
2013 年 支援実績

地域創造基金さなぶり 支援実績　2013 年

全合計

助成金・補助金事業合計

 401 1,226,790,100 259 692,624,000

申請
件数 申請額 助成

件数 助成決定額
助成
件数

助成
決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 38 119 89 13

 97,850,000 296,598,000 248,676,000 49,500,000

   264 694,634,000

支援
件数 支援決定額

支援
件数

支援
決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 38 124 89 13

 97,850,000 298,608,000 248,676,000 49,500,000

　自主事業（あづめっちゃ）

 135 2,166,352 5 2,010,000

寄付
件数 寄付額 助成

件数 助成決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 0 5 0 0
 0 2,010,000 0 0

県別助成件数・決定額

　ジャパン・ソサエティ東日本大震災復興基金（ローズファンド）

 10 24,632,000 8 19,024,000

申請
件数 申請額 助成

件数 助成決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 4 2 2 0
 9,130,000 4,928,000 4,966,000 0

県別助成件数・決定額

　セーブ・ザ・チルドレン×さなぶりファンド こども☆はぐくみファンド

 74 248,663,000 38 134,350,000

申請
件数 申請額 助成

件数 助成決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 5 21 10 2
 19,720,000 74,170,000 32,960,000 7,500,000

県別助成件数・決定額

　サントリー・SCJ フクシマ ススム プロジェクト 福島子ども支援 NPO 助成

 72 357,345,100 25 100,200,000

申請
件数 申請額 助成

件数 助成決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 0 1 13 11
 0 8,000,000 50,200,000 42,000,000

県別助成件数・決定額

　三菱重工 みやぎ・ふくしまミニファンド

 24 2,150,000 23 2,050,000

申請
件数 申請額 助成

件数 助成決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 0 17 6 0
 0 1,500,000 550,000 0

県別助成件数・決定額

　中小企業庁　創業補助金

 221 594,000,000 165 437,000,000

申請
件数 申請額 採択

件数 採択決定額

件数

決定額

岩手県 宮城県 福島県 その他

 29 78 58 0
 69,000,000 208,000,000 160,000,000 0

県別採択件数・決定額
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ジャパン・ソサエティ 東日本大震災復興基金（ローズファンド）

第四期　支援対象期間 2014.01-2014.12
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1.（特活）いわて地域づくり支援センター 大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちで策定・実現する
復興計画事業および被災者の生活再建事業 岩手県大船渡市 250

1.
高田大隅つどいの丘商店街
協働：（特活）レスパイトハウス・
ハンズ

事業者連携による交流と新しいまちづくり推進事業 岩手県陸前高田市 370

2. あゆっこ応援団 陸前高田市における子どもの遊び場運営事業
～まきばっこで遊んで、まきばっこハウスで寛いで！！～ 岩手県陸前高田市 143

3.（特活）みどりと自然を育む会 大槌町桜木地区環境美化とコミュニティ活性化事業 岩手県大槌町 150

4.（社福）山元町社会福祉協議会　山元町共同作業所（工房地球村） アート &カフェによる障がい者の町づくり参加事業 宮城県山元町 250

5.（公社）シャンティ国際ボランティア会　気仙沼事務所 地元人材育成事業 宮城県気仙沼市 242

6.（特活）子育て支援コミュニティプチママン
防災・減災はピアサポートから。
ノーマライゼーション理念による地域社会復興支援事業 福島県郡山市 248

7.（特活）3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会 被災者支援を 10 年継続できる組織基盤強化事業 福島県いわき市 248

プログラム A　復興支援事業助成

プログラム B　復興支援事業に取り組む現地NPOの組織基盤強化のための助成

セーブ・ザ・チルドレン×さなぶりファンド　こども☆はぐくみファンド

2013 年第 3期単年度支援事業　支援対象期間 2013.04-2014.03
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. （特活）母と子の虹の架け橋 母と子の笑顔を広げる「ママハウス」「虹の家」 岩手県釡石市 250

2. （一社）H.u.G. ｐｌａｔ遠野 馬を核にした滞在型ホースアシステッド
セラピーサービス事業 岩手県遠野市 250

3. ピコせんサポーター こどもがつくるまち「Piccoli せんだい 2013」 宮城県仙台市 250

4. （特活）みやぎ子ども養育支援の会 児童養育プログラム開発事業 宮城県石巻市 250

5. アリエッティの会 アリエッティのひろばプロジェクト 宮城県石巻市 250

6. おはようシアター 交流の場をつくる巡回シアター事業 岩手県、宮城県、
福島県 235

7. アレルギーの子を持つ親の会あっぷるんるんくらぶ アレルギーをもつ子ども家庭への環境整備事業 宮城県仙台市 250

8. わしん倶楽部 防災・減災ジュニアリーダー育成及びゲーム作成 宮城県仙台市 212

9. （特活）冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク 乳幼児の「遊び力」を育む～被災地での取り組み 宮城県仙台市 250

