平成３０年度

女性起業家支援コンテスト
エントリーシート
（ネットワーク支援部門）
平成30年度女性起業家等支援ネットワーク構築事業

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【支援者シート】
応募者
団体名：

じもじょき.net函館（ZIGZAG社、710candle.、イメージ・コネクト合同会社）

応募担当者
氏名：

01-01

苧坂 香生里

※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）
函館にてシェアオフィス経営の金谷貴明が代表を務め、キャンドル製作・販売の和泉詩織とデザイナーの苧坂香生里が在籍。北海道女性起業家支援ネットワークの下部組織として2018年8月に結成。3年後の自走化を目
指し現在NPO法人申請準備中。大きすぎず小さすぎない地方都市である函館の良さを、なんとなく人の集まる場づくりから、人から人へ情報をつなぎ、少しずつ進んでいけるようなサポートを行う。

フェーズ

フェーズ
0

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）
自分の得意な”家庭で食べる「ごはん」を通
じて、社会と繋がりたい・貢献したい”と思い
ながらも、本業・看護士とはかけ離れている
現状をどうやって打破するべきか？

支援内容(200字程度）

連携支援者

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点(300字程度）

ほくじょき.net主催の「女性起業家セミナー（函館）」に参 藤原七夕乃（女性起業家）、和泉詩織 「女性起業家セミナー（函館）」でゲストとして登壇していた苧坂や
加し
さん、苧坂、ほくじょき.net
和泉さん、女性起業家の藤原さんの話を聴くことで、身近なロール
ていた日下さんを発掘。セミナー受講後に、カウンセリン
モデルの存在を知り、行動を後押しすることができた。
グや情報提供を行った。
一方で、自分のやりたいことを模索しモヤモヤしている段階出会っ
たため、「本人の意思で動く」ことが重要と考え、支援し過ぎずに、
思う存分迷い悩む環境づくりを心がけた。
ex:声を掛けることが難しいかもしれないので、紹介することだけし
てあげてその後は聞きたいことは自分で考えて聞く。

実際に起業に動くにも、実績が足りないので 任意団体「みんなでごはん」設立を支援。
函館市女性センター、じもじょき.net函 まずは実績作りが必要と考え、活動の枠組（団体、拠点）を整える
不安。今の現状でどうやって実績を積んでい 苧坂がメンバーとして参画し、軌道に乗るまで伴奏を行 館・苧坂
ことにし、その上で、実績とともに自信をつけていくこととした。ひと
くか？どんな方法があるのか？
うこととした。また、函館市女性センターに場所の提供を
りでの団体立ち上げに不安を持っていたため、苧坂がメンバーとし
いただけるようアレンジを行った。
て関わることでスタートアップを支えることとなった。
フェーズ
※この後、じもじょき.net函館を結成。これまで、苧坂個
あくまでも「本人の意思」が重要であるため、団体の代表は支援者
1
人として支援を行なっていたが、ここからはじもじょ
本人に。函館市女性センターには場の提供を協力いただいたが、
き.net函館として伴奏支援を行うことになった。
お便りが送付されるなど情報提供という点でも効果的であった。い
つもとは違う新しい社会の中で生まれた自分の存在を活かし始め
たようであった。
飲食店で実際に働き、経験を積むなどモヤ
モヤ期を超えて行動を起こし出した段階。自
主的にイベントに参加してみたものの、屋号
もないため他者に自分の想いを伝えられな
フェーズ く、売り込みができないことに気づく。どこか
2
ら考えていいのかもわからない。

フェーズ
3

彼女を取り囲む社会が大きくなり、一言で自分を表現で 北海道国際交流センター、
き
Pippin0138 じもじょき.net函館・苧坂、
るもの「屋号」と「名刺」が必要となった。すでに屋号は 元町ゲストハウス×カフェ
考えていたのが、表現の仕方がわからないというので、
背伸びをしすぎずありのままの自分がいいと思うので、
子供たちと一緒に名刺を作ることを薦め、制作した。北
海道国際交流センター主催イベントは完売にて大盛況
に終わった。その後、ゲストハウスのカフェスペースの
運営を任される。

自分自身、支援者として成長した時期であった。他のじもじょき.net
の方々とフォーラムや地域連絡会議で出会い情報交換すること
で、函館の支援スタイルが固まってきた。函館でのネットワークを
活用し、関係機関どの連携を強めていくことができた。
日下さんの意思がはっきりしてきたので、あとは「続けていくこと」を
意識的にサポートした。起業のタイミングは考えることも出費も多く
なるので、家庭内の理解が必要と考え、一緒に出来る事は共有し
たり、起業に関しても焦らず背伸びしすぎないで協力者を増やすこ
とが大事と話し合いながら伴走型の支援が実現した。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【女性起業家シート】

01-01

氏名： 日下 朝子
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
高知生まれ。看護士として地元勤務や青年海外協力隊での活動の後、北海道へ。
育児を機に食への関心がググッと高まり、料理サークルの立ち上げ・講師としての活動・イベント出店をはじめる。
現在は母と看護士とカフェ店主のジャグリングを展開すべく準備に勤しんでいる。
事業PR
旬の野菜や雑穀、ちゃんとした調味料を使ったごはんを、店舗やイベント出店・料理教室等で広めていきたいと思っています。
食べるだけでなく、一緒に作る楽しさも伝えていきたいです。

フェーズ

抱えていた悩み・想い (200字程度）

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）

転居に伴い友達作りの場としてごはんを介し 友人 こっこ茶屋、苧坂香生里さん、藤原七夕
たいと思うようになる。2013年秋、自宅で「おう 乃さん、和泉詩織さん、ほくじょき.net
ちごはん会」（料理サークル）を始める。食へ
フェーズ の関心が深まり、これを仕事へつなげられな
いかと思い始める。
0

自宅外でも開催できる場所を探してくれ、参加者をク
チコミで募ってくれた。
ほくじょき.net主催のセミナーに参加し、函館市内の
ロールモデルの話を聞いた。

「おうちごはん会」を２０１３～２０１８年で計１１７回開
催。
セミナーに参加したことで、苧坂さん、和泉さんと出会
い、起業という選択肢を初めて意識した。

起業に向けて準備として活動の場を広げたい
と考えるようになったが、実績がなく、初めの
一歩が踏み出せない。
フェーズ 育児との両立の不安。

自分が発信し続けていたのをママ友コミュニティが拡
散してくれた。
活動を行うために「みんなでごはん」という任意団体を
立ち上げる際に、苧坂さんが一緒に設立に関わってく
れた。また、函館市女性センターに場所を提供いただ
いた。育児との両立については、知内町を受けて、子
育てサークルを設立することで不安を払拭することが
できた。

実績を広げることができた（こっこ茶屋の定休日を利用
しての料理教室１３回、コープ会講師、イベント講師）
・函館市女性センターにて「みんなでごはん」設立
・知内町・子育てサークル設立、イベント発案・講師活
動など

1

ママ友
デザイナー・苧坂さん
函館市女性センター
自治体・知内町

活動を広げつつあるが、自分を営業するツー 友人、じもじょき.net函館、デザイナー・苧坂さん じもじょき.net函館の支援を受けることができ、自分の
ルがないことに気づく。
飲食経営・Pippin0138 北海道国際交流セン
強みなどを明らかにすることができた。
家族や他の機関などになかなか頼ることがで ター 元町ゲストハウス×カフェ
苧坂さんにブランディングについて相談。
じもじょき.netのネットワークで支援いただき、国際交
フェーズ きない。
流センターの出展イベントに参加した。
2

