-9503　ＦＡＸ：03-5939-9502

145 東京都 千代田区 公益財団法人まちみらい千代田 ビジネス起業塾（女性起業家編） ○ ○ ○ 詳細 https://www.mm－chiyoda.or.jp/business/4796.html
【担当部署】　産業まちづくりグループ
【電話、ＦＡＸ】電話　０３－３２３３－７５５８、ＦＡＸ　０３－３２３３－７５５７

146 東京都 千代田区 千代田区男女共同参画センターＭＩＷ 女性のための起業準備講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課
【電話、ＦＡＸ】電話　０３－５２１１－４１６６、ＦＡＸ　０３－３２６４－１４６６

147 東京都 港区 港区立男女平等参画センター（リーブラ） 女性のための起業支援講座 ○ ○ 詳細 http://www.minatolibra.jp/
【担当部署】港区立男女平等参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３４５６－４１４９　ＦＡＸ：０３－３４５６－１２５４

148 東京都 文京区 文京区区民部経済課 創業支援セミナー ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/chusho/
sougyoushienn-seminar.html

【担当部署】文京区区民部経済課産業振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５８０３－１１７３　ＦＡＸ：０３－５８０３－１９３６



都道府県・連携会議団体別女性向け起業支援策一覧

NO
都道府県・
連携会議

団体
市区町村 実施主体名 支援策名 対象者

①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連

概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

149 東京都 文京区 文京区区民部経済課 チャレンジショップ支援事業 ○ ○ 詳細
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/chusho/
challenge.html

【担当部署】文京区区民部経済課産業振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５８０３－１１７３　ＦＡＸ：０３－５８０３－１９３６

150 東京都 台東区 台東区産業振興事業団 女性創業者・メンター交流会
創業に関心がある女性・創業して間もない女性経営者
や個人事業主

○ ○ 詳細 http://www.taito-sangyo.jp/
【担当部署】台東区産業振興事業団　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】電話０３－５８２９－４１２４、ＦＡＸ０３－５８２９－４１２７

151 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 女性のための起業スクール「MU★SAKO」 起業準備中または起業後概ね3年以内の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

152 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 女子活！！ランチセミナー 起業を希望する女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

153 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 羽ばたけ！☆アントレーヌ in品川
サービス業・物販業での起業準備中または起業後間
もない女性

○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

154 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター ウーマンズビジネスグランプリ　in品川 起業準備中または起業後概ね5年以内の女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

155 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 女性の起業＊耳よりサロン 起業希望または既起業者の女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

156 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター あなたの夢へ前進！共感を呼ぶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ作成セミナー 起業希望または既起業者の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

157 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 自社の事業を魅力的に伝える企業家プレゼンテーション術 起業希望または既起業者の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

158 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター ものづくり系女子向け起業セミナー
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

○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

159 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 女性限定交流会 起業希望または既起業者の女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

160 東京都 品川区 品川区立武蔵小山創業支援センター 女性向け販促支援プログラム事業 起業希望または既起業者の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.musashikoyama-sc.jp/
【担当部署】品川区立武蔵小山創業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５７４９－４５４０　ＦＡＸ：０３-５７４９-４５４０

161 東京都 大田区 大田区総務部人権・男女平等推進課 女性のための再チャレンジ実践講座 ○ ○ 詳細 -
【担当部署】大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」
【電話、FAX】TEL：０３-３７６６-４５８６　FAX：０３-５７６４-０６０４

162 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性のための起業・経営相談 起業をしているまたは起業を考えている女性 ○ ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

163 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性のためのらぷらす起業支援塾＆サロン 起業を目指す女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

164 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 起業ミニメッセ 女性 ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

165 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性起業家交流会 起業を目指す女性 ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

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

起業ステップアップ講座 起業をしているまたは起業を考えている女性 ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

167 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 女性のためのソーシャルビジネス講座 女性 ○ 詳細 http://www.laplace-setagaya.net
【担当部署】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６４５０－８５１０　ＦＡＸ：０３－６４５０－８５１１

168 東京都 中野区 中野区産業振興センター 経営・創業相談 ○ ○ 詳細 http://nakano-sangyoushinkou.jp/event/306
【担当部署】中野区産業振興センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３３８０－６９４６　　ＦＡＸ：０３－３３８０－６９４９

169 東京都 豊島区 豊島区生活産業課 女性のための起業塾 ○ 詳細 http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.html
【担当部署】文化商工部　生活産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：03－4566-2742　ＦＡＸ：03-5992-7088

170 東京都 豊島区 豊島区生活産業課 女性起業家交流会 ○ 詳細 http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.html
【担当部署】文化商工部　生活産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：03－4566-2742　ＦＡＸ：03-5992-7088

171 東京都 豊島区 豊島区生活産業課 起業相談窓口 ○ ○ 詳細 http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.html
【担当部署】文化商工部　生活産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：03－4566-2742　ＦＡＸ：03-5992-7088

172 東京都 豊島区 豊島区生活産業課 起業に特化した情報発信サイトの運営 ○ 詳細 http://toshima-biz.com/00_sogyo_top.html
【担当部署】文化商工部　生活産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：03－4566-2742　ＦＡＸ：03-5992-7088

173 東京都 北区
北区スペースゆう（男女共同参画活動拠点施
設）

女性起業家支援セミナー「ちょこっと起業」 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】北区男女いきいき推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３９１３－０１６１　ＦＡＸ：０３－３９１３－００８１

174 東京都 板橋区 板橋区男女社会参画課及び産業振興課 女性のための起業家入門講座 ○ ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】板橋区総務部男女社会参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３５７９－２４８６　ＦＡＸ：０３－３５７９－２３４５

175 東京都 練馬区 練馬区立男女共同参画センターえーる 女性の経済的自立支援 区内在住・在勤の女性 ○ ○ 詳細 http://www.nerima-yell.com/
【担当部署】練馬区立男共同参画センターえーる
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３９９６－９００７　ＦＡＸ：０３－３９９６－９０１０

176 東京都 練馬区
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）

創業！ねりま塾　女性のための起業セミナー 18才以上で創業に興味のある女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.nerima-idc.or.jp/bsc/
【担当部署】練馬ビジネスサポートセンター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－６７５７－２０２０　ＦＡＸ：０３－６７５７－１０１４

177 東京都 八王子市 サイバーシルクロード八王子 女性のための創業セミナー
都内での創業【プチ創業】にむけて、一歩踏み出そうと
している女性

○ ○ 詳細
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/002/00
2/004/p006487.html

【担当部署】八王子市産業振興部企業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：042-620-7379　ＦＡＸ：042-627-5951

178 東京都 立川市 立川市男女平等参画課 プチ起業講座 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】立川市男女平等参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：042-528-6801　ＦＡＸ：042-528-6805

179 東京都 武蔵野市 株式会社　マネジメントブレーン 吉祥寺Bloom、i-dream吉祥寺 創業希望者 ○ ○ ○ 詳細
http://www.kichi-bloom.com/
http://www.i-dreamkichi.com/

【担当部署】株式会社マネジメントブレーン
【電話】０４２２－２８－４３３０（ｉ－ｏｆｆｉｃｅ吉祥寺Ｂｌｏｏｍ）、０４２２－２７－２３２３（i-
dream吉祥寺）

180 東京都 武蔵野市 武蔵野市 むさしの創業サポート施設開設支援事業 ○ ○ 詳細
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shoko_nosei_rosei/s
hoko/1013854.html

【担当部署】市民部　生活経済課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：：０４２２－６０－１８３２　ＦＡＸ：０４２２－５１－９１９３

181 東京都 武蔵野市 一般社団法人フラットデザイン MIDOLINO_ 飲食業・食品製造販売業での創業希望者 ○ ○ 詳細 http://midolino.tokyo/
【担当部署】一般社団法人フラットデザイン
【電話】０４２２－３８－８４５７

182 東京都 武蔵野市 株式会社スイベルアンドノット Start up Café 武蔵境で創業・就業を目指す方 ○ ○ 詳細 http://www.startupcafe-tokyo.com/
【担当部署】株式会社スイベルアンドノット
【電話】０４２２－３８－５１７５

183 東京都 武蔵野市 株式会社タウンキッチン ８K　MUSASHISAKAI 飲食業及び菓子製造業での創業希望者 ○ ○ 詳細 http://8k-sharekitchen.com/
【担当部署】株式会社タウンキッチン
【電話】０４２２－３１－２０４０

184 東京都 昭島市 三市創業支援事業協議会Ｔ.Ａ.Ｆ. Ｔ.Ａ.Ｆ.創業セミナー ○ 詳細
http://www.city.akishima.lg.jp/s039/020/010/035/100/010/20160
615095729.html

【担当部署】立川市産業文化スポーツ部産業観光課
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－５２８－４３１７、ＦＡＸ０４２－５２７－８０７４

185 東京都 小平市 小平市産業振興課
東京郊外型就労支援推進事業と連携した創業支援による地域の
にぎわい事業

子育て中の女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】小平市産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－３４６－９５３４　ＦＡＸ：０４２－３４６－９５７５

186 東京都 国分寺市
国分寺市立男女平等推進センター　ライツこく
ぶんじ

女性の起業支援講座「わたしにもできる？！起業入門」 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】市民生活部　人権平和課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：：０４２－５７３－４３７８　ＦＡＸ：０４２－５７３－４３８８

187 東京都 清瀬市 清瀬市男女共同参画センター　アイレック 女性起業応援ミニフェスタ 起業をしている、これからしようと思っている人 ○ 詳細

188 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センター　フィフティ
２ ひがしくるめハナサクbiz. ○ ○ 詳細

http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/sesaku/danjo
/1008703.html

【担当部署】東久留米市市民部生活文化課
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－４７０－７７３８、ＦＡＸ０４２－４７２－１１３１

189 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター ママインターンシップ（保育スタッフ） 市民 ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1433

190 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター プチ起業フェスタ　～私を活かして出来ること～Vol.5 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1434

191 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター ガチ起業フェスタ　～セミナー編～ 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1435

192 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター 再就職チャレンジ応援セミナー(メイクアップ） 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1436

193 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター 再就職チャレンジ応援セミナー(再就職準備編） 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1437

194 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター 再就職チャレンジ応援セミナー(出張相談会・面接会） 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1435

195 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター プチ起業フェスタvol.6 市民 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1436

196 東京都 羽村市 羽村市 女性のチャレンジ支援セミナー、創業支援セミナー 全市民（男性も可） ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.hamura.tokyo.jp/
【担当部署】羽村市企画総務部企画政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－５５５－１１１１
ＦＡＸ：０４２－５５４－２９２１

197 東京都 西東京市 西東京創業支援・経営革新相談センター 女性を対象とした創業セミナー・経営者交流会 市内で創業を目指している方。 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.nishitokyo-sougyou.net/
【担当部署】西東京商工会
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－４６１－４５７３、ＦＡＸ０４２－４６３－７３１１

198 東京都 西東京市 西東京市産業振興課 女性の働き方サポート推進事業 子育て中の女性等 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.nishitokyo.lg.jp
【担当部署】西東京市生活文化スポーツ部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－４３８－４０４１、ＦＡＸ０４２－４３８－２０２１

199 神奈川県 － 神奈川県 女性起業支援事業 神奈川県内に在住・在勤の女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f533083/p937276.html
【担当部署】神奈川県労政福祉課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－２１０－５７４４（直通）　　ＦＡＸ：０４５－２１０－８８７３

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

201 神奈川県 藤沢市 藤沢市 藤沢市利子補給制度 ○ 詳細
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/sho
kogyo/yushi/rishihokyu.html

【担当部署】藤沢市経済部産業労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６６－２５－１１１１（内線３４１３）　ＦＡＸ：０４６６－５０－８４１９
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202 神奈川県 藤沢市 藤沢市 コミュニティビジネス支援事業補助金 ○ 詳細
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/sho
kogyo/sogyo/communitybusiness.html

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

203 神奈川県 藤沢市 公益財団法人　湘南産業振興財団 湘南ビジネスコンテスト ○ ○ 詳細 http://www.s-cns.com/contest/
【担当部署】公益財団法人湘南産業振興財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６６－２１－３８１１　ＦＡＸ：０４６６－２４－４５００

204 神奈川県 座間市 ＮＰＯ日本キャリアカウンセリング協会 女性のチャレンジ支援相談室 市内在住、在勤で就職・再就職を目指す女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】座間市広聴人権課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４６－２５２－８０８７（直通）　　ＦＡＸ：０４６－２５２－０２２０

