
高浜町創業促進支援事業補助金
活用事例集



補助金の概要

【補助金の目的】
高浜町内で特に女性や若者、シニアの方の起業や後継者の新分野への挑戦を支援することによ
り、地域に活力を与え、経済を活性化し、需要や雇用を創出することが目的の補助金です。

【交付対象者】
・町内に居住し、町税等の滞納が無く、住民基本台帳に登録されている申請日において20歳以
上の方
・町内に主たる事業所等を有し、又は設置しようとしている創業1年未満の方で、業種により
必要な許認可等を受けており、高浜町商工会の起業指導等を受けている方

【補助対象経費】
人件費、申請書類作成等経費、店舗等賃貸料、設備費、設備工事費、調査費、広報費、謝金、
旅費 等

【審査及び補助金額】
・支援事業審査会において交付の可否及び補助金額を決定
・補助金額：予算に定める額の範囲内とし、経費の3分の2以内、限度額は100万円



株式会社
ワカサボーリング

【事業内容】

・コンクリ構造物の穿孔工事

・あと施工アンカー工事

・コンクリート内の電磁波レーダーでの内部調査

【創業の動機】

個人事業主の代表だった先代が引退したため。

【補助金の活用】

HPの製作、機械設備の購入に活用しました。

【創業してよかったこと】

創業して今まで知らなかった事を実際に経験できたことや、これま

で接点のなかった人達と知り合えたことです。

【今後の目標】

着実に成長しながら安定した経営を続け、新規顧客の開拓と人材の

確保を行っていきたいです。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町和田100-6-8
設立：平成29年3月1日
代表者：前田 清和
HP：http://www.wakasaboring.co.jp/

H29年度補助事業



Domoto Kougei
【事業内容】

日本の家屋から障子や欄間等の建具が減少し、建具の加飾の組子
細工も忘れられつつあります。組子の技術と幾何学模様を次世代に
繋ぐために、皆様に楽しんで頂ける組子の新しい形を模索し、イン
テリアやアクセサリーとして制作、販売しています。また、ワーク
ショップ等の活動を行い、組子の紹介をしています。

【創業の動機】

組子細工は、本来、連続した幾何学模様です。その連続模様を単
体の形にし、身近で楽しめるものへと2010年頃から試行錯誤しなが
ら作り初め、作ったものを出会う方々に見て頂いていました。良い
反応を頂き、商品化へと背中を押してくれる方とも出会い、インテ
リア等の原型が2016年に完成しました。実際に店舗で販売する為に
は必要な事が多く、知らない事ばかりでしたが、商工会に相談し、
商品販売に必要な事、商品のブラッシュアップ、創業支援などの後
押しを頂ける支援がある事など多くの事を教えて頂き、新事業を立
ち上げる事となりました。

【補助金の活用】

新商品を作るための機械、工具を揃え、それらをより使い易くする
ための治具を作り、仕事場の環境を整えました。新事業のブランド
名、ロゴ、パンフレット、商品パッケージを専門家のご協力を頂き
作り上げました。

【創業してよかったこと】

知らない事を、沢山知る事が出来、多くの方とのご縁を頂き、繋
がりが出来た事です。また、組子商品へのお喜びの声を聞けた時、
組子細工を知って頂けた時の喜びは、何ものにも代えがたいです。

【今後の目標】

ハーバルビレッジのカフェでの販売から始まり、福井県内のお店、
東京の福井県のアンテナショップで販売を行って頂いています。海
外での販売もチャレンジし、国内外で組子細工の紹介をしていきた
いと思います。皆様に、楽しんで頂ける組子商品の制作に取り組み
続けます。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町上瀬7-27
設立：平成29年4月1日
代表者：土本 聡美

H29年度補助事業



kamehouse

【事業内容】

連携運営する「こども英会話教室ChoCco」で他文化を学んだ地域の
子ども達が、宿泊施設「kamehouse」で家族旅行者と異文化交流する。
地方に暮らしながら多様性に触れる機会を提供することで、世界規模
の視野で考え、地域視点で行動する「グローカルキッズ」※を育む。
※グローカルとは、グローバル (世界規模の )とローカル (地域的な )を掛け合わせた造語

【創業の動機】

地方の子ども達が豊かな自然に囲まれて暮らしながら、世界中の人
とのつながり、他言語で郷土のことを話したり、海外の現地経験など
を通じて、郷土愛のある国際人材を育みたいと思いました。