10. ハート＆アート空間ビーアイ ふくしま　ほっこり　カフェ 宮城県仙台市 175

11. CAP みやぎ 虐待予防とエンパワメント事業 宮城県全域 250

13. （特活）寺子屋方丈舎 学童保育人材育成事業 福島県会津若松市 249

12. （特活）アスイク 経済的に余裕のない子どもが通えるまなび場の展開 岩手県・宮城県・
福島県 250

14. サンバ＆アートグループOVO　NOVO サンバ＆アートグループ  OVO　NOVO　プロジェクト 2013 福島県いわき市 250

15. ( 特活）子育て支援コミュニティプチママン のびのびふくしまっこ！子育て支援リ・スタート事業 福島県郡山市 237

16. （特活）Lotus 子どもと楽しむ子育てカフェカルチャー 福島県会津若松市 250

2013 年　支援決定事業一覧
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

2013 年度継続支援事業＜第 2期・2年次＞　支援対象期間 2013.07-2014.06

1. （特活）こそだてシップ 組織運営体制強化と、こそだてシップママサロンと
巡回訪問の事業拡大 岩手県大船渡市 500

2. （特活）和 石巻市における一時保育事業と災害時の子育て支援のための
組織作り事業 宮城県石巻市 500

3. ( 特活）アフタースクールぱるけ 障がい児とその家族の地域生活支援を
強化するための包括的な事業 宮城県仙台市 325

4. （特活）まごころサービス福島センター 連合体としての事業の方向性等の検討と組織基盤強化事業 福島県福島市 500

5. チャイルドラインこおりやま チャイルドライン活動推進、及び基盤整備事業 福島県郡山市 500

2013 年継続支援事業＜第 4期・1年次＞　支援対象期間 2013.10-2014.09

1. （一社）SAVE TAKATA 気仙☆若者 まちづくり×IT 塾 岩手県陸前高田市、
大船渡市 259

2. （特活）底上げ 気仙沼こども底上げプロジェクト 宮城県気仙沼市、
南三陸町 499

3. みやぎくりはらこどもねっとわーく 子どもの居場所作り
がんばろうくりはら　こどもあそびランド 宮城県栗原市 500

4. 子どものための石巻市民会議 子どものまち・いしのまきとプレーパーク事業 宮城県石巻市 250

5. こども∞感ぱにー あそび場が子どもの心と身体の居場所を作る事業と
組織の基盤強化 宮城県石巻市 500

6. （一社）キッズ・メディア・ステーション 石巻日日こども新聞 宮城県石巻市 500

2013 年継続支援事業＜第 1期・3年次／第 3期 2年次＞　支援対象期間 2014.01-2014.12

1. （特活） にじいろクレヨン 事務局機能の再構築を通じた組織の基盤強化事業 宮城県石巻市 500

2. （特活） 未来図書館 一人ひとりの生き方としてのキャリアを考える学び事業 岩手県全域 500

3. （特活） うれし野こども図書室 広げよう！子どもと読書の輪 in 岩手　Ⅱ 岩手県大船渡市、
陸前高田市 463

4. （特活） ロージーベル 少年の自立更生を支援するための
人材育成・ネットワーク構築事業 宮城県仙台市 500

5. （一社） マザー･ウイング 震災後の乳幼児家庭支援活動 宮城県仙台市 471

6. 気仙沼あそびーばーの会 気仙沼あそびーばー「気仙沼に子どもの遊び場を！」 宮城県気仙沼市 500

7. （特活）子どもの村東北 子どもの村東北建設準備事業 宮城県仙台市 500

8. （特活）いわき放射能市民測定室 たらちね甲状腺検診プロジェクト 福島県いわき市 500

9. ふくしまの子ども支援協議会 ふくしまの民間子ども支援人材を育成するプログラム 福島県全域 498

サントリー・SCJ　フクシマ ススム プロジェクト　福島子ども支援 NPO 助成

第二期　支援対象期間 2014.01-2014.12
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. （特活）福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会 福島県の児童養護施設の健康 福島県全域 310