205 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性起業家支援チーム事業、女性経営者セミナー等事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kigyo/woman/support.php
【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

206 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性専用スタートアップオフィス「F-SUSよこはま」運営事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kigyo/woman/
【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

207 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜企業経営支援財団 女性起業家メンター事業 ○ 詳細 http://www.idec.or.jp/kigyo/woman/mentor.php
【担当部署】（公財）横浜企業経営支援財団　経営支援部　経営支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－２２５－３７０７

208 神奈川県 横浜市 横浜市 輝く女性起業家プロモーション事業 ○ ○ 詳細
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/sogyo/venture/29w
omen-promotion.html

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

209 神奈川県 横浜市 横浜市 女性起業家ネットワーク事業 ○ ○ 詳細 http://www.network-wobizfesta.yokohama/
【担当部署】経済局経営・創業支援課
【電話、ＦＡＸ】０４５－６７１－３８２８

210 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 女性のための起業セミナー ○ 詳細 http://www.uproom.info/
【担当部署】横浜市男女共同参画センター横浜（フォーラム）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－８６２－５０５２　ＦＡＸ：０４５－８６２－３１０１

211 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 女性起業家たまご塾 ○ ○ 詳細 http://www.uproom.info/beginner/
【担当部署】横浜市男女共同参画センター横浜（フォーラム）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－８６２－５０５２　ＦＡＸ：０４５－８６２－３１０１

212 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 女性のための起業準備相談 ○ 詳細 http://www.uproom.info/soudan/
【担当部署】横浜市男女共同参画センター横浜（フォーラム）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－８６２－５０５２　ＦＡＸ：０４５－８６２－３１０１

213 神奈川県 横浜市 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 女性起業家のためのホームページ・ブログ相談 ○ 詳細 http://www.uproom.info/soudan/
【担当部署】横浜市男女共同参画センター横浜（フォーラム）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４５－８６２－５０５２　ＦＡＸ：０４５－８６２－３１０１

214 神奈川県 川崎市 川崎市経済労働局産業振興部金融課 女性・若者・シニア起業家支援資金 ○ 詳細 http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000017473.html
【担当部署】　川崎市経済労働局産業振興部金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－５４４－１８４６・１８４７　ＦＡＸ：０４４－５４４－３２６３

215 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家の取材と紹介
講座受講後に起業、または当施設とのかかわりで起
業した女性

○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８、ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

216 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） メーリングリストによる情報提供 講座受講生で希望された女性 ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

217 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） かわさき女性起業家ネットワーク（交流会） 市内女性起業家 ○ ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

218 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家ミニ見本市
市内の起業を考えている女性や、起業後間もない女
性

○ ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

219 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 女性起業家ビギナーズサロン「起業プラン作成支援講座」 市内在住、在勤、在学で起業を考えている女性 ○ ○ 詳細 http://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

220 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 商人（あきんど）デビュー塾
市内在住、在勤、在学で起業を考えている女性（男性
も可）

○ ○ ○ 詳細 https://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

221 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 起業家無料相談会
市内在住、在勤、在学で起業を考えている女性または
起業して5年以内の女性優先

○ ○ 詳細 https://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

222 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） はじめてWEBセミナー 市内在住、在勤、在学で起業を考えている女性 ○ ○ ○ 詳細 https://www.scrum21.or.jp/challenge/kigyou/
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

223 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） すくらむプチマルシェ
市内の起業を考えている女性や、起業後間もない女
性

○ ○ 詳細 https://www.scrum21.or.jp/seminar/sc4929.html
【担当部署】川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４４－８１３－０８０８　ＦＡＸ：０４４－８１３－０８６４

224 神奈川県 川崎市 マナ・ビーナス 起業女性向けスキルアップセミナー ○ 詳細 http://mana-venus.com/
【担当部署】マナ･ビーナス
【電話、ＦＡＸ】０４４－２８１－６５１７

225 神奈川県 川崎市 マナ・ビーナス 「認知を拡げる✕地域に応援される商品作り」１dayワークショプ ○ 詳細 http://mana-venus.com/
【担当部署】マナ･ビーナス
【電話、ＦＡＸ】０４４－２８１－６５１７

226 神奈川県 相模原市 相模原市 女性起業家支援事業
女性起業希望者、起業に興味のある女性、起業後お
おむね３年以内の女性経営者

○ ○ ○ 詳細
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/10
03367/1003370.html

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

227 神奈川県 相模原市 公益財団法人相模原市産業振興財団 さがみはら女性起業家マーケット・女性起業家養成講座
相模原市内でこれから起業を考えている方、すでに事
業を開始されている方

○ ○ 詳細 http://soho.ssz.or.jp/
【担当部署】公益財団法人相模原市産業振興財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－７５９－５６００　ＦＡＸ：０４２－７５９－５６５５

228 神奈川県 相模原市 相模原市 ソレイユさがみ　ゆめひろば 相模原市内に在住・在勤・在学で起業を目指す女性 ○ 詳細 http://www.soleilsagami.jp/
【担当部署】相模原市立男女共同参画推進センター（ソレイユさがみ）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４２－７７５－１７７５（直通）　　ＦＡＸ：０４２－７７５－１７７６

229 新潟県 三条市 三条市 創業塾pontekia 女性 ○ ○ 詳細 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shokoka/page00168.html
【担当部署】経済部商工課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２５６－３４－５６１１（直通）　ＦＡＸ：０２５６－３６－５１１１

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

231 新潟県 三条市 三条市 女性のためのプチ起業セミナー 女性 ○ 詳細
http://www.city.sanjo.niigata.jp/shokoka/page00418.html
?rss

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

232 新潟県 聖籠町 聖籠町 再就職・起業への支援 ○ 詳細
【担当部署】総務課　総合政策係
【電話、ＦＡＸ】0254-27-2111（224）・0254-27-2119

233 新潟県 － 公益財団法人新潟県女性財団 起業した女性のための事業継続セミナー 起業している、具体的に起業を考えている女性 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】公益財団法人新潟県女性財団
【電話、FAX】TEL:０２５－２８５－６６１０　FAX：０２５－２８５－６６３０

234 富山県 － 富山県（（公財）富山県新世紀産業機構） 若者・女性・シニア創業チャレンジ支援事業
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

○ 詳細 http://www.tonio.or.jp/josei/wakamono/
【担当部署】経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３２４７　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４０２

235 富山県 － 富山県 農村女性スキルアップ講座の開催
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

○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

236 富山県 － 富山県 農村女性起業チャレンジ事業 起業活動個人、法人または任意組織 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

237 富山県 － 富山県 農村女性起業拡大支援事業
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)

○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

238 富山県 － 富山県 農村女性先進モデル企業育成事業 起業活動法人または法人計画を有する任意組織 ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

239 富山県 富山県 農村女性起業ネットワーク促進事業 女性起業者 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

240 富山県 富山県 農の次世代女性活躍支援事業
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）

○ 詳細 －
【担当部署】富山県　農村振興課　農村活性化係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４４４－３３８１　ＦＡＸ：０７６－４４４－４４２７

241 富山県 － 公益財団法人富山県女性財団 チャレンジ支援相談
就職や起業、ＮＰＯ設立、キャリアアップなど、様々な
分野へのチャレンジについて相談したい方

○ ○ 詳細 http://www.sunforte.or.jp
【担当部署】（公財）富山県女性財団　チャレンジ支援コーナー
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４３２－０２３４　ＦＡＸ：０７６－４３２－５５２５

242 富山県 南砺市 南砺市商工課 南砺市女性起業家育成事業
南砺市内で起業をする方（時期は未定でもＯＫ）
南砺市内で起業後、間もない方（第２創業可

○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】　　　南砺市ブランド戦略部商工課
【電話、ＦＡＸ】　　電話　０７６３－２３－２０１８　FAX　０７６３－６２－２１１２

243 富山県 上市町 上市町 女性起業塾 起業に関心のある又は起業を目指す女性 ○ 詳細 http://www.town.kamiichi.toyama.jp/
【担当部署】上市町産業課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－４７２－１１１１　ＦＡＸ：０７６－４７２－１１１５

244 石川県 － 公益財団法人いしかわ女性基金 女性創業支援相談会 起業に興味のある方、起業間もない方（女性） ○ ○ ○ 詳細
http://ishikawa-jyosei-kikin.or.jp/event/2017/10/post-
40.html

【担当部署①】(公財)石川県産業創出支援機構
ＴＥＬ：０７６－２６７－１２４４　ＦＡＸ：０７６－２６７－３６２２
【担当部署②】石川県女性センター
ＴＥＬ：０７６－２３４－１１１２　ＦＡＸ：０７６－２３４－１１３０

245 石川県 小松市 小松市 （仮称）女性起業家＆経営者ステップアップフォーラム 女性 ○ ○ 詳細 http://www.city.komatsu.lg.jp/16908.htm
【担当部署】小松市商工労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６１－２４－８０７４　ＦＡＸ：０７６１－２３－６４０４

246 石川県 小松市 小松市 小松市女性起業家等活動応援金
３名以上の女性起業家、女性経営者等のグループ
による意欲的な取組や地域活性化につながる活動
等に対し、応援金を交付

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

247 石川県 － 石川県男女共同参画課 女性のための起業チャレンジ応援事業 起業を目指す女性 ○ ○ 詳細 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/index/1.html
【担当部署】石川県男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－２２５－１３７６　ＦＡＸ：０７６－２２５－１３７４

248 石川県 かほく市 かほく市 若者等チャレンジ支援補助事業（創業者支援制度の１つ） 45歳以下の若者又は女性 ○ 詳細 －
【担当部署】かほく市産業建設部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７６－２８３－７１０５　ＦＡＸ：０７６－２８３－７１０８

249 石川県 白山市 白山市産業部商工課 女性のための起業セミナー 市内在住の起業を目指す女性 ○ 詳細 －
【担当部署】白山市産業部商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：076－274-9542　ＦＡＸ：076-274-4177

250 福井県 福井市 福井市　商工労働部 起業女子支援事業 ○ ○ 詳細
http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/kigyoka/p009
754.html

【担当部署】福井市　商工労働部　商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：：０７７６－２０－５３２５　ＦＡＸ：０７７６　－２０－５３２３

251 福井県 福井市 福井市　商工労働部 中心市街地開業促進事業 ○ 詳細
http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/kigyoka/set.
html

【担当部署】福井市　商工労働部　商工振興課

【電話、FAX】TEL:0776-20-5325　FAX:0776-20-5323

252 福井県 － 公益財団法人ふくい産業支援センター
ふくい女性起業チャレンジ支援
（創業セミナー）

○ ○ 詳細 http://www.s-project.biz/
【担当部署】福井県産業労働部新産業創出課
【電話、ＦＡＸ】０７７６－２０－０５３７

253 福井県 － 公益財団法人ふくい産業支援センター
ふくい女性起業チャレンジ支援
（女性創業相談窓口）

○ ○ ○ 詳細 http://www.s-project.biz/
【担当部署】福井県産業労働部新産業創出課
【電話、ＦＡＸ】０７７６－２０－０５３７
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254 福井県 越前市 越前ネクストクラフト実行委員会 えちぜん女性のための創業支援セミナー ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/010/28echizen_
woman.html

【担当部署】産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0778-22-3047

255 福井県 大野市 大野市 起業家・経営者支援事業 ○ 詳細
http://www.city.ono.fukui.jp/sangyo/shokogyo/hojokin/so
ugyoshien.html

【担当部署】商工観光振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７９－６６－１１１１　ＦＡＸ：０７７９－６５－８３７１

256 山梨県 －
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
総合

女性活躍支援事業
スモールビジネスから始めよう！女性起業家セミナー

企業を目指す女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ総合
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：055-235-4171　ＦＡＸ：055-235-1077

257 山梨県
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
富士

女性の活躍支援事業　スモールビジネス実践講座、ＳＮＳ・Ｎｅｔ活
用講座

企業を目指す女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ富士
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0554-45-1666　ＦＡＸ：0554-45-1663

258 山梨県
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
富士

女性の活躍支援事業　ちいさな手しごとマルシェ 企業を目指す女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ富士
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0554-45-1666　ＦＡＸ：0554-45-1663