フェーズ
3

屋号、名刺が完成し、自分の活動を人に伝えられるよう
になった。その結果、国際交流センターのイベン「地球
まつり」への出展などでさらに活動を広げ、カフェ営業
のお誘いをいただくこととなり、現在メニューを考案中。
やりたいこととその想いが明確になり、家族も含め、ま
わりの支援者の協力をもらいながら進める覚悟ができ
た。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【ネットワーク構築連携シート(代表機関が記入)】

01-01

地域NW名： 北海道女性起業家支援ネットワーク事業
※代表機関、または、代表機関・構成機関の共同応募が可（ただし、共同応募は２団体まで）
（代表機関名）

（構成機関名）
じもじょき.net函館（ZIGZAG社、710candle,イメージ・コネクト合同会社）

応募者名： （公財）さっぽろ青少年女性活動協会

☆PRポイント☆ 本エントリー事例が、下記モデル①～④の中のどのような部分で、NWと関係・連携したか？ネットワーク支援部門の審査基準をもとに、説明・どの点が連携ポイントかPRポイントを記載ください。
②女性起業支援横展開モデル
じもじょき.netは他地域に比べて後発のネットワークであり、先行のじもじょき.netの支援モデルを参考にしながら、かつ地域の強みを生かしたネットワーク組成と支援を実現している。
特に、この支援事例においては、当初苧坂さんが個人として支援していたところを、じもじょき.net函館が結成されたことで、他地域でのノウハウを参考にするなど、力強い支援になっており、じもじょき.netの結成と、横展開の視点があったか
らこそできた支援であると言える。
モデル①～④

実施内容(250字程度）

・メンター研修において、チームで支援を行うノウハウやスキルを学ぶ機会を
提供した。ほくじょき.netの札幌近郊で対応する相談については、実際に構成
機関の中から数名を選定し、チームで対応することで、「専門性＋当事者性」
①-1.支援スキルの向上 を併せ持つ相談を実現し、その実践から相談対応を学んでいただいている。
・日本政策金融公庫主催「創業相談会」では、各じもじょき.netと連携し、札幌
に加え釧路、北見、根室、函館、帯広、旭川の７箇所にて、公庫相談員と女
性起業家による「チーム相談」を実践している。

誰と（連携構成機関・支援者）
よろず支援拠点、North-Woman、株式会
社ワタラクシア、日本政策金融公庫、旭川
信用金庫、株式会社うつくしろ・株式会社
MOKA（釧路）、ワタシプラス（北見）、十勝
◯◯婦人部（十勝）、苫小牧市男女平等参
画センター、株式会社ライナー（旭川）、イ
メージ・コネクト合同会社（函館）

実施にいたるまでの構築・連携のポイント・コツ
（どのように連携できた？）(300字程度）
・代表機関であるさっぽろ青少年女性活動協会がもともと男女共同参画センターの指定管
理者であり、創業支援の専門家ではないため、相談対応するためには専門機関との協働
が欠かせなかった。
・地域連絡会議においては初期からチームビルディングを重視しており、グループワーク
の実施や、チームビルドアクティブティ、相互理解のためのワークを実施してきたため、そ
れぞれの専門性や人柄などを把握していた。

苫小牧市男女平等参画センター、株 ・苫小牧市男女平等参画センターは、これまで行なっていたキャリア相談に加え、起業相
式会社ライナー、北海道国際交流セン 談を実施することになり、札幌市男女センターのノウハウと人材を共有することができた。
・株式会社ライナーは、旭川において女性活躍が進んでいる起業であり、女性取締役が積
ター、ワタシプラス、北海道

①-2.フェーズ0,1支援
者の顕在化・増加

・従来の起業支援機関・金融機関以外の支援者を新しくネットワークに取り込んだ（苫
小牧市男女平等参画センター、株式会社ライナー、北海道国際交流センター）。
・じもじょき.net北見では、地元の女性起業家を地域の女性起業家支援の担い手として
「応援し隊」とコミュティ化を図った。
・「地域クラウド交流会」と連携して、北海道の創業ビジネスグランプリのイベントを開
催。「地域クラウド交流会」に親和性の高いIT関係の参加者との連携により、新たな支
援者層（創業の専門性はないけれどIT面を支援できる）を開拓している。

①-3.フェーズ0,1支援
者とフェーズ2以降の
支援者の連携支援体
制の構築

・「チーム相談」の実践を通して、フェーズ０、１支援者とフェーズ２以降の支援 株式会社うつくしろ、MOKA．株式会
者が連携して、女性起業家を支援する体制ができている。
社、K-BIZ、旭川しんきん、旭川産業創
・じもじょき.net釧路では、KーBIZ（釧路市ビジネスサポートセンター）と連携し 造プラザ、株式会社TRYOUT
て広域相談窓口を設置している。
・じもじょき.net旭川は、10名ほどがチームとなり、全体で意思決定を行なって
いる（フェーズ０、１支援者である女性起業家や、２以降の支援者である旭川
信金や旭川産業創造プラザなど）。

極的に参画してくださり、女性起業家の広報面のサポート、企業とのマッチングにおいて連
携することができている。
・北海道国際交流センターは、函館のまちづくりの先進的団体であり、じもじょき.net函館の
事業面においてコンサルティング等を協力している。
・平成30年度夏に開設が決まっていたK-BIZにじもじょき.net釧路が戦略的に交渉を行なっ
たため。じもじょき.net釧路として、地元での知名度や実績があったことが奏効した。
・じもじょき.net旭川を組成する際、札幌を拠点とする株式会社TRYOUTが旭川でじもじょき
結成に向けた説明会をアレンジしてくださった。そこで、旭川しんきん、旭川産業創造プラ
ザ、株式会社ライナー、地域の女性起業家が集まったことから、最初から多様な構成員に
よるチームが出来上がった。

・地域連絡会議において、各じもじょき.netがリレートークを行うことで、それぞ ワタシプラス、十勝キャリアデザイン
れの取り組みを発表し、ノウハウや支援事例の共有を行なった。
ネットワーク北村氏
②女性起業支援展開 ・新しく結成したじもじょき.net旭川の研修会において、先輩じもじょき.netであ
るじもじょき.net北見の鹿又さんが講師として支援スキルやネットワーク組成
モデル
についてノウハウの共有を行なった。
・じもじょき.net函館が開催する「女性起業家セミナー（函館）」において先輩女
性起業家であるじもじょき.net十勝の北村貴氏をゲストに招聘予定（11/5）。

・平成30年度より、地域における取り組みは各じもじょき.netが地域の課題に合わせて企
画、運営することで、地域ごとの特色を生かした取り組みが実現され、じもじょき.net間の差
異が生じてきたことから、お互いのモデルを参考にしあう空気が生まれている。
・これまでに各じもじょき.netが情報交換を行う場を創出している。平成29年度に開催した
フォラームでは、講師であった北村貴氏や、北海道出身で今治在住の女性起業家・菊川
あずさ氏がフォーラム終了後もfacebookグループを活用し女性起業支援についての情報
交換を行う仕組みを作ってくださり、そこでの交流がリアルな交流、連携につながってい
る。
・自治体の創業支援事業計画への位置付けを促し、現在苫小牧市で計画変 苫小牧市、苫小牧市男女平等参画セ ・各じもじょき.netが地域の行政との関係構築をそれぞれ行なっているほか、北海道経産
更が予定されている。他地域においても調整いただいている。
ンター、北海道NPOサポートセンター、 局とほくじょき.net事務局が各自治体に説明に行っている。
③女性起業支援自治 ・じもじょき.net函館は、函館地域における3年後の自走化を目指し、現在NPO 十勝振興局
・函館は、構成機関として北海道国際交流センターが参画しているため、NPOやまちづく
体定着モデル
法人申請の準備中である。
り、公益活動に関する情報や知識を得られる体制ができている。
・じもじょき.net十勝が開催した「女性起業家セミナー（十勝）」は、第１部をほく
・十勝振興局とは、2年前に開催した「女性起業家セミナー（帯広）」から関係が構築できて
じょき.net主催、第２部を十勝振興局が主催で実施した。
いた。また、十勝振興局で女性活躍推進について予算があり、そこにハマる形でじもじょ
き.net十勝の活動が認識されていた。
・North-Womanがコーディネートする出店イベントにて、これまでじもじょ
North-Women、
き..net釧路、じもじょき.net函館が出店してきた。今後、「北海道女性起業家物 札幌市男女共同参画センター（リラコ
④女性起業支援広域 産展（仮題）」として、広域の女性起業支援事業として拡大予定。
ワ）、札幌市
定着モデル
・1月の地域連絡会議では、一部一般の方に公開し、各じもじょき.netの成果
報告会を開催予定。各地域での取り組みを一同に発表することで、「道内どこ
にいても安心して支援を受けられるネットワーク」を広く周知する。

