
令令和和２２年年度度  

「「わわかかややまま地地域域課課題題解解決決型型起起業業支支援援補補助助金金」」採採択択者者決決定定！！  

 令和２年度の「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」採択者を下記のとおり

決定しましたのでお知らせします。採択者は、令和３年 1 月 31 日までに開業届の

提出、もしくは法人設立をし、県内の新たな事業の創出に取り組んでいきます。 

  採択者名 事業実施予定地 移住者 事業内容 

1 池田 佳祐 和歌山市  漁村生活が体験できる雑賀崎の古民家を活用した漁家民泊 

2 奥村 武弘 和歌山市  和歌山の名産・手土産となる美味しい蒲鉾の製造・販売 

3 奥山 駿介 和歌山市  小学生から社会人までを対象とした少人数・実践的プログラミング教室 

4 杉本 佳奈 和歌山市 ○ 和歌山県産の食材を活用したオーダーメイド・ケータリング 

5 土屋 典子 和歌山市 ○ ハッサク等の和歌山県産農作物を活用した機能性食品の製造・販売 

6 藤野 晃博 和歌山市 ○ 編物・織物向け自動検査システムの開発・販売 

7 石山 喜重子 田辺市  田辺市街を一望できる古民家を活用した１日１組限定の宿泊施設 

8 岡本 一志 田辺市 ○ ストローハットを中心とした帽子の製造・販売 

9 榎本 大志 田辺市龍神村 ○ 地元食材を活用した洋菓子の製造・販売及び腎不全等食事制限者向け洋菓子の製造・EC 販売 

10 大野 純 田辺市中辺路町  熊野古道語り部が営む空き家を活用した宿泊施設 

11 野村 和成 田辺市中辺路町 ○ 熊野古道沿いの古民家を活用した民宿開業プロジェクト 

12 北川 雄一 田辺市本宮町 ○ 身体のケア及びコンディショニング施設を併設したゲストハウス 

13 矢倉 実咲 田辺市本宮町  地元食材を活用したシュークリーム等洋菓子の製造・販売 

14 木村 直子 新宮市熊野川町 ○ 熊野古道沿いの自然を満喫でき、ふるさとを感じられる宿泊施設 

15 室谷 由佳 岩出市  地域の女性高齢者及び移動に困難な女性を対象にした出張美容 

16 客殿 りこ 伊都郡かつらぎ町 ○ 自然豊かな隠れ里の古民家を活用した１日１組限定の宿泊施設 

17 阪本 晃一 伊都郡かつらぎ町 ○ ドイツの食肉製造技術を活用したジビエ製品の製造・販売 

18 山下 丈太 日高郡みなべ町 ○ 農業人材紹介と連携した援農者向けゲストハウス 

19 井澗 洸介 西牟婁郡すさみ町  江戸時代築造の文化的価値の高い水車を活用した大辺路の観光拠点整備 

20 後呂 孝哉 東牟婁郡那智勝浦町 ○ オンライン宿泊と実店舗の相互効果で提供する新たな形の宿泊サービス 

21 片原 桜子 東牟婁郡那智勝浦町 ○ 地域農水産物を活用したバリアフリー対応のオーベルジュ 

22 関根 進太郎 東牟婁郡那智勝浦町 ○ 田舎の自然、暮らしをまるごと体験する色川満喫ツアーの企画運営 

23 土屋 慎介 東牟婁郡那智勝浦町 ○ 地産食材を使用した多様な食体験を楽しむことができる飲食店 

24 田堀 穣也 東牟婁郡古座川町  大自然を活用した働く場所不足を解決するキャンプ場運営 

25 坂本 直弥 東牟婁郡串本町 ○ 古座の魅力を世界に発信し、事業を呼び込むためのサテライトオフィス運営 

●本補助金は、公益財団法人わかやま産業振興財団を執行団体とし、令和２年４月６日から

令和２年５月１８日まで公募を行い、外部有識者の審査を経て、採択者を決定しました。 

県内での起業を促進し、地域の諸課題の解決を通じた地域活力の向上を図ることを目的と

しています。 

●今年度から別添創業支援パッケージにより、さらに手厚く 

創業支援を行います。 

記 者 発 表 

令和２年６月３０日 

問い合わせ先 

担当課 企業振興課 

担当者 吉田 

電話 073-441-2760 



和歌山県版創業支援パッケージ

県内で地域課題解決型のビジネスを起業す
る者に対し、最大で200万円補助

財団
（県） 起業補助金

申 請

※和歌山県移住者起業補助金及び和歌山県移
住支援補助金の別途上乗せ補助あり。

わかやま地域課題解決型起業支援補助金

創業準備 創業 創業直後

創業希望者が、事業経営に必要な
「知識」「スキル」を実践的に習得す
るための講座を開催。

県内で起業予定の方が対象。
創業支援経験豊富なマネージャー
によるプロデュース。
講座内容は、経営者の心構え、事
業計画策定、財務、販路開拓、IT
活用等。
講義形式だけでなく、ワークショップ
形式を数多く行うことで、塾生同士
の活発な議論を促進。

わかやま起業塾

わかやま地域課題解決型起業支
援補助金の採択者に対して、マネー
ジャーを中心に、資金繰りや商品
PR方法など、創業者ならではの課
題や悩みなどを
解決する体制を構築。

補助金採択者への伴走支援

わかやま地域課題解決型起業支援補助金の採択者のうち希望する者に対して、ふる
さと納税制度を活用したクラウドファンディングにより、さらなる資金調達支援を実施。
【支援内容】
①県が認定した事業プロジェクトをクラウドファンディングサイトに掲載して寄附を募集
②寄附目標額を達成した事業者に奨励金を支給
【寄附目標額】
30～100万円程度
（プロジェクト実行者が任意で設定可能）

ふるさと納税型クラウドファンディング

受講

寄付者 県 ふるさと納税を
財源に補助
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と
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付



和歌山県では、（公財）わかやま産業振興財団、県内各市町村とともに、県内で地域
課題解決型のビジネスを起業する者に対し、必要な資金を、最大で400万円補助します。
また、令和2年度より、本補助金の採択者のうち希望する者に対して、ふるさと納税制度
を活用したクラウドファンディングにより、さらなる資金調達支援をスタートします。
Ⅰ．補助対象事業

Ⅱ．補助対象者

Ⅲ．補助対象経費

Ⅴ．公募締切

和歌山県内で実施する、地域の課題の解決に資する社会的事業
（事業例）商店街の空き店舗や過疎地域の古民家を活用した起業

特色ある地域資源を使った商品開発、販売を行う起業
人的課題を解決するAI・IoT等のWEBサービス等の開発・販売を行う起業

和歌山県内において、公募開始日から令和３年１月３１日までに、個人事業の開業届もしくは株式会
社等の設立を行い、その代表者となる者

Ⅳ．補助金額・補助率

令和２年５月１８日（月）まで

人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、
外注費、委託費、マーケティング費、広報費、その他必要と認める経費

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

募集 審査・交付
決定 補助期間 実績報告・確

定検査・支払

補助金名 補助上限額 補助率

①わかやま地域課題解決型起業支援補助金 ２００万円 １／２

②和歌山県移住者起業補助金（①の上乗せ補助） １００万円 １／４

③和歌山県移住支援事業補助金（①の上乗せ補助） 世帯 １００万円
単身 ６０万円 定額

今年度から
・希望する採択者について、
ふるさと納税制度を活用
して、クラウドファンディング
を実施
・集まった寄付金を原資とし、
採択者に別途補助

寄付者 県 ふるさと納税を
財源に補助
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参考
※令和２年４月１０日資料提供済