259 山梨県 － 山梨県 女性の起業支援事業 企業を目指す女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/joseikigyou.html
【担当部署】産業労働部新事業・経営革新支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２２３－１５４４　ＦＡＸ：０５５－２２３－１５６９

260 山梨県 － 山梨県・（公財）やまなし産業支援機構 中小企業支援基盤整備事業 企業を目指す女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】（公財）やまなし産業支援機構
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２４３－１８８８　ＦＡＸ：０５５－２４３－１８８５

261 山梨県 － 山梨中央銀行 女性の起業応援プロジェクト「女性のための起業セミナー」
起業を希望する女性、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

○ ○ ○ ○ 詳細 https://www.yamanashibank.co.jp
【担当部署】山梨中央銀行
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２２４－１１９２　ＦＡＸ：０５５－２３２－５５６２

262 山梨県 － 山梨県信用保証協会 女性専用の保証制度、女性経営者応援チーム 女性の創業希望者や経営者 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://cgc-yamanashi.or.jp/
【担当部署】山梨県信用保証協会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－２３５－９７０１　ＦＡＸ：０５５－２３２－０１６６

263 山梨県 北杜市 北杜市産業観光部商工・食農課 女性起業家交流会の開催 市内で創業を希望する女性 ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】　北杜市　産業観光部　商工・食農課　商工担当
【電話、ＦＡＸ】　電話　0551-42-1354（直通）、FAX　0551-42-5216

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

ぷち創業セミナー 創業に関心のある方 ○ 詳細 －
【担当部署】長野県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６６－２２－５７８１　ＦＡＸ：０２６６－２２－５７８３

265 長野県 － 長野県 ＮＰＯ法人設立講座の開催 NPO法人を立ち上げて社会貢献をしたい方 ○ 詳細
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-
npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/index.html

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

266 長野県 － 長野県 女性向け創業セミナー 起業に関心のある方 ○ ○ 詳細
http://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo
/sogyo/oen.html

【担当部署】長野県　産業労働部　創業・サービス産業振興室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２６－２３５－７１９４　ＦＡＸ：０２６－２３５－７４９６

267 長野県 －
長野県、公益財団法人長野県中小企業振興
センター

創業相談窓口への女性相談員の配置
若者、女性、シニア及び県内移住者など創業に関心の
ある方

○ 詳細
http://www.icon-nagano.or.jp/sogyo-office/index.html

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

268 長野県 松本市 ココノチカラ 女性の起業や副業支援
起業・副業を検討している女性・仕事復帰、再就職を
検討している女性

○ 詳細 http://www.coconochikara.com
【担当部署】塩尻本部、松本支部
【電話、ＦＡＸ】非公開

269 長野県 松本市 松本市センターパレア松本 女性のための起業セミナー 起業に関心のある方 ○ ○ 詳細
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sodan/tanto
ka/joseicennosoudan.html

【担当部署】松本市女性センターパレア松本
【電話】0263-39-1105

270 長野県 安曇野市 アルプス女性企業家会議 起業を考える女性の相談窓口及び情報提供 起業を検討している女性 ○ ○ 詳細 http://www.woman-web.jp/index.html
【担当部署】好生館マナー研究所
【電話、ＦＡＸ】０２６３－３９－１９２１（ＦＡＸ共通）

271 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市 姫Ｂｉｚ戦略事業 ○ ○ ○ 詳細 http://himebiz.jimdo.com/
【担当部署】産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５７４－２８－１１３６　ＦＡＸ：０５７４－２７－３８６３

272 岐阜県 岐阜市
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

平成２９年度　　女性の活躍スキルＵＰアカデミー
「だれでもできる！プチ起業入門」

一般 ○ ○ ○ 詳細 https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c/
【担当部署】岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】TEL：０５８－２６８－１０５２　ＦＡＸ：０５８－２６８－１０５７

273 岐阜県 岐阜市
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

平成２９年度　　女性のための生き方・働き方大相談会
「ぷち起業・創業」

一般 ○ ○ 詳細 https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c/
【担当部署】岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】TEL：０５８－２６８－１０５２　ＦＡＸ：０５８－２６８－１０５７

274 岐阜県 大垣市 大垣商工会議所 女性創業塾 ○ 詳細 http://www.ogakicci.or.jp/
【担当部署】大垣商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５７４－７８－９１１１　ＦＡＸ：０５７４－７８－９１１２

275 岐阜県 各務原市 各務原商工会議所 働きたい女性を応援！女性起業家セミナー 創業・起業を考えている・興味・関心がある女性 ○ ○ ○ 詳細 作成中
【担当部署】各務原商工会議所
【電話、FAX】TEL：058-382-7101　FAX：058-371-0100

276 岐阜県 高山市 高山市、高山市商工会議所、北・南・西商工会 起業セミナー（女性コース） ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】高山市役所　商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５７７－３５－３１４４　ＦＡＸ：０５７７－３５－３１６７

277 静岡県 三島市 三島市 女性就労支援相談窓口設置事業 ○ 詳細 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn011451.html
【担当部署】三島市産業振興部商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－９８３－２６５５　　ＦＡＸ：０５５－９８３－２７５４

278 静岡県 三島市 株式会社ビズホープ 女性起業家専用シェアオフィス「cotoris labo」 ○ 詳細 http://www.bizhope2012.net/
【担当部署】株式会社ビズホープ
【電話、ＦＡＸ】０５５−９９４−９４０７（ＦＡＸ共通）

279 静岡県 島田市 島田市産業支援センター 女性のための異業種交流会 女性経営者、起業希望の女性、起業して間もない女性 ○ 詳細 https://obisapo.jimdo.com
【担当部署】島田市産業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ０５４７－５４－５７６０・ＦＡＸ０５４７－５４－５７６５

280 静岡県 磐田市 磐田市 女性起業家育成事業 ○ 詳細 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/jigyosha/busi008.php
【担当部署】磐田市商工観光課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３８－３７－４８１９　ＦＡＸ：０５３８－３７－５０１３

281 静岡県 磐田市 いわしんワーキングレディースクラブ 女性のキャリアアップ支援 ○ 詳細
【担当部署】磐田信用金庫営業統括部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３８－３２－５１１５　ＦＡＸ：０５３８－３５－９０２０

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

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

一般（特に制限はなし） ○ ○ ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】沼津商工会議所
【電話】０５５－９２１－１０００、【ＦＡＸ】０５５－９２１－１１０５

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

285 静岡県 富士市
富士市産業支援センターf-Biz、株式会社るる
キャリア

起業女子のための、Facebook・Instagramをビジネスに活かす
マーケティング入門

市内外の起業を志す者など ○ ○ 詳細 http://f-biz.jp/archives/what_new/403
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

286 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz キャリアコンサルタントによる女性のための起業相談 市内外の起業を志す者など ○ ○ ○ 詳細 http://f-biz.jp/archives/consultation/2559
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

287 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz 女性目線を活かしたサポート事例集 中小事業者、起業を志す者など ○ 詳細 http://f-biz.jp/woman/
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

288 静岡県 富士市 富士市多文化・男女共同参画課 地域における女性活躍推進セミナー 中小事業者 ○ 詳細
【担当部署】富士市市民部多文化・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0545-55-2724、FAX0545-55-2864

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

290 静岡県 藤枝市 藤枝市 女性創業支援 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】藤枝市創業支援室
【電話、ＦＡＸ】℡：054-643-3239/FAX：054-631-9082

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

292 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市 女性のためのプチ起業講座 起業に興味のある女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】　伊豆の国市地域づくり推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５５－９４８－１４１２　　ＦＡＸ：０５５－９４８－１１６９

293 静岡県 湖西市 湖西市 女性のための起業講座 起業に関心のある女性 ○ 詳細 ｈｔｔｐ://www.city.kosai.shizuoka.jp/9324.htm
【担当部署】　湖西市役所市民経済部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３－５７６－１２１５　ＦＡＸ：０５３－５７６－１１１５

294 静岡県 静岡市 公益財団法人　静岡産業振興協会 女性起業家等支援事業 創業希望者・創業準備者・創業者・一般 ○ ○ ○ 詳細 http://www.b-nest.jp/bnestcafe/h28_11.html
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２２３２　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

295 静岡県 静岡市 静岡商工会議所
女性向けスキルアップセミナー / 女性のための創業支援セミ
ナー／創業ステップアップ講座

創業希望者・創業準備者・創業者・一般 ○ ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.shizuoka-cci.or.jp
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２２３２　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

296 静岡県 静岡市 静岡銀行 しずぎん起業家大賞における“女性起業家賞”の設置 創業準備者・創業者 ○ ○ 詳細 http://www.shizuokabank.co.jp/kigyouka/
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２２３２　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

297 静岡県 静岡市 株式会社るるキャリア 【女性限定】起業スタートアップ塾／プレミアムミニJ300 in 静岡 起業に興味のある女性／スパイシーな女性起業家 ○ ○ ○ 詳細 http://www.uruoiplus.jp/
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２２３２　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

298 静岡県 静岡市 オリーブbiz 女性目線の人材育成・起業支援 創業希望者・創業準備者・創業者 ○ ○ ○ 詳細 http://i-olive.biz/
【担当部署】　静岡市役所経済局商工部産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５４－３５４－２２３２　ＦＡＸ：０５４－３５３－１０２２

299 静岡県 浜松市 浜松市ＵＤ・男女共同参画課 子育て世代の女性活躍支援事業
子育てしながら、地域社会で活躍したいと思っている
女性

○ ○ 詳細 －
【担当部署】浜松市ＵＤ・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５３－４５７－２５６１　　ＦＡＸ：０５３－４５７－２７５０

300 愛知県 岡崎市 岡崎市
岡崎ビジネスサポートセンター（産業支援拠点）における女性支
援強化

○ 詳細 http://www.oka-biz.net/challenge.html
【担当部署】岡崎市経済振興部商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６４－２３－６２１２　ＦＡＸ：０５６４－２３－６２１３

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

302 愛知県 瀬戸市
陶都瀬戸躍進会議（瀬戸市、瀬戸商工会議
所、瀬戸信用金庫）

せとしごと塾 入塾条件を満たす方(右記URL参照) ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.seto.aichi.jp/bunya/seto-shigotojyuku/
【担当部署】瀬戸市地域振興部ものづくり商業振興課商業金融係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６１－８８－２６５２

303 愛知県 碧南市 碧南市 碧南市創業チャレンジ補助金 ○ 詳細 http://www.hekinan-companysupport.jp/
【担当部署】碧南市経済環境部商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６６－４１－３３１１　ＦＡＸ：０５６６－４１－５４１２

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

305 愛知県 － 愛知県 輝く女性ソーシャルビジネスプランコンテストあいち
創業前の個人・グループ
法人・個人事業主（創業後5年未満）

○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/
【担当部署】愛知県産業労働部産業労働政策課　広報・企画調整グループ
【電話、FAX】TEL：０５２－９５４－６３３０　FAX：０５２－９５４－６９２３

306 愛知県 － 愛知県 あいち女性起業支援セミナー
起業に興味のある女性、起業をめざす女性、起業間も
ない女性起業家等

○ ○ 詳細 http://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/
【担当部署】愛知県産業労働部産業労働政策課　広報・企画調整グループ
【電話、FAX】TEL：０５２－９５４－６３３０　FAX：０５２－９５４－６９２３



都道府県・連携会議団体別女性向け起業支援策一覧
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概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

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

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

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

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

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

310 愛知県 刈谷市 刈谷市 プチ起業応援講座 市内在住・在勤または在学の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】市民活動部市民協働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６６－９５－０００２　ＦＡＸ：０５６６－２７－９６５２

311 愛知県 豊田市 豊田市・豊田商工会議所・豊田信用金庫 とよたで女性の起業できますプロジェクト ○ ○ ○ 詳細 http://clover-toyota.jp/topi-cate0502/1415.html
【担当部署】とよた男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６５－３１－７７８０　ＦＡＸ：０５６５－３１－３２７０

312 愛知県 新城市 新城市 輝く女性創業支援事業 市内女性 ○ ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】新城市産業振興部商工政策課
【連絡先】TEL：0536-23-7634　FAX：0536-23-7047　MAIL：
shoukou@city.shinshiro.lg.jp