・札幌市男女共同参画センターではこれまで女性起業家による出店イベントを開催してお
り、最近はNorth-Womanと連携して実施することが多かった。North-Womanがほくじょ
き.net,に参画することで、全道各地の女性起業家やその商品などと繋がる機会ができたこ
とから、広域の女性起業家支援メニューへと発展することができた。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【支援者シート】

02-01

特定非営利活動法人福島県ﾍﾞﾝﾁｬｰ・SOHO・ﾃﾚﾜｰｶｰ共働機構
応募者
応募担当者 重巣 敦子
団体名：
氏名：
※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）
構成機関の女性メンバーでキャラバン隊を編成しステージ０，１の受け皿となりうる女性起業家ＮＷの存在が確認できない地域へ出向き、相談会や交流会を昨年度から実施しており、福島県会津若松市にも女性NWが誕
生しました。
今年度は、複数の支援機関がそれぞれの得意分野を連携しながら女性NWから誕生した女性起業家の伴走支援を行っています。

フェーズ

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）

支援内容(200字程度）

連携支援者

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点(300字程度）

自身の想いを具現化するために何が必要で、
何を学べば良いのか、その学びはどうすれば
習得できるのか、何も分からない状態でした。
フェーズ０の女性が起業したいという強い想い
フェーズ と不安から、起業支援と称した詐欺まがいの
指導に何十万とつぎ込む事例がある中で、彼
0
女が出会った方々の中に悪意あり近づく人が
いなかったのは幸運であったと考えます。

★福島西口インキュベートルーム⇒個別相談
福島市商工会議所主催福島創業スクール受講
(H28.9～11)⇒基礎知識と起業者仲間、情報交換
福島銀行 等多数

福島市商工会議所主催福島創業ス
クール受講
福島西口インキュベートルーム

福島商工会議所主催の創業スクール講師として、福島西口インキュ
ベートルームのインキュベーションマネージャーが担当することになり
ました。
そのため受講者の多くが福島西口インキュベートルーム入居者で、起
業者同士の情報交換も活発に行いました。個別で事業のブラッシュ
アップ相談対応をし、少しずつ内容をまとめる支援をしました。
事業を始めるまでの一般的な基礎知識（融資、経理、事業形態）など
を伝える際は、都度理解しているかを確認しながら丁寧に行いまし
た。

ビジネス経験の少ない女性に多く見受けられ
る「アイディアを具現化する事への躊躇」「アイ
ディアへの確信が持てない」「私でも起業して
良いのか不安」状態でした。
フェーズ 事業内は社会課題解決型で新規性もあり、第
三者に説明するには類似事業の資料も用いる
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などの工夫を要しますが、そうした事に気付か
ずにいる状態でした。

★福島西口インキュベートルーム⇒個別相談
福島市商工会議所主催福島創業スクール受講
(H28.9～11)基礎知識と起業者仲間、情報交換

福島西口インキュベートルームでの
個別相談
東北起業女子応援ネットワークイベ
ント
キャラバン隊in会津若松での個別相
談会

当時は事業内容を理解できない創業支援者から否定されることもあっ
たようでした。応援してくれる人と否定する人の意見に困惑していたの
で、先ずはその支援者の対応が全てではないことを伝えました。その
うえで、今の彼女に必要な支援は第三者からの肯定（それいいね！
面白そう！といった興味）と、事業に向き合いブラッシュアップすること
と判断し、こちらが伴走支援するために当事業のステップアップサロン
受講を勧めました。

結婚を機に引っ越す事となり、人脈も土地勘も
なく、更にビジネス経験もない自分が初めての
地域で本当に起業できるのか不安を感じてい
ました。
フェーズ 事業を始めるにあたり、売り込みたい事業所
は会津若松市に存在するのか、存在するので
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あれば住所はどこか、アプローチするための
キーパーソンはいるのか等の地元情報が皆無
の状態でした。

★東北起業女子応援ネットワーク事務局
⇒個別相談・転入地域の情報・NW紹介・事業PR機会提供
★特定非営利活動法人ヴィアージュ（構成機関）
⇒女性コミュニティ紹介・事業PR機会提供
★会津女性起業家ネットワーク「東起婦人」
⇒地域情報の提供・メンター的役割
★にへい社会保険労務士事務所（構成機関）
⇒専門知識支援・地域情報提供・メンター的役割
夢ネットはちどり（熊本県）

東北起業女子応援ネットワーク事務局
特定非営利活動法人ヴィアージュ（構
成機関）
会津女性起業家ネットワーク「東起婦
人」
にへい社会保険労務士事務所（構成
機関）

ビジネス経験の少ない彼女にとって起業に対する不安に加え、知らな
い土地で生活する事への不安を解消するために、女性ネットワークに
よるメンター支援を提供すると共に、ネットワークメンバーに対して起
業説明をする機会を提供しました。
構築された女性NWには似た境遇（結婚を機に転居）にあるメンバーも
多く、不安・悩みを共有しつつ解決するためのノウハウを有していま
す。そのNWには代表機関が関与しているため、起業に必要な支援を
提供できる体制が整っています。

小林氏の事業は「新しい価値」であるため、そ ★東北起業女子応援ネットワーク事務局
の内容を論理立てて第三者へ文章説明するこ ⇒補助金情報提供と書類作成アドバイス・個別相談
とが課題でした。
★日本政策金融公庫 会津若松支店（構成機関）
また、経営者として決断を迫られる時、その選 ⇒融資手続きアドバイス
択がベストなのか不安を感じた時に気軽に（専 ★にへい社会保険労務士事務所（構成機関）
フェーズ 門家以外の）相談できる存在が必要でした。
⇒専門知識支援・インキュベート物件紹介・メンター的役
3
割
★特定非営利活動法人ヴィアージュ（構成機関）
⇒女性NW交流会のイベント案内・事業PR機会提供
夢ネットはちどり（熊本県）

東北起業女子応援ネットワーク事務局
日本政策金融公庫 会津若松支店（構
成機関）
にへい社会保険労務士事務所（構成
機関）
特定非営利活動法人ヴィアージュ（構
成機関）

創業補助金の応募書類作成を通じて事業計画のブラッシュアップと、
今後の事業展開時にも役立ててもらえるように、第三者（補助金審査
員であろう男性）から理解を得られる表現の仕方を経験してもらいまし
た。
構成機関が入居しているインキュベート施設に事務所を構え、ちょっと
した相談にいつでも対応できる環境となりました。
ちょっとした質問や相談予約にはSNSを利用し、気軽に質問できる体
制を整えました。

【東北起業女子応援ネットワークイベント】
★キャラバン隊in会津若松⇔個別相談
★キャラバン隊ステップアップサロン⇒女性NW参画
★東北起業女子応援フェア⇒ロールモデルと女性NW

