
「北海道⼥性起業家⽀援ネットワーク」の取組について

令和4年5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 経営⽀援課
担当︓吉⽥・村上・丸⼭・伊藤
電話︓011-709-2311（内2577）
FAX ︓011-709-2566
E-mail︓ hok-sogyo@meti.go.jp

【北海道⼥性起業家⽀援ネットワーク」に関するお問い合わせ先】
公益財団法⼈さっぽろ⻘少年⼥性活動協会 市⺠参画部市⺠参画課事業係
担当︓菅原・遠藤・太細
電話︓011-728-1255
FAX ︓011-728-1229
E-mail︓ jigyou@danjyo.sl-plaza.jp



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⻘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︓４８）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ています。

１．「ほくじょき（北海道女性起業家支援チーム）」の概要
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支援成功事例を道内各地に横展開し、
女性起業家支援スキルを向上させています。
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２．「じもじょき（地元女性起業家支援チーム）」の概要
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３．ほくじょき.netの取組

ほくじょき.net ＜事務局︓（公財）さっぽろ⻘少年⼥性活動協会＞
概要（PRポイント）
 「北海道のどこに住んでいても、⼥性が起

業したいと思ったときに、安⼼して⽀援を
受けられる環境」を⽬指してネットワークを
構築してきました。

 ジェンダー平等や⼥性⽀援を⾏ってきた法
⼈の強みを⽣かして、⼥性に寄り添った⽀
援を⼼がけています。

 道内の広域ネットワークの事務局機能と、
地域に根付いた⽀援拠点であるじもじょ
き.netのお⼿伝い役を務めています。

 構成機関による地域連絡会議を実施す
るほか、令和２年度からは休眠預⾦を活
⽤した「北海道未来社会システム創造事
業」の助成を受け、外部の評価委員や中
間⽀援機関に事業のフィードバックをいた
だいています。

参画している構成機関の声

連絡先

 チャレンジングな⼈を全⼒でサポートしたい、外部の⾯⽩い
コミュニティにガンガン参加したい

 地域の活性化に向けて活動をスタートしたい
 ⾦融、役所、商⼯会などをつないでいきたい
 今より⼀歩、踏み出せる創業⽀援を実現したい
 企業・若者・地域のタテヨコナナメのネットワークを⽬指す

担当者:菅原・遠藤・太細
URL:https://www.facebook.com/1649832588640421/
E-mail:jigyou@danjyo.sl-plaza.jp
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令和4年度の取組

 道内で活躍する⼥性起業家の発信に⼒を注いでいきます。
多種多様なロールモデルの存在をイベントやインタビューで
提⽰し、「私もあんなふうに働きたい」「私も夢を実現させた
い」といった想いをカタチにするサポートをしていきます。

 ①プレゼンイベントwatasimo 12⽉に開催予定。
②ウェブマガジンwatasimo ほくじょきHPにて随時更新。

https://www.facebook.com/1649832588640421/


３．じもじょき.netの取組 【十勝】

じもじょき.⼗勝 ＜⼗勝〇〇婦⼈部＞
概要（PRポイント）

 2018年、⼗勝で活躍する⼥性たちが「⼗勝
の⼥⼦旅創出プロジェクト」を通じて集まり、そ
れぞれの得意分野を活かして、⼗勝各所の〇
〇婦⼈部として担えたらと創部ました。

 同年、起業⽀援等を担当する「⼈材育成グ
ループ」を部内で⽴ち上げ、現在8名のメン
バーで運営しています。

 起業を⽬指す⽅を応援するイベントや相談会
の実施、ネットワーク作りを⾏っています。

利⽤者の声

連絡先

 実際に起業した⼈の「実はこんな失敗も・・」というぶっちゃけ話が参
考になったし、勇気をもらえた。

 同じようなフェーズの仲間と出会い語り合い、⼀歩踏み出すきっかけ
になった。

担当者:⼭川知恵
URL:https://www.facebook.com/
tokachi.marufu
E-mail:yamakawaari@gmail.com