313 愛知県 北名古屋市 商工農政課
平成29年度
やるからには黒字！女性のためのビジネスプラン塾

起業を考えている女性 ○ ○ 詳細 ー
【担当部署】建設部　商工農政課
電話：0568-22-1111　ＦＡＸ：0568-23-3160

314 愛知県 北名古屋市 商工農政課 創業支援セミナー 起業を考えている人 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.kitanagoya.lg.jp/syoukounousei/2800013.php
【担当部署】建設部　商工農政課
電話：0568-22-1111　ＦＡＸ：0568-23-3160

315 愛知県 北名古屋市 生涯学習課
北名古屋市生涯学習講座2017後期
好きを仕事に！女性のための経営学

起業を考えている人、起業している人 ○ ○ ○ 詳細 ー
【担当部署】教育部　生涯学習課
電話:0568-22-1111　ＦＡＸ：0568-23-3150

316 愛知県 北名古屋市
ママライフデザイン研究所（市内市民活動団
体）

mama life expo（ママライフ・エキスポ） 女性向け ○ 詳細 http://www.mamalife-design.com
ママライフデザイン研究所
メールアドレス　mamalifedesignlabo@gmail.com

317 愛知県 北名古屋市 北名古屋市 （平成30年度）起業実践セミナー 起業を考える女性、起業したばかりの女性 ○ ○ 詳細
http://www.city.kitanagoya.lg.jp/katsudo/1900114.php（昨年度の実
施報告）

【担当部署】総務部　市民活動推進課
【電話、ＦＡＸ】0568-22-1111　ＦＡＸ：0568-25-0611

318 愛知県 尾張旭市
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

尾張旭市創業セミナー
これから創業したいと考えている方、創業５年未満の
方

○ ○ ○ ○ 詳細
http:/www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/sangyou/shoukou/sougyou.h
tml

【担当部署】尾張旭市役所産業課商工係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５６１－７６－８１３２ ＦＡＸ：０５６１－５３－７００８

319 愛知県 名古屋市 名古屋市
名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト（女性ビジネス
研究会）

○ ○ ○ 詳細 http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000087291.html
【担当部署】名古屋市市民経済局産業部産業労働課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２４１２　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１３９

320 愛知県 名古屋市 名古屋市 女性起業家ビギナーズサロン 一般 ○ ○ 詳細 http://e-able-nagoya.jp/
【担当部署】名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２２３４　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１１２

321 愛知県 名古屋市 名古屋市 女性起業家交流会 一般 ○ 詳細 http://e-able-nagoya.jp/
【担当部署】名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２２３４　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１１２

322 愛知県 名古屋市 名古屋市 女性起業家養成セミナー 一般 ○ ○ ○ 詳細 -
【担当部署】名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－９７２－２２３４　ＦＡＸ：０５２－９７２－４１１２

323 愛知県 名古屋市
（公財）名古屋産業振興公社　名古屋市新事
業支援センター

女性向け経営アドバイザー設置事業
市内に創業を検討している女性や市内中小企業の女
性経営者

○ ○ 詳細 http://www.nipc.or.jp/new-biz/index.html
【担当部署】名古屋市新事業支援センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５２－７３５－０８０８　ＦＡＸ：０５２－７３５－２０６５

324 三重県 四日市市 四日市市 女性起業家育成事業（ウーマン起業塾よっかいち２０１７） 市民 ○ ○ 詳細 https://yokkaichi-woman.net
【担当部署】商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５９－３５４－８１７５　ＦＡＸ：０５９－３５４－８３０７

325 三重県 四日市市 四日市市 女性起業家育成事業（ウーマン起業塾よっかいち２０１８） 市民 ○ ○ 詳細
【担当部署】商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５９－３５４－８１７５　ＦＡＸ：０５９－３５４－８３０７

326 三重県 四日市市 四日市市 女性のためのプチ起業入門講座 市民 ○ 詳細
http://www.city.yokkaichi.mie.jo/danjo/gaiyo/houkoku.ht
ml

【担当部署】男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５９－３５４－８３３１　ＦＡＸ：０５９－３５４－８３３５

327 三重県 伊勢市 伊勢市産業支援センター 女性起業セミナー ・どなたでも（男性・女性問わず） ○ 詳細 http://sangyo.city.ise.mie.jp/
【担当部署】伊勢市産業支援センター
【電話】ＴＥＬ：0596-63-5677

328 三重県 伊勢市 伊勢市産業支援センター 女性だけの起業座談会・個別相談会
・起業に関心のある女性
・5年以内に起業した女性

○ ○ ○ 詳細 http://sangyo.city.ise.mie.jp/
【担当部署】伊勢市産業支援センター
【電話】ＴＥＬ：0596-63-5677

329 三重県 松阪市 松阪市商工政策課
豪商のまち松阪起業家支援事業（子育て世代のためのビジネス
セミナー）

子育て世代 ○ ○ 詳細 http://www.city.matsusaka.mie.jp/
【担当部署】松阪市商工政策課
【電話】0598-53-4361

330 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市男女共同参画課，産業政策課 創業支援セミナー ○ ○ 詳細 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.danjokyodosankaku.city.suzuka.lg.jp/
【担当部署】鈴鹿市男女共同参画課/産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５９－３８１－３１１３　ＦＡＸ：０５９－３８１－３１１８/
　　　　　　　　 ＴＥＬ：０５９－３８２－８６９８　ＦＡＸ：０５９－３８２－０３０４

331 三重県 亀山市 亀山市 創業資金利子補給制度 ○ 詳細 http://www.city.kameyama.mie.jp/
【担当部署】産業振興課　商工業・地域交通グループ
【電話】TEL：０５９５－８４－５０４９

332 滋賀県 高島市
ＮＰＯ法人元気な仲間（働く女性の家指定管理
者）

ゆめぱれっとチャレンジ支援制度 市内で起業に関心を持つ女性 ○ 詳細 http://npo-genki.com/josei/yumepallet.html
【担当部署】働く女性の家
【電話、ＦＡＸ】　０７４０－２２－５７７５

333 滋賀県 高島市 高島市 女性のためのアグリビジネス入門講座 農業に関心のある方（男性も可） ○ 詳細 －
【担当部署】農業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ　：０７４０－２５－８５１１　　ＦＡＸ：０７４０－２５－８５１９

334 滋賀県 東近江市
東近江市、東近江市商工会、八日市商工会議
所

女性のための創業塾 創業に興味を持ち、近々開業を考えている女性 ○ ○ 詳細
http://higashiomishi-hokokai.jp/news
http://higashiomishi-shokokai.jp/news/news-edit-96

【担当部署】東近江市　商工観光部　商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－２４－５５６５　　ＦＡＸ：０７４８－２３－８２９１

335 滋賀県 彦根市
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）

女性チャレンジ支援セミナー 自己キャリア向上や再就職を前向きに考えている女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】彦根市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】０７４９－２４－３５２９

336 滋賀県 草津市 草津市、くさつ☆パールプロジェクトチーム 女性のチャレンジ応援塾 起業に向けて準備中もしくは起業して間もない女性 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/jinken/danjosa
nkaku/index.html

【担当部署】草津市総合政策部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５６５－１５５０　ＦＡＸ：０７７－５６１－２４８９

337 滋賀県 － 滋賀県 【制度融資】開業資金（女性創業枠）

認定経営革新等支援機関の支援を受けて創業しよう
とするもので、次のいずれかに該当する女性
①事業を営んでいない個人であって、１か月以内に新
たに開業しようとする者または開業後５年未満の者
②事業を営んでいない個人であって、２か月以内に新
たに会社を設立しようとする者または、設立後５年未
満の者

○ 詳細
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/yuusi/index.ht
ml

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

338 滋賀県 － 公益財団法人　滋賀県産業支援プラザ ビジネスカフェin マイママhouse 主に起業に取り組む方 ○ 詳細 －
【担当部署】経営支援部　創業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５１１－１４１２、ＦＡＸ：０７７－５１１－１４１８

339 滋賀県 － 滋賀県 女性の力を活かしたアグリビジネス創造事業 就農やアグリビジネスに興味ある女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】滋賀県農政水産部農業経営課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－３８４７、ＦＡＸ：０７７－５２８－４８８２

340 滋賀県 － 滋賀県立男女共同参画センター 女性のチャレンジ支援事業 起業に取り組み、または起業に関心を持つ女性 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.shiga.lg.jp/c/g-net/index.html
【担当部署】滋賀県立男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－３７－３７５１　ＦＡＸ：０７４８－３７－５７７０

341 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市 女性まちづくり塾（２９年度で終了） 起業している、または起業に興味のある女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】人権・市民生活課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－３６－５８８１　ＦＡＸ：０７４８－３６－５５５３

342 滋賀県 長浜市 長浜市パートナーシップ推進協議会
女性の起業スタートアップセミナー
異業種交流会
ジョブカフェ個別相談

・事業を始めたい女性
・事業をされている女性

○ ○ ○ 詳細 http://www.locoenjoythemommylife.com/
【事務局】長浜市人権施策推進課
【電話、FAX】TEL　０７４９－６５－６５６０

FAX ０７４９ ６４ ０３９６
343 滋賀県 湖南市 NPO法人創業未来会議室 Ｃ★LOVE（クラブ）活動 起業をめざす女性 ○ ○ ○ 詳細 https://fcrsb.jimdo.com/

特定非営利活動法人　創業未来会議室　松本
【電話】０７４８－６０－５２１７

344 滋賀県 湖南市 NPO法人創業未来会議室 新しい時代の波を感じる読書会 起業をめざす女性・男性 ○ 詳細 https://fcrsb.jimdo.com/
特定非営利活動法人　創業未来会議室　松本
【電話】０７４８－６０－５２１７

345 滋賀県 湖南市 NPO法人創業未来会議室 Bizcafe３分間プレゼン大会around湖南＠今プラス 起業をめざす女性 ○ 詳細 https://fcrsb.jimdo.com/
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ共催　特定非営利活動法人　創業未来会議室
松本
【電話】０７４８－６０－５２１７

346 滋賀県 湖南市 NPO法人創業未来会議室 女性起業家のための会計報告 起業をめざす女性 ○ 詳細 https://fcrsb.jimdo.com/
定非営利活動法人　創業未来会議室　松本
【電話】０７４８－６０－５２１７

347 滋賀県 甲賀市 甲賀市 女性の起業・キャリアアップ支援事業 市内で起業をめざす、または起業して間もない女性 ○ 詳細 －

【担当部署】甲賀市役所産業経済部商工労政課女性活躍推進室
【電話、ＦＡＸ】
ＴＥＬ：０７４８－６９－２１８９
ＦＡＸ：０７４８－６３－４０８７

348 滋賀県 大津市 大津市 女性の起業創業支援補助事業 女性の起業に関する支援等を実施する民間の事業者 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大津市産業観光部商工労働政策課　【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２
７５５、ＦＡＸ：０７７－５２３－４０５３

349 滋賀県 大津市 大津市 女性起業家の経営スクール事業
既に起業している女性や、今後起業を予定している女
性

○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大津市産業観光部商工労働政策課　【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２
７５５、ＦＡＸ：０７７－５２３－４０５３

350 滋賀県 大津市 大津市 大津市女性活躍ビジネスプランコンテスト企画運営等事業
既に起業している女性や、今後起業を予定している女
性等

○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大津市産業観光部商工労働政策課　【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２
７５５、ＦＡＸ：０７７－５２３－４０５３

351 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市 なでしこ商人塾（２９年度で終了） 起業を目指す女性、起業に興味のある女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】人権・市民生活課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４８－３６－５８８１　ＦＡＸ：０７４８－３６－５５５３

352 滋賀県 彦根市
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）

女性キャリアアップ支援セミナー 自己キャリア向上を目指す女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】彦根市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４９－２４－３５２９

353 滋賀県 彦根市
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）

ウィズマルシェ 女性チャレンジセミナー受講者 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】彦根市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４９－２４－３５２９

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

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

355 京都府 京都府 京都府 女性の起業・経営支援事業費 ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】京都府男女共同参画課女性活躍・ワーク・ライフ・バランス推進担当
電話：075-744-7600 ・7601　ＦＡＸ：075-744-7602
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356 京都府 京都府 京都府男女共同参画センター 京都府女性チャレンジオフィス事業 ○ ○ ○ 詳細 http://www.kyoto-womensc.jp/kigyosien.html
【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3436

357 京都府 京都府 京都府男女共同参画センター 女性の起業・経営相談 ○ ○ ○ 詳細 http://www.kyoto-womensc.jp/kigyosien.html
【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3437

358 京都府 京都府 京都府男女共同参画センター 女性のためのらら京都創業スクール ○ ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.kyoto-womensc.jp/
【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3436

