
平成３０年度　地域創造的起業補助金　採択一覧【１２０件】
平成30年7月17日

30地域001 北海道 帯広市 松本真理子 地域の隠れた素材･逸品に光を当てた生産･製造者の販売活動のサポート

30地域002 北海道 千歳市 石津のりこ 1人1人の心に寄り添う運動教室＆特定アレルギー27品目除去・国内初米粉ベビーカステラ製造販売

30地域003 北海道 札幌市中央区 崎川哲一 北の森から生まれた木製知育玩具をすべての子ども達に

30地域004 北海道 札幌市 池田奨 機能性神経学のアプローチを付加した手技・運動療法に基づく健康増進事業

30地域005 北海道 札幌市西区 杉本嵩 地域の銘菓を作り上げることで、地元経済の活性化を促進する洋菓子店経営。

30地域006 北海道 札幌市 新沼千佳 皮膚科専門医が開発した肌トラブル用商材を利用した自社スキンケアブランドの展開

30地域007 青森県 弘前市 高木恵美子 古都・弘前初！地域と旅人をつなぐコミュニティ古民家カフェ事業

30地域008 岩手県 花巻市 藤澤奈穂子 パンでつながるアレルギーっ子、子育て世代、地域の輪

30地域009 岩手県 雫石町 渡邉和義 ６次産業化・創業支援のための地域資源活用型レンタル菓子工房で地域を元気に！

30地域010 宮城県 仙台市青葉区 加藤牧子 仙台発の新技術で化学工場を！米ぬか残油からスーパービタミンEを製造販売

30地域011 宮城県 仙台市宮城野区 赤倉賢 クーリングタワー等の青藻除去・水質浄化システム販路開拓事業

30地域012 秋田県 秋田市 佐藤宏満 秋田県初の「発達障害者に特化した施設」の開設

30地域013 福島県 相馬市 森拓也
「郷土食」をテーマに新鮮な魚や野菜を調理するだけではなく、地方創生に繋げられる飲食店を目指
す。

30地域014 福島県 喜多方市 高橋勉 自家用山菜や野菜等の缶詰委託加工を通した原発事故からの復興と生きがいづくりによる地域貢献

30地域015 福島県 南相馬市 井上昌宏 独居高齢者をひとりぼっちにしない為のコンシェルジェサービス

30地域016 茨城県 水戸市 中川陽子 外国企業の日本進出をサポートするビジネス誘致促進事業

30地域017 栃木県 宇都宮市 原百合子 地元商品＆農作物の販売と、料理＆ものづくり教室開催による地域活性！

30地域018 栃木県 塩谷郡高根沢町 河合明子 芸術のパワーで「障碍者福祉」を変える！多様な個性を表現できる社会へ。

30地域019 栃木県 佐野市 内田良 コンクリートの品質検査を通じた、管理ネットワークの構築事業

30地域020 栃木県 宇都宮市 小泉泰英 赤ちゃんの「食べやすい」「体にいい」「美味しい」を実現したおやつは“糀”だった！

30地域021 群馬県 高崎市 圡谷祐美子 「スポーツ」と「食」を結びつける高崎産食材による飲食店の創業

30地域022 埼玉県 秩父市 北川誠八 新たなビジネスホテル～連携型アミューズメントモデルの展開～

30地域023 埼玉県 さいたま市中央区 片寄貴之 「シェアキッズスペース あそびラボ」の出店・運営

30地域024 埼玉県 比企郡小川町 松岡卓 様々な食材開発で日本酒の可能性に挑戦する酒蔵レストラン開業

30地域025 千葉県 船橋市 山口功介 作業しやすい足場＝安全な足場　安全を売り、提案する事業

30地域026 千葉県 船橋市 津久井亜樹 開業ママと高根台の子供達を繋ぐコミュニティスペースでのイベント運営

30地域027 千葉県 千葉市稲毛区 田邉卓 イタリアのバール文化を千葉へ運ぶ笑顔の絶えない環境作り

30地域028 千葉県 千葉市中央区 清水隆行 『診断・調査』に軸足を置いた、住環境整備改修事業

30地域029 千葉県 木更津市 二宮さおり 地方郊外へ最新型の頼れる薬局を。ICT活用で低コスト遠隔経営。

30地域030 東京都 杉並区 尾崎大輔 クラフトビールを飲みながら本が読める新刊書店

30地域031 東京都 世田谷区 谷田浩巳 チーズ料理とワインで幸せなひとときを提供するビストロ

30地域032 東京都 荒川区 村松圭介 財産情報管理システム提供サービス及び遺言動画メッセージ作成サービスの提供

30地域033 東京都 新宿区 大藤隆徳 中国富裕層向け日本の工芸品の動画制作とマーケティング支援事業

30地域034 東京都 豊島区 小木曽隆子 深い悲しみ（グリーフ）の過程にある人向けグリーフ緩和商品の企画と販売

採択番号
事業実施地(予定地)