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【女性起業家シート】

写真
（応募者の写真）
※WEB公開予定
エントリーシートとも
に、jpegファイルを別
添で提出ください。

フェーズ

02-01

氏名： 小林しのぶ
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
私は17年間医療/介護の現場で働き、事務長として管理業務及び職員研修等にも携わってきました。その期間に垣間見たことは、要介護者が亡くなった伴侶のお墓参りや孫の
結婚式等を諦め、「生きがいもなく、長生きさせられて辛い。」と呟く姿、親類縁者（保証人）がおらず入院・入居を拒否され放置される高齢者の姿でした。介護保険だけでは細や
かな支援ニーズに応えられず「心豊かに老後を過ごす」ことは困難です。なので私は今辛い思いをされている高齢者の方々に心豊かに老後を過ごして頂きたいと強く願い、保
険外サービスでの起業を決意しました。
事業PR
介護業界における慢性的な人材不足課題をクリアにするため、勤勉で経験豊富、体力的にもまだまだ働ける高齢者（アクティブシニア）が支援を必要とする高齢者を支える「介
護マッチングシステム」を導入しました。このシステムは働く事で生きがいを見出すアクティブシニアの方と、同世代のからの支援は気持ちを理解してもらいやすく話が弾むと喜
ぶ要介護者の方の双方から好評を得ています。次に、親類縁者がいないため公的サービスすら受けられない方々に対しては弁護士等の専門家と連携し、身元保証サービスを
提供します。私は地域に暮らす高齢者やその家族など、皆がWinWinな地域社会になることを目指して参ります。

抱えていた悩み・想い(200字程度）

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）

介護の現場から見えてきた様々な課題、
人々の想いを解決したいと思いながらも、何
をどうして良いか分からずに悶々とした日々
フェーズ を過ごしていました。
取りあえず目についたセミナーや講演会に
0
（内容が起業でなくとも）参加しました。自分
でも起業できるのかを確認したかったので
す。

★福島西口インキュベートルーム
福島市商工会議所主催福島創業スクール受講
(H28.9～11)
福島銀行 等多数

各セミナーを通して知り合いになった経営者の方
や以前から知り合いの先輩女性起業者の方から
「起業しても大丈夫だよ！」「経営っていうのはこ
ういうものだよ」という言葉を貰い、経営者の方を
身近に感じましたし、私でも起業して良いんだと
思うことが出来ました。安心できました。
スクールで出会った起業者仲間との交流も起業
への想いを強くする要因となりました。

ビジネスとしての相談というよりは今現場で起
こっている課題や私のやりたい事を訴えるだけ
だったので、「だからどうなの？何をしたいの？」
という質問に自信を持って具体的な事を答えるこ
とが出来ず、自身の中できちんと整理する必要
があると気付きました。

自分のビジネスアイディアを人前でうまく話
せない時があって、これではダメだと感じまし
た。
フェーズ 人前でも堂々と話せるようにならないと起業
は出来ないと自分に言い聞かせて創業ス
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クールに参加していました。
受講生同士の交流や先輩起業家からの応
援がとても嬉しかったです。

★福島西口インキュベートルームでの個別相談
福島市商工会議所主催福島創業スクール受講
(H28.9～11)

創業スクールに通ううちに自分の想いをしっかり
伝えることが出来るようになって自信に繋がりま
した。失敗談を聞く事が出来て、起業リスクを知
ると同時に気を付けるポイントも学ぶことが出来
ました。講師からビジネスプランコンテストに応募
打診があり、一層やる気を強くしました。東北起
業女子応援ネットワークイベントで女性相談員か
ら想いに共感してもらえてとても安心しました。

それまでは「本当に起業出来るのか」不安に思う
ところも多かったのですが、ビジネスプラン応募
を勧められたという事は事業内容が認めてもらえ
たのだと考えて覚悟を決めました。
と同時に、自分と同じような事業をしている人は
いるのだろうかと気になってネットで調べてみたと
ころ熊本県に「夢ネットはちどり」さんという事業
者を見つけました。

ライフイベント（結婚）に伴い、会津若松市へ
転居が決まりました。初めての土地で起業す
る不安もありましたが、昨年度キャラバン隊
イベントで知り合った女性起業家ネットワーク
フェーズ の皆さんが歓迎会を開催して下さったり、事
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業説明会の周知協力やインキュベート施設
のご紹介など、とても心強かったです。

★東北起業女子応援ネットワーク事務局
★特定非営利活動法人ヴィアージュ（構成機関）
★会津女性起業家ネットワーク「東起婦人」
★にへい社会保険労務士事務所（構成機関）
夢ネットはちどり（熊本県）

何とか5月に法人登記をすることが出来ました。
土地勘が無かったので、事業説明会の会場はど
こが良いのか、どんな広告媒体を利用すれば効
果的なのか、ちょっとしたことを相談できる場（女
性起業家ネットワーク）が心強かったです。
夢ネットはちどりさんとはお互いに足りない知識
を補い合える関係になったので今も情報交換し
ています。

一気に走り始めた事業についていくのが必
死で「本当にこれで良いのか」不安です。苦
手な事もしなければなりませんし、初めての
事が多くて困りましたが、沢山の方にご指導
フェーズ を頂いて何とかやっています。
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そうした中、ちょっとしたこと（誰に聞いて良い
か分からないことなど）をFBのメッセンジャー
で聞ける人がいて助かりました。

★東北起業女子応援ネットワーク事務局
★日本政策金融公庫 会津若松支店（構成機関）
★にへい社会保険労務士事務所（構成機関）
★特定非営利活動法人ヴィアージュ（構成機関）
夢ネットはちどり（熊本県）

熊本県の「夢ネットはちどり」さんへ伺い様々なノ
ウハウを頂戴出来ました。契約書様式や事業運
営（公共機関との連携法）など、実際に事業して
いる方から教えてもらえたのは幸いでした。
今まではずっと男性相談員の方に色々とお話を
聞いてもらっていたのですが、女性起業者の皆さ
んやNW事務局の方に気軽に相談できるように
なって自分でも気付かない改善点など見つけら
れました。
事務局の方から福島県創業補助金情報をもらい
応募する事になり、事業内容をブラッシュアップし
てもらったり、チラシのデザインアドバイスや様々
な情報（公的機関の情報やビジコン）を頂いてい
ます。 公庫さんからは融資手続き指導、雇用に
関する相談は二瓶さん、イベント周知をヴィアー
ジュさんが手伝って下さるし、はちどりさんからは
事業に関する専門的な情報をもらっています。

★東北起業女子応援ネットワークイベント
★キャラバン隊in会津若松での個別相談会(H29.7)
★キャラバン隊ステップアップサロン(H29.9)
★東北起業女子応援フェア(H29.10)

福島県創業補助金の情報から書類作成まで沢
山相談させて頂き、お陰様で採択されました。他
にも地元企業さんの情報をもらえたり相談にのっ
てもらえて本当に有難いです。現在は沢山の情
報と関係者が集まるようになり、毎日が決断の連
続で、以前なら誰かに聞いていたようなことも聞く
時間が持てません。ですが、悩んだ時にはあそ
こに相談すれば良いという安心感があって、頑張
ろうという気持ちになれます。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【ネットワーク構築連携シート(代表機関が記入)】
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地域NW名： 東北起業女子応援ネットワーク
※代表機関、または、代表機関・構成機関の共同応募が可（ただし、共同応募は２団体まで）
（代表機関名）