359 京都府 京都府 京都府男女共同参画センター 起業をめざす女性のための交流サロンCo-Co ○ ○ 詳細 http://www.kyoto-womensc.jp/
【担当部署】京都府男女共同参画センター らら京都
 TEL 075-692-3433　FAX 075-692-3437

360 京都府 宇治市 宇治市男女共同参画支援センター ここからチャレンジ相談 女性 ○ ○ 詳細 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000019665.html
【担当部署】宇治市男女共同参画支援センター
TEL  0774-39-9377

361 京都府 宇治市 宇治市男女共同参画支援センター
女性のためのエンパワーメント支援セミナー（平成29年度は「人と
の関係がうまく回り出す！ストレスフリーコミュニケーション術）

女性 ○ 詳細 －
【担当部署】宇治市男女共同参画支援センター
TEL  0774-39-9377

362 京都府 城陽市 城陽市
平成29年度女性の活躍推進事業
ぱれっとJOYOがお届けする女性のための起業応援４つの講座

物販やサービス提供などで仕事を始めたい女性また
は、５年未満の女性、
在宅ワークに興味がある女性

○ ○ 詳細 －
【担当部署】城陽市男女共同参画支援センター
TEL 0774 －54－7545

363 京都府 長岡京市 女性交流支援センター 女性活躍推進啓発セミナー １８歳以上の女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】女性交流支援センター
TEL　075-963-5501　FAX　075－963－5521

364 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課
女性交流支援ルーム講座（ポケットサロン）
「ポケットサロン～女性の起業、応援します！」

市内に在住・通勤・通学する女性 ○ 詳細 http://www.kyotanabe.jp/soshiki/4-10-0-0-0_28.html
【担当部署・担当者氏名】　京田辺市　女性交流支援ルーム　堀　美津代
TEL、ＦＡＸ　0774-65-3709

365 京都府 京丹後市 京丹後市 創業等支援補助金 ○ ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】商工観光部商工振興課商工係　下田真紀子
TEL 0772-69-0440    ＦＡＸ 0772-72-2030

366 京都府 京丹後市 京丹後市 コミュニティビジネス応援補助金 ○ ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】市長公室政策企画課地域支援・定住対策係　小林義広
TEL 0772-69-0120   ＦＡＸ 0772-69-0901

367 大阪府 豊中市 一般社団法人とよなか男女共同参画推進財団 起業スターターズ・プロジェクト～はじめよう、わたしの起業 女性起業家、女性起業家をめざす方 ○ ○ ○ 詳細
http://www.toyonaka-
step.jp/04_seminar_event/kigyou2016.html

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

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

Ｄｅａｒ本気ＷＯＭＡＮ、創業支援塾～趣味から飛び出せ！第一歩
～

起業・創業をしたい女性 ○ ○ ○ ○ ○ 詳細 －

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

369 大阪府 高槻市 高槻市　人権・男女共同参画課 「好き」・「得意」からはじめるプチ起業講座 高槻市在住・在勤・在学の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】高槻市人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－６７４－７５７５　ＦＡＸ：０７２－６７４－７５７７

370 大阪府 茨木市 茨木市 女性向け起業へのファーストステップセミナー
学生を除く、起業に興味のある市内在住の女性、また
は、市内で起業を考えている女性

○ ○ 詳細
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/m
enu/sougyousien/first.html

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

371 大阪府 茨木市 茨木市 女性向け起業へのステップアップセミナー
学生を除く、起業に興味のある市内在住の女性、また
は、市内で起業を考えている女性

○ ○ ○ 詳細
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/m
enu/sougyousien/step.html

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

372 大阪府 摂津市 摂津市、摂津市商工会、島本町商工会
女性のチャレンジを応援　お客様が集まる♪リピートしてくれる♪
小さなお店のための「わたしブランディング」

 テーマに関心のある方 ○ ○ ○ 詳細 －

【担当部署】摂津市立男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２　ＦＡＸ：０６－４８６０－７１１３
【担当部署】摂津市商工会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６３１８－２８００　ＦＡＸ：０６－６３１８－２５５５

373 大阪府 摂津市 大阪府、摂津市、摂津市商工会
創業支援セミナー＆ランチ交流会　わたしにもできる夢をかなえ
る第一歩

摂津市在住・在勤・在学の女性、起業を考えている
人、テーマに関心のある人

○ ○ ○ 詳細 －

【担当部署】摂津市立男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２　ＦＡＸ：０６－４８６０－７１１３
【担当部署】摂津市商工会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６３１８－２８００　ＦＡＸ：０６－６３１８－２５５５

374 大阪府 枚方市 枚方市 女性のための起業セミナー　 ウィル・フェスタde起業体験
起業を目指し、販売できる作品や技術を持つ、市内在
住・在職・在学の女性

○ ○ 詳細 －
【担当部署】枚方市市長公室人権政策室・枚方市男女共生フロア・ウィル
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０５０－７１０２－３２３９　ＦＡＸ：０７２－８４３－５６３７

375 大阪府 大東市 大東市 起業家の卵ミーティング おおむね子育て世代の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】大東市政策推進部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－８７０－４０１３　ＦＡＸ：０７２－８７０－９６０８

376 大阪府 門真市
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

女性のための起業入門～コツをたっぷり伝授します～ 門真市在住・在勤・在学の女性 ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/shokai/pdf/wess/
300526_wess.pdf

【担当部署】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
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６９００－８５５０　ＦＡＸ：０６－６９００－８５５１

377 大阪府 交野市 交野市 おりひめジョブフェスタ 起業にチャレンジしたい女性 ○ ○ ○ 詳細 ―
【担当部署】地域振興課
【電話、FAX】TEL０７２－８９２－０１２１　ＦＡＸ０７２－８９３－２６３６

378 大阪府 東大阪市 東大阪市 翔塾（前期）女性のための起業入門セミナー 市内在住・在勤・在学の女性 ○ ○ 詳細 http://www.ikoramu.com/html/event.php?mode=show&seq=160
【担当部署】東大阪市人権文化部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－４３０９－３３００　ＦＡＸ：０６－４３０９－３８２３

379 大阪府 八尾市
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）

一歩踏み出したい女性のためのキャリア＆チャレンジ相談 市内在住・在勤・在学の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】八尾市男女共同参画センター「すみれ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－９２３－４９４０　ＦＡＸ：０７２－９２３－４９４０

380 大阪府 八尾市
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）

起業・開業したい女性のための準備講座 市内在住・在勤・在学の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】八尾市男女共同参画センター「すみれ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－９２３－４９４０　ＦＡＸ：０７２－９２３－４９４０

381 大阪府 富田林市 富田林商工会、富田林市 女性起業家交流会 市内の創業者及び創業希望者の女性 ○ ○ ○ ○ 詳細
【担当部署】商工観光課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０７２１－２５－１０００　ＦＡＸ：０７２１－２６－２０２０

382 大阪府 松原市 松原市 女性の起業応援事業 起業に関心のある方 ○ ○ 詳細
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/9,0,18,108
,html

【担当部署】松原市人権交流センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－３３２－５７０５　ＦＡＸ：０７２－３３２－５７１０

383 大阪府 松原市 松原商工会議所 特定創業支援事業（創業セミナー「女性創業塾」）
創業を検討中、または創業後5年未満の方(男性も参
加可）

○ ○ ○ 詳細 http://www.matsubara-cci.or.jp/news/show/359
【担当部署】松原商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－３３１－０２９１　ＦＡＸ：０７２－３３２－５７２０

384 大阪府 松原市 松原市 創業支援（特定創業支援事業計画）
商工会議所の特定創業支援事業を受け、市から証明
書を受けた方

○ ○ 詳細
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/14,57199,25,495,htm
l

【担当部署】市民生活部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－３３７－３１１２

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

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

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

386 大阪府 和泉市
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）

女性のための「お仕事」応援セミナー 女性 ○ 詳細

387 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
（女性センター）

私の夢かなえよう！～起業を考えている女性のためのスタート
アップセミナー～

起業したい女性、関心のある女性、全回参加できる方 ○ ○ 詳細 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20/
【担当部署】人権・男女共同参画課　女性センター
【電話、FAX】ＴＥＬ：０７２－４４１－２５３５　ＦＡＸ：０７２－４４１－２５３６

388 大阪府 岸和田市 岸和田雇用対策委員会 女性のプチ起業セミナー 起業に興味・関心のある女性 ○ 詳細 -
【担当部署】産業政策課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０７２－４２３－９６２１　FAX：０７２－４２３－６９２５

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

390 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 クレオ・チャレンジカフェ ○ 詳細 http://www.creo-osaka.or.jp/o-challenge/cafe/index.html
【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

391 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細 http://www.creo-osaka.or.jp/soudan/challenge.html
【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

392 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 女性のためのチャレンジ応援サイト ○ ○ 詳細 http://www.creo-osaka.or.jp/o-challenge/index.html
【担当部署】クレオ大阪中央・企画調整課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６７７０－７２００　ＦＡＸ：０６－６７７０－７７０５

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

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

394 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 女性のためのチャレンジスタジオ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】クレオ大阪東
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６９６５－１２００　ＦＡＸ：０６－６９６５－１５００

395 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター西部館 女性のためのライフプラン相談 大阪市内在住・在勤・在学の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】クレオ大阪西
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４６０－７８００　ＦＡＸ：０６－６４６０－９６３０

396 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 はぴマルクレオ ○ 詳細 －
【担当部署】クレオ大阪東
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６９６５－１２００　ＦＡＸ：０６－６９６５－１５００

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

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

398 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ
女性のための起業セミナー＆ワークショップ・ワンテーブルショッ
プ体験

○ ○ 詳細 http://www.amagasaki-trepied.com/?p=10050
【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５７

399 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ 起業支援セミナー ○ ○ 詳細 http://www.amagasaki-trepied.com/?p=10050
【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５７

400 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ 女性のための就労・起業相談 ○ 詳細 http://www.amagasaki-trepied.com/?p=10050
【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５７

401 兵庫県 明石市 一般財団法人明石コミュニティ創造協会 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細 http://a-machi.jp/center/gender-equality/
【担当部署】あかし男女共同参画センター（複合型交流拠点ウイズあかし）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－９１８－５６０３　ＦＡＸ：０７８－９１８－５６１８

402 兵庫県 伊丹市 伊丹市 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/DANJO_
KYODO/JOSE_SODAN/1389088406946.html

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

403 兵庫県 伊丹市 伊丹市立産業・情報センター 女性創業塾 概要に記載 ○ ○ ○ 詳細 http://www.meditam.org/
【担当部署】産業・情報センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７７３－５００７　ＦＡＸ：０７２－７７８－６２６２

404 兵庫県 伊丹市 伊丹市立産業・情報センター 託児付女性セミナー 概要に記載 ○ ○ ○ 詳細 http://www.meditam.org/
【担当部署】産業・情報センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７７３－５００７　ＦＡＸ：０７２－７７８－６２６２

○ ○

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）

385
泉北就職情報フェア（女性起業家応援フェア）　※Ｈ２７～２９年度
実施、Ｈ３０年度は実施しない。

起業をしたい女性 詳細 －



都道府県・連携会議団体別女性向け起業支援策一覧

NO
都道府県・
連携会議

団体
市区町村 実施主体名 支援策名 対象者

①ビジネスの基
礎的な知識・技
術支援

②起業に関する
申請や相談支援

③意見交換会や
情報交流会の提
供

④融資等金融支
援

⑤好事例集など
の冊子発行

⑥受賞・表彰関
連

概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

405 兵庫県 加古川市 加古川市 チャレンジショップ（手作り品等即売会） 起業をめざす方（女性に限らない） ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyodo/danjokyo
dosankakusenta/index.html

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

406 兵庫県 加古川市 加古川市 女性のための働き方相談 女性 ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyodo/danjokyo
dosankakusenta/index.html

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

407 兵庫県 加古川市 加古川市 起業準備セミナー 起業をめざす方（女性に限らない） ○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyodo/danjokyo
dosankakusenta/index.html

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

408 兵庫県 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル 女性のための起業相談 女性 ○ 詳細 http://www.takarazuka-ell.jp/soudan/kigyo
【担当部署】男女共同参画センター相談コーディネーター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９７－８６－４００６　ＦＡＸ：０７９７－８３－２４２４