2. （特活）郡山ペップ子育てネットワーク 遊びを通した子育ち環境づくり 福島県郡山市 233

3. （特活）いわき自立生活センター 子どもの放課後活動への支援事業 福島県いわき市 277

17. （特活）本宮いどばた会 子育てひろばでつなげよう希望の輪 福島県本宮市 94

18. NPO Earth Angels 二本松ママとこどもの生活応援事業 福島県二本松市 218
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

4. （特活）こども総合研究所 『お母さんみたいなつながり』づくりプロジェクト 山形県村山地域 225

5. 人の輪ネット 福島ハートフル Café 東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県 194

6. （一財）名古屋 YWCA シンチ・ハート・プロジェクト
テレビ電話によるこどもたちの心のサポート活動

東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県 194

7. （公財）福島県国際交流協会 福島に暮らす外国の子どもサポート 福島県全域 500

8. （特活）放射線衛生学研究所 市民科学者養成講座・キュリー学園
～放射線・放射能とどう向き合うか～

福島県全域、新潟県、
栃木県等福島県周辺地域 255

9. （特活）MMサポートセンター 原発避難発達障がい児への支援・相談 福島県全域 800

10. （特活）いわきNPOセンター 親子の遊び広場「とことん広場」 福島県いわき市 460

11. チャイルドラインふくしま チャイルドライン 福島県全域 305

13. ARTS for HOPE ～子どもの元気・街の元気応援プロジェクト～
アートで街を塗り変えよう 福島県全域 247

12. （特活）ビーンズふくしま うつくしまふくしま子ども未来応援プロジェクト 福島県郡山市 470

14. （特活）3.11 こども文庫 こども文庫にじ事業 福島県相馬市 343

15. こどものにわ ふくしまグリーンキャンバス 福島県二本松市 406

16. 子どもが自然と遊ぶ楽校ネット ふくしまの子ども元気応援プログラム 福島県全域 470

17. （特活）Lotus 大人も子供もワクワク屋内トトロの森 福島県会津若松市 766

19. （特活）やまがた育児サークルランド 長期避難家庭支援の子育てひろば事業 山形県山形市 651

18. （特活）子ども支援フェイスブックプロジェクト 子ども未来創生計画 福島県、山形県、
宮城県全域 285

20. NPO りとる福島避難者支援ネットワーク 母親と子どもの健康と幸せサポートプロジェクト 山形県山形市 314

21. ニバルレキレ～ I am special! ～ 『わかちあい＠東京』 東京都全域 500

23. （特活）臨床心理オフィス Be サポート 静岡県に避難している子どもへの
こころのサポート事業 静岡県沼津市 320

24. とっとり震災支援連絡協議会 震災避難者総合支援事業 鳥取県全域 536

25. ひろしま避難者の会「アスチカ」 県外避難者の生活支援事業 広島県全域 500

22. 東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会 避難者交流・相談サポート事業 山梨県全域 413

三菱重工　みやぎ・ふくしまミニファンド

2013 年助成　支援対象期間 2013.10-2014.01
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. （一社）ボランティアステーションin 気仙沼
気仙沼市内仮設住宅自治会代表者の
交流と自立の促し支援活動 宮城県気仙沼市 5

