
2014 年 支援実績

地域創造基金さなぶり 支援実績　2014 年

助成金・補助金事業合計

 735 1,775,564,039 291 685,460,000

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

 42 143 102 4

 104,440,000 291,310,000 271,430,000 18,280,000

　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）

 55 193,821,801 7 23,780,000

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

 3 3 1 0
 11,500,000 8,500,000 3,780,000 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

 69 202,690,000 34 122,930,000

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

 7 20 6 1
 20,940,000 73,510,000 23,480,000 5,000,000

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

 36 198,632,438 17 99,450,000

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 0 14 3
 0 0 86,170,000 13,280,000

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

 23 2,100,000 22 2,000,000

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 11 11 0
 0 1,000,000 1,000,000 0

県別助成件数・決定額

　善光寺出開帳両国回向院 復幸支縁基金

 35 16,319,800 15 6,300,000

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 15 0 0
 0 6,300,000 0 0

県別助成件数・決定額

　中小企業庁　創業補助金

 517 1,162,000,000 196 431,000,000

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

 32 94 70 0
 72,000,000 202,000,000 157,000,000 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）

第五期　支援対象期間 2014.07-2015.06
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1.（特活）いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊 地域における社会適応支援 岩手県陸前高田市 400

2.（特活）「居場所」創造プロジェクト 「ハネウェル居場所ハウス」
高齢者・被災者の地域交流・生活支援事業 岩手県大船渡市 400

3.（特活）心の架け橋いわて 予防的啓発教育による心の健康基盤作りと現地支援者育成 岩手県全域 350

4.（一社）ワタママスマイル 宮城県石巻市 400

5.（一社）復興みなさん会 南三陸椿ものがたり　子どももお年寄りも一緒に
復興まちづくり 宮城県南三陸町 300

6.（一社）WATALIS 亘理町における地元女性の就労支援を行う組織の基盤強化 宮城県亘理町 150

7.（特活）昭和横丁 川内村応急仮設住宅における住民支えあい支援事業 福島県郡山市、
川内村 378

プログラム A　復興支援事業助成

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

2014 年第 4期単年度支援事業　支援対象期間 2014.04-2015.03
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. CAP 岩手 児童養護施設に人権教育プログラム（CAP) を届ける 岩手県全域 172

2. （一社）三陸ひとつなぎ自然学校 地域の未来の担い手育成のための
子ども支援とコミュニティ形成 岩手県釡石市 250

3. 南町柏崎青年会 みなみまち cadocco こどもひろば協働事業 宮城県気仙沼市 249

4. （特活）奏海の杜 音楽で自分を表そう！（障がい児の活動） 宮城県南三陸町 250

5. TEDIC 学びを通じた放課後の居場所作り 宮城県石巻市 250

6. （特活）みやぎ子ども養育支援の会 東日本大震災被災地児童養育支援事業 宮城県石巻市 250

7. （特活）ワンファミリー仙台 居所を喪失した被虐待少年等への生活支援事業 宮城県仙台市 250

8. マイタウンマーケット実行委員会 仮設住宅に手づくりの町をつくる「マイタウンマーケット」 福島県新地町 220

9. （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 128

10. （特活）World Open Heart 加害者家族の子どもたちの支援 岩手県、宮城県、
福島県 250

2014 年　支援決定事業一覧

被災女性の就労支援と被災高齢者への
配食サービス・見守り支援事業

2014 年度継続支援事業＜第 2期・3年次＞　支援対象期間 2014.07-2015.06

1. （特活）こそだてシップ ママサロンこそだてシップ 岩手県大船渡市 484

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

2014 年継続支援事業＜第 4期・2年次＞　支援対象期間 2014.10-2015.09

1. （一社）SAVE TAKATA 気仙☆若者まちづくり×IT 塾 岩手県陸前高田市 289

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スキルアップ
体制構築と地域社会への啓発事業 宮城県仙台市 400

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 子どもの心の声を電話で聴くチャイルドラインの実施と
組織基盤整備事業 福島県郡山市 500
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

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 500

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 石巻圏内の子どものための遊び場作りと社会参画活動 宮城県石巻市、
東松島市、女川町 213

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つくる事業と
会計・労務の基盤強化 宮城県石巻市 500

