
2022年12月10日（土）
12:00～18:00

プログラム

審査員紹介

公開審査会

オーディエンス賞への投票

アンケートにご協力ください。

12:00～ 開会式

12:10～12:50 高校生部門
 （発表5分、質疑応答3分）

13:00～14:00 アイデア部門
 （発表7分、質疑応答3分）

14:10～15:25 起業部門
 （発表7分、質疑応答7分）

15:30～ 前年度受賞者の進捗紹介、
 交流、休憩／審査会

16:15～ 結果発表・表彰式

17:00 終了（予定）

1997年4月国民金融公庫（現 日本政策金融公庫）入庫。
その後、横浜西口支店国民生活事業 融資第三課長、秘書室 秘書課長、
横浜支店国民生活事業 副事業統轄、大阪南支店国民生活事業 筆頭副
事業統轄を歴任。2022年3月より長野支店国民生活事業 事業統轄とし
て、日々、小企業や創業者への支援に取り組んでいる。

日本政策金融公庫長野支店 国民生活事業
事業統轄

宮川 剛

大学卒業後、出版社勤務を経て、実家の内装工事会社入社。オーダーカーテン
縫製と販売を10年経験した後「もっと世の中を知りたくて」2003年起業。2015
年に取引先の倒産で大ピンチに陥り、会社の立て直しに奔走。この経験からピ
ンチの時もいい気分でいることの大切さを痛感し、専門であるカーテンやインテリ
アでココロとカラダを健やかに保つサービス提供をライフワークにしたいと決意。
2022年現在、プロジェクト進行中。

一般社団法人21世紀ニュービジネス協議会 理事
有限会社ラジエル 代表取締役

滝澤 麻子

1987年生まれ福島県福島市出身。2005年に信州大学に入学して長野
県に拠点を移す。信州大学大学院総合工学系研究科生命機能・ファイ
バー工学専攻を修了(工学博士)。在学時よりナノファイバー量産技術の研
究開発、用途開発等を専門として研究開発を続け、2015年に株式会社ナ
フィアスを設立。高性能ナノファイバー素材「NafiaS®」を用いて自動車用
フィルタや高性能マスク、美容シート等の製品開発、製造販売を行ってい
る。信州大学繊維学部にて特任准教授を兼任。

株式会社ナフィアス 代表取締役社長
渡邊 圭

1986年に国際電信電話株式会社（現：KDDI ）入社。
2006年から法人営業部門の営業部長、営業企画部長を経て、
2011年から秘書室長、関西総支社長として政官財渉外活動を担う。
2021年から、地域共創活動の総括担当として、起業家やデジタル人材の育
成支援、自治体・民間企業のDX推進などに取り組んでいる。

ＫＤＤＩ株式会社 経営戦略本部副本部長 理事
宇佐見 典正

総務部財政課などを経て、2022年４月１日から産業労働部経営・創業支援
課長に就任。少子高齢化が進み社会の活力低下が懸念される中、長野県を
元気にするためにはイノベーティブな創業を増やすことが重要。長野市、松本
市に設置している「信州スタートアップステーション」を中心に、「スタートアッ
プ・エコシステム」の構築に取り組んでいる。

長野県 産業労働部
経営・創業支援課 課長

滝沢 倫弘

1985年 諏訪精工舎（株）現セイコーエプソン （株）入社。
各種ウェラブル機器の開発設計に従事し、企画設計部長としてセンシング
機能付きヘルスケア機器の開発と、それを活用したサービスビジネスの事業
化を推進、2021年に退職。2021年 公立諏訪東京理科大学にて、熱中
症予防関連の研究で工学博士を取得
2021年4月 カナルウォーター株式会社を起業、研究成果を事業化し、軌道
に乗せるべく日々奮闘中

カナルウォーター株式会社 代表取締役
小須田 司

長野県内外の営業店勤務、融資部を経て2020年６月より現職。
事業者のお客さまに対するコンサルティング営業、地域活性化や産業振興、
創業支援などの業務を統括。
部員と一丸となって「お客さまのお役に立つ」ために日々奮闘している。