連携⽀援機関
・⼗勝キャリアデザインネットワーク
・帯広市
・帯広信⽤⾦庫
・⽇本政策⾦融公庫帯広⽀店

4

令和4年度の取組
 約８ヶ⽉の伴⾛⽀援プログラム
 起業したい⼈、した⼈が集うオンラインサロン運営

・とかち財団
・とかち機構
・帯広商⼯会議所
・⼗勝総合振興局

https://www.facebook.com/tokachi.marufu


３．じもじょき.netの取組 【釧路】

じもじょき.釧路 ＜（株）MOKA.＞
概要（PRポイント）
 『⼥性の未来を創る会社』

その⼈らしさや得意分野を発揮でき、どんな⽴
場でも参加でき、仲間と話しているうちに⾃分を発
⾒し、何かアイディアが⽣まれて対⽊のステップが
踏める。そんな場所を作りたい。・・・そんな想いで
活動しています。

 北海道庁『潜在⼈材掘り起し推進事業』 受託
R3年度に引き続きR4年度も釧路地域と⻄胆

振地域で実施します。
今仕事していない⼥性、

だけど何かしてやってみたい
⽅との相談会を⼦育て⽀援
センターや各イベント会場で
⾏います。
釧路や室蘭や札幌の⼥性
活動家さんたちと繋がって、
全道どこからでも相談できて
その地域ならではのヒントを
⾒つけられるようになるのが
⽬標です。

● ターゲットは、０〜１フェーズの⼥性たちです。

連絡先 株式会社ＭＯＫＡ．

写真

写真担当者: 森崎三記⼦
URL: https://www.moka-inc.com

E-mail: kushiro-moka-wp@mail.goo.ne.jp

連携⽀援機関
・釧路市商業労政課 ・(公財）⽇本⼥性学習財団
・釧路市男⼥平等参画センター「ふらっと」 ・釧路新聞社 ・ＦＭくしろ
・釧路市ビジネスサポートセンターk-Biz ・ＮＰＯ法⼈Bonos
・北海道中⼩企業家同友会くしろ⽀部 ・託児所HAY HOME 他
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利⽤者の声
 セミナーに参加し、「始めること」の勇気をもいただきました。⼈の繋が

りやご縁を⼤切にすることが⼤事だと感じました。
 ひとりで予約していくにはハードルが⾼いk-Bizでの相談に同⾏して

もらったことで⾃分らしく思いを伝えることができ、とても助かった。

令和４年度の取組
 各種イベントでの個別相談会（釧路地域・⻄胆振地域）
 K-Biz相談会の実施
 先輩起業家とのおしゃべり会
 MOKAʼs SCHOOL（昼の部・夜の部）の開催

https://www.moka-inc.com


３．じもじょき.netの取組 【道東】

じもじょき.道東 ＜（株）うつくしろ＞
概要（PRポイント）

 釧路市以外の根室・釧路地域担当

 活動実績
2020年度
ワタシ×シゴトPJ
・ライティング
・イラストレーター
・なんでもやってみる

3つのPJに分かれて活動

2021年度 ⾃主企画
⾚間・相座と壁打ちタイム

予約制、有料
30分⼀本勝負

連絡先
担当者:株式会社うつくしろ
代表取締役 相座 聖美
E-mail: woman.Kushiro@gmail.com
URL: https://www.facebook.com/kushiro.woman/

連携⽀援機関
・⽇本政策⾦融公庫 釧路⽀店
・⺠間企業（どこの地域にも協⼒者がいます）他多数
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利⽤者の声
 学んだことを実際の仕事として活かす経験もでき、フリーラン

スとして活動を始めることができました。
 地⽅でも活動できることがわかり、やる気がアップしました。

令和4年度の取組
 中標津町・根室市（セミナー＆伴⾛⽀援）
 ライター、カメラマン、デザイナー養成（ドキュメンタリー冊⼦

作成）

https://www.facebook.com/kushiro.woman/


３．じもじょき.netの取組 【オホーツク】

じもじょき.オホーツク ＜私らしく働くお⼿伝い ワタシプラス＞
概要（PRポイント）

起業に興味がある⽅、起業したい⽅、また
起業して間もない⽅を対象とした相談会・セ
ミナーなどを開催。

「こんな思いがある」「こんなことビジネスにな
るの︖」「私にもできるかしら」「背中を押して
欲しい」など、お気軽にお聞かせください。

●経済産業省 H29年度⼥性起業家⽀
援コンテスト 最優秀賞受賞。

●⾃⾝も、結婚、出産、育
児をしながら起業11年⽬。

●⼥性のためのKITAMI
創業相談DAY
アドバイザー

連絡先
担当者: ⿅⼜ 百合⼦
URL: https://www.facebook.com/id.WATASHIPLUS

E-mail: watashi-plus@id-d-o.com

連携⽀援機関
・北⾒市
・⽇本政策⾦融公庫 北⾒⽀店
・オホーツクキャリアデザインネットワーク
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利⽤者の声