1. （特活）子育て支援コミュニティプチママン オープンプレイス！のびのび広場拡充事業 福島県郡山市 394

2. （特活）ホールアース研究所 /ホールアース自然学校福島校 子育ち地域づくりのための事務局基盤整備事業 福島県郡山市､
一部沿岸自治体 747

3. 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 729

4. （特活）3.11 こども文庫 こども文庫にじ運営事業 福島県相馬市 545

5. （特活）いわき自立生活センター 子供の安心・安全遊び場提供事業 福島県いわき市 300

6. （特活）Commune with 助産師 健やかな誕生と豊に育つ地域支えん [ 援・縁・円・得ん ] 福島県いわき市 715

7. すくのびくらぶ すくのび広場運営事業 福島県いわき市 493

8. 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 995

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、
東松島市、女川町 500

2014 年度第 5期単年度支援事業　支援対象期間 2014.10-2015.09

1. 希望と笑顔のこすもす公園 笑顔あふれる☆こすもす公園 岩手県釡石市 350

2. （特活）まきばフリースクール 心の居場所フリースクールの運営 宮城県、岩手県 350

3. 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 350

4. （特活）アスイク 岩沼市での困窮家庭の学習支援事業、
スーパービジョンの導入 宮城県岩沼市 350

5. おはようシアター 幼児と幼児に関わる施設のための上演・研修プログラム 宮城県気仙沼市、東松島市、
塩釡市、仙台市、丸森町 189

6. CAP 岩手 団体継続のための新規活動会員及び
賛助会員の増員を図る事業

岩手県盛岡市、岩手町、
柴波町、滝沢市 50

2014 年度継続支援事業（第 3期・3年次）　支援対象期間 2015.01-2015.12

1. （特活）うれし野子ども図書室 広げよう！子どもと読書の輪 in 岩手　Ⅲ 岩手県大船渡市、
陸前高田市 499

2. （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

3. （一社）マザー・ウィング 震災後の乳幼児家庭支援活動 宮城県仙台市 500

4. 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 被災地および社会的養護の子どもの家族養育の推進と
地域づくり 宮城県仙台市 500

8. （特活）いわき放射能市民測定室 放射能から子どもを守るたらちね子ども健康プロジェクト 福島県、宮城県、
岩手県 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 福島県会津若松市 500

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

第三期　支援対象期間 2015.01-2015.12
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

9. （特活）ココネット・マム 地域巻き込み型キッズマルシェ＆送迎プロジェクト 福島県郡山市 591

10. （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、
三春町等県中地域 777

11. （特活）ふよう土 2100 自閉症・発達障害の子どもたちの自立支援サポート事業 福島県郡山市 832

13. （特活）Lotus 大人の笑顔が子どもを育てる 福島県会津若松市 500

12. 子どもが自然と遊ぶ楽校ネット 毎日の子どもの自然の居場所事業 福島県全域 500

14. 青空保育たけの子 米沢の冒険遊び場で東北の未来を創る 福島県､山形県全域 499

15. 人の輪ネット ハートフル Café・子育てコミュニティ 首都圏 330

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

17. 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 広島県広島市 498

13. （特活）勿来まちづくりサポートセンター
津波被災者と原発避難者が共に過ごす
サロン参加者の日帰り交流ツアー 福島県郡山市 10

14. （特活）FUKUSHIMA いのちの水 母親サロン座談会 福島県郡山市 10

15. 平下高久仮設住宅自治会 新年交流会 福島県いわき市 10

16. いわき市在住富岡町すみれ会 もちつき大会 福島県いわき市 5

17. I.B.C フットサル教室 福島県福島市 10

19. 塚原行政区 2015 年塚原行政区きづな新年会開催 福島県南相馬市 10

18. （特活）元気の素カンパニー以和貴 映画「かみさまとのやくそく」を見て、
胎内記憶をいかした子育てについて語り合う車座茶話会 福島県いわき市 10

三菱重工　みやぎ・ふくしまミニファンド

2014 年助成　支援対象期間 2014.12-2015.01
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. 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

2. 東日本大震災杉の下遺族会 杉ノ下集落の解散式 宮城県気仙沼市 10

3. 地球村アクティビティーズ 障害者週間フォーラム＠山元2014番外編：「てつがくカフェ＠やまもと」
（障害を理解するとは？～障害者と文化芸術活動）でのアート作品展示＆カフェ活動 宮城県山元町 10

4. cara＊cara 「みんなでベル」（ベル演奏とワークショップ） 宮城県仙台市 10

7. （特活）ウィメンズアイ 宮城県南三陸町 10

8. （特活）せんだいファミリーサポート・ネットワーク 宮城県東松島市 5

5. （特活）亘理いちごっこ クリスマスマルシェお茶サロン

MERRY KARAKUWAS

第 2のふるさとカフェ
～地方と都市の境を越える若者たちと語る～

お母さんたちのコミュニティづくり

宮城県亘理町 10

6. からくわ丸Karakuwa Designers League 宮城県気仙沼市 10

9. ティンクルママの会 リサイクル＆手作りサロン活動 宮城県山元町 5

10. （特活）笑顔のお手伝い 石巻地区に居住する外国人およびその家族のための忘年会 宮城県石巻市 10

11. （一社）ワタママスマイル 女性とお年寄りを元気にする市民農園づくり 宮城県石巻市 10

12. 上荒川仮設住宅自治会 故郷・・・　ならはへの帰町を目指し頑張る集い！ 福島県いわき市 10
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団体名No. 事業名 事業地域 助成額
（単位：万円）