株式会社八十二銀行
営業渉外部 副部長

萩原 宏和

信州大学教育学部教授、信州大学評議員、信州大学教育学部長を経て、
平成27年10月から現職である信州大学理事・副学長、信州大学教育・学
生支援機構長。現在は、教学担当として、学位プログラムごとの組織的な検
証とそれに基づく具体的な教育改善に向け、教育の内部質保証の実質化
に注力。また社会の多様な問題に立ち向かう人材を育成するためのリベラル
アーツ教育に力を注ぎ、共通教育や本学独自の全学横断特別教育プログ
ラムの充実を図っている。

信州大学 理事（教学担当）、副学長
平野 吉直

主催/信州ベンチャーコンテスト実行委員会

松本市中央公民館（Mウイング）松本市中央1-18-1会 場

構成団体： 長野県、長野市、松本市、上田市、茅野市、信州大学、長野県立大学、長野大学、公立諏訪東京理科大学、
清泉女学院大学、長野工業高等専門学校、(株)八十二銀行、(株)日本政策金融公庫、KDDI（株）、デロイト トーマ
ツ ベンチャーサポート(株)、(一社)21世紀ニュービジネス協議会、（公財）長野県産業振興機構、信州スタートアッ
プステーション

［共催］ 信濃毎日新聞社／ 八十二キャピタル（株）

［後援］ 経済産業省関東経済産業局、総務省信越総合通信局、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構、長野県教育委員会、(一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連
合会、長野県商工会連合会、長野県信用保証協会、長野県中小企業家同友会、SBC信越放送、NBS長野放送、
TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、NHK長野放送局、FM長野

［協力］ CF信州

［協賛］

観覧者の皆様には、オーディエンス賞「信州を明
るくするプラン」に投票することができます。右の
QRコードでアクセスの上、投票してください。

今後のベンチャーコンテストの企画・運営の参考に
させていただきます。

アンケート用QRコード▶



発表者・プラン概要

高校生部門
竹内 大和、田近 資武、赤羽 大夢、安藤 倖太郎、
中畑 真斗、原 蓮樹　長野県木曽青峰高等学校
木曽Hub DREAM

　自然豊かな木曽の魅力を多くの人に伝え、担い手不足が課
題となる地域産業の次代継承プラットフォームをつくります。
　中心となるHub施設は、空き古民家を整備して農家レストラ
ンや民宿を開設し、地域食材や漆器、地元産家具などにふれる
機会を提供し木曽の多様な魅力を伝えます。さらに耕作放棄
地や荒廃山林を活用し獣害対策も含めた農林業研修や、VR
を活用した職業現場見学、実際の農林業経営を学ぶ仮想職業
体験ゲームなどを企画し、若い世代の人生の選択肢を広げる
きっかけにしたいです。また御嶽山噴火などを背景に減少した
観光客を、ツアーイベントで集め木曽の魅力を再発見してもら
うなど、メンバー 7人の夢がつまったプランです。
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河口 陽斗、 牛谷 雅　長野工業高等専門学校
誰でもおしゃれになれるアプリ

「友達や家族からそろそろ身だしなみに気を使いなよと言われ
たがどんな服を着たらよいのかわからない」
「服を買ってみたけど思った通りに着こなせなくて困っている」
「何も知らないけど労力をかけずにおしゃれしたい」
といった「おしゃれ完全初心者」向けの無料服装提案アプリ。
・ただコーディネートを提案するのではなく、入力された体形
データと金額範囲からその人に合ったサイズ・色・価格など細
かい部分まで提案することで、失敗しない服選びを実現する。
・副機能として提案した服の仮想試着や服に関する用語の解
説をすることで、服選びをサポートする。