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

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

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

①女性対象「再就職・再就労・起業講座」
②女性対象「再就職・再就労・起業支援PC講座」

○ 詳細
http://www.gesca-kawanishi.jp/course/each/mouichido26.html
http://www.gesca-kawanishi.jp/course/each/paso26.html

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

412 兵庫県 川西市 川西市 川西女性起業塾 川西市で起業を考えている女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 https://cms.kwns.tsunago.info/pages
【担当部署】川西市市民環境部　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７４０－１１６２　ＦＡＸ：０７２－７４０－１３３２

413 兵庫県 －
兵庫県・公益財団法人ひょうご産業活性化セン
ター

女性起業家支援事業 県内で起業・第二創業を目指す女性起業家 ○ 詳細
http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/jyoseikigyouka.html
http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/joseikigyou

【担当部署】（公財）ひょうご産業活性化センター　創業推進部　新事業課
【電話、ＦＡＸ】電話：０７８－９７７－９０７２、ＦＡＸ：０７８－９７７－９１１２

414 兵庫県 －
兵庫県・公益財団法人ひょうご産業活性化セン
ター

ひょうごチャレンジ起業支援貸付（女性起業家支援事業連携事
業）

県内で起業・第二創業を目指す女性起業家 ○ 詳細
http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-
josei

【担当部署】（公財）ひょうご産業活性化センター　創業推進部　投資育成課
【電話、ＦＡＸ】電話：０７８－９７７－９０７５、ＦＡＸ：０７８－９７７－９１１２

415 兵庫県 － 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） 起業・在宅ワーク応援セミナー
・起業を目指している方、起業後間もない方（男女）
・在宅ワークやその働き方に興味・関心を持っている
方（男女）

○ ○ ○ 詳細 http://www.hyogo-even.jp/kouza.html
【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

416 兵庫県 － 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） 女性のためのチャレンジ相談
再就職や起業、働き方の見直し、地域活動など新たに
何かを始めたいチャレンジを考えている女性

○ 詳細 http://www.hyogo-even.jp/challenge.html
【担当部署】兵庫県立男女共同参画センタ－就業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－８５５０　ＦＡＸ：０７８－３６０－８５５８

417 兵庫県 神戸市 神戸市男女共同参画センター 女性のための就業・チャレンジ相談 ○ 詳細
http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/cooperation/asuteppu/
woman.html

【担当部署】神戸市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６１－６９７７　ＦＡＸ：０７８－３６１－８９３５

418 兵庫県 神戸市 神戸市男女共同参画センター 女性のための就業・チャレンジセミナー ○ ○ 詳細 -
【担当部署】神戸市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６１－６９７７　ＦＡＸ：０７８－３６１－８９３５

419 兵庫県 姫路市 姫路市男女共同参画推進センター 女性のためのチャレンジ相談 再就職、起業、地域活動などにチャレンジする女性 ○ 詳細
http://www.city.himeji.lg.jp/i-
messae/challenge/cousal/index.html

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

420 兵庫県 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル 女性のためのチャレンジ相談 女性 ○ 詳細 http://www.takarazuka-ell.jp/soudan/career
【担当部署・担当者氏名】男女共同参画センター相談コーディネーター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９７－８６－４００６　ＦＡＸ：０７９７－８３－２４２４

421 兵庫県 西宮市 西宮市男女共同参画推進課 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosankaku/sodansh
itsu/josei-sodan.html

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

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

423 兵庫県 豊岡市 豊岡市 トヨオカ・ウーマン・チャレンジマルシェ
営者（個人・グループ・法人を問わず）、または豊岡市
内での起業を考えている、興味がある方

○ 詳細 －
【担当部署】豊岡市　地域コミュニティ振興部　人権・男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０７９６－２３－０３４１　ＦＡＸ：０７９６－２９－００５４

424 兵庫県 西脇市 西脇市男女共同参画センター 女性のためのお仕事相談 起業や再就職を目指す女性 ○ 詳細
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosanka
ku/index.html

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

425 兵庫県 西脇市 西脇市男女共同参画センター 起業ステップアップセミナー 起業を目指す女性 ○ ○ 詳細
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosanka
ku/index.html

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

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

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

428 兵庫県 洲本市 洲本市 女性のためのチャレンジ相談 ○ ○ ○ 詳細 －shimin@city.sumoto.lg.jp
【担当部署・担当者氏名】洲本市市民生活部市民課人権推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９９－２２-２５８０　ＦＡＸ：０７９９－２３-０９７４

429 兵庫県 高砂市 高砂市男女共同参画センター 女性のためのチャレンジ相談 再就職・起業などを希望する女性 ○ 詳細 －
【担当部署・担当者氏名】高砂市こども未来部未来戦略推進室男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－４４３－９１３３　ＦＡＸ：０７９－４４３－９１３３

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

①女性対象「再就職・再就労・起業講座」
②女性対象「再就職・再就労・起業支援PC講座」

○ 詳細
http://www.gesca-kawanishi.jp/course/each/mouichido26.html
http://www.gesca-kawanishi.jp/course/each/paso26.html

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

431 兵庫県 川西市 川西市 川西女性起業塾 川西市で起業を考えている女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 https://cms.kwns.tsunago.info/pages
【担当部署】川西市市民環境部　産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２－７４０－１１６２　ＦＡＸ：０７２－７４０－１３３２

432 兵庫県 三田市 三田市まちづくり協働センター 女性のためのチャレンジ相談 ○ 詳細
http://www.city.sanda.lg.jp/machizukuri/dannjyo/h27/30d
anjoplaza1.html

【担当部署・担当者氏名】三田市まちづくり協働センター（人権・男女共同参画プラザ）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９－５５９－５１６３　ＦＡＸ：０７９－５６３－８００１

433 兵庫県 神戸市 神戸市男女共同参画センター 女性のための就業・チャレンジ相談 神戸市在住・在勤・在学の女性 ○ 詳細
http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/cooperation/asuteppu/
woman.html

【担当部署】神戸市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６１－６９７７　ＦＡＸ：０７８－３６１－８９３５

434 兵庫県 神戸市 神戸市男女共同参画センター 女性のための就業・チャレンジセミナー 神戸市在住・在勤・在学の女性 ○ ○ 詳細 -
【担当部署】神戸市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６１－６９７７　ＦＡＸ：０７８－３６１－８９３５

435 兵庫県 神戸市 神戸市産業振興財団 KOBE創業塾（女性編） 神戸市内で創業予定または創業間もない女性 ○ ○ ○ 詳細
http://www.kobe-
ipc.or.jp/establishment_support/venture/

【担当部署】神戸市産業振興財団　創業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７８－３６０－３２０２　ＦＡＸ：０７８－３６０－１４１９

436 奈良県 － 奈良県 女性起業家販売促進支援事業 起業を目指す女性・起業して間もない女性 ○ ○ 詳細 http://www.pref.nara.jp/41978.htm
【担当部署】奈良県女性活躍推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－８６７９　ＦＡＸ：０７４２－２４－５４０３

437 奈良県 － 奈良県 女性の起業支援事業 主にこれから起業を目指す女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.nara.jp/41978.htm
【担当部署】奈良県女性活躍推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－８６７９　ＦＡＸ：０７４２－２４－５４０３

438 奈良県 － 奈良県 女性・若者・シニア・ＵＩＪターン創業支援資金（制度融資）
女性、35歳未満の者、55歳以上の者、ＵＩＪターン該当
者

○ 詳細 http://www.pref.nara.jp/27444.htm
【担当部署】奈良県地域産業課
【電話】TEL：０７４２-２７-８８０７

439 奈良県 奈良市 奈良市 自分らしく働く～起業への第一歩～ 市内在住・在学・在勤の女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】奈良市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】TEL：０７４２－８１－３１００    ＦＡＸ：０７４２－２５－０６００

440 奈良県 奈良市 奈良市 イチから学ぶ！女性のための簡単ホームページ作成講座 市内在住・在学・在勤の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】奈良市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－８１－３１００　　ＦＡＸ：０７４２－２５ー０６００

441 奈良県 奈良市 奈良市 自分で作る！チラシ作成講座 市内在住・在学・在勤の女性 ○ 詳細 －
【担当部署】奈良市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－８１－３１００　　ＦＡＸ：０７４２－２５ー０６００

442 奈良県 天理市 天理市　女性活躍推進課 女性のためのキャリアアップ支援事業 女性 ○ ○ 詳細
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shichoukoushitsu/jyoseikatuy
akusuisinka/index.html

【担当部署】天理市女性活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0743-68-2666　FAX：0743-68-2665

443 奈良県 橿原市 橿原市 女性の起業支援事業 市内在住・在勤・在学の方 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】橿原市人権政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４４－２１－１０９０　ＦＡＸ：０７４４－２２－１９９１

444 奈良県 生駒市 生駒市 サロネーゼカフェ
「好き」や「得意」を活かして自宅を中心とした仕事を考
えている人

○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】生駒市商工観光課
【電話、ＦＡＸ】TEL：０７４３－７４－１１１１　FAX：０７４３－７４－９１００

445 奈良県 生駒市 生駒市 Every Little Step Project
趣味や特技を生かして収入を得る「小さな起業」を目
指す女性

○ ○ 詳細 －
【担当部署】生駒市商工観光課
【電話、ＦＡＸ】TEL：０７４３－７４－１１１１　FAX：０７４３－７４－９１００

446 奈良県 王寺町 王寺町 起業支援講座(平成２９年度）（平成３０年度も開催予定） 私らしく働きたい女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】王寺町地域交流課
【電話】TEL：０７４５-３３-３０００

447 鳥取県 － 鳥取県 とっとり起業女子応援事業 起業・創業に関心のある県内の女性対象 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoujoshi/
【担当部署】　商工労働部産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５７－２６－７２４６　ＦＡＸ：０８５７－２６－８１１７

448 鳥取県 鳥取市 鳥取の女性を応援する実行委員会 「キラリ☆さきがけ塾」（女性活躍応援事業）
専門性を身に付け起業している女性・フリーランスで活
躍している女性

○ 詳細 －
【担当部署】鳥取市男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】TEL：０８５７－２０－３１６６　FAX：０８５７－２０－３０５２

449 鳥取県 米子市 米子市
平成２９年度第１回しゃべって未来や
プチ起業講座～起業の夢や想い　それをカタチに～

起業を考えている女性 ○ ○ 詳細
【担当部署】米子市総合政策部男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５９－２３－５４１９　ＦＡＸ：０８５９－２３－５３９２

450 鳥取県 米子市 米子市 女性の専門職資格取得助成事業
１８歳以下の子を有する市内在住の女性で、厚生労働
大臣が指定する教育訓練講座で取得可能な資格を取
得した方

○ 詳細 http://www.city.yonago.lg.jp/19956.htm
【担当部署】米子市総合政策部男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５９－２３－５４１９　ＦＡＸ：０８５９－２３－５３９２

451 鳥取県 倉吉市 倉吉商工会議所 「チャレンジショップ」あきない塾 ○ 詳細 http://www.kurayoshi-cci.or.jp/challengeshop/
【担当部署】倉吉商工会議所
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５８－２２－２１９１　ＦＡＸ：０８５８－２２－２１９３

452 鳥取県 倉吉市 倉吉市 プチ起業パワーアップ講座 起業を考えている女性 ○ 詳細
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kikaku/jink
enseisaku/g701/

【担当部署】企画産業部人権政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５８－２２－８１３０　ＦＡＸ：０８５８－２２－８１３５

453 島根県 － 島根県信用保証協会 女性相談員チーム「エスポワール」 女性創業者（創業予定者を含む） ○ ○ 詳細 http://www.shimane-cgc.or.jp/
【担当部署】島根県信用保証協会
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５２－２１－０５６１　ＦＡＸ：０８５２－２２－２７０７

454 島根県 浜田市 浜田市 起業家支援プロジェクト事業 市内の起業を考えている方 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業経済部　産業政策課　商工企画係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５５－２５－９５０１　ＦＡＸ：０８５５－２３－４０４０

455 岡山県 － 岡山県 岡山県女性創業サポートセンター 創業を目指す女性・女性起業家 ○ ○ ○ 詳細 http://www.pref.okayama.jp/page/432370.html
【担当部署】岡山県産業労働部経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６－２２６－７３５４　ＦＡＸ：０８６－２２４－２１６５