20. いいたてスポーツクラブ スポーツ＆異文化交流会 福島県福島市 10

21. 常磐仮設手芸クラブ クリスマス会 福島県いわき市 5

22. 小高区小・中学校児童生徒親の会 冬休みフリースペース 福島県南相馬市 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 3回公募（第 2次締切分）　採択決定 2014.02

1. 株式会社一関福祉教育センター小野寺　卓司 介護福祉と生涯教育における地域への貢献と生きがい作り 岩手県 200

2. 井上　和行 高齢者が抱える住まいに関する悩みを解決し、生涯に渡り、
安心、安全の生活をサポートする事業 岩手県 200

3. 大平建設株式会社山崎　秀二 地熱利用住宅に係る住宅基礎コンクリート事業への参入 岩手県 200

4. 下川原　学 新たなジュエリー創出、そして地域産業活性化と需要促進 岩手県 200

5. 佐藤　正義 震災からの「復興ホテル」の建設及び運営 岩手県 200

6. 株式会社あすみ関　裕也 復興推進事業に基づく訪問リハビリテーション事業の実施 岩手県 200

7. 株式会社山田の牡蠣くん佐々木　俊之
低価値水産品の加工技術開発及び商品化と
販路並びにブランドの形成 岩手県 200

地域需要創造型起業・創業

13. （特活）勿来まちづくりサポートセンター 子育て世代「ママサロン」の開催事業 福島県いわき市 50

14. （特活）つながっぺ南相馬 仮設住宅集会所での「癒しのサロン」活動 福島県南相馬市 20

15. NPO　Earth Angels 県北地区における母親の健全な子育て環境を
維持するためのメンタルケア推進事業

福島市、
二本松市、郡山市 50

善光寺出開帳両国回向院 復幸支縁基金

支援対象期間 2014.04-2014.09
団体名No. 事業名 事業地域 助成額

（単位：万円）

1. Color Studio 川村工房 大人のカラーセラピー 岩手県釡石市、
大槌町 50

2. 読書ボランティアおはなしころりん 移動こども図書館事業 岩手県大船渡市、
陸前高田市 25

3. 子育てサークルきっぴんきっず バス遠足でリフレッシュ！ 岩手県大船渡市 20

4. （公社）日本駆け込み寺仙台支部 出張駆け込み寺に係る相談員養成事業 宮城県仙台市 50

7. （特活）仙台傾聴の会 宮城県仙台市、名取市、
岩沼市、亘理町 50

8. 網地島ふるさと楽好 宮城県石巻市 50

5. 心の相談室 宗教者による電話相談事業

ノーバディズパーフェクト講座
（カナダの親支援プログラム）の開催

傾聴サロン（被災者等孤立している人の対面相談）事業

網地島ふるさと楽好　
～被災地の児童養護施設の子どもたちを笑顔に～

地域指定なし 50

6. （特活）せんだいファミリーサポート・ネットワーク
宮城県東松島市、
名取市 50

9. （特活）仙台グリーフケア研究会 教育の現場で生と死に向き合うためのワークショップ 宮城県仙台市 40

10. （特活）ワンファミリー仙台 精神疾患があり、複数の課題をかかえる被災された
生活困窮者等への支援に関するスーパーバイズ 宮城県仙台市 50

11. （特活）仙台夜まわりグループ 生活応援おそうじ隊 宮城県仙台市 50

12. 一般社団法人 Live on 震災遺族・遺児を対象としたグリーフケアの情報提供 岩手県、宮城県、
福島県 25
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8. 株式会社 S.KRecovery松岡　菊代 交通事故による破損・損壊物件の復旧専門工事請負業 岩手県 200