（構成機関名）

応募者名： 特定非営利活動法人福島県ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構

☆PRポイント☆

本エントリー事例が、下記モデル①～④の中のどのような部分で、NWと関係・連携したか？ネットワーク支援部門の審査基準をもとに、説明・どの点が連携ポイントかPRポイントを記載ください。
H29キャラバン隊をきっかけに構築された女性NWが女性起業家特有の課題である「ライフイベントによる環境の変化」に対してメンター的役割や地域情報の提供を実施しました。（モデル②）
転居前後の支援機関が連携して支援内容を情報共有しながら、事業成長を促しています。（モデル①-３）
この女性NWはメンバー同士で事業PRやイベント告知に加え、当NWからの情報提供や個別相談も充実しているため、口コミで広がりを見せており、自治体の創業支援担当者が会合に参加したり、市立図書館から代表機関に起
業相談会実施について問い合わせされるなど注目を浴びています。（モデル①-２．③）

モデル①～④

実施内容(250字程度）

誰と（連携構成機関・支援者）

実施にいたるまでの構築・連携のポイント・コツ
（どのように連携できた？）(300字程度）

フェーズ0,1の女性起業者支援なら起業アテンダントにお任せ！！
《起業アテンダント研修》
女性ネットワークの中心的人物もしくは支援機関から推薦された女性職員に
①-1.支援スキルの向上 対して実施する研修。自治体や金融機関との連携ポイントや創業機運醸成
事業モデル策定、キャリアコンサルタントからの傾聴スキルなど、フェーズ0,1
支援に必要なノウハウを習得し、自地域で相談対応を担える人材を育成す
る。

研修の講師陣は、東北経済産業局、日
本政策金融公庫、キャラバン隊員である
構成機関やキャリアコンサルタント等、
女性起業支援に特化した豪華ラインナッ
プ。 受講生は構成機関所属職員もしく
は構成機関である先輩女性起業家から
の推薦による。

本事業を通して各地域におけるフェーズ0,1支援者の不足している現状と、フェーズ0,1支援に
は女性が適当である事が判明した。女性起業者がフェーズ0,1支援を実施する際に足りない
ノウハウを補うための講師を左記のとおり選定し、研修の目的と講師就任を依頼した。
研修の開催時期に関しては、受講が想定される女性の都合を最優先し、H31年1月中旬の土
日に設定した。

支援者ネットワークは起業アテンダント研修と構成機関の開拓で顕在化
《起業アテンダント研修は1泊2日》 女性起業者の支援ニーズNo,1は「同じ境
遇の人との交流」であることから、カリキュラムに交流会を必須科目として設
①-2.フェーズ0,1支援 置。修了後も地域を越えた有機的連携を目指す。
者の顕在化・増加
《構成機関からの紹介》先輩女性起業家構成機関の活動を知り参画したい
女性起業家をNWが参画。支援者として活動する。
《ウェブサイトWESS-T》 起業アテンダント研修修了者はサイト上にアップし
て顕在化する。

東北経済産業局
起業アテンダント研修講師陣
東北IM連携協議会員機関
オルウィーヴ合同会社

多種多様な起業相談内容に支援者1名で対応するには限界があり、支援者同士の有機的連
携は必要不可欠である。よって、フェーズ0,1,2,3支援者の有機的連携を実現しなければなら
ないが、先ずはフェーズ0,1支援者NWを構築するためにアテンダント研修の中で意図的に連
携できる機会を提供する。
加えて、女性が女性起業者支援している現場を広く示すことで、同調する女性起業家を本NW
へ参画するよう促した。（Venus Club弘前支部 本NWへ参画）

東北IM連携協議会
東北経済産業局
開催地となる自治体
一般社団法人JBIA

昨年度は女性ネットワーク（Venus Club）のイベントへ東北IM連携協議会所属の男性支援員
に参加してもらい、その世界観と女性起業の現場を体験してもらったが、今年度は東北IM連
携協議会のワークショップ（男性80名程度）へ本NWの女性構成機関者に体験してもらった。
互いに活発な情報交換を行い、その後、女性構成機関者が東北IM連携協議会所属機関が
主催する起業セミナー講師を務めるなど、有機的連携の効果が見られた。

オルウィーヴ合同会社
The企画エルサーチ株式会社
株式会社スリーデイズ
能代商工会議所
開催地の構成機関
弘前市/北上市/
会津若松市

女性が相談しやすい環境を整えるべく、市街地のオープンな雰囲気のある会場や旧TDK保
養所などオシャレな会場を選定した。また、個別相談会では女性起業者が営むカフェなどで
実施し、起業相談へのハードルを下げることに注力した。
相談場所を個室ではなく、敢えてオープンにしたことで、フェーズ0の女性が次回相談日に訪
れるなどの事業啓発にも繋がった。9月の時点で12月までの予約がほぼ満席になるなど、開
催地の自治体も驚く結果が出ている。H29年度に本事業で構築された女性NWが活動を続
け、地域内の女性起業者輩出に一役担っている。

日本政策金融公庫
東北IM連携協議会員機関
構成機関である先輩女性起業家

モデルケースとして、日本政策金融公庫からの依頼で同庫主催の女性起業家交流会（11/2
仙台、11/3郡山）へ本NW構成機関である先輩女性起業家3名をコーディネーターとして紹介
した。
女性向けイベントのポイントや情報交換会（交流会）進行など連携しながら企画した。

①-3.フェーズ0,1支援
者とフェーズ2以降の
支援者の連携支援体
制の構築

全国最大の支援者ネットワーク主催イベントへ起業アテンダントが参加
《東北IM連携協議会ワークショップ》
半年に一度東北6県のいづれかで開催される上記イベントへ起業アテンダン
トが参加する事で、フェーズ2以降の支援者と有機的連携が可能。他地域と
の支援者とも繋がることが出来るので、女性起業者特有のライフイベントに
よる居住地域の変更にも対応可。

支援の手薄な地域に女性相談員が赴く画期的な支援！！
《キャラバン隊》 東北秋田を中心に600名の会員を有するVenus Club代表
竹下香織氏の講演と、各地の起業セミナー講師を務める女性構成機関2名（
②女性起業支援展開 宮城県スリーデイズ株式会社伊藤理恵氏、青森県The企画エルサーチ蒔苗
モデル
正子氏）と事務局が個別相談に応じるイベントを開催。
《ウェブサイトWESS-T》 時間と場所を問わない相談機能や起業に関する地
域毎の情報を発信。地元支援機関と起業者のマッチングも可能。
女性相談員のアウトソーシング＆フリーランス女性の活躍場面も提供！

③女性起業支援自治 《女性相談員駆けつけサービス》
女性の起業支援に一定の実績を有し、本事業で認定した女性相談員
体定着モデル

（Seniorアテンダント：仮称）を自治体（創業支援等事業計画と連携）や支援
機関に派遣する仕組み作り。

起業アテンダント事業を事業化 貴女のそばに支援者がいる！
東北経済産業局
《起業アテンダントを自治体単位で輩出》
東北IM連携協議会員機関
④女性起業支援広域 起業アテンダント研修のカリキュラムをパッケージ化し広域展開を容易にす 一般社団法人JBIA
定着モデル
る。起業支援人材輩出の実績がある団体に認定を依頼するなどして信用を
確保。女性ネットワークのステータスとなるようブランド化を目指す！《ウェブ
サイトWESS-T》 各地に存在する女性ネットワークや起業アテンダントが検
索可能。

現在、認定団体の選定およびカリキュラム精査中。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【支援者シート】
応募者
団体名：

株式会社ビズホープ

応募担当者
氏名：

03-05

代表取締役 寺田 望

※応募者の団体紹介、女性起業家支援についての取り組みなどを記載ください。 （２００字程度）
2児の母でもある（株）ビズホープの代表寺田が、自身の起業と子育ての両立に奮闘する中、拠点の必要性を感じ、2014年に県内初となる子連れで利用できる女性起業家のためのサポートオフィス「コトリスラボ」を開設。
デザイナーやカメラマン、パティシエ、税理士や翻訳家などのスキルを持った女性クリエイター70名以上の会員が集い、地域企業や行政、支援機関と連携。全国的にも注目を集める具体的な成果を上げている。