応募者名 事業テーマ
都道府県 市区町村
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30地域035 東京都 千代田区 清水章矢 駅ナカ、ビル内に予約不要で10分1000円から利用できる予防歯科クリニック

30地域036 東京都 中央区 荷田崇 不動産アセットマネジメント会社向けのファンド組成支援・運用支援業務

30地域037 東京都 港区 中田賢二郎 保育士の人材紹介に特化した転職支援サービス事業。

30地域038 東京都 渋谷区 三戸格 低酸素トレーニングを健康・予防医学・フィットネス業界に普及させる新規市場開拓事業

30地域039 東京都 三鷹市 神山好則 特許取得した革新的なスマホカメラの技術ライセンスを販売します。

30地域040 東京都 台東区 中村　実 科学的・技術的アプローチ・方法論を活用した製造業の事業成果実現支援

30地域041 東京都 文京区 福代孝良 超小型低軌道周回衛星網による全球IoT・M2Mサービスの提供

30地域042 神奈川県 藤沢市 岩田和憲 藤沢宿発！国登録有形文化財の蔵を活用したベーカリーカフェ事業

30地域043 神奈川県 横浜市中区 中川隆太郎 糖尿病予防に関するアプリケーションの開発及びリリース

30地域044 神奈川県 横浜市 杉山良仁 神奈川県内中小企業向けシニア人材等活用ＩｏＴ事業支援サービス

30地域045 神奈川県 茅ケ崎市 大河原隆史 女性の経済的自立支援で地域活性化を目指す男性専門美容・脱毛サロン事業

30地域046 新潟県 長岡市 竹之内直人 高齢者に優しい店舗づくりと訪問美容を行うハイブリッド福祉美容

30地域047 新潟県 長岡市 竹中進介 供養の想いに応え伝承する墓石預かり・モニュメント製作事業

30地域048 新潟県 新潟市秋葉区 石本千夏 自立支援を実現するための、障害者GHの多施設連携経営

30地域049 新潟県 長岡市 山本祐二 余剰エネルギーを活用したアクアポニックス農法による植物工場事業

30地域050 長野県 長野市 相阪国広 耐電・停電対策及び防災・減災に関する商材の企画・販売

30地域051 長野県 安曇野市 倉科穂澄 創作郷土料理とアート・クラフト体験を楽しむギャラリー併設の花空間カフェ

30地域052 長野県 岡谷市 荒崎宏文 居酒屋店長による調理困難及び孤食な高齢者に向けた惣菜製造販売

30地域053 長野県 諏訪市 小松利行 間伐材や草花の美しさや、香りを活用した建材などの付加価値を生み出す商品化事業

30地域054 静岡県 静岡市清水区 軒田康乃 静岡の隠れた魅力。熱帯魚市場を底上げ！女性に人気、熱帯魚ベタ専門販売店

30地域055 静岡県 浜松市中区 大須賀隆秀 地域発信で「働き方改革」を実現させる人材派遣業の創業

30地域056 富山県 射水市 仙波芳一 起業支援を行う財務コンサルティング会社の設立及び広報周知事業

30地域057 石川県 七尾市 嶋﨑貴士  軽度の要介護者から一般高齢者まで幅広く対応できる多機能型ジム事業

30地域058 愛知県 尾張旭市 野瀬紫布 お年寄りに心身の癒やしと安らぎを。高齢者専門ケアサービス事業の創出。

30地域059 愛知県 名古屋市千種区 木村佐知子 伸ばせ筋肉！延ばせ健康寿命！リラク型ストレッチで団塊ジュニアを救う。

30地域060 愛知県 江南市 富田博隆 広く転移可能な力「国語力」鍛える国語専門指導

30地域061 岐阜県 美濃加茂市 吉田純也 障がいがあっても毎日いきいき笑顔で生活できるよう、サポートする事業

30地域062 岐阜県 多治見市 余語義康 「品質」と「コスト競争力」を両立した匣鉢の製造・販売

30地域063 岐阜県 羽島郡岐南町 加藤慎平 現役競輪選手が指導するパーソナルトレーニングジム開業事業

30地域064 岐阜県 関市 田中淳也 新たな彫刻アートの普及およびその国際コミュニティ形成

30地域065 岐阜県 揖斐郡池田町 荒井正美 ドローンに革新技術を搭載して農業収穫量の最大化及び防災管理の支援する

30地域066 岐阜県 下呂市 松本知美 地域初となる商品と販売方法で、親子が笑顔になる洋菓子店の開業

30地域067 三重県 伊勢市 坂本拓真 円滑な事業承継支援により地元中小企業の存続・成長・発展を実現する！

30地域068 福井県 福井市 梅田基代
新幹線開通（福井）に向け、観光客、ビジネスマン、地元民の流れの増加が見込まれ、駅周辺の再開発
も計画されています。その点を考慮し、憩いの場と非日常空間を作り、多くの人におもてなしをする。

30地域069 滋賀県 守山市 瀧井崇喜 最新の分析機器による若者をターゲットとした新しい屋内ゴルフスクール

30地域070 滋賀県 高島市 上田未來 観光客と地元民双方のニーズを満たす多機能型店舗による地域活性化事業
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30地域071 京都府 京都市上京区 益川恒平 障がいのある子どもと家族にゆめを！「小児用」に特化した補装具の製造販売事業。

30地域072 京都府 宇治市 木村ゆかり 高齢者にやさしい街～認知症・精神疾患に特化した地域密着型訪問看護ステーション～

30地域073 京都府 舞鶴市 上羽英行 IT技術を利用し疲弊する日本の生地（織物）産地の活性化を図る

30地域074 奈良県 奈良市 細川直樹 国内のｅスポーツの発展と世界で活躍できる人材育成を目的とする事業

30地域075 大阪府 吹田市 大塚晃史 グローバルな人材を育てる新しい教育システムの構築

30地域076 大阪府 大阪市東住吉区 石井香織
高知県土佐郡大川村の【土佐はちきん地鶏】【大川黒牛】を使用したオリジナル加工商品を作り、様々
な形で各所へ案内、販売と地域活性化。