2

　中野市豊田の特産物である「ぼたんこしょう」を使って、おや
きを作り、過疎化している地域を守りたいと考えた。この商品
をより多くの人に食べてもらい、新たな生産に向けることで、
農家、加工業者、販売者などの地域の人が潤う仕組みを作りた
いと考える。
　そこでしかできない特産物だからこそ、その地域に還元でき
る力があると考え、「ぼたんこしょう」に注目した。そして、地域
を活性化する手立てとして、地産地消をキーワードに、生産地
と消費地を地域に結び付ける工夫をした。このシステムが、効
率よく循環することで、地域にお金が集まり潤うと考えた。また
新たな人が集い、生産や製造、消費が拡大し、この地域の再生
を促すことができること、さらには新たな交流の場へとこの地
域が発展していくことを願っている。

斉藤 桔梗　長野県長野商業高等学校
守りたい地域とぼたんこしょう
3

　私達は木曽で古くから栽培されている伝統野菜を栽培し、
素材を活かしたお弁当を作ることで多くの人に伝統野菜のお
いしさや、木曽ならではの栽培の魅力を伝えたいと考えまし
た。栽培試験を行い、伝統野菜は環境に負担の少ない無肥料
栽培でも本来の味が楽しめることがわかり、お弁当と一緒に伝
統野菜の種や栽培方法のパンフレットを配布し、伝統野菜のあ
る家庭菜園を地域に広めていきたいと考えています。さらに、
家庭菜園で栽培した作物を地域の飲食店や直売所とコラボし
て活用するシステムをつくることで、「伝統野菜をまた食べた
い」「育ててみたい」と、木曽に足を運ぶ人や移住する人を増や
し、地域の活性化につなげることを目標としています。

水澤 円来、 樋口 梨美、 黒澤 綾香
長野県木曽青峰高等学校
木曽から奏でる伝統弁当～伝統野菜のある暮らし～

4

　本アプリは、忘れがちな水やりや間引き作業をアプリが自動
で通知をし、初心者でも失敗しない家庭菜園ができる。
　近年の物価高騰やおうち時間が増えたことから家庭菜園を
始めたいと思う人が増えている。その一方、時間がなくなかな
か始められない人に向けて、子供も一緒に楽しめる家庭菜園
を提供する。
　また、別荘地等への移住をきっかけに農業を始める予定だっ
たが、何から始めれば良いかわからない人に向けて現地の講
師(本アプリにて登録済みの方)からアドバイスを受けることが
できる。
　他にも、孫から祖父母までの話題提供をはじめとするつなが
りを体感することができる。

小林 珀琢、 坂本 羽弥斗、 徳武 空、 内山 武人、
伊藤 仁城、 浅野 健太　長野工業高等専門学校
家庭菜園から長野移住へ

5

Shinshu
Venture Contest

起業部門

　長野県下條村に信州の魅力を詰め込んだサウナ宿を創る。
転勤族や都会で生まれ育った人にとって、地元と呼べる場所は
あってもふるさとと思える場所は少ない。その人たちに対して
『帰るふるさと』となるような場所づくりを目指す。実際に、ただ
いま、おかえりが都心と下條村で行われることを目標とする。
　長野県の壮大なる自然、豊富な農作物、人の暖かみを存分
に活かして魅力に惚れてもらうと共に、長野県にとっても地域
活性化に繋がる活動をSNSを通して行い、移住やUターンにも
繋がる動線をつくる。一度きりの宿泊だけでなく、まず第二の
故郷と思ってもらえるような場所、次に移住したいと思っても
らえるような宿を完成させる。

西村 英利香、竹中 綾香

オンボロ屋敷計画を通して伝える信州の魅力
1

　森林の機能が低下し、土砂災害が頻発するなど我々の日常
生活にも地球温暖化が現実の脅威となっている。適切に森林
が管理されていれば少しでも防げる可能性があるが、林業従
事者が圧倒的に不足している状態である。その一因になって
いるのは、所得の低さである。弊社は林業でこれまで使われて
こなかった木材等からチップを製造し、それを燃料とした熱提
供事業をおこなう。林業の6次産業化により、林業従事者の所
得向上を通じ、林業の担い手を増やすことを目指す。木材から
作り出す燃料はカーボンニュートラルと考えられ、地球温暖化
防止に寄与する。この事業を通じて、より良い森林と地球環境
を次の世代に残すためにおこなう事業である。