フェーズ

女性が、そのときの起業フェーズで
抱えていた特有課題(200字程度）

支援内容(200字程度）

連携支援者

女性起業特有課題のための支援ポイント・工夫した点(300字程度）

もともと地域コミュニティ活動に熱心で、地域
発信の仕事や取り組みをして来た渡邊さん
だが、よりビジネスとして展開していくための
仕組みづくりや、仲間づくり、地域の魅力の
フェーズ 発信の仕方についてどこから進めたらいい
0
のか分からないという課題を抱えていた。

コトリスラボの取り組みに注目をしていた石狩市の職員 ・石狩市・三島商工会議所
河田さんが何度も静岡のラボを視察訪問してくれたご縁
もあり、石狩市で女性のクラウドソーシングチームを立
ち上げることになった。もともと地域で活動していた渡邊
さんも河田さんから勧められる形で参画するようになっ
た。その立ち上げのノウハウをゼロから全て提供し、実
際に現地でも講演やレクチャー、個別相談の機会を設
けることになった。

石狩チームができたことで、個でそれぞれ活
動していたことから同じ女性や子育てママと
してだけでなく、自分のスキルを活かせない
か、地域と繋がってビジネスにしていくため
フェーズ の仲間づくりができるようになった。共有の
意識づけが育まれっつあったが、更にビジネ
1
スとして踏み出すための他地域の先行事例
をより詳しく学びたいという気持ちが高まって
行った。

北海道での現地レクチャー支援、チームワークの事例を 札幌女性支援団体「ほくじょき」・石狩 石狩市からの女性のチームワーク活動の高まりもあり、静岡県三
紹介しながらの研修、浜益地区に赴いての個別相談会 市・石狩商工会議所
島市の事例を北海道の女性たちに分かりやすく、そして自分たちで
を実施した。札幌で活動する女性支援団体「ほくじょき」
もできるようにするにはどうしたらいいのかという点について、実際
の存在を石狩市に伝え、隣接地域でもあることから実際
に現地にてレクチャーするとともに、時間の許す限り個別相談に対
に講演会場にてお繋ぎした。
応した。また今後もつながりを促進できるようコトリスラボチームと
のインターネットを介した継続的な連携支援に繋げていくこととなっ
た。遠隔地であっても、同じ境遇や想いによってお互い切磋琢磨し
合う仕組みづくりを構築していくきっかけを頂いたと想い、弊社でも
その体制づくりを「キタリスラボ」プロジェクトとして命名し始動する
ことになった。
講演で終わりにしないためにも、その後も継続的なSNS 石狩市・コトリスラボメンバー
静岡県三島市と北海道石狩市のつながりをまずは女性たち、クリ
などでの情報共有やコトリスラボメンバーとのインター
エイター同士、インターネット上であっても交流できる仕組みづくり
ネット上での交流促進、共有意識を持たせるなど遠隔連
に繋げたことで、意識を他地域に向けることや、少し先を行く先輩
携の仕組みづくりを整えて行った。
の日常、子育てと仕事の両立の仕方、チームワーク型での仕事の
進め方など多数の情報を日常的にFacebookなどで見聞きすること
で、等身大の挑戦の仕方が見えてくるようになった。特に弊社が再
度の訪問を予定していた９月に北海道での震災があった時にも、
その絆は切れることなく、お互いを励まし合い震災での経験を活か
し、また絆の火を消さずに勇気付けるためにも、北海道へ再訪する
事が実現した。
コトリスラボでの事例で北海道石狩市でも実現できる
札幌「ほくじょき」・石狩市・石狩チー
北海道石狩市に引き続き、茨城県でも同様にコトリスラボモデルの
事、またラボの事業で北海道のクリエイターチームとコ ム・石狩商工会議所・静岡県三島市・ ような取り組みをしたいと相談があり、10月25日ミニウーマンミー
ラボしていける事を見出し、双方の成功体験として自信 三島商工会議所・茨城県・水戸市・水 ティングでは女性起業家や希望者向けに講演、翌日には、認定ア
をつけてもらうためにも具体的なチャレンジの機会を次 戸商工会議所
ドバイザー派遣として、茨城県女性起業家支援ネットワークメン
年度以降も含めて創っていく足がかりを作った。地方で
バーが商工会議所を巻き込んで研修を実施。このように、女性の
女性たちが主役となって実現可能な等身大のシェアリン
チームワーク型起業支援、地域の企業や行政支援機関と一緒に
グエコノミーを具体化していく。
連携の仕組みを構築する事でトリプルウィンを促していく地域はま
すます増えてゆく傾向があり、こうした横展開のつながりを各地域
に還元していきたい。

実際の事例を参考に、モチベーションが上
がったもののまだまだ一歩踏み出すには、ど
こから着手して行ったらいか模索中。自分が
踏み出す成長に繋がる等身大で挑戦するマ
フェーズ マ起業家の日常や具体的な情報を欲してい
た。
2

様々な情報が目に入ってくるようになり、モ
チベーションも上がり踏み出して行きたいと
思うようになった。その際にきっかけとなるよ
うな事業や、一緒に挑戦できる伴走型の事
フェーズ 業、遠隔コラボレーションの取り組みを欲し
ていた。
3

その地域にはまだない仕組みや働き方を、いち早く北海道に取り
入れたいという担当の河田さんの熱い想いも受けて、なるべく女性
たちが集い勉強した後も徐々に仕事をしていくことができるよう、こ
れまでサポートして来た多数の事例やノウハウを余すとこなく提供
し、まずは一人で孤独に立ち上がるのではなく、チームワークで実
践できるように促して行った。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【女性起業家シート】

03-05

氏名： 渡邊 真奈美
女性起業家自己紹介
(起業動機・これまでのキャリア） （300字程度）
生まれも育ちも北海道。過疎化がすすむ故郷、浜益（はまます）を元気にしたい思いから、地域の資源を利用した体験観光や地域の農水産物のPR、商品作りなどをしていきたく起業を目指し
ています。もともとは社会福祉協議会の嘱託職員として働いていましたが、コミュニティビジネスに興味を持ち市主催の連続講座に参加、そこで縁がつながった人たちと一緒にコミュニティレス
トランを立ち上げ専属で働きました。３０歳を目前に故郷へ戻り、主人の実家の果樹園を手伝いつつ、図書館分館の非常勤職員として４年半勤務しました。２児の子育てをしながら北海道新聞
社の浜益地区通信員として浜益の話題を発信していて、ライターとしても活動中です。
事業PR
海で海水浴やカニ探し、果樹園で果物狩り、登山や温泉入浴などができる石狩市浜益区。子連れに最適な体験観光プランや、地元のグルメを堪能するプラン、山道歩き比べなど日帰りまた
は１泊で楽しめる観光プランを提案します。また、一次産業が盛んで美味しい農水産物が豊富なことをPRするための情報発信や区外での販売･宣伝にも取り組みます。外部の人にターゲット
を絞った事業と並行して、地元の魅力を地元住民に知ってもらうための「ふるさと探検ウォークラリー」や「みんなでグランピング体験」などを企画中です。

相談した人・場所

支援内容(200字程度）

その結果(200字程度）

「故郷のために何かをしたい！自分の好きな
ことを仕事にして、さらに地域の人に喜んで
もらえるなら最高！」と考え、活動を開始しよ
フェーズ うと考えました。
ただ、何をどうすればよいか、当時は全く
0
知識がありませんでした。