9. 介護保険サービスのリハビリに特化した通所介護事業の実施 岩手県 200

10. 小泉　佳恵 北欧に根付く「古き良きものと手仕事品」の
輸入・販売を通じた北欧文化の紹介と新市場の創出 岩手県 200

11. 株式会社フレッシュクマガイ熊谷　照美 水産加工工程で生じる廃棄物を活用した新製品の開発 岩手県 200

13. Hair Atelier BLUEBELL山下　和美
エイジングケア＆トータルビューティーに特化した
美容室の展開 宮城県 200

12. 株式会社グリーンファーマーズ・宮城渡部　恵 南三陸町で耕作放棄地を再開墾し農業振興を実現する 宮城県 200

14. 株式会社みのり建築舎塩谷　貴義
地元の自然素材を使った注文住宅新築・
リフォーム工事の実施 宮城県 200

15. 松崎　史郎 地域に一般診療、サービスとともに専門診療を提供する
動物病院の展開 宮城県 200

16. 鈴木　友貴 宮城県内におけるオステオパシー施術の実施 宮城県 200

17. 飯島　英彦 こだわりの醸造酒と地元食材を用いた料理で
癒しの時間を提供する飲食店事業 宮城県 200

18. 唐揚先輩飯田　清章 新ブランド立ち上げによる鶏の唐揚の移動販売 宮城県 200

19. 伊東　徹也 東北発の高校生向けフリーペーパー「ch」等の展開 宮城県 200

20. 大竹　恵美子 リハビリと鍼灸の融合 宮城県 200

21. かねたバランス接骨院金田　良浩
根拠に基づいた慢性痛ケアを目的とした
リハビリ型整骨院の開業 宮城県 200

22. 木村　美紀夫 東北における天然の八雲風化貝カルシウム販売事業の展開 宮城県 200

23. 阿部　由美 仙台駅東口における家庭料理に特化した飲食店の展開 宮城県 200

24. 佐藤　美佳 フルーツの特殊カット技術を用いた
フルーツギフトの販売事業の展開 宮城県 200

25. 株式会社 SK レストラン国本　仁基 地産地消をコンセプトとした、焼肉レストランの展開 宮城県 200

26. 岡崎　世 商業施設にフォーカスした
「集客につながる」デザイン事務所の展開 宮城県 200

27. AC サーベ株式会社天野　隆俊 被災地の建築需要に対応した測量サービスの展開等 宮城県 200

28. 遠藤　伸太郎 「食材王国みやぎ」の食文化を次世代へ継承 宮城県 200

29. 佐藤　裕之 高齢者介護を通し、被災地石巻市・女川町への地域貢献
及び地域の復興に寄与するリハビリ特化型通所介護事業 宮城県 200

30. 株式会社うしおテック渡邊　抄智子 石巻における救命いかだ整備事業の展開 宮城県 200

31. 株式会社栗田総業栗田　和也 被災地における戸建及び集合住宅の外壁塗装サービスの展開 宮城県 200

32. 島津　一也 地域の一次産業生産者と消費者を調理人が繋ぐ
地域循環型コミュニティレストランの展開 宮城県 200

33. 相澤　英之 若者から大人まで楽しく学べるドラム教室の展開 宮城県 200

34. 株式会社ビアヒロ諸隈　英人
発達に遅れのある未就学児へスポーツ療育を通じた
家族支援事業 宮城県 200

35. 星のこ工房星　美由紀
地球環境に優しい幸せになる
衣料品の企画制作・販売事業の実施 宮城県 200

36. 株式会社大賢須藤　友貴
顧客ニーズに応えた建設系資機材の
ワンストップ運搬設置サービスの提供 宮城県 200

37. 株式会社鈴国鈴木　幸太郎
夢ある旅行をサポートする宮城の地域資源を活用した
お土産販売事業 宮城県 200

38. ぱん工房　La Plata渡邊　富美
女性と子供のニーズに対応した
地産地消型オリジナルパンの製造販売 宮城県 200

39. 宇佐美　強太 利用者本位の快適な介護タクシー事業・
民間患者搬送事業の実施 宮城県 200

株式会社ユーキュー
田澤　範史
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41. 株式会社 yuzuki佐藤　博紀
糖質やカロリーを抑えたお菓子で、誰もが美味しく食べられ
健康で太りづらい社会を創造する菓子業界活性事業 宮城県 200