令和4年度の取組

 定期的に相談会に参加し起業まで相談にのっていただいて
います。

 起業しても、集客に苦戦。相談会でSNSの使い⽅や広告
の使い⽅を教えていただき店舗を持つことができました。

 ⼥性のためのKITAMI創業相談DAY
（毎⽉第３⽔曜⽇開催／相談無料／要予約）他

https://www.facebook.com/id.WATASHIPLUS


３．じもじょき.netの取組 【函館】

じもじょき.函館 ＜イメージ・コネクト(同)＞
概要（PRポイント）

 最初の⼀歩を応援します。
 先輩起業家の声を聴く茶話会。ここから

新しいつながりが⽣まれます。
 2018年度経済産業省⼥性起業家⽀

援コンテストネットワーク⽀援部⾨最優
秀賞を受賞

連絡先
担当者:⾦⾕ 貴明
URL:https://www.hakodateoffice.com/

E-mail:info@imageconnect.jp

連携⽀援機関
・函館市
・函館市産業⽀援センター
・⽇本⾦融政策公庫 函館⽀店
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利⽤者の声
 今の状況を報告したかった。
 気にしてくれてありがとうございます。
 茶話会からつながりました。

令和4年度の取組
 茶話会を定期的に開催。
 ⽇本政策⾦融公庫さんや函館市と連携して創業者向けのセミナー

を開催予定

https://www.hakodateoffice.com/


３．じもじょき.netの取組 【苫小牧】

じもじょき.とまこまい ＜苫⼩牧男⼥平等参画推進センター＞
概要（PRポイント）

 じもじょき.とまこまいでは地域に根付いた
「⽣き⽅・働き⽅のプラットホーム」をテー
マに活動しています。起業したいと考えて
いる⽅や起業をされて歩きだされた⽅に
寄り添い、「迷い悩むのは当たり前」
「これからどのように歩みを進めていくか」
「今後のご⾃⾝にあった⽣き⽅と働き⽅」
等の相談会を随時開催しています。

 苫⼩牧近郊のコミュニティの連携を活か
したイベント開催や各じもじょき同⼠の横
の連携も取りながら、苫⼩牧らしい「わく
わく」な活動を展開予定︕

連絡先

連携⽀援機関
・苫⼩牧市 ・苫⼩牧商⼯会議所
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利⽤者の声（起業を⽬指す⼥性のための創業セミナー＆相談会）
 先輩起業家の⽅々のリアルな話が聴けたことで⾃分の起

業に対してより具体的に考えられるようになった
 やりたいことの思いをより具体的に考え形にしていくお話も

とても今後の参考になった。

令和4年度の取組
 対⾯・オンラインでの起業相談、起業セミナー、開業サポート
 iki×hata cafe〜先輩起業⼥⼦の話を聞いてみよう〜
 各じもじょきとの連携・協⼒

担当者︓苫⼩牧男⼥平等参画推進センター 荒井智⼦
URL︓http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/
danjo/danjo1.shtml
Facebook︓https://www.facebook.com/
tomakomaidanjobyodosankaku/
E-mail︓danjo00@tomakomai-shakyo.or.jp

http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/danjo/danjo1.shtml
https://www.facebook.com/tomakomaidanjobyodosankaku/


３．じもじょき.netの取組 【旭川】

じもじょき.あさひかわ＜(株)ライナーネットワーク、⼥性起業家コンサルタント、Oyako café noi、⽚付けデザイン研究所＞

概要（PRポイント）
 「⾃分にも参加できそう︕」敷居
の低さでいつも満席

連絡先
担当者:⾼塚、安岡、松倉、⻑⾕川
URL:https://www.facebook.com/
Asahikawakigyo
E-mail︓
jimo.asahikawa@gmail.com