456 岡山県 倉敷市 倉敷市 がんばる中小企業応援事業費補助金
中小企業者（女性個人事業主又は代表者が女性であ
る会社に限る。）

○ 詳細 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shoukou/
【担当部署】倉敷市商工課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６－４２６－３４０５　ＦＡＸ：０８６－４２１－０１２１

457 岡山県 玉野市 玉野市 玉野市若年者・女性雇用創出型創業応援事業奨励金 奨励金対象者の条件を全て満たす新規創業者 ○ 詳細 http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2016062800012/
【担当部署】玉野市商工観光課
【電話、FAX】ＴＥＬ：０８６３－３３－５００５　ＦＡＸ：０８６３－３３－５００１
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458 岡山県 総社市 総社市生涯現役促進協議会 女性向け就業・創業サロン 創業や就業意欲のある55歳以上の女性 ○ ○ 詳細 http://www.soja-60geneki.city.soja.okayama.jp/
【担当部署】総社市長寿介護課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６６－９２－８３７６　ＦＡＸ：０８６６－９２－８３８５

459 岡山県 新見市 新見市 新見市創業支援事業補助金 市内で新たに事業をはじめる人（６０歳未満） ○ 詳細
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_det
ail/index/12.html

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

460 岡山県 真庭市 真庭市 起業女子応援café
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

○ ○ 詳細 -
【担当部署】真庭市産業政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８６７－４２－１０３３　ＦＡＸ：０８６７－４２－１０３７

461 岡山県 岡山市 ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワークぱらママ ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワークぱらママ運営 女性起業家 ○ 詳細 http://paramama.jp/mt/index.html
【担当部署】ＮＰＯ法人輝くママ支援ネットワークぱらママ理事長
【電話、ＦＡＸ】　０８６－２３８－８０３７
【メールアドレス】　ｉｎｆｏ＠ｐａｒａｍａｍａ．ｊｐ

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

463 広島県 三次市 三次市 三次市女性起業支援事業補助金

•市内に住所を有する新規起業者
•補助対象者が交付申請時に納期限の到来した市税、
料等を完納していること
•大企業者の出資率が2分の1未満である方
•三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導
等を受けている方
•1年以上継続して事業を実施する方
•事業の健全な経営が見込める方，以上すべてに該当
する方

○ 詳細
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/
kigyoushien-hojokin.html

【担当部署】子育て・女性支援部女性活躍支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２４－６２－6247　　ＦＡＸ：０８２４－６２―６３００

464 広島県 三次市 三次市 創業支援資金融資制度

中小企業者として新たに事業を営もうとする者または
創業後1年未満の者であって、次のいずれかに該当す
るもの
ア　融資金額と同額以上の自己資金を有し、1箇月以
内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するも
の
イ　融資金額と同額以上の自己資金を有し、2箇月以
内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する
具体的計画を有するもの
ウ　自らの事業の全部または一部を継続して実施しつ
つ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する
具体的な計画を有するもの
エ　事業を開始した日以後1年未満のもの
オ　事業を営んでいない個人により設立された会社
で、その設立の日以後1年未満のもの
カ　自らの事業の全部または一部を継続して実施しつ
つ、新たに設立された会社で、その設立の日以後1年
未満のもの

○ 詳細
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/
yotakuyuushi-3.html

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

465 広島県 三次市 三次市 空店舗出店支援事業補助金

•中小企業基本法第2条に規定する中小企業者（大企
業者の出資率が2分の1未満）で、市内に本社を有する
法人、個人または市内に住所を有する新規創業者
•納期限の到来した市税・料を完納している方
•1年以上継続して事業を実施する方
•三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導
等を受けている方
•国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受け
ていない方，以上すべてに該当する方

○ 詳細
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/
akitenpo-hojokin.html

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

466 広島県 三次市 三次市 新規開業支援事業補助金

•中小企業基本法第2条に規定する中小企業者（大企
業者の出資率が2分の1未満）で、市内に本社を有する
法人、個人または市内に住所を有する新規創業者
•納期限の到来した市税・料を完納している方
•1年以上継続して事業を実施する方
•国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受け
ていない方

○ 詳細
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/
shinkikaigyou-hojokin.html

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

467 広島県 三次市 三次市 女性活躍推進プラットフォーム事業
起業または就業をめざす，市内在住・勤務・通学する
女性

○ ○ ○ ○ 詳細
o_sankaku/asisuta_lab.html 【担当部署】子育て・女性支援部女性活躍支援課

【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２４－６２－6247　　ＦＡＸ：０８２４－６２―６３００

468 広島県 東広島市 東広島市 働く女性の相談室 市内に在住もしくは市内に通勤・通学の女性 ○ 詳細
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsu
kankyo/6/6/8777.html

【担当部署】生活環境部　人権男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２－４２０－０９２７　　ＦＡＸ：０８２－４２３－０２７０

469 広島県 広島市
広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽー
と）

女性向けプチ創業セミナー 一般市民（女性） ○ ○ 詳細 http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/
【担当部署】広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８２－２４８－３３２０　　ＦＡＸ：０８２－２４８－４４７６

470 山口県 － 山口県 女性創業サポート事業 創業者・創業希望者 ○ ○ 詳細 http://witty.l-happystyle.com/
【担当部署】　山口県商工労働部経営金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＫ：０８３－９３３－３１８０　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３２０９

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

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

473 山口県 － 山口県 やまぐち創業応援スペース「mirai365」 創業者・創業希望者 ○ ○ ○ 詳細 https://mirai365.jp/
【担当部署】山口県商工労働部経営金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８３－９３３－３１８０　　ＦＡＸ：０８３－９３３－３２０９

474 山口県 宇部市 宇部市 開業資金融資 新規開業または営業実績5年未満の方 ○ 詳細
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/sh
ougyou/yuushiseido.html

【担当部署】　宇部市商工水産部商工振興課、総合戦略局ＩＣＴ・地域イノベーション推
進グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥL：０８３６－３４－８３５５　　ＦＡＸ：０８３６－２２－６０４１

475 山口県 防府市 防府市 防府市創業支援センター 創業者・創業希望者 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://hofu-sogyo.jp/
【担当部署】　防府市産業振興部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥL：０８３５－２５－２５７４　　ＦＡＸ：０８３５－２５－２２２９

476 徳島県 － 徳島県 女性の創業ステップアップ支援事業 県内での起業や創業を希望する者 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】徳島県商工労働観光部企業支援課　商業振興・経営支援担当
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８８－６２１－２３６７　ＦＡＸ：０８８－６２１－２８５３

477 徳島県 － 徳島県 もっと知りたい！ネットショップのとっておき インターネットが使える人 ○ 詳細 －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

478 徳島県 － 徳島県 さがしてみよう！“好き”からはじめる働き方 女性 ○ 詳細 －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

479 香川県 － 香川県商工労働部労働政策課 働く女性活躍応援セミナー ○ 詳細 https://kagayaku-kagawa.jp/seminar/page27.html
【担当部署・担当者氏名】　　　労働政策課　中田
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　087-832-3369、087-806-0211

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

481 香川県 高松市 高松信用金庫 女性起業塾 起業したい女性やキャリアアップしたい女性 ○ ○ ○ 詳細 https://www.takashin.co.jp/
【担当部署】高松信用金庫　業務推進部
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８７－８３６－３０２１　ＦＡＸ：０８７－８６２－２３３０

482 愛媛県 － 愛媛県（農産園芸課） 農山漁村男女共同参画強化事業（県単独事業） 農林漁業者、起業家、起業グループ、女性農業者等 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】農産園芸課　農業革新支援グループ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９－９１２－２５５７　ＦＡＸ：０８９－９１２－２５６４

483 愛媛県 － 愛媛県(漁政課） 漁村女性組織活性化支援事業 漁村女性グループ ○ 詳細 －
【担当部署】愛媛県農林水産部水産局漁政課
【電話、ＦＡＸ】０８９－９１２－２６０６、０８９－９４５－８１６３（ＦＡＸ共通）

484 愛媛県 － 愛媛県（公益財団法人えひめ産業振興財団） 女性創業サロン 創業に関心のある女性の方 ○ ○ ○ 詳細
http://www.ehime-iinet.or.jｐ
/zaidan/entrepreneur/bi/womansalon.pdf

【担当部署】（公財）えひめ産業振興財団　新事業支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９－９６０－１１００　ＦＡＸ：０８９－９６０－１１０５

485 愛媛県 西条市 西条市（産業振興課） 女性チャレンジスクール 職業的自立を目指す女性 ○ 詳細 －
【担当部署】西条市産業振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９７－５３－００１０　ＦＡＸ：０８９７－５３－００１１

486 愛媛県 東温市 東温市（産業創出課） 起業者ステップアップ支援事業 女性を中心とした起業者 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】東温市産業創出課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８９－９６４－４４１４　ＦＡＸ：０８９－９６４－４４４７

487 高知県
公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり
財団

就業・企業支援事業「女性のための起業Café」 起業に関心のある女性 ○ ○ 詳細
【担当部署】こうち男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】088-873-9100、088-873-9292

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

489 福岡県 － 福岡県 女性向け創業相談会 創業を目指す女性や創業して間もない女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】福岡県商工部新事業支援課新分野推進係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－６４３－３４４９　ＦＡＸ：０９２－６４３－３４２７

490 福岡県 大牟田市 大牟田商工会議所 女性のための起業セミナー 起業して間もない女性、企業に興味がある女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大牟田商工会議所
【電話・FAX】TEL：0944-55-1111　FAX：0944-55-1114
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概要 参考ＵＲＬ 問合せ先

491 福岡県 久留米市 久留米市 新規開業資金

以下の要件に該当する者
1.信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久
留米市内において貸付実行日から1ヶ月（会社は2ヶ
月）以内（特定創業支援事業の支援を受けられた場合
は6ヶ月以内）に開業する具体的な計画がある方、また
は申込み時点で開業後6ヶ月未満の方
2.久留米商工会議所が実施する「創業塾」、久留米東
部商工会が実施する「創業支援塾」、久留米市男女平
等推進センターが実施する「女性の起業支援セミ
ナー」、または久留米南部商工会が実施する「くるめ南
部起業塾」融資申込みの日前2年以内に受講しかつ良
好な成績で修了している方、または、株式会社ハイ
マート久留米が実施する「街なか起業家支援事業」に
おいて、融資申込みの日と同一会計年度に十分な経
営指導を受けている方
3.市税を完納していること
※女性・若者・シニア等の場合は、低利率を摘要（詳細
は市HPご参照）

○ 詳細
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shou
kougyou/3010shienseido/sinki01.html

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

492 福岡県 久留米市 久留米市 女性の起業支援セミナー 起業を目指す女性 ○ 詳細 －
【担当部署】久留米市　協働推進部　男女平等推進センター
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－３０－７８００　ＦＡＸ：０９４２－３０－７８１１

493 福岡県 久留米市 久留米市 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
む意欲が高く、事業計画が審査会において認められた
女性農林漁業者、女性農林漁業者組織

○ 詳細 －
【担当部署】久留米市農政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－３０－９１６３　ＦＡＸ：０９４２－３０－９７１７

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

495 福岡県 小郡市 小郡市 女性再チャレンジ支援事業
育児や介護等で職業等から一旦離れ、再び社会参加
や社会活動を考えている女性。また、キャリアアップを
考えている女性。

○ ○ 詳細

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/category04/%E7%94%9F%E
6%B6%AF%E5%AD%A6%E7%BF%92/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%86%8D%E
3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E6%94%AF%E6
%8F%B4/

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

496 福岡県 春日市
春日市
（春日市男女共同参画センターじょなさん）

夢をカタチに！「プチ起業入門講座」 女性起業家、または起業検討中の女性 ○ ○ 詳細
【担当部署】春日市人権市民相談課（春日市男女共同参画センターじょなさん）
【電話、FAX】TEL：０９２－５８４－１２０１　FAX：０９２－５８４－１１８１

497 福岡県 大野城市
大野城まどかぴあ
男女平等推進センターアスカーラ

女性のための起業支援セミナー
わたしにもできる！おうちでプチ起業

小さな事業の立ち上げ（プチ起業）を考えている、もしく
は起業して間もない女性

○ ○ ○ 詳細 http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/event_detail/291
【担当部署】大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ
【電話、FAX】ＴＥＬ：０９２－５８６－４０３０　ＦＡＸ：０９２－５８６－４０３１