2. 蔵内之女組 「海の駅よりみち」における新メニューの
試食会と基盤整備 宮城県気仙沼市 10

3. （特活）とめタウンネット 「編んだもんだら」4拠点交流会 宮城県気仙沼市 10

4. 気仙沼みなみ商工ネット まちづくりコミュニティ新聞の発行と地縁市等の開催 宮城県気仙沼市 10

5. 内の脇 2区行政区 被災により解散した四行政区の住民による
合同お別れ激励会の開催
被災により解散した四行政区の住民による
合同お別れ激励会の開催

宮城県気仙沼市 10

6. 内の脇 3区行政区 宮城県気仙沼市 10
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

13. 寄木契約会 「1年の頑張りと新しい年への飛躍」に向けた
第 2回元気餅つき大会 宮城県南三陸町 5

14. いぶし銀倶楽部 いぶし銀倶楽部メンバー、他地域との交流活動 宮城県南三陸町 10

15. 平成の森アート実行委員会 いんでねが鍋まつりの開催 宮城県南三陸町 10

16. （特活）底上げ 繋ぐ想い～若者気仙沼南三陸交流会～ 宮城県南三陸町 10

17. （特活）笑顔のお手伝い 仮設住宅に居住する地域高齢者と
外国人介護ヘルパーの交流会・新年会・介護予防教室 宮城県南三陸町 10

19. みんなともだちプロジェクトいわき支部 カロムでつなぐみんなともだちプロジェクト 福島県いわき市 10

18. 楢葉町内郷白水応急仮設住宅自治会 仮設住宅での新そばを食べる会の開催 福島県いわき市 5

20. 平下高久仮設住宅自治会 下高久仮設住宅住民の交流会 福島県いわき市 10

21. （特活）勿来まちづくりサポートセンター なこそ交流スペースでのサロン活動支援事業 福島県いわき市 10

23. 福島華人華僑総会いわき分会 福島県いわき地区華人華僑新春会の開催 福島県いわき市 10

22. （特活）元気の素カンパニー以和貴 子育てに不安を抱えるお母さんたちのための
トークショー及び交流会の開催 福島県いわき市 10

申請者名No. 事業テーマ 地域 採択額
（単位：万円）

中小企業庁「創業補助金」

第 1回公募（第二次締切分）　採択決定 2013.06

7. 幸町 1区行政区 宮城県気仙沼市 10

8. 幸町 3区行政区 宮城県気仙沼市 10

被災により解散した四行政区の住民による
合同お別れ激励会の開催
被災により解散した四行政区の住民による
合同お別れ激励会の開催

9. 小原木中学校仮設住宅親睦会 仮設住宅住民合同の年越し行事 宮城県気仙沼市 5

10. 唐桑町大沢地区防災集団移転期成同盟会
「大沢カエル」～初詣者への温かいものと
語らいの場の提供～ 宮城県気仙沼市 10

11. 南町柏崎青年会 本格復興に向けた賑わいの創出と
地域コミュニティの継承 宮城県気仙沼市 10

12. 子育てサークルもこもこ 新年会と心のケア講座の実施 宮城県南三陸町 5

1. 佐藤　宏 故郷の森と里山再生による自然エネルギー利活用事業の創業 岩手県 200

2. 及川　仁一 地域発展に寄与するコミュニティビジネス企業の設立 岩手県 200

3. 寺田　静江 英語レッスン付き民営学童保育の展開 岩手県 200

4. 三原　瑞恵 地域資源を活用した「安心・喜び・感動」提供型文具店の
開業について 宮城県 200

5. 瀬尾　誠 障害者雇用による薬莱ワサビ事業の展開 宮城県 200

6. 千石　信夫 被災地山元町における職場の創出と
障害者の就労支援のためのトマトプロジェクトの実施 宮城県 200

7. 鈴木　富美江 パエリアを囲んで縁を結ぶスペイン風家庭料理店 福島県 200

8. 遠藤　和輝 個人のクリエイティブな活動を
ビジネスにする場（イベント）創出事業 福島県 200

9. 丸山　節子 水耕栽培による高齢者・障がい者の雇用拡大 福島県 200

10. 野村　正代 女性が立ち上げる被災地の高齢者への身近な介護 福島県 200

11. 新谷　唯 歴史的建造物の有効活用と地場産品販売による
賑わい創出事業 福島県 200

地域需要創造型起業・創業
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13. 須藤　正彦 オリジナル民芸品『起き上がりフラガール』の
新商品開発および展開 福島県 200