【補助金の活用】

宿泊施設の改修費用

【創業してよかったこと】

国内外の様々な人との出会いを通じた新たな気づきや学びを、事業
や生活に反映できています。

【今後の目標】

高度化したインターネット環境を活用し、親子で安心して日常的な
国際交流ができる「つながる地球儀」というサービスを開発します。

このサービスは、住んでいる地域や環境に関わらず幅広い学びを提
供し、現在問題視されている地域間の学びの機会や経済的格差を解消
します。そして、持続可能な広い視野を持ち、社会の多様性に対応で
きる力をもった人材育成につなげます。

また、「つながる地球儀」を通じて世界とつながった子ども達が海
外を現地体験できるよう、家族旅行に特化した旅行会社を設立します。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町和田127-48-2
設立：平成29年8月1日
代表者：亀川 豊親
Instagram：kamehouse.family

H29年度補助事業



株式会社たち太
店舗名：別邸たち太

【事業内容】

高浜漁港を目の前に、お席からは青葉山が綺麗に眺められる
高浜町の静かなエリアにございます。地域の食材でふるまう京
風創作懐石。語らいの場を持てる半個室でお料理をお楽しみ頂
けます。ワンゲスト様だけのオーベルジュも備えておりゆっく
りと贅沢な時間をお過ごし頂けます。

【創業の動機】

京都の料亭や割烹などで修行後個人で大阪で開業。叔父叔母
の営む観光旅館で手伝いをしていたこともあり、馴染み深い場
所で叔父の後を引き継ぎ本格的な京割烹をもっとお手頃価格で
気軽に味わって頂きたいと思い開店を決意致しました。

【補助金の活用】

器の購入費用として活用し、負担が軽減されました。

【創業してよかったこと】

一品一品のコース料理になじみがないお客様でしたが思わず
笑顔が溢れる。そして又食べたいと思ってもらえるお料理にだ
んだんとお客様が新たなお客様を連れてきてくださり、お客様
から「美味しいお料理をありがとう」とお言葉をいただけた時
に嬉しく思います。

【今後の目標】

全国の方に美味しい笑顔をお届けしたい。インターネット販
売などを行いたいです。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町事代1-37
設立：平成30年4月3日
代表者：舘太智雄
HP： https://www.tachida-takahama.jp
Instagram：tachida_bettei
Facebook：betteitachida

H30年度補助事業



合同会社
内浦H&Sクリエイト

【事業内容】
「パピィフルーツパーク」にて、いちごの生産、販売、生産

したイチゴを活用したキッチンカーでの移動販売

【創業の動機】
サラリー時代に感じたモヤモヤや、住んでいる地域の色々な

問題について、なんとかいい方向に進めたら…という思いが前
職、在職中にずっとありました。
その中で、後輩が農業を始め、農業に対する熱い思いや、苦労
を聞くうちに、モヤモヤしていたことや、地域の事を農業で何
とか解決したいという気持ちが高まっていきました。
そのタイミングで、県や町の援助もあり何とか農業を始めるこ
とができました。

【補助金の活用】
補助金を活用し、自社のHPの立ち上げを行いました。そのお

かげで、見栄えの良いHPを制作することが出来、取引先や、お
客様からも好評で当農園を知ってもらう良いアピールになって
います。また、冷蔵庫とショーケースも補助金で導入すること
で、保存状態を保つことが出来、ロスが少なくなりました。

【創業してよかったこと】
サラリー時代には無かった経験をすることもできます。創業

したことで、自分で海谷の方向性を決める事をしなければいけ
ないですし、もちろん、大変なこと、しんどいこともあります。
しかし、お客様からの意見をダイレクトに商品や生産につなげ
る事が出来るので、今まで以上のやりがいはあります。

【今後の目標】
内浦地区を盛り上げていく事や、就労場所として活用するこ

とで、過疎化していく地域の起爆剤に、また、若者が流出して
いかないように、地元に残って生活したいと思えるような農園
にしていきたいです。

儲かる農業を実践できるように頑張りたいです。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町鎌倉13-31-1
設立：平成29年7月3日
代表者：馬場 祥誠
HP：http://www.pappyfruitspark.com/

H30年度補助事業



JAPANESE 
BRUSH DESIGN 
WORKS Kaku

【事業内容】

唯一無二の模様を生み出す日本の伝統的な紙染め技法「墨流し」を
扱い、文字や言葉の意味を模様と組み合わせて多角的に表現する現代
書作家として活動しており、制作した作品を国内・海外（パリ、
ニューヨークを中心）のアート展等に出展しながら「墨流し」の魅力
を伝えるワークショップなども各地で行っています。そうした経験を
活かし、商品や店舗題字・各種タイトルの揮毫(きごう)など、直接企
業様、事業所様からご依頼をいただく商業書家としてデザイン業を営
みながら、海沿いにある自宅兼事業所の立地を活かし、海沿いの1組
限定の小さな宿として宿泊業も営んでいます。国内、海外観光客の方
にワークショップや書道の体験ができる宿として定評を得ています。
利用用途は多様でビジネス利用、ワーケーションでの利用も増えてい
ます。

