
「ほくじょき.net（北海道女性起業家支援ネットワーク」が
北海道の女性起業家を応援します

平成３０年１月
北海道経済産業局

【本件に関するお問い合わせ先】
経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
担当：酒井、大橋、菊地
電話：011-709-2311（内2577）
FAX ：011-709-4138
E-mail： hok-sogyo@meti.go.jp

【「北海道女性起業家支援ネットワーク」の事業内容に関するお問い合わせ先】
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 市民参画部市民参画課事業係
担当：菅原・藤原・福澤・南川
電話：011-728-1255
FAX ：011-728-1229
E-mail： jigyou@danjyo.sl-plaza.jp



１．政府の取組と女性起業家のニーズ
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～女性起業家のニーズ～

■起業時の課題として、経営に関する知識や事
業に必要な専門知識・ノウハウの不足を挙げて
いる割合が高い。

■起業時に欲しかった支援としては、「同じような
立場（経営者）の人との交流の場」「先輩起
業家や専門家による助言や指導窓口」を期待
する割合が高い。

→起業時において、男性は事業の拡大、女性は
情報や意見の交換を通じた『ネットワーク』の形
成を望んでいることがうかがえる。

～政府の取組～
「女性活躍加速のための重点方針2017（平成２9年6月6日「すべての女性が輝く社会づくり本部」決定）」において、平成２８年
度に経済産業省が全国１０箇所に形成した「女性起業家等支援ネットワーク」について、下記の取組が掲げられています。

①女性の多種多様なニーズに応える支援環境の整備
②ネットワーク内の各支援機関の連携を強め、事業立ち上げに至るまでの伴走型支援を実施し、各地域の特性を踏まえた支援環境の
整備

③男女共同参画センターによるネットワークとの連携により様々な女性のニーズに配慮しつつ、女性起業家に対する相談会や起業のマッ
チング等の支援



経済産業省は、女性の起業を支援するため、平成２８年度から地域の金融機関や創業支援機関等を中心とした「女性起業家等支
援ネットワーク」を全国１０箇所に形成しました。
北海道では、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会が事務局となり、「北海道女性起業家支援ネットワーク（ほくじょ
き.net）」 （構成機関：約３０）を組成し、ネットワークの形成のほか、起業セミナーやビジネスコンテストを実施しました。

２．「北海道女性起業家支援ネットワーク（ほくじょき.net）」の概要
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＜北海道事務局＞
公益財団法人

さっぽろ青少年女性活動協会

・道内連絡会議の実施
・セミナー、フォーラムの実施
・ビジネス発表会の実施
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・全国連絡会議の実施
・成功事例の共有
・ポータルサイト運営等
・女性起業家支援メンター
育成研修の実施

情報共有

「北海道女性起業家支援ネットワーク」では、
多様な女性のニーズに応じた必要な支援策を受
けられ るよ う に各機関の連携のも と 、女
性起業家をフォローしていきます。
また、全国事務局が実施する全国連絡会議に
各地域の事務局が参加し、全国の成功事例の
共有等を行うことで、全国各地域との連
携も行っていきます。

事業イメージ

コワーキング
スペース



３．「ほくじょき.net」の構成機関（平成３０年１月現在）
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道内の女性起業家コミュニティ、金融機関、創業支援機関、コワーキングスペースなど３４の多様な機関と連携することで、各機関
のノウハウを共有し、女性の視点やグローバルな視野も踏まえた女性の起業家支援を行っていきます。
創業支援機関においては、女性のライフスタイルやニーズに合った事業実施が難しく、一方で女性起業家コミュニティには、女性の
ニーズは把握しているが起業支援等の専門的なノウハウが足りないという課題が存在するため、その両者の長所・短所を
効果的に補完し合うネットワークの構築を図っています。

・日本政策金融公庫
・北洋銀行
・北海道銀行
・札幌信用金庫
・（株）さっしん地域経済金融センター
・（一社）北海道信用金庫協会
・札幌証券取引所
・北海道信用保証協会
・（株）ＡＣＴ ＮＯＷ
（札幌市/クラウドファンディングを運営）