42. 鉄板　松阪屋田中　勝 直接一頭買いによる松阪牛専門店の展開 宮城県 200

43. 株式会社MORITA森田　大
3Dプリンター製造による金管楽器用消音機の
製造販売事業拡大の実施 宮城県 200

44. 菊池　忠宏 高齢者・障害者のための
予約制地域密着介護タクシー事業の展開 宮城県 200

45. 和彩だいにんぐ夢家渡邉　光司 カジュアルな和食店の展開 福島県 200

46. 阿久津　昌生 まちの未来をデザインする事業の展開 福島県 200

47. 小林　洋一 青少年スポーツ振興の促進と高齢者の
社会参加をサポートする地域支援型接骨院 福島県 200

48. ミライ電子工業株式会社袖山　清一
地域の雇用創出と地域産業の活性化を実現する
電子部品及び通信機器の製造事業 福島県 200

49. 瓜生　和徳 喜多方産コシヒカリの米粉を使った
「喜多方もっちり中華ボール」の商品開発・販路開拓事業 200

50. 齋藤　祐二 地域資源である蔵を利活用した地産地消を推進し、
「おもてなし」する飲食店の展開 200

51. 大堀　哲也 東北地方における移動可能工作物
（トレーラーハウス）の販売 200

52. ココバウズ遠藤　邦子 ペット ( 犬猫 ) 家族支援事業 200

53. 佐藤　洋介 中古車を有効活用しレンタカー、カーリース、
中古車販売買取店 200

54. 三浦　孝 多目的、ギャラリー喫茶　『夢のかけはし』みんなの広場 200

55. 株式会社はなひろ塙　啓之
地域密着型通所介護事業所
（デイサービスセンターポエム）の展開 200

56. 株式会社美恩松井　友美
ココロもカラダも癒され、笑顔がひろがる
女性のためのサロンづくり 200

57. 佐久間　久子 農家の女性達による地域初・産直カフェ事業の展開 200

58. リンデン B･I 福島澁谷　真由美 福島地域での出張 理容・美容事業 200

59. 遠藤　伸一 特許を受理された魚内臓取り具の新規創業に伴い、雇用促進を
図りつつ、地域経済の活性化を行う斬新な品を提供する事業 200

60. 角田　稔平 地産地消をモットーに地元地鶏や食材を使った
自家製ラーメン店で働く人みんなが感動する店舗作り 200

61. 橋本　寿一 地域の農畜産物生産者とともにおいしいもの作りを目指す
イタリアンバル事業の展開 200

62. 株式会社光建川北　光 福島県の復興のための放射線物質除染作業の実施 200

63. 合同会社ライズ荒木　義久 雇用の維持と異業種連携によるモノづくり 200

64. 菱沼　健一 法人化による近未来農業事業への展開 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

65. 株式会社グレード・ワン吉岡　貞之 省エネを活用した古民家の再生と地域復興 200

66. 株式会社ニコ福山　正道
マンガ作家と被災地を結ぶイベントの実施及び被災地企業
との連携によるマンガキャラクターを使った商品開発の展開 200

67. 株式会社大須賀企画ビルド大須賀　貴
除染足場工事により福島県及び宮城県の除染作業を
サポートし復興事業に貢献する事業及び新規雇用創出事業 200

68. 株式会社東昇流通山田　百合子
福島・宮城両県で生産・加工された食品等の
関東への貨物自動車運送 200

69. 佐藤　和徳 お持ち帰り寿し「すし和」 200

70. 合同会社シェアード・エスイー長井　英之
福島県内の復興支援団体や中小企業への
ICT 支援と ICT 雇用の創出 200

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

40. 志賀　康弘 インフォムド・コンセントを重視した、
飼い主とペットに優しい動物病院の開設 宮城県 200
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1. 岡本　昭史 衣料リサイクルシステム構築事業 岩手県 700

2. 大田　さゆり 伝統芸術を身近に感じられる和小物輸出事業の展開 宮城県 700

3. 保志　雅也 ゴスロリショップ＆ECサイトの中国展開 福島県 700

海外需要獲得型起業・創業

1. 有限会社小島製菓 有限会社小島製菓 岩手県 500

2. 協働マネジメント株式会社 不登校も勉強嫌いも勉強すっぺ！
サクラ咲かす石巻学習支援事業 宮城県 500

3. 大葉商事株式会社 地元商店街振興を目的としたカフェ＆バルの新事業展開 宮城県 500

4. 株式会社まつだマート 地域高齢者を支える食 ( 健康 )・経済 ( 自活 )・存在価値
( 人との関わり ) の創造と小規模自営業者の販路拡大事業 宮城県 500

5. 有限会社桐屋紙器工業所 製箱技術を活かした「和テイスト」の
日用品の製造直販事業への展開 福島県 500

6. 有限会社ケンショップ 地域完結型の流通事業 福島県 500

7. 有限会社石原商店 福島の復興は太陽光発電と経営指導から頑張ろう 福島県 500

8. 株式会社地エネルギー研究所 カーボンバッテリーと蓄電池ユニットによる
環境対応製品の販売事業 福島県 500

第二創業

創業促進補助金（先行受付分）　採択決定 2014.04　

1. ラ・ルチェ佐々木　承子
女性が自分を見つめ直し価値を見つける事で、
自分自身で輝き、笑顔で元気になれるサロンの展開 岩手県 200

2. 『みんなが笑顔になるケーキ屋さん』プロジェクト 岩手県 200

3. 川端　政子 ３Ｓ活動（整理・整頓・清掃）を主体とした
人材育成事業の展開 200

4. 菊池　一美 地域初の脱毛エステサロンと美容ネットワークビルの構築 200

5. 風と ao の美容室中舘　弥寿夫
地域コミュニティーの活性化と高齢者への訪問美容を
提供する美容室の展開 200

6. 菅村　容子 地域社会における施設の需要や、働く親のための
乳幼児保育支援の実施 200

7. イーストライズ株式会社花塚　勇三郎
首都圏と地方連携の実施によるＩＴ案件を
盛岡にて消化するニアショアの展開 200

8.

創業

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

平川　恵美子

10.

9.

株式会社石巻工房
千葉　隆博

デザイン性の高いＤＩＹ（手づくり）家具、
インテリア小物の企画、製造、販売 宮城県 200

11.