12. 石嶋　和義 地域資源「そば」を活用した洋菓子の開発、製造と
販路開拓事業 福島県 200

14. 井澤　文子 福島県の中小企業を中心としたホームページ作成 福島県 200

15. 糠沢　正之 地域の特色を生かした「お菓子」づくり事業 福島県 200

16. 赤枝　輝昌 在宅型勤務のクリエーター人材育成と業務モデルの構築 福島県 200

1. 有限会社新城商店 クラウドと IT を用いたスマートフォン向け
計測量サービスの展開 福島県 500

2. 株式会社モリビューティコーポレーション ビューティフォトスタジオ事業の展開 福島県 500

第二創業

1. 木村　吉博 企業組合GeekSociety を設立しての Factory-lib 事業 宮城県 700

2. 松島　真喜子 国内海外に向けた福島伝統工芸の新しい形 福島県 700

海外需要獲得型起業・創業

第２回公募（第 1次締切分）　採択決定 2013.07

1. 菊池　拓也 民家改修型小規模宿泊対応デイサービス
（介護保険外事業も含む） 岩手県 200

2. 川端　千亜希 オールハンドマッサージによるリラクゼーション事業の実施 岩手県 200

3. 狩野　真由美 生きる喜びを提供するカフェ事業 200

4. 佐藤　麻衣 リサイズを前提とした設計の、
タブレット PC用ケースの展開 宮城県

宮城県

200

5. 皆川　廣治 地下水及び温水を利用したシャワー式融雪装置
「ラインダンス」の製造販売の実施 200

6. 千葉　明恵 地元の伝統工芸品を使った
「オリジナル雑貨ショップ＆子育てカフェ」の新規開業 200

7. 木村　典寿 高齢者等に向けた出張自動車メンテナンスサービス
（ＷＥＢやスマホアプリを連携させたクラウドによる車両管理システム） 福島県

福島県

福島県

200

地域需要創造型起業・創業

第２回公募（第 2次締切分）　採択決定 2013.08

1. 高杉 郁也 伝統的建造郡を活用した飲食業 岩手県 200

2. 渡辺 洋志 移動店舗車両による理容美容の移動型施術サービスの展開 岩手県 200

3. 奥島 繁 地域に密着した自立支援、介護予防型
デイサービス事業の実施 200

4. 大久保 亨 ワンストップサービスによる厨房設備の
トータルサービス事業 200

5. 高橋 夏江 カルチャースクールカフェ 200

6. 田中 秀宜 地域の若年層の雇用創出、地場産業の興隆を目的とした
特産品販売事業 200

7. 石黒 幸一郎 山・里・海産地連携プレーによる
キッチンデリバリーキットの構築 200

8. 八重樫 久正 難削材（チタン・インコネル等）専門の
金属部品加工業の確立 200

9. 菅原 しおり キッチンカーによる地産地消料理の移動販売事業 200

10. 尻引 笙 「サロンの雰囲気の中で確かな治療を行う」を
コンセプトとした、鍼灸整骨院事業の展開 200

11. 鍛治川 直広 地域資源の強みを活かし、地域間コラボによる
外部需要を獲得するツーリズム事業の展開 200

地域需要創造型起業・創業

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県
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13. 天野 美紀 石巻の家庭料理とジビエ料理のレストラン
「日和キッチン」の事業拡大と法人化 宮城県 200

12. 渡邊 英司 新店舗建設の実施 宮城県 200

14. 春日 美千代 みんなのカフェ　lanlan
ficicant の創業～おからベーグル製造・販売と親子カフェ～ 宮城県 200

15. 阿部 貴俊 養殖牡蠣の新ブランド開発販売、地域産業活性への展開 宮城県 200

16. 鶴岡 次雄 被災地石巻市にてスイーツでの笑顔の復興、新店舗建設事業 宮城県 200

17. 谷 宇祥 （住宅再建に係る）住宅基礎コンクリート、
外構工事事業への参入 宮城県 200

18. 佐藤 美和 オーガニック製品や植物オイル配合を可溶化技術で配合したものを
取扱い環境・身体に優しい技術を提供し被災地のオアシスを目指す。 宮城県 200

19. 佐々木 ゆう子 女性がつくる農産加工品開発と小規模農産加工所の
運営立ち上げ事業 宮城県 200

20. 阿部 真利江 くつろげる動物雑貨店の経営 宮城県 200

21. 板垣 一平 和太鼓スクール・物販・演奏活動 宮城県 200

22. 菅井 栄子 仙台におけるミュージシャンの育成と雇用 宮城県 200

23. 佐藤 隆博 アウトドアリビングのある家づくり 宮城県 200

24. 川村 陽介 生きる力を育む事業「成長」を理念に、今を打破できる
問題解決能力と未来を培う「生きた」創造力を育む園。 宮城県 200

25. 工藤 俊悦 被災企業に対する支援事業及び財務
プランニング提案型事業の展開 宮城県 200

26. 菱沼 純子 婦人服インポート＆トータルコーディネイト
セレクトショップの実施 宮城県 200

27. 東藤 秀之 トータルビューティー　ワンストップ経営化 宮城県 200

28. 佐藤 英明 被災地の失業対策・再就職支援としての警備事業の実施 宮城県 200

29. 丹野 喜裕 介護予防のソーシャル・ビジネス機能を持つ、
介護事業所の開設。 宮城県 200

30. 千葉 裕子 ノンジアミン・オーガニック系の美容剤を利用した
女性の身体に配慮した美容院 宮城県 200

31. 武石 明子 地域コミュニケーションの中心となるカフェの実施 宮城県 200

32. 工藤 賢司 社内コミュニケーション改善のための研修事業の展開 宮城県 200

33. 高橋 香代子 はじめの一歩創業支援会社の設立 宮城県 200

34. 大内 明美 花と陶芸の体験教室・地域コミュニケーションを深める
出張教室の展開 宮城県 200

35. 藤原 裕貴 シニア起業家向けのレンタルオフィス賃貸業 宮城県 200

36. 佐々木 正夫 トレーラーハウス展示用車輌作成 宮城県 200

37. 三浦 裕子 配達事業を中心に地域に密着した
コンビニエンスストアの実施 宮城県 200

38. 寺島 秀一 放射能除染専門会社による除染事業および
関連する清掃事業の実施 福島県 200

39. 成田 卓男 はたらく会ドル（会津のアイドル）プロジェクト実施 福島県 200

40. 小原 万貴子 チームＴシャツ・ユニフォーム・ブルゾン等の
プリント加工の実施、オリジナルユニフォーム製作の展開 福島県 200

41. 上出 夕子 地域の人たちの集まる場所を実現 福島県 200

42. 大竹 真弓 エステとネイルで美しく前向きに 福島県 200

43. 佐藤 祐子 乳酸菌効果の高い子供とお年寄り向けの
キムチの素製造・販売 福島県 200
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44. 加藤 智樹 福島県産の食材を利用した地域密着型イタリア料理店の
展開によるにぎわい創出の事業化 福島県 200