・（一社）北海道女性支援協会
（札幌市／女性起業家支援者）
・ＥＺＯＮＡ（札幌市/女性起業家コミュニティ）
・Ｎｏｒｔh-Ｗｏｍａｎ（札幌市/女性起業家コミュニティ）
・十勝キャリアデザインネットワーク
（帯広市/女性起業家コミュニティ）
・オホーツクキャリアデザインネットワーク
（北見市／女性起業家コミュニティ）
・ワタシプラス
（北見市／女性起業家コミュニティ）

・釧路モカ女性プロジェクト（釧路市/女性市民団体）
・（株）ワタラクシア（札幌市/女性起業家支援者）
・うつくしろ創造協議会（釧路市/女性起業家支援者）
・（公財）北海道女性協会
（札幌市／男女平等参画の推進・普及団体）

金融機関等

女性起業家コミュニティ・先輩女性起業家等

・在札幌米国総領事館
・北海道
・札幌市
・釧路市
・北海道経済産業局

行政機関

・中小企業基盤整備機構北海道本部
・北海道中小企業総合支援センター
・さっぽろ産業振興財団
・札幌商工会議所
・北海道ニュービジネス協議会
・株式会社ＴＲＹＯＵＴ

創業支援機関等

公益財団法人
さっぽろ青少年女性活動協会

＜北海道事務局＞

ネットワークは
順次拡大します。

・株式会社シェアデザイン
（札幌市/コワーキングスペース ＳＨＡＲＥ）
・札幌大通まちづくり株式会社
（札幌市/コワーキングスペース ドリノキ）
・株式会社Will Be
（札幌市/女性のためのレンタルサロン ippo札幌）

コワーキングスペース



支援成功事例を道内で
横展開し、女性起業家
支援スキルを全道的に
向上させていきます。

４．平成２９年度「ほくじょき.net」の事業方針
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地元（地域）の女性起業家支援チームを各地域ごとに「じもじょき」と位置づけ、「じもじょき」が地域
の特性にあった女性起業家支援を行います。
「ほくじょき.net」が、各地域の「じもじょき」のメンター力向上とチームビルディングの強化を図り、女性が
安心して地域で創業支援を受けられる体制を構築します。

じもじょき.オホーツク

じもじょき.くしろ

じもじょき.十勝

じもじょき.はこだて

メンター力の向上

チームビルディングの強化



【女性起業家セミナー】（函館:平成29年９月24日(日)・北見:平成29年10月28日(土)

・地域課題に合った女性起業に関する知識やノウハウ等の学習機会の提供
・先輩女性起業家、地域の創業支援機関、女性の起業家コミュニティとの出会い・交流の場の創出

５．平成29年度事業
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【連絡会議／メンター育成研修】
（第１回：平成29年8月8日(火)、第2回：平成30年1月19日(金)／札幌）

・ネットワーク構成機関が一堂に会し、情報・課題・支援ノウハウを共有

【ほくじょき.netフォーラム2017】（平成29年12月18日（月）／札幌）

・先輩女性起業家との交流や成功モデルと接することを通した女性起業家のモチベーションアップ
・女性起業家が、支援機関の担当者や他の女性起業家と交流できるような人脈拡大の機会の提供

・ 「北海道女性起業家支援ネットワーク」の周知

【支援事例コンテスト】（平成30年1月11日（木）／東京）

・女性起業を支援したグッドプラクティスを募集し、支援方法を共有
・道内の事例が「最優秀賞」「連携賞」「広域賞」を受賞（Ｐ８参照） ５



女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）①
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【本件に関するお問い合わせ先】
女性起業家等支援ネットワーク構築事業
全国事務局（株式会社パソナ内）
電話：03-6225-2081
E-mail： josei_nw@pasona.co.jp



女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）②
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女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）③
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全国から６６件の応募があり、道内から「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会（札幌市）・
ワタシプラス（北見市）」が最優秀賞、「株式会社ワタラクシア（札幌市）」が連携賞、広域賞を受賞し
ました！