株式会社 ELECON
千葉　肇

豊富な知識と技術を活かした
お客様目線のＰＬＣソフトウェア製作事業 宮城県 200

12.

株式会社 LAXIA　MARE
寺川　和吉 「おもてなし」をコンセプトとした地域密着型美容院の展開 宮城県 200

13.

加藤　啓二 自立歩行困難者への移動介助及び生活援助サービスの展開 宮城県 200

14.

小岩　元気 時代のニーズに合った、ユーザー満足度の高い
自動車の整備・委託販売事業 宮城県 200

15.

千賀の浦ポリッシュ・サービス
佐藤　和宏 船舶に特化した特殊窓磨き・コーティングサービスの展開 宮城県 200

16.

佐藤　理恵 縫製初心者のための指示書付きオーダーパターン
及びオーダー衣装製作等による服飾業の展開 宮城県 200

17.

合同会社恵愛
鈴木　淳

地域高齢者・障害者の生活環境支援密着型
介護福祉タクシーの展開 宮城県 200

18.

梶屋　陽介 動画を活用したエレキギター、エレキベースの
販売事業の展開 宮城県 200

株式会社 GBB
阿部　眞希雄 ローコスト建築による被災者の住宅再建の加速 宮城県 200

絢苑
趙　敬順 お客様の心を温める焼肉店事業の展開 宮城県 200
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20.

19.

21.

志子田　澄江 自家製ハーブを使用した
オーガニックカフェレストランの展開 宮城県 200

22.

高島　真千子 眠った着物の有効活用で
人も物も “活きる” システム作りの実施 宮城県 200

23.

相澤　真 現代病のメタボ予防の改善、身体ケアをサポートする
ダイエットスタジオの展開 宮城県 200

24.

株式会社ターニング
金子　由理 高級レザーを使用した手作り革製品の商品企画・製作・販売 宮城県 200

25.

佐藤　貴繁 宮城県指定伝統工芸技術を用いた
新規伝統工芸品の開発と海外展開 宮城県 200

26.

佐藤　真理子 癒しのスペシャリスト・アロマセラピスト育成事業 宮城県 200

27.

鈴木　尚子 仙台の庭の樹で「人と木と暮らし」が循環する
生産と生活の提案 宮城県 200

28.

立川　則男 ワンコイン単元学習指導と脳に良い食事を提供する
リビング型学習塾の展開 宮城県 200

29.

土屋そろばん教室
土屋　宏明

未来を担う子ども達に「生きる力」を提供する
そろばん教室の展開 宮城県 200

30.

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

31.

本郷　由美 片麻痺の方でも一人で使える
「足こぎ車いす」販売事業の展開 宮城県 200

32.

株式会社蔵王あすなろファーム
鈴木　誠一郎

ヨモギ栽培を通じた耕作放棄地の有効活用による
農家支援と地元の雇用推進 宮城県 200

33.

齋藤　優子 地域に根ざした生花店と人々との
コミニティを融合させた花屋 宮城県 200

34.

前田　真理子 会津の新鮮野菜・特産物を使った創作ピッツァカフェの実施 福島県 200

35.

株式会社Windmill・English・Centre
ホーランド・スティーブン・ジョン

幼児から大人への英会話教室を通じて、会津のグローバル化に
貢献し、被災地である福島県に海外観光客を誘致する事業 福島県 200

36.

仙波　修子 “ヨガ”を通した地域住民の生活の質向上における提案・サポート
および会津の伝統工芸品（地域資源）を活用した新商品の開発販売 福島県 200

37.

小林　智文 瀬戸内香る香川なうどん店を福島で展開 福島県 200

38.

株式会社 J.J. マート
秋山　真人 小型スーパー開業による過疎地域の需要対策モデルの創造 福島県 200

39.

株式会社福島農場
福島　修

自家生産した米と福島県産のフルーツを使用した
洋菓子事業の展開 福島県 200

40.

大竹　麦 地域の高齢者等を対象とした鍼灸接骨院展開による
賑わい創出事業 福島県 200

41.

株式会社アグリヒルズ
大堀　満

ダンシングトマトのブランド化と地域をまとめた
農生産物の展開等 福島県 200

42.

なでしこシルバーサポート
中嶋　友子

高齢者向け介護保険適用外の「生活支援」と
「終活支援」業務 福島県 200

43.

株式会社善用堂メディカルケア
山本　忠臣 介護保険法に基づくデイサービス施設の実施 福島県 200

44.

ピースラボ合同会社
馬場　幸恵

英会話教室及び次世代学習システムを用いた
『滞在型』の総合学習塾 福島県 200

45.

深谷　宏史 最先端ファンクショナルトレーニングを取り入れた
フィットネススタジオの運営 福島県 200

46.