30地域077 大阪府 大阪市中央区 北口智久 海外市場を視野に入れた、大阪地元食材とイタリア郷土料理を融合させたレストランの展開。

30地域078 大阪府 大阪市港区 山田裕大 インバウンド向けの現地発着型旅行ツアーの企画販売及び運営

30地域079 大阪府 枚方市 下村浩明 機能性野菜（低カリウムレタス）の水耕栽培による製造と販売

30地域080 大阪府 貝塚市 森口靖久 立体網状構造体を持つ特許素材のマットレス・寝具等の商品販売と開発

30地域081 大阪府 藤井寺市 相川香菜 現代日本女性に潤いと癒しを届けるガーナ発天然由来成分の化粧品製造・販売

30地域082 大阪府 高槻市 平野智久 素敵な人と過ごす大事な時間と空間を華やかに飾る、キッシュとタルトの販売

30地域083 兵庫県 西宮市 古今堂朋子
人生１００年時代を見据え美容を通じ女性をいつまでも若々しく美しく豊かで活力ある生活の創造を応
援する

30地域084 兵庫県 加古川市 深見俊哉  ヘアケアの世界ブランドの外部講師を務めるスタイリストによるサロン開業

30地域085 兵庫県 加古川市 山本裕子 自分の居場所が欲しい。そんな誰かの居場所をカフェで作りたい。

30地域086 和歌山県 海南市 山本雅也 「連れて行きたい。また行きたい」地元海南食材を活用した創作料理店

30地域087 鳥取県 西伯郡南部町 石橋千代 鳥取県産の牛乳・野菜・果物を使ったジェラート製造・販売事業

30地域088 岡山県 総社市 古和丈裕 和の食材を使った和洋折衷の洋菓子をつくる日本流洋菓子店。

30地域089 岡山県 岡山市南区 高田健司 地域の健康維持に積極的に関与する未来型歯科医院の創業

30地域090 広島県 竹原市 海部智子 地域と連携して元旅館を和風カフェとして再生し安芸の小京都竹原に新たな観光客を呼び込む

30地域091 広島県 三原市 太田祐也 首都圏サポーターと地方農家群を繋ぐ「地域活性青果卸売業」の創業

30地域092 山口県 周南市 永野史也 美しい体作りをマンツーマン指導で行うパーソナルトレーニング事業の展開

30地域093 徳島県 海部郡美波町 打樋秀明 古民家を活用した、世界中のお遍路さんに石焼鍋うどんを提供するカフェの開業

30地域094 香川県 丸亀市 宮西宏彰 「こだわり農業」「通信販売」「交流の場」の融合！地域住民のコミュニティの創造

30地域095 愛媛県 松山市 鎌田典秀 パン用の石窯で作る素材の旨みを凝縮したココット料理とパンの店

30地域096 高知県 土佐市 矢野順也 土佐文旦！「お届け先の笑顔が見える」個者別販売と加工品事業

30地域097 福岡県 福岡市東区 岡　英典 地域の農産物を活かした食のスタートアップ支援ビジネス「コモラボ」

30地域098 福岡県 福岡市博多区 時川久善 キュウゼンクラフツ 格安＆迅速 組立・補修・取付サポート

30地域099 福岡県 北九州市小倉北区 渡辺友太 福祉施設の業務記録・分析・改善を行うチャット型記録システムの構築