45. 田村 いずみ 世代を繋ぐ笑顔の（ネイルアート）
ギフトサービス販売の展開 福島県 200

46. 石幡 政子 飲食の力で地域に活力を取り戻す事業を展開する。 福島県 200

47. 菊池 美代子 高品質かつ低価格の省エネ蛍光ランプの販売 福島県 200

48. 村山 由美子 和菓子の新しい商品提供を行い地域の多様なニーズに
対応できる小売店の開業 福島県 200

49. 伴場 賢一 社会的企業及びNPOのコンサルティング事業の展開 福島県 200

50. 石部 直伸 barber Amber（バーバー・アンバー）理容業の実施 福島県 200

51. 佐藤 大輔 パン宅配販売業 福島県 200

1. ピリカ美容室 高齢者対応のバリアフリー美容室及びハーブ（医療部外品）
を使ったリラクゼーション空間の提供事業 岩手県 500

2. 有限会社ニンナ・ナンナ 地域活性化のための委託販売業、委託商品のWeb販売業、
レンタルスペース業、女性向け飲食店開業・運営コンサルティング業の展開 宮城県 500

3. ファミエス　オート 中古車販売、整備、SNS を利用したマーケティング、
及びコンサルティング 宮城県 500

4. 東日本教育支援有限会社 コンテナハウス利用による移動可能な教室の展開 福島県 500

第二創業

1. 小田島 成良 東南アジア回教徒市場の販路開拓の事業 岩手県 700

2. 犬飼 忠彦 遺伝子検査用のＤＮＡストリップ (STH-PAS) の
プリント製造販売事業 宮城県 700

3. 横山 康浩 日本食のブラジル展開 宮城県 700

4. 堀 光良 宮城県産高品質農産物を活用した
本格的な六次産業の立ち上げ 宮城県 700

5. 遠山 賢 石巻・三陸地域の水産物と加工技術を基礎とした
輸出展開事業 宮城県 700

6. 大井 真由美 ミャンマー人の留学生・研修生を獲得する事業の展開 宮城県 700

7. 皆川　航希 ICタグアプリ対応アニメキャラクター名刺の
製造事業実施と海外展開 福島県 700

9. 木藤 喜幸 石油・化学産業向け特殊プリンタの
海外販売・保守事業の展開 福島県 700

8. 松澤 哲夫 犬の糞楽々回収装置の製造及び国内外への販売事業 福島県 700

海外需要獲得型起業・創業

第 3回公募（第 1次締切分）　採択決定 2013.12

1. 後藤　文幸 地域需要・地域コミュニティ形成に応える飲食事業の実施 岩手県 200

2. 障害者や高齢者が協働を実現する施設園芸事業の実施 岩手県 200

3. Three Peaks　Winery及川　武宏 三陸沿岸に 100 年続くワイン文化を創造する。 200

4. 株式会社北日本リゾート菅原　三多英 夏油高原への植栽活動による地域観光事業の展開 200

5. 小原　佳織 古民家を利用した地域活性化事業 200

6. 齋藤　杏奈 家庭で誰でも作れる米粉パン「出前米粉パン教室」の実施 200

7. 川島　佳輔 奥州市を中心とした情報を掲載するWEB マガジン
「奥州ライフ」の創刊 200

8. 株式会社 ReLife辰柳　春美 ドライアイス洗浄技術によるメンテナンス事業の展開 200

地域需要創造型起業・創業

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

合同会社しずくいしチャレンジド
田原　玲子
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10. 山本　智大 地域の高齢化に合わせた手技治療による
美容と健康をテーマとした鍼灸整骨院事業の展開 岩手県 200