合同会社優心
清和　寿光 居宅介護支援事業所の展開 福島県 200

丹治　和也 売主に安心を提供する売却専門の不動産売却仲介
及び再販業務の実施 福島県 200

小山　美和 Jr. ゴルファー育成及びスポーツコミュニティースペース
創出事業兼 iPad でスマートに！ ICT 活用 福島県 200

1. 有限会社平瀬自動車 整備済中古商用車輌のフィリピン経済特区への輸出事業 福島県 200

第二創業
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創業促進補助金　採択決定 2014.08

1. 菅原　宰 地域活性化を目的とした、地域特産品として、市一体型の
おいしい濁酒の醸造及び販売 岩手県 200

2. 不動産業者、遺品整理業者からの不用品回収を中心とした
営業展開 岩手県 200

3. 株式会社さいじゅう齊藤　重貴
癒しスペースにおいて、健康をサポートする
鍼灸整骨院事業の展開 200

4. アシスト岩手株式会社早野　善和
資源不足による復旧・復興工事遅延の解消に向けた
建設資材提供事業 200

5. 株式会社愛吹美装平野　正一郎
施工シミュレーションシステム導入と
技術範囲拡大による受注拡大 200

6. 高橋　久美子 地域に根ざしたヨガスタジオの運営と
県内でのヨガの普及活動の実施 200

7. 北日本商事熊木　雄夫
培った職歴経験を活用した職人不足に悩む
建設業界における起業 200

8. トラベル・リンク株式会社北田　公子 着地型観光の定着による岩手・東北地区の旅行事業の活性化 200

創業

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

さくら環境企画
高橋　利美

10. 株式会社ＡＣＤ浅沼　映夫
各種システムのニアショア開発による地方雇用の確保と
スキルを持った人材の確保 岩手県 200

9. 伊藤　ジュン子 手軽に、短時間で、美しさを取り戻す顔専門エステ事業 岩手県 200

11.

12.

株式会社ゆうげん
出羽　隆

表具・カフェ・展示ギャラリーを融合させた
新たな事業の展開 宮城県 200

13.

株式会社ゼルコバドリーム
村上　利雄

自家産生乳を使用した乳製品の開発・製造
および販売事業の展開 宮城県 200

14.

大内　一美 高品質低コストの真空ポンプのメンテナンス及び修理事業 宮城県 200

15.

アトリエ LaTerre　Verte
工藤　ルミ子

10 時間のヒアリングが生み出す
完全オーダーメイド広告媒体提供 宮城県 200

16.

株式会社フリースタイルケア
庄子　康晴

無縁社会から単身高齢者を守る低価格型・生活密着型
正社員雇用型の介護事業 宮城県 200

17.

TsuKuRu
塩崎　俊洋

廃業する飲食店等の店舗内中古設備（居抜き）
仲介事業の展開 宮城県 200

18.

clarens
浜野　浩太

毛髪や頭皮の健康管理やリラクゼーションに特化した
理容室の展開 宮城県 200

19.

わかばサービス株式会社
横山　剛 個清掃業務の作業員一括管理体制システム構築 宮城県 200

20.

三浦　生江 第一印象を上げるイメージコンサルティングサロンの展開 宮城県 200

21.

株式会社Ｋ＆Ｃ
古藤　健治 改革！リラクゼーション業界の先を歩む 宮城県 200

22.

Funny　face
佐藤　淳子 仙台で笑顔を創る美容サロン 宮城県 200

23.

阿部　達也 日本の食材に付加価値を付けた通販事業及び
コンサルティングの展開 宮城県 200

24.

株式会社プレイズファースト
砂金　善弘 小学生向けプログラミング教育事業とソフトウェア開発事業 宮城県 200

25.

松浦　多実子 農家から直送の野菜たっぷりスープと環境保全米の
おにぎりの店の展開等 宮城県 200

26.

志賀　康弘 インフォームド・コンセントを重視した、
飼い主とペットに優しい動物病院の開設 宮城県 200

27.

はーと接骨院
清水　敬三

深部加温で冷えと自律神経を改善し、免疫力向上と
自然治癒力の向上を目指す接骨院事業 宮城県 200

28.

西村　純子 安心・安全・新鮮な青果で “みやぎの復興・地域活性化”
に貢献 宮城県 200

29.

心カラー
武内　美幸

色と香りを使ったカウンセリングと
セラピスト養成講座等の展開 宮城県 200

30.

株式会社コンストラクト・モーメント
中村　圭祐

厳選した日本酒と十割蕎麦を楽しめる居酒屋経営と
食べるラー油の製造・販売 宮城県 200

31.

株式会社ウェックライフサーヴ
佐藤　英樹 移動コンビニ事業「ASUMONE」（明日もね！）SHOP 宮城県 200

Total Heal 訪問理療マッサージ杜の風
鹿野　薫

就職困難者を永続して雇用できる
訪問理療マッサージ業の展開 宮城県 200
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

61.