田島 忍　信州地域エネルギー株式会社

森林の豊かさを地域の豊かさに
2

　私達は高齢者が安心して暮らせる社会を目指しています。
現在、日本国内に65歳以上の高齢独居世帯が736万人おり、
うち30％は「身近に頼れる人がいない」と回答しています。病
気になり、救急車で病院へ運ばれたとしても、入院時に保証人
がいないと入院できません。95%の医療施設で入院時に保証
人が必要だと回答しており、220万人以上が入院難民になる
恐れがあります。仮に子どもがいても離れて暮らしていると、
日常生活支援や通院支援をおこなうことができません。こうし
た高齢環境を解決すべく、つばさ公益社では生活支援から葬
送支援までを一気通貫で支援する家族代行サービスを開始し
ました。安心な老後へ向け活動しています。

篠原 憲文　一般社団法人つばさ公益社 代表理事

ピンコロできる安心社会をつくる
3

　「旅する調味料」は、地域の、味の造り手と、あらゆる生活者
を繋ぎ、毎日の食卓にわくわくを増やす調味料体験を提供する
ECサービスです。
　日本の各地域には歴史や地理的特徴に由来する多様な食文
化があり、調味料は地域の個性が表出する際たる例です。どこ
でも、いつでも、だれでも、手軽に地域の個性豊かな調味料を
食卓で楽しめるように、好奇心溢れるテーマに沿った少量サイ
ズのセレクトボックスで全国の方々へ生産者（蔵元・食品メー
カー・飲食店など）と商品の素敵なストーリーとともに地域の
調味料をお届けします。
サービスサイトURL　shop.hidenbox.com

宮田 湧太　合同会社HiDenBox
旅する調味料：
にっぽんの地元の味を、我が家の食卓に
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信州は豊富な水に恵まれ、その土地固有の水「地産水」は、地
域の日本酒、味噌、醤油、蕎麦などの食品産業の基盤となって
いる。地産水の多くは、有用なミネラル成分のみならず鉄やマ
ンガン等の重金属を含み、その除去処理が必要である。食品
加工における厳しい水質基準をクリアするため、化学薬品を用
いる処理や樹脂を用いた処理が行われている。後者では、重金
属と一緒にミネラル成分もすべて除去してしまうため、実は地
産水の個性はすべて失われてしまう。本ビジネスプランでは、
重金属のみを選択的に除去することができる無機結晶材料
「信大クリスタル」をコア技術として、土地の個性が活きる「地
産水」を起点とした価値創造を提案する。

田中 厚志、手嶋 勝弥、古山 通久
ヴェルヌクリスタル株式会社
無機結晶材料により土地の個性を活かす
地産水の展開

5

2022

アイデア部門

　全国のお年寄りが、ご自分で選ぶ話題について心行くまで通
話の出来る、コールセンターを長野県に設立します。
　当該センターでは、話し相手を必要とされているお年寄り（カ
スタマー）に、「話を聞く」サービスを提供します。
　カスタマーは年間費１万円でメンバーとなり、年2回（1時間ｘ 
2）事前に予約した時間に、自宅からフリーダイヤルをして頂きま
す。通話では「聞き手」の社員 （リスナー）がカスタマーと1対１で
応対します。リスナーには、相手に気持ちよく話をさせるコミュニ
ケーション能力のある方々を採用し、時給（コール１回）は2500
円とします。またカスタマーには、県の工芸品（内山紙等）で作成
した誕生日カードを郵送します。