①コミュニティビジネス講座（平成18年5月、石狩市
主催）
②コミュニティレストラン講座（平成18年7月、NPO
法人ひとまちつなぎ石狩主催）
※両講座とも石狩市の広報紙の掲載記事を見て参
加しました。

①コミュニティビジネスの基礎知識や事業・資金計画につ
いて学ぶと共に、実際にアイディア出しから事業計画の作
成、ブラッシュアップまでを講座内でサポートしてもらいま
した。
②コミュニティレストランの基礎知識や他地域の事例など
を学ぶとともに、コミュニティレストラン開設に興味を持って
いる他の参加者と交流することができました。

①コミュニティビジネスを考える中でコミュニティレストランに
興味を持ちました。講座でコミュニティレストラン講座を主催
するというNPO法人ひとまちつなぎ石狩の羽田理事長と出
会いました。
②同じくコミュニティレストランの開設を目指していた立浪氏
と出会い、翌年「地域食堂きずな」をオープンしました。

過疎化がすすむ故郷をどうにかして賑やか
にしたい。浜益の「何も無さ」を武器に何かで
きないか。インターネットがこれだけ普及して
いるのに、この地域は何も発信できていな
フェーズ い。世の中に置いて行かれて、このまま廃れ
ていくのだろうか。地元の情報紙を作ったり、
1
ブログを作ったりと、ボランティアや趣味とし
ての情報発信は長く続けてきたが、これをき
ちんと収入の伴う仕事にしたい！と考えるよ
うになりました。
今年度中に試験的に事業を始めてみたかっ
たが、家業が忙しくなると全く手をつけられな
い状態に。来年度はスムーズに事業開始で
フェーズ きるよう、また家業と並行して進められるよ
う、家業が落ち着く冬に綿密に計画を立てて
2
おく必要あり！と考えるようになりました。

地域再生マネージャー：中田浩康氏
※石狩市浜益支所が招聘

真剣に取り組みたいとの思いを伝えたのがきっかけで、今
年度の春に協議会を設立しました。石狩市浜益支所職員
による設立の声掛けをはじめ、各種情報提供や事務のサ
ポートを受けながら、実際の活動や運営は会員が自主的
に行っています。
自然環境を利用した他団体の企画に参加させてもらい、
事業プランのイメージがより明確に。また、情報発信の核
となるホームページの構築や掲載する観光情報、写真な
どの提供も。

地域の人たちが少しずつ関心を持ち始めていると感じる。
何かやってくれるという期待を感じるように。協力するよと
言ってくれる人も。
＜協議会構成メンバー＞
・荘内藩陣屋研究会・浜益わかもん会（渡辺所属）
・こがね山岳会・増毛山道の会
・果樹組合
※上記のように地域資源を使って活動している団体や生産
者などで設立

①クラウドソーシング石狩チーム
※静岡のコトリスラボモデルを参考に石狩市主催
で平成29年8月に結成、現在30人のメンバーで構
成
②株式会社ビズホープ：寺田 望代表取締役
※石狩市主催の「起業はじめてサポート講座（平成
30年7月18日開催）」の講師及び個別相談
札幌市の女性支援団体「ほくじょき」との連携促進

①石狩市職員からの声掛けでチームに加入し、月に1回
程度の研修会やチームミーティングに参加しています。
②女性のスキルをいかした起業事例を聞いたり、企業の
事業支援の例とともに、未開拓市場を見つける、ストー
リー性を持たせるなどのアドバイスをもらう。自分は北海
道内という狭い地域で物事を考えてたが、道外や海外ま
でも視野に入れていいのだということに気付かされ、自分
の世界が広がった。

①ライティングやデザインなどのスキル向上を目指す他の
メンバーやチームディレクターとのコミュニケーションが図れ
ている。
②北海道外の人から話を聞く機会もあったことから、道外
からどう見えるか、どこに魅力を感じてもらえるか、どう説明
すれば伝わるかを考えるようになった。

講演以降も寺田さんの定期的な訪問やSNSなどを通じて
情報を受け、様々な働き方をする女性たちの動きを参考
にし、自分と似たモデルまた、違った側面からの展開など
も視野に入れることができた。こうしたロールモデルを目に
しながら、定期的に相談をすることができ、また静岡のラ
ボのメンバーとの交流や、実際にコラボレーション事業の
可能性も見えて来たことで、具体的な一歩を踏み出そうと
する背中を押してもらえた。

ついつい地域の中に留まってしまうと、自分達の強みや魅
力を軽視してしまいがちだが、外からの目線をもらうことで
自信を持ってアピールしていくことが大切であると気づくこ
とができた。SNSなどを活用することで、遠隔地でも地域に
対する共通の思いを持った、同じ子育てママ起業家同士の
連帯感を感じることができた。特に北海道での震災の時
も、チームワークの大切さを実感したのでこれからも促進し
て行きたい。

フェーズ

抱えていた悩み・想い(200字程度）

仲間が増え、様々な事例を知り、自分の事 ・石狩市役所・石狩チームメンバー・株式会社ビズ
業を身の回りだけでなく、市外道外からも来 ホープ・コトリスラボのクリエイターたち
てもらえるようなそして今後のインバウンドも
フェーズ 含めた事業展開をしていきたい。外部の発
信者との繋がりや、実際の開業に向けたス
3
テップや先行事例、ロールモデルをもっと知
りたい！と思うようになりました。

女性起業家支援コンテスト エントリーシート 【ネットワーク構築連携シート(代表機関が記入)】

03-05

地域NW名： 広域関東圏女性起業家等サポートネットワーク
※代表機関、または、代表機関・構成機関の共同応募が可（ただし、共同応募は２団体まで）
（代表機関名）

（構成機関名）
株式会社ビズホープ

応募者名： 広域関東圏女性起業家サポートネットワーク事務局

☆PRポイント☆

モデル①～④

本エントリー事例が、下記モデル①～④の中のどのような部分で、NWと関係・連携したか？ネットワーク支援部門の審査基準をもとに、説明・どの点が連携ポイントかPRポイントを記載ください。

実施内容(250字程度）

女性起業支援ノウハウ・実績豊富な支援者を認定アドバイザーに任命。地域を巻き込ん
だ支援体制構築や支援力UPしたい行政・構成機関からの依頼に対し、アドバイザーを
マッチング・派遣し、支援者の課題解決をサポート。①チームで課題を発見するワーク
①-1.支援スキルの向上 ショップ研修（bond place小笠原様）②ARECへの「女性起業支援プロジェクトの拡充」
（bond place芦澤様）③ミニウーマンミーティングin長野でのフェーズ0,1支援取組（キャリ
ア・マム井筒様）④茨城のチーム型女性起業家支援取組（ビズホープ寺田様）

誰と（連携構成機関・支援者）

実施にいたるまでの構築・連携のポイント・コツ
（どのように連携できた？）(300字程度）

・支援モデル①～③の支援ノウハウ（特に
フェーズ0,1女性起業支援や、地域を巻き込ん
ア連携支援の豊富な実績・ノウハウ）を豊富
にもつ、NW内の構成機関の中から任命した
認定アドバイザーは13名（10/31時点）。
・6/14支援者研究会参加者51名、地域連絡
会議73名の構成機関が参加。

・行政と連携し地域の主導となる女性起業家支援実績と、フェーズ0,1女性支援の意義への理
解・取り組みとノウハウを豊富にもつ女性起業者を中心に、認定アドバイザー就任を依頼。
・6月14日にキックオフMTGを実施。認定アドバイザー、地域の認定アンバサダー・自治体パート
ナー約35名が集まり、認定アンバサダーが抱える課題・ほしい情報を発信し、それに対し認定ア
ドバイザーが情報提供する相互共有を図った。
・8月28日のbondplace小笠原様によるワークショップは、支援機関が連携する上で重要なチーム
ビルディング・課題発見手法を学び、通じて発見した課題を、今後アドバイザー派遣の活用に繋
げる目的で開催。