【創業の動機】

身体的な理由もありますが、得意なことを仕事にしたかった、また
前職（教育・観光・商業）の経験を活かしてみたかったからです。

【補助金の活用】

PR動画の制作、書道具購入

【創業してよかったこと】

・人とのつながりが広がり、知識や経験が増えていくこと
・書く字や作品がいろんな場所や地域に出て残っていくこと

【今後の目標】

・書の魅力、墨流しの魅力を伝え続けながら、自分の手でつくる作
品や字を世の中に出し続ける。

・教育、伝統、商業をポイントに書家としての活動を広げる。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町和田104-5-16
設立：平成29年9月29日
代表者：角谷 有紀
HP： https://shokakaku.wixsite.com/kaku
Instagram：n.kaku0526

H30年度補助事業



赤尾工務店
【事業内容】

建築工事、リフォーム工事

【創業の動機】

祖父の引退、廃業を機に祖父の志を引き継ぎ、心機一転創業するこ

とにしました。

【補助金の活用】

電動工具の購入費用に活用しました。現場での作業効率が上がり、

工程日数を減らすことで、施工する側もお客様の負担も軽減すること

ができました。

【創業してよかったこと】

お客様に感謝の言葉を述べられることが創業してよかったことだと

思います。

【今後の目標】

お客様第一で尚且つ、ずっと使い続けられる、残していけるような

ものを作り続けてきたいです。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町鐘寄28-5-1
設立：平成30年2月9日
代表者：赤尾 琴次

H30年度補助事業



音楽制作工房
チョコの耳

【事業内容】

音楽制作、録音などを伴うDVD制作など

【創業の動機】

DTM[Desktop Music]を使用しての音楽制作を活かしてWeb上の宣伝

動画などを制作、販売するサービスを提供していこうと思いました。

【補助金の活用】

主に録音機材(マイク、オーディオインターフェイス、スピーカー

など)を購入させていただきました。

【創業してよかったこと】

団体の活動をPRするための動画なども取材も含め一から制作できる

ため、地元ならではの丁寧な作品で注文にお応えできていると思いま

す。

【今後の目標】

さらに多くの方々のニーズにお応えできるスキルを身につけて、地

元の皆様のお役に立っていきたいです。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町宮崎74-8-9
設立：令和元年1月1日
代表者：新谷 径世

HP http://sutekiomoide.com

R1年度補助事業



ブルーライトヨコヤマ 【事業内容】

カジュアルイタリアンレストランを営業しています。
大阪で長年腕を磨いたシェフの本格イタリアンを、カジュアルなお

値段で味わえ、また街の交流の場を提供するアットホームなお店です。

【創業の動機】

若狭和田の美しい海、新鮮で豊富な食材に惹かれ、この街を盛り上
げ、この街の魅力を県外に発信し、旅行者も街の人も活き活き過ごせ
る街づくりに、飲食店という形で尽力できたらと思い、創業を希望し
ました。物件探しの段階で、ブルーフラッグアカデミーのテナント募
集を知り運命的なものを感じたので、応募させて頂きました。

【補助金の活用】

テラス席改装後、客席のエアコン設備、テラス席の換気ダクト整備
等に活用しました。店内の心地よさが向上し、お一人様から小さいお
子様連れの方まで客層が拡がり、多くの方に楽しんで頂いています。

【創業してよかったこと】

『この街でこんなに美味しいイタリアンとワインが楽しめるなん
て！』と喜んでいただけたことはもちろん、街の人から『頑張っ
て！』『看板、いいなぁ！』と期待して頂き、店の在り方を楽しんで
いただけていることが、ひとつの“活性”の要因となっていると感じ
るので、そのようなお声を頂けたときは、喜びを感じます。

【今後の目標】

約40年前、当ビルの屋上でビアガーデンを営業されていたそうなの
で、かつての盛り上がりを思い出してもらえるようなビアガーデンの
復活を目標とし、また現在の流行も取り入れながら（屋上グランピン
グ等）、街の活性を目指していきたいと思っています。

【事業所の概要】
住所：福井県大飯郡高浜町和田118-30-1

カミヤビル１F
設立：平成31年4月5日
代表者：横山 英樹
Instagram：blue.light.yokoyama

R1年度補助事業