498 福岡県 宗像市 宗像市男女共同参画推進センター「ゆい」 再就職応援講座 女性 ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画推進課　飛永　真理恵
【電話、ＦＡＸ】　　　0940-36-0048、0940-36-0320

499 福岡県 宗像市 宗像市男女共同参画推進センター「ゆい」 起業応援セミナー 女性 ○ ○ 詳細
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画推進課　飛永　真理恵
【電話、ＦＡＸ】　　　0940-36-0048、0940-36-0320

500 福岡県 古賀市 古賀市
女性の活躍推進支援事業「夢をカタチにするための女性起業入
門講座」

市内で起業を目指している女性／開業後5年未満の女
性／起業を計画している女性／なにかはじめたいと
思っている女性

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

501 福岡県 古賀市 古賀市 女性起業カフェフォローアップセミナー3回 起業間もないまた、起業に興味ある女性 ○ 詳細
【担当部署】コミュニティ推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９２－９４２－１２６０　ＦＡＸ：０９２－９４２－１２９１

502 福岡県 うきは市 うきは市 起業・就業支援講座
起業・就業を目指す市内在住・市内に勤務する18歳以
上の方

○ 詳細 http://ukiha-danjyo-dandan.com/
【担当部署】うきは市男女共同参画センター
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４３－７７－２６６１　ＦＡＸ：０９４３－７７－２６８１

503 福岡県 筑前町
筑前町　男女共同参画センター
「リブラ」

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

504 福岡県 北九州市 北九州市(中小企業振興課）
北九州市中小企業融資制度「開業支援資金（女性・若者・シニア
枠）」

これから新たに事業を開始しようとする女性 ○ 詳細 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700190.html
【担当部署】　北九州市産業経済局新成長戦略推進部中小企業振興課　融資担当係
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－８７３－１４３３　　ＦＡＸ：０９３－８７３－１４３４

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

ひびしん2017女性創業塾 平成31年頃までに創業を目指すやる気のある女性 ○ ○ ○ ○ 詳細 http://www.fukuokahibiki.co.jp/
【担当部署】　福岡ひびき信用金庫　ソリューション営業部
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０９３－６６１－２４１２　　ＦＡＸ：０９３－６６１－５９８８

506 福岡県 北九州市
北九州市
（北九州ワーキングマザーネットワーク）

ママのための自分サイズの起業準備講座 起業を考えている人、起業後間もない人 ○ 詳細
https://www.ksrp.or.jp/news/archives/2014/10-
001849.html

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

507 福岡県 北九州市 北九州市（女性活躍推進課） 女性創業サポート事業
創業を検討している女性・創業後間もない女性（５年程
度）

○ ○ ○ 詳細
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/woman-work-
cafe/business.html

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

508 福岡県 北九州市 北九州女性創業支援ひなの会 北九州ひな塾・北九州ひな塾ぷらす

・創業希望又は創業後概ね10年以内で、今後の成長
と発展を志向する市内の女性創業者
・市外からの定住・移住により、市内での創業を目指す
女性

○ ○ ○ ○ 詳細 https://www.hinanokai.jp/
【担当部署】　北九州女性創業支援 ひなの会
【電話、FAX】TEL : 093-383-8400 FAX : 093-383-8558

509 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 女性の起業支援セミナー
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（すでに起業している女性も可）

○ ○ 詳細
http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.p
hp?eid=965

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

510 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス HAPPY女子マーケット 女性 ○ 詳細
http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.p
hp?eid=868

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

511 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 女性の起業IT活用セミナー 女性 ○ 詳細

https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.
php?eid=951
https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.
php?eid=940
http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.p
hp?eid=902

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

512 佐賀県 佐賀市 佐賀市人権・同和政策・男女参画課 女性のぷち起業セミナー 起業に関心のある女性 ○ ○ ○ 詳細
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2018/201802
/p1c6tbiq381jt0u8e1iqf5uelro7.pdf

【担当部署】市民生活部　人権・同和政策・男女参画課　男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９5２－４０－７０１４　ＦＡＸ：０９５２－３４－４５４９

513 佐賀県 鳥栖市 鳥栖市/とす男女共同参画市民実行委員会 女性のためのぷち起業セミナー
起業を考えている女性、趣味や特技を活かして働きた
いと考えている女性

○ ○ 詳細 http://www.city.tosu.lg.jp/5879.htm
【担当部署】市民環境部　市民協働推進課　男女参画国際交流係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９４２－８５－３５０８　ＦＡＸ：０９４２－８３－３３１０

514 佐賀県 有田町 佐賀県立男女共同参画センター・有田町 女性のための起業セミナーinありた ○ 詳細 http://www.avance.or.jp/danjyo/_1518/_2587.html
【担当部署】佐賀県立男女共同参画センター事業部
【電話、ＦＡＸ】０９５２－２６－００１１

515 長崎県 －
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

起業相談ブース（ウーマンズジョブほっとステーション内） 起業を考えている女性 ○ ○ 詳細 http://sougoshugyo.pref.nagasaki.jp/woman
【担当部署】長崎県男女参画・女性活躍推進室
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５－８２２－４７２９　ＦＡＸ：０９５－８２２－４７３９

516 長崎県 － 長崎県 女性起業家掘り起し事業 起業を考えている女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】長崎県男女参画・女性活躍推進室
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５－８２２－４７２９　ＦＡＸ：０９５－８２２－４７３９

517 長崎県 － 長崎県 地域起業相談員育成事業 女性の起業を支援する者 ○ 詳細 －
【担当部署】長崎県男女参画・女性活躍推進室
【電話・ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５－８２２－４７２９　ＦＡＸ：０９５－８２２－４７３９

518 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 琴海のミツバチ夫婦に会いにいこう 一般市民 ○ 詳細 －
【担当部署】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

519 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 新起一転！～あなたの人生の新しい幕開けです～ 一般市民 ○ 詳細 －
【担当部署】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

520 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 女性のための超初心者向け起業講座 一般市民 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

521 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 女性起業家のお話と合唱を楽しもう 一般市民 ○ 詳細 －
【担当部署】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

522 長崎県 佐世保市 佐世保市 起業セミナー 起業を考えている女性 ○ 詳細 －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

523 長崎県 諫早市
長崎県ビジネス支援プラザ
諫早市

女性起業塾 起業を希望する女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】諫早市人権・男女参画課
【電話、ＦＡＸ】電話：０９５７－２４－１５８０　ＦＡＸ：０９５７－２２－９１４５

524 長崎県 諫早市
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

女性の起業支援セミナー 女性起業者や起業を希望する女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】諫早市人権・男女参画課
【電話、ＦＡＸ】電話：０９５７－２４－１５８０　ＦＡＸ：０９５７－２２－９１４５

525 長崎県 大村市
長崎県ビジネス支援プラザ
大村市

女性のための起業塾　やりたいことをカタチにするはじめの一歩 大村市内の起業したいまたは起業している女性 ○ ○ 詳細 －
【担当部署】大村市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５７－５４－８７１５　ＦＡＸ：０９５７-54-8700

526 熊本県 － 熊本県男女参画・協働推進課 女性のチャレンジ応援事業 ○ 詳細 －
【担当部署】　熊本県環境生活部県民生活局男女参画・協働推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９６－３３３－２２８７　ＦＡＸ：０９６－３８７－３９４０

527 熊本県 天草市
天草市男女共同参画推進ネットワークつんの
でネット～風～

地域で活躍する女性を紹介する冊子「Try to Dream」の発行 ○ 詳細
http://hp.amakusa-
web.jp/a0966/Diary/Pub/Shosai.aspx?AUNo=8794&Pg=3&KjNo=
28

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

528 熊本県 熊本市 はあもにい管理運営共同企業体 就労支援事業　起業家支援に関する講座 ○ ○ 詳細 http://www.harmony-mimoza.org/
【担当部署】はあもにい管理運営共同企業体総務管理課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９６－３４５－２５５０　ＦＡＸ：０９６－３４５－０３７３

529 大分県 大分市 大分市（大分市産業活性化プラザ）
大分市産業活性化プラザセミナー「女性のためのリーダー育成
塾」、「女性のための「パラレルキャリア」セミナー」

セミナーに興味のある女性の方 ○ ○ 詳細
http://sangyo.horutohall-oita.jp/seminar/2018/06/2018-
1.html

【担当部署】大分市　創業経営支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７－５３７－７０１４、ＦＡＸ：０９７－５３３－６１１７

530 大分県 大分市 大分市（男女共同参画センター） 男女共生セミナー 市民 ○ 詳細 －
【担当部署】大分市　男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７－５７４－５５７７、ＦＡＸ：０９７－５３７－３６６６

531 大分県 中津市 中津市 中津市で活動する起業女子のためのブラッシュアップ交流会 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】商工農林水産部商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７９－２２－１１１１　ＦＡＸ：０９７９－２４－４０２０
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532 大分県 － 大分県 おおいたスタートアップ支援事業 ○ ○ ○ ○ 詳細 https://startup.oita.jp/
【担当部署】商工労働部経営創造・金融課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７－５０６－３２３２　ＦＡＸ：０９７－５０６－１８８２

533 大分県 － 合同会社アイ．ジー．シー
女性起業家によるビジネスウーマンのためのソーシャルプロジェ
クト

○ ○ ○ 詳細 http://www.igc44.net

女性起業家・企業家プロジェクト　ｉＧＣ事務局
（合同会社アイ．ジー．シー内）
ＴＥＬ：０９７－５２９－８８７２
ＦＡＸ：０９７－５２９－９７７０
Ｍａｉｌ：info@igc44.net

534 大分県 日田市 大分県日田市 女性若者起業支援資金 ○ ○ ○ 詳細 http://www.city.hita.oita.jp/shoko/page_00005.html
【担当部署】商工観光部商工労政課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９７３－２２－８２３９　ＦＡＸ：０９７３－２２－８２４６

535 宮崎県 － 宮崎県男女共同参画センター 女性のチャレンジ支援相談
就職、起業、キャリアアップ、社会貢献等を考え
ている女性

○ 詳細 http://www.mdanjo.or.jp
【担当部署】宮崎県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９８５－２９－８５４４　ＦＡＸ：０９８５－６０－１８３３

536 宮崎県 宮崎県男女共同参画センター 女性のチャレンジ応援講座
就職、起業、キャリアアップ、社会貢献等を考え
ている女性

○ ○ 詳細 http://www.mdanjo.or.jp
【担当部署】宮崎県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９８５－２９－８５４４　ＦＡＸ：０９８５－６０－１８３３

537 宮崎県 宮崎県男女共同参画センター 女性のメンター派遣
就職、起業、キャリアアップ、社会貢献等を考え
ている女性

○ ○ ○ 詳細 http://www.mdanjo.or.jp
【担当部署】宮崎県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９８５－２９－８５４４　ＦＡＸ：０９８５－６０－１８３３

538 鹿児島県 － 鹿児島県 がんばる女性農業者活躍支援事業 県内女性農業者 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】鹿児島県　経営技術課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９９－２８６－３１４８、ＦＡＸ：０９９－２８６－５５９３

539 鹿児島県 － 鹿児島県 創業支援資金 ○ 詳細
https://www.pref.kagoshima.jp/af02/sangyo-
rodo/syoko/yushi/menu/sougyoukoguti.html

【担当部署】商工労働水産部 経営金融課 金融係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９９－２８６－２９４６　ＦＡＸ：０９９－２８６－５５７６

540 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市 さつまおごじょ起業応援セミナー 創業を予定している、又は創業間もない事業者（女性） ○ ○ 詳細 －
【担当部署】産業創出課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９９－２１６－１３１９　ＦＡＸ：０９９－２１６－１３０３

541 鹿児島県 曽於市 曽於市 女性起業家応援プロジェクト ○ ○ ○ ○ 詳細 http://soostartup.jp
【担当部署】曽於市役所企画課　企業誘致推進係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0986-76-8802　ＦＡＸ：0986-76-1122

542 沖縄県 － 公益財団法人おきなわ女性財団 女性起業塾講座 県内女性 ○ ○ ○ 詳細 －
【担当部署】公益財団法人おきなわ女性財団
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９８－８６８－３７１７　ＦＡＸ：０９８－８６３－８６６２

543
連携会議団
体

－ 一般社団法人大学女性協会 国際ガールズデー事業 国内の女性 ○ 詳細 http://www.jauw.org
担当　国際ネットワーク委員会　　 Tel：０３－３３５８－２８８２、Fax：０３－３３５８－２８８
９