30地域100 福岡県 北九州市小倉北区 佐藤麻衣 美髪作りと頭皮環境からのお顔の老化防止の展開・セルフリノベーションの美容室作り

30地域101 福岡県 糟屋郡須惠町 喜田健一 地域の食材を使った地産地消のインスタ映え焼き菓子の創出。

30地域102 福岡県 福岡市中央区 奥園康平
hanakoという屋号でプリザーブドフラワーの販売（インテリア・贈答品・ブライダル装飾・供物用）、
花レモン（お花にちなんだドリンク）の販売、インテリア商品（hanakoオリジナル)

30地域103 福岡県 福岡市中央区 岡下智子 愛犬は家族！　第２のお家を目指す、頼れるペットホテル

30地域104 福岡県 北九州市小倉北区 重岡秀鎮 九州の食材を使った、九州の郷戸料理や名物料理をアレンジした鉄板焼店

30地域105 福岡県 福岡市 野中奈津美 福岡の女性がたくさん友達を作れるボードゲームカフェ

30地域106 佐賀県 佐賀市 樋口大夢 佐賀「初」！健美を追求した鍼灸院と、治療から予防まで！学校教員が根拠に基づく治療を行う接骨院
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30地域107 佐賀県 武雄市 梶原大輔 生産者とレストランが生み出す相乗効果を地域に還元するレストラン

30地域108 佐賀県 三養基郡基山町 橋本高志 空き家を活用した宿泊施設と民泊による「泊まれるエリア」の実現

30地域109 長崎県 佐世保市 樋口優太
犯罪が起きない街づくりを目的とし、地域の安心・安全・生命をリスクから守り未来に貢献し続けてい
く防犯事業

30地域110 熊本県 熊本市中央区 前田裕之 国体１３回出場選手による、ケガ予防・回復、運動能力向上、調整を行う整骨院

30地域111 熊本県 熊本市中央区 山本敬嗣 熊本、九州の食材を使った五感で楽しめるカウンター日本料理

30地域112 熊本県 熊本市東区 江藤和美 精神病患者専門の訪問看護ステーション・相談支援事業所開設

30地域113 大分県 由布市 米澤寿美子 地域資源（間伐材や薬草）を活用した体験型コミュニティー施設の運営

30地域114 宮崎県 日南市 横山正 地域コミュニティ機能を持った地域密着型の直売所の展開

30地域115 宮崎県 宮崎市 田﨑薫 日本の伝統文化である民謡を現代に蘇らせ、世界に発信するプロジェクト

30地域116 鹿児島県 鹿屋市 田嶋祐樹 一般就労を目指す障害者を就職に繋げる事により、地域の活性化を目指す。

30地域117 鹿児島県 鹿児島市 村上善亮  過疎地の空き家を活用した住宅宿泊事業

30地域118 沖縄県 那覇市 金城みゆき 城下町首里の食べ歩きスイーツ・丸カステラの製造販売

30地域119 沖縄県 那覇市 金城昌之 沖縄県伝統工芸染織製品の直販及び量産品企画販売事業

30地域120 沖縄県 那覇市 松本孝徳 経済発展著しい西アフリカ市場に日本製中古タイヤを輸出
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