連携⽀援機関
・（⼀財）旭川産業創造プラザ ・旭川信⽤⾦庫
・⽇本政策⾦融公庫 旭川⽀店
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利⽤者の声
 ⼀⼈で悩んでいたことが解決できてスッキリしました︕
 他の⼥性との交流で刺激を受け、⼀歩前に進めました︕

令和4年度の取組

 起業したい⼥性のためのセミナーイベント
 対象メンティに向けた伴⾛⽀援・専⾨家紹介
 Facebookページで、起業したい⼥性向けの情報発信

 先輩⼥性起業家と企業の⼥性役員
が⽀援者となり、地域の⽀援機関
と連携して、⼥性をサポート

《主な⽀援メニュー》
①創業相談会の実施
②⼥性起業家コミュニティの運営
③セミナーやトークショーの実施

https://www.facebook.com/Asahikawakigyo


３．じもじょき.netの取組 【千歳】

じもじょき.ちとせ ＜千歳市オリジナルキャリア⽀援団体 おしごと部ちとせ＞

概要（PRポイント）

連絡先︓じもじょき.netちとせ事務局
URL:https://jimojyokichitose.jimdofree.com/
E-mail︓oshigotobuchitose123@gmail.com
Facebook︓@jimojyokichitose
Instagram︓jimojokichitose

連携⽀援機関
・千歳市 ・⽇本政策⾦融公庫
・まいぷれ恵庭千歳 ・地域情報誌「ちゃんと」 等
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利⽤者の声
・いろんなお話が聞けて楽しかったです。やる気スイッチ押してもらえました。
・難しいと思っていたことを分かりやすく説明していただき、とても良い時間でした。
・⾃分のスキルを確認し、どういうライフスタイルでいきたいか
具体的に思い描いてみたいと思います。

令和4年度の取組
・じもじょき.netちとせコワーキングTIME
・起業セミナー ・オンライン起業個⼈相談
・新規起業者出店の場「はじめましてマルシェ」

・「起業する⼥性の⽀援」を中⼼に、
まちづくりに関連する地元企業と良好な
ネットワークが構築でき始めている。

・セミナーの他、コワーキングTIMEや
個⼈相談等を⾏うことで、
多様なフェーズの⽅との繋がりや、
気軽に相談できる関係性が⽣まれている。

公式LINE

https://jimojyokichitose.jimdofree.com/


【参考】「ほくじょき.net」の構成機関（令和４年４月末現在）

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４8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起業家⽀援を⾏っています。

・⽇本政策⾦融公庫
・北洋銀⾏
・北海道銀⾏
・北海道信⽤⾦庫
・（株）しんきん北海道⾦融センター
・（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）
・私らしく働くお⼿伝いワタシプラス
（北⾒市／⼥性起業家⽀援者）

・（株）MOKA（釧路市/⼥性市⺠団体）
・（株）ワタラクシア（札幌市/⼥性起業家⽀援者）
・（株）うつくしろ（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）

・710candle（函館市／⼥性起業家）
・ジグザグ社（函館市／⼥性起業家）
・苫⼩牧市男⼥平等参画推進センター（社会福祉法⼈苫⼩牧市
社 会福祉協議会）（苫⼩牧市／男⼥共同参画施設）

・⼗勝〇〇婦⼈部（⼗勝地域／⼥性市⺠団体）
・㈱ライナーネットワーク（旭川市／⺠間企業）
・⼥性起業家コンサルタント（旭川／⼥性起業家⽀援者）
・⼀般財団法⼈北海道国際交流センター（函館／NGO団体）
・釧路市男⼥平等参画センター（釧路／男⼥共同参画施設）
・おしごと部ちとせ（千歳／⼥性起業家⽀援団体）

⾦融機関等（９機関）

⼥性起業家コミュニティ・先輩⼥性起業家等（19機関）

・在札幌⽶国総領事館
・北海道 ・札幌市
・釧路市 ・北⾒市
・江別市 ・千歳市 ・苫⼩牧市
・北海道経済産業局

⾏政機関（9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
・北⾒商⼯会議所
・（⼀社）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（７機関）

公益財団法⼈
さっぽろ⻘少年⼥性活動協会

＜北海道事務局＞

・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）

・合同会社Image Connect（函館市／⼤三坂オフィス）

コワーキングスペース（４機関）
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