認定アンバサダー・自治体パートナー【栃木】
スリーアクト、栃木県、宇都宮市、アコール、
栃木県産業振興センター
【太田】ento株式会社、おおたなでしこ未来塾
OG生、太田市

・認定アンバサダーと自治体パートナーに対し、その地域の課題やニーズをヒアリング。フェーズ
0,1の女性起業支援体制拡充または、0,1女性向けに取り組みたいテーマを決め企画、次年度以
降もその取り組みをアンバサダー・パートナーが連携して継続できる形を構築した。
・関東経産局、構成機関、行政にヒアリングし、認定アドバイザー候補となる女性起業家支援者
を選定。その地域の県・自治体等を訪問し本企画の趣旨を説明、連携・後方支援を依頼した。
・各地のアンバサダーが6/14女性起業家支援研究会「私の起業応援スタイルプロジェクト」キッ
クオフ会議で一同に会したことで0,1支援者の横の繋がりができた。

①-2.フェーズ0,1支援
者の顕在化・増加

7県の0,1支援の担い手の女性起業家等が「認定アンバサダー」となり、各県の「ミニウー
マンミーティング」を事務局と共同で企画・実施中。自治体パートナーの各県市町の協力
で開催。
・8/25ミニウーマンミーティングinTochigiでは、県内の子育てサークルや女性グループ、
民間の女性支援団体等17ブースが出展者として参加し、0,1支援者の顕在化・横の繋が
り強化を目指した。
・9/25ミニウーマンミーティングinおおたは、太田市主催起業塾OG生が地域の0,1女性支
援の担い手としてともに企画。

①-3.フェーズ0,1支援
者とフェーズ2以降の
支援者の連携支援体
制の構築

・8/25ミニウーマンミーテイングinTochigi では、官民あわせ17の支援者ブースが出展。行 認定アンバサダー・自治体パートナー【栃木】 ・0,1の支援者である、女性コミュニティや子育て支援団体には、何らかチャレンジしたい女性が
政・産業支援機関4ブースと、民間ブース13。民間ブースは、県内の0,1女性の身近な女 スリーアクト、栃木県、宇都宮市、アコール、 多く集まる。その際、こうしたフェーズ2,3の支援機関への橋渡し役になってもらうことで、立ち止
性コミュニティ、子育てサークルや地域の女性活動団体等。当日90名ほど集まり、フェー 栃木県産業振興センター
まらずにアイデアを事業化できる。起業目指す上で直面する悩みの解決に向け、支援者が連携
ズ0,1支援者の女性、フェーズ2以降の産業支援機関と繋がることができた。本企画は5月
していくことができる。
に自治体パートナー・アンバサダーと事務局で課題意識・目的を共有・決定し、終了後の
・ミニウーマンミーティングの場で、同じ市町の起業家同士、起業家と支援者が初めて会うことも
9月にも再度集まり振り返りと今後に向けての取り組みの持続化を話し合った。
あるが、その繋がりを地域に持ち帰った後に、さらに新たなコミュニティとなり、そのコミュニティに
女性が集まれるようになり、支援者と繋がっていくことを目指す。

②女性起業支援展開
モデル

③女性起業支援自治
体定着モデル

④女性起業支援広域
定着モデル

・10/25ミニウーマンミーティングinいばらきでは、認定アドバイザーのビズホープ寺田様
の「チームの力で働く仕組み」を例に、家庭と仕事にシナジーを起こす働き方のヒントを提
案。起業へ進む女性同士や支援者との繋がりの場を提供。
・11/12ミニウーマンミーティングin長野では、上田市周辺9市町村の女性起業家、支援者
が繋がるをテーマに企画。認定アドバイザーのキャリアマム井筒様に、地域での連携事
例やノウハウをお話頂く。

・認定アンバサダー、自治体パートナー【茨
城】茨城県女性起業家支援ネットワーク、茨
城県、水戸市【長野】AREC、長野県、東信州
次世代産業振興協議会の９市町村
・認定アドバイザー
ビズホープ寺田様、キャリア・マム井筒様

広域関東圏女性起業家サポートネットワークは1都10県（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、長野、静岡）で地域により環境やリソース、機会も異なり、さらに、県庁所
在地周辺とそれ以外の市町で支援環境は異なる。女性起業支援に特化した取組を行う市区町
村も少ない。そこで、経験実績豊富な認定アンバサダーが、他地域の支援機関に出向き、未来
の目指す姿をいっしょに考えどんな連携・取り組みができるかを考えるアドバイザー派遣を行っ
ている。
・ミニウーマンミーティングにおいて、他地域の認定アドバイザーに参画してもらうことで、その地
域の0,1支援の拡充に有効な新たな情報を提供してもらっている。

・9/25ミニウーマンミーティングinおおたは、太田市主催「おおたなでしこ未来塾」OG生が
地域の0,1女性支援の担い手として、自身の体験をこれから起業という働き方を模索する
女性の応援をしたい！みんなで想いを共有する場を作ろうというコンセプトで企画。OGが
応援する側となり、民間の0,1支援者が顕在化。
・12/7ミニウーマンミーティングin山梨実施予定。県内の市区町村の支援機関、女性起業
家に集まってもらい、女性起業家支援の意義を考え女性起業を応援する未来図を描い
てみるワークショップを開催。

・認定アンバサダー、自治体パートナー
【太田】ento株式会社、おおたなでしこ未来塾
OG生、太田市
【山梨】bond place、山梨県、

・認定アンバサダーの創業支援事業計画など地域の創業支援体制への女性起業支援の強化へ
の位置づけ・民間の女性起業支援者・フェーズ０，１支援者の定着を目指す。
・ミニウーマンミーティングは、単発イベントで終わらせず、そこでできる繋がりを今後どのように
活かすかを大事にし、認定アンバサダーや自治体パートナーとともに事前に検討して企画をす
るようにしている。それによって、地域の自立化、またその活動が県内により拡がっていくことを
目指している。

・1/22ウーマンミーティングinTOKYO開催予定。１DAYの開催として、【第1部】フェーズ0,1
女性向けコンテンツ【第2部】事業成長を目指す女性起業家向けロールモデルの提供を
目的としたコンテンツ【第3部】6/14に続く、支援者研究会第2回＆第2回地域連絡会議。１
DAYの中で、支援者向けコンテンツと、1都3県の構成機関を中心とした女性起業家向け
コンテンツを行い、広域関東圏女性起業家サポートネットワーク連携企画を実施する。

・構成機関、認定アドバイザー、認定アンバサ
ダー、自治体パートナー
・ロールモデルとなる先輩女性起業家
・第3部でのミニウーマンMTGの報告発表で
は、第2部に登壇いただくパネリストにもアドバ
イスをいただくため、DBJなど女性のビジネス
コンテストなどの経験もある方などを中心に選
定。

・NWの支援者情報を見える化・連携の仕組を構築。女性起業家向けのイベント＋で、第3部は、
1都10県の構成機関が一同に会し、お互いがどんな課題意識をもち、どのような想いで行い、そ
の結果・成果と今後どのように繋げていくかを発表・共有できるようにして、各々の支援者が互い
のよいエッセンスを共有できるようにする。支援研究会で認定アドバイザーに、しっかりアドバイ
スをもらえる内容に。
・支援者向けコンテンツとしては7県のミニウーマンミーティングの企画内容（目的、課題、どのよ
うな効果があったか）を認定アンバサダー、認定パートナーから共有してもらい、情報共有を促
進。
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