9. 多田　智子 花器・花材の販売を通して花を使った
楽しい心豊かな生活を目指す 岩手県 200

11. 株式会社天空庵武山　雄樹 職人不要複数選択型十割そば事業の展開 宮城県 200

12. なるこりん三浦　英里子 地元野菜を使ったジェラート専門店の展開 宮城県 200

13. ロア・ウィリアム・ヨウ 伝統的でオリジナルな木工事業の展開 宮城県 200

14. 佐竹　らん子 高齢者が気軽に利用できる送迎を含めた美容室の展開 宮城県 200

15. 熊谷　直惠 荒廃する森林の整備と廃棄される資源を有効活用するための
事業協同組合の設立 宮城県 200

16. 株式会社海の子Net.小泉　善雅
松島産の海産物の ECサイト通販
及びカタログ通販事業の実施 宮城県 200

17. 高橋　弘 宮城県の中小企業をターゲットとした
海外市場初進出支援事業の展開 宮城県 200

18. 庄司　由美 肌と心のケアができる女性交流サロンの展開 宮城県 200

19. 株式会社 FIT-R 健幸工房高橋　宣孝
個人の症状にあわせたフィットネスDVDの
定期販売などの展開 宮城県 200

20. 岩船　佳子 カラフル野菜スープと国産シルクアイスによる
チャレンジド雇用の実施 宮城県 200

21. 根立　洋平 仙台市における家賃保証付き賃貸物件の
リノベーション事業の展開 宮城県 200

22. Ｃｏｎｅｌ　Ｂａｋｅｒｙ羽田　貴志
地元の食材、天然酵母を使用した
安全で味わい深いパンの製造及び販売 宮城県 200

23. 株式会社たんぽぽ山田　朋
自然食で人々のカラダも心も健やかにする
食品販売事業の実施 宮城県 200

24. 株式会社 RiLiD岩渕　勉
廃校を活用した人材キャリア育成と
まちづくりプロジェクトの実施 宮城県 200

25. 細川　栄子 食物の持つ効能でおいしく味わいながら
体の悩みを改善していく大人がゆっくりくつろげる飲食店 宮城県 200

26. 船田　究 デイサービスを活用した
外出機会の創造及び機能回復と、新たな生きがい作り 宮城県 200

27. 金村　昌秀 成果報酬型サービスを組み合わせた地域活性サービスの提供 宮城県 200

28. 下山　小百合 夫婦問題を主とした女性専門のカウンセリング業などの展開 宮城県 200

29. 松森　一浩 被災地における快適なくらしと癒しの環境を提案する
花トレイ・花マットの作出と利用に関する事業の展開 宮城県 200

30. 伊藤　あづさ 発達障害者スタッフによる
「こころが優しくなれるカフェ」事業の展開 宮城県 200

31. 新井　健一 経営シュミレーション・ゲーム等を用いた能力開発の実施 宮城県 200

32. ゆる楽パソコン教室加藤　麗子
高齢者向けのパソコン教室及び受講者同士の
ネットワーク構築 宮城県 200

33. FP オフィスMie伊藤　美恵
仙台の中小企業に特化した
選択制確定拠出年金の導入提案の実施 宮城県 200

34. 齋　乾二郎 中小・小規模事業者と研究機関をマッチングする
産学連携システムの構築 宮城県 200

35. 森　啓太 仙台市におけるインターネットサービスの
トータルサポート事業の展開 宮城県 200

36. 白川　かおり 仙台限定セミナーポータルサイトと講師育成ビジネスの展開 宮城県 200

37. SCAPULA 株式会社小川　和久哉
宮城の女性を元気に！！女性の細やかな目線を生かした
女性メインの雇用促進ならびに癒しサービスの店舗展開 宮城県 200

38. 鈴木　啓也 スマートフォン・タブレット端末用アプリを利用した書籍、
パンフレットによる企業および商品のブランディング事業の展開 宮城県 200

39. 安達　澄人 故郷仙台に戻り、地域のお客様とスタッフの頭皮、
皮膚を守る安全、安心な美容室、理容室の展開事業 宮城県 200

40. 山嶋　育史 仙台市における子育てを終えた世代向け
住宅リフォーム事業の展開 宮城県 200
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申請者No. 事業テーマ 地域 採択額
（単位：万円）