○最優秀賞
「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会（札幌市）・ワタシプラス（北見市）」
（支援事例概要）
自身の資格の活用やPRに苦戦していた女性に対して、広域のネットワークを活用した新たな人脈を提供することにより、販
路拡大や知名度向上を実現。
（支援のポイント）
北海道広域の女性起業支援ネットワークである「ほくじょき.net」を構築するとともに、キーパーソンとなる先輩女性起業家を
中心とした各地域の支援ネットワークである「じもじょき.net」をオホーツク、釧路等にも構築。

○連携賞・広域賞
「株式会社ワタラクシア（札幌市）」
（支援事例概要）
漠然と飲食店を起業したいという想いはあったが起業の知識や情報が不足していた女性に対して、セミナー受講やテスト
マーケティングの場を提供するとことにより、事業化が実現。
（支援のポイント）
起業前の女性向けの起業塾の卒業生に対し、金融機関や札幌市男女共同参画センターが運営する
コワーキン グスペースを紹介し、卒業後のステップアップに繋げた。



（参考）その他の取組について
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私たちの起業ストーリー

「ほくじょき.net」の紹介のほか、道内の女
性起業家のロールモデルを紹介する冊子を北
海道経済産業局で作成。３，５００部印
刷し、主に道内の女性や「ほくじょき.net」構成
機関に配布。
【ダウンロードはコチラ】
http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/20
170418/index.htm

Facebookページ

「ほくじょき.net」が管理するFacebookアカウ
ント（アカウント名は「北海道女性起業家支
援ネットワーク」）を開設。

「ほくじょき.net」のイベントや起業家、起業
を考えている女性向けのイベント情報を幅広く
発信。

わたしの起業応援net（http://joseikigyo.go.jp/）

「女性起業家等支援ネットワーク構築事業」の全国事務局である（株）
パソナが運営しているＨＰ。

女性起業家支援コンテスト「ジョキコン」などのイベント情報や先輩起業
家のインタビュー記事、起業にあたる多数のコラムを閲覧できます。

北海道専用のページもあり、道内のイベント情報や「ほくじょき.net」
構成機関の情報をタイムリーに閲覧できます。

また、先輩起業家のインタビュー記事を閲覧できるほか、ご相談フォー
ムから起業に際しての各種相談を受け付けています。

http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/20170418/index.htm
http://joseikigyo.go.jp/


（参考）「ほくじょき.net」の平成28年度事業実績①
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・起業意識の涵養と起業に関する基本的な知識・ノウハウの習得
・先輩女性起業家、地域の女性起業家支援機関、女性の起業家コミュニティとの出会いの場を創出

【連絡会議】（第１回：平成28年8月23日(火)、第２回：平成28年12月20日(火) ／札幌市）
・ネットワーク構成機関が一堂に会し、情報・課題・支援ノウハウを共有

◆帯広会場
【テーマ】 ロールモデルと考える

私らしく働くための“起業“
【日時】平成28年12月3日（土）13:30～
16:15
【会場】とかちプラザ（帯広市）
【参加者数】４０名

◆釧路会場
【テーマ】 ～地域で働く～

少しだけ立ち止まって考える
ワタシのキャリア

【日時】平成28年12月10日（土）13:00～15:30
【会場】釧路市男女平等参画センター（釧路市）
【参加者数】１９名

女性起業家セミナー



（参考）「ほくじょき.net」の平成28年度事業実績②
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女性ビジネス発表会

ほくじょき.netフォーラム＠ＳＡＰＰＯＲＯ

【日時】平成28年12月22日（木）13:00～
16:00
【会場】札幌エルプラザ公共施設（札幌市）
【参加者数】２９名

【日時】平成29年1月21日（土）13:00～
16:30
【会場】札幌コンベンションセンター（札幌市）
【参加者数】１０７名

・女性起業家が自身のビジネスプランを発表する場と専門家からの助言を受ける機会の提供
・創業支援者や企業とのマッチングの場を創出

・先輩女性起業家との交流や、成功モデルと接することを通した、女性起業家のモチベーションアップ
・女性起業家が、支援機関の担当者や他の女性起業家と交流できるような人脈拡大の機会の提供

・ 「北海道女性起業家支援ネットワーク」の周知