平本 浩一　平本創業株式会社 代表取締役社長

PLANフォーエバー
1

　県内学生の生活を便利にするとともに、学生と地域間の情報伝達
を円滑にするための学生向け総合情報プラットフォームを作ります。
　現在、信大生向けに提供している総合情報サイト「シンダイガイ
ド」をベースに、学生、教育機関、行政、企業などが相互に情報を投稿
し合える仕組みを構築し、学生生活に必要なあらゆる情報を集約し
ます。学生は充実した学生生活を送りながら地域の様々な情報に触
れることができます。地域のプレーヤーは学生に対して効率的に情
報発信ができ、繋がりも強化することができます。
　学生と地域を情報の力で繋ぐことで地域活性化や地域課題の解
決を支援し、将来の長野県を支える人材を生み出す場となることを
目指します。

滝沢 翔吾、相馬 敬太、五味 遥、小林 涼香、備酒 一稀、木南 一馬
信州の学生と地域を繋ぐWeb メディア「シンダイガイド」
情報の力で学生と地域を繋ぐ！
産学官連携の学生向け情報プラットフォーム「ココロミー」
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　名山・名水の都からポータブルで手頃なリアルタイム水質センサー
システムを発信！
　水中フッ化物と反応する金属有機構造体（MOF）と通信技術とを統
合したシステムです。予備知識不要で、テキトーでなく適切な情報で安
全な水にアクセスできます。
　アフリカ大地溝帯諸国やインド東海岸等の地下水の汚染物質であ
るフッ化物は、分布が不均一です。
　人々は信頼できる情報なく、日々のニーズで水源を利用するので
フッ素の生物濃縮を引き起こし、2億人以上がフッ素症に悩み、また
フッ素汚染と相関があるヒ素も脅威となります。
　装置で検出した水中のフッ化物情報をスマートフォンに送り、水が安
全か否かを共有できるシステムで諸地域のQOL改善を目指します。

OTAL EUGENIO HERNAN、KIM MANUELA LETICIA、木村 睦
国立大学法人信州大学 繊維学部
現場測定とデータ転送機能を持つ
ポータブル水質センサーシステム
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　近年、農家の高齢化、後継者難等の理由により、耕作放棄地の
増加が問題となっています。そして、同様に、園芸作物の栽培が
なされる農業用ハウスでも、耕作されないままとなっているハウ
スが多く見受けられます。
　老朽化が進み、荒れた状態となったハウスは、地域の景観を損
ねるだけでなく、安全性や衛生上、防犯上の問題も有し、第2の〝
空き家問題化〟することが懸念されます。
　こうした、役割を終えたハウスは、撤去が必要な一方、リフォー
ムにより再生し、耕作希望者が耕作を行うことができれば、資産
の有効活用となり、且つ農業に関心を持つ層の、新たな掘り起こ
しにもつながることが期待されます。
　本プランは、こうした、現状耕作がなされていないままとなっ
ている農業用ハウスについて、解体撤去と活用の両方向から再
生を進めることを目的とした事業です。

長澤 卓彦
荒れた農業用ハウスを“0(ゼロ)”に。
～グリーンハウス・リボーン・プロジェクト～
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　魅力的な県として認知度が高い長野県だが、実際には名産品も観
光地もよく知らない人が多い。この現状を打開すべく、長野県の名
産品である日本酒と果物を活かして自宅で本格的な日本酒カクテル
が作れるセットを届けるサブスクリプションサービスを実施する。
　名産品の日本酒と長野県産の果物を使ったジュースをそれぞれ
小瓶にボトリングし、まとめて自宅へ届けるので利用者は自身に合っ
た組み合わせ方や濃度で気軽に日本酒カクテルを楽しむことが出来
る。組み合わせる種類だけでなく、日本酒のみ、ジュースのみなど料
金プランを複数設けることで、幅広いニーズに対応していく。
　将来的にはその他名産品も取り揃えていき県全体の興味度を高
めていく方針である。

倉島 渉、 倉島 涼　株式会社OZUKU

いつもの自宅がオシャレなBARに！
厳選果実のジュースと本格的な銘酒で手軽に作れる
日本酒カクテルのサブスクリプションサービス
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