41. 割田　健二 震災復興地域の仙台における
ドレスコーディネート販売について 宮城県 200

42. 松村　正子 多賀城・七ヶ浜を中心とした仙塩地区の地域活性化を
実現するコミュニティカフェ事業 宮城県 200

43. Atleta club de Cerezo坂本　達也 高気圧酸素で地域住民の健康増進＆雇用創出 宮城県 200

44. 雨宮　則子 フルーツ特殊カット技術を用いた
フルーツ販売及び指導教室等の展開 宮城県 200

45. 株式会社誠和佐藤　義和
震災地域復興を目指し
地域コミュニティー作りに基づく墓石の提供等 宮城県 200

46. 美食宅配　美味礼賛山際　明美
地域の人々に合った安全な伝承料理や、
地域農産物による食育を目指す宅配事業 福島県 200

47. 松﨑　タミ子 The ニッポンのごはん 会津おにぎり編 福島県 200

48. 花錦園相樂　博幸
独自の養殖技術を生かした高級鑑賞魚等の養殖技術の確立と
生産者､問屋への技術指導などを行うコンサルタント事業 福島県 200

49. 平野　聖一 会津特産みしらず柿を原材料とした
機能性食品素材の開発・製造・販売 200

50. 馬場　正佳 子供の食育をテーマとしたパン製造販売店舗の運営 200

51. 五十嵐　孝 会津伝統工芸と異業種技術とのコラボレーション　 200

52. 小泉　由美子 老人ホームやデイケアなどの高齢者向け施設からの受注
販売をメインとした洋菓子の企画・製造・販売事業の展開 200

53. 上野　トミ子 主婦力を活かし伝統野菜と地元食材を使った
ご当地おこわの開発・調理・販売 200

54. 株式会社アトム関本　忠浩
法人化による牛乳宅配事業の拡大と
宅配水営業事業の新規参入 200

55. 合同会社ドゥミール根本　ルミ
地域の若い農業後継者の作る農作物の消費拡大を目指す
手作りアイス工房「アイスマルシェ」の開業事業 200

56. 大湊　恵 美容室の「お客様の声」から誕生したリフレッシュサロン
「おもてなしの心…」 200

57. 高橋　勉 地域食材を生かしたハワイアン料理の提供 200

58. 高橋　良守 医療用ウィッグ等の体験販売の実施 200

59. 関根　武博 お客様の要望に決め細やかにこたえる
セミオーダーメイド方式パン製造販売事業の展開 200

60. 株式会社 Varappe武田　和也 須賀川で初めてのボルダリングジム経営 200

61. レインボーソーイング伊藤　健一 「本領発揮！縫製によるかがやく女性の職場の展開」 200

62. 鈴木　弥生 被災者と地域の人々を繋ぐカフェの展開 200

63. 渡部　薫 これまで葬祭会場のなかった地域に施設を設けることにより、地域の利便性の向上を図り、
付随して地域商業の利用、地元雇用推進等により、地域活性化を担う役割を持つ事業の展開。 200

64. 佐藤　弘幸 強アルカリ電解水の販売 200

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

1. 有限会社山崎清三商店 天然酵母パン製造販売並びに地産地消型
コミュニティカフェの展開 岩手県 500

2. 有限会社ルミエール 人口増加が見込まれるエリアへの軽食サービス事業の進出 宮城県 500

3. 椿屋食品 被災離島に於ける特産加工品の高度利用化技術 宮城県 500

4. 河沼清掃株式会社 住宅まるごと修理・清掃サービスの展開 福島県 500

5. 有限会社ヒロセ コミュニティサロン機能および農産物直売所機能を持った、
高齢者にやさしいコンビニエンスストアへの業態転換 福島県 500

6. 有限会社ドライクリーニング平石屋 世代交代を契機とした取次所開設、全国宅配事業等の
展開によるクリーニングサービスの充実化 福島県 500

7. 有限会社トラエレクトロニクス 地域の障害者の雇用創出、地産地消を推進する手作り・
低価格の弁当製造及び独居高齢者向け宅配サービスの展開 福島県 500

第二創業
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

自主事業

あづめっちゃ　対象支援期間 2013.04-09

1. ダンス幼稚園実行委員会 ダンス幼稚園 宮城県仙台市 32

2. （一社）キッズ・メディア・ステーション 石巻日日こども新聞 宮城県石巻市、
東松島市、女川町 34

3. （特活） Switch ユースサポートフューチャーセンター☆
高校生インターンシッププログラム

宮城県仙台市、
石巻市、東松島市 65

4. （特活）笑顔のお手伝い 多文化共生文化社会をめざし、被災地における
外国人居住者の生活・就労支援

宮城県気仙沼市、
南三陸町、石巻市、仙台市 35

5. （特活）亘理いちごっこ 亘理いちごっこお話聞き隊活動 宮城県亘理町他 35

申請者No. 事業テーマ 地域 採択額
（単位：万円）

8. むろうどん製麺所 ６次化麺の飲食提供店舗運営及び
自社６次化商品の全国販路拡大 福島県 500

1. 株式会社 ROOTS吉村　慶一
自動車リサイクル事業におけるリユース促進による
海外需要の創出 宮城県 700

2. エーエスジェイ株式会社中川　一 インドネシア飲料水供給（専用水道）事業の展開 宮城県 700

海外需要獲得型起業・創業