62.

63.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

相良　健一 ワイヤレス給電応用による健康・医療機器分野の
新規事業創出 宮城県 200

株式会社かるみあ
曲澤　友幸 放課後等デイサービスを中心とした共生型福祉施設 宮城県 200

ベール仙台
末下　浩二

最新機材を使った「美肌効果も得られる脱毛サロン」の
多店舗展開 宮城県 200

後藤　隆 軽運送事業（宅配便）の実施 宮城県 200

３＋
本田　美恵 少人数向けイベントスペースを兼ね備えたフラワーショップ 宮城県 200

濱田　珠美 予防医療・東洋医学で女性を美しく健康にする
エステサロンの展開 宮城県 200

秋山接骨院
貝原　佑南

介護予防・機能訓練を取り入れた
地域密着型接骨院事業の展開 200

本郷　洋生 高齢者や身体障害者の夢を叶える介護タクシー事業を展開 200

大子田　孝司 もっちもち “進化系こめ粉クレープ” で
地域住民の健康促進と雇用創出 200

株式会社はなみち
野呂　純子

個別（オーダーメイド）機能訓練に特化した
半日型のデイサービスの実施 200

結び
熊谷　桂子

地産地消に貢献する健康焼き菓子の
製造・販売、カフェ等の展開 200

株式会社ＫＦＩ
加藤　祐希 顧客ニーズに応えた設備工事ワンストップサービスの展開 200

髙城　康 「幸せな人生設計の実現」を支援する教育事業 200

ふたば商工株式会社
遠藤　晴久 原子力災害被災地での視察研修、交流サロンの運営 200

特定非営利活動法人ケアタクシーあいづ
角田　雄哉

要介護認定者に対する介護保険を利用した
乗降介助及び移送・送迎事業 200

平野　瑞気 健康で扱いやすい『素髪創り』にこだわったヘアサロンの開業 並びに、
外出困難・高齢者向けの出張サービスにて店舗レベルの技術提供 200

影山　幸恵 世界で活躍するヨガ講師を招いたヨガ教室等の展開 200

古谷　勝英 福島県の少子高齢化・晩婚化・若年層女性の
流出を防ぐ為の婚活事業 200

株式会社みんなの味方
鈴木　康博

徹底した面談・職場調査による適切な
人材マッチングサービスの展開 200

岸本　剛 事故・故障時などの自家用車の代車手配及び、
レッカー作業、修理工場の斡旋 200

豊岡　愼吾 郡山における家族で楽しむことができる
会員制スポーツジムの展開 200

水沼　八重子 笑顔の毎日は身体の中から！「美と健康のエステ」で
皆様の輝く毎日のお手伝いをします 200

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

株式会社ＰＰＫ
遠藤　加代子

きめ細かな対応と治療器による心も体も温まる
デイサービス事業の展開 200

株式会社MNDヒロ企工
中村　浩志

道路工事における安全設備の資材供給・施工管理の
一貫供給事業の展開 200

株式会社ライトウェイ
栁沼　綾

顧問医師に教育指導を担当していただく
福島初の現役医師連携福祉事業 200

福島県

福島県

福島県

福島県

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

宮城県

福島県

福島県

株式会社ＳＰＨＥＲＥ
小山　純一

会津地方初の美容室･エステ･ネイルアートの
トータルサロンによる総合的な美容サービス事業 200

杉光スマーモ株式会社
佐々木　光二 太陽光発電ビジネスのワンストップサービス事業の展開 200

武藤　靖芳 食を通して、人を幸せにするをテーマに
オリジナルのスパイスをブレンドしたカレー屋の創業 200

樋口　朋昭 買い物環境支援事業を追加した新しい多目的移動販売車支援システムの
事業企画運営及び「世界の惣菜（DELI）の移動販売」事業の展開等　 200

株式会社カインドマインド
大住　由香里

世話をされるデイサービスから自分の居場所作りの
デイサービスへ 200

株式会社ブラストラック
三浦　和彦 バキュームブラストによる工事受注・施工 200

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

岡田　秀太 健康・素材・安心をテーマにした新たなバーの創業 200宮城県
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64.

65.

株式会社大原電装
大原　俊男 トラックやダンプの電装品の設置・点検・修理事業の展開 200

66.

竹本　久美子 地域に根ざしたビューティー＆リラクゼーション事業の展開 200

小森　圭子 身体と心の健康、意欲的に活動する為の美容を保つ
ケアー機械浴 200福島県

2. 宇野商店 地域資源を活用した新商品開発及び
新加工体制の整備に伴う販路開拓 200岩手県

福島県

福島県

1. 高砂食堂 地元に根付いた食堂から高齢化を意識した宅配業への展開 岩手県 200

第二創業


