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株式会社日本政策金融公庫 

 
日本政策金融公庫（略称：日本公庫）が開催する、「第３回創造力、無限大∞ 高校生ビ

ジネスプラン・グランプリ」の最終審査会に進出する１０プランが決定しました。 
 

エントリー総数２，３３３件（２６４校）から選ばれた１０プランは、平成２８年１月 

１０日（日）に東京大学本郷キャンパスにおいて開催される最終審査会において、プレゼ

ンテーションを行い、本グランプリの頂点を目指します。 

今回のファイナリストには、地域資源を活用して地域の活性化を図ろうとするプランや、

創造力溢れる発想で社会問題を解決しようとするプランなどが選ばれています。 

最終審査会で、全国から選ばれた１０チームが活き活きとプレゼンテーションする姿を、

是非、ご取材ください。なお、発表当日に向けてチーム一丸となり準備する高校生の様子

なども取材可能ですので、広報部までご連絡ください。 
 

【ファイナリスト進出１０プラン】（順不同） 

高校名 プランタイトル プラン概要 

岩手県立遠野緑峰 

高等学校 
ホップ和紙拡大プロジェクト 

ホップの廃材を活用した和紙の製作・販

売により、地域の活性化を図るプラン 

市川高等学校（千葉県）

（ほか 3 校） 
アイデアランウェイ 

埋もれている良質な文化祭の展示発表に

光を当てるＷｅｂサイトの運営 

千葉県立千葉商業 

高等学校 

Reborn 
～ 捨 て ら れ る 地 域 資 源 、 落 花 生 の 「 カ ラ 」 に 新 た な 役 割 を ！ ～  

代表的な地場産品である落花生の殻を活

用した、消臭グッズの販売 

青稜高等学校 

（東京都） 

「 ” き き ゅ う （ 木 救 ） 教 室 “ で ， 学 校 生 活 を 快 適 に す る ！ 」   

（国産スギ材を利用した「ユニットタイプの箱型教室」の開発と販売） 

校舎内装の木質化により、シックスクー

ル症候群問題の解決を目指すプラン 

岐阜県立大垣養老 

高等学校 

グリーンカーテンに革命起こせ！  

～冬でも楽しめる食用瓢箪カーテン～ 

イベント開催など食用瓢箪を様々な用途

に活用し、町おこしを担うプラン 

静岡県立富岳館 

高等学校 

究極のエコ資材の可能性  

～被災地の法面緑化～ 

キノコがもつ特殊な物質の活用により、塩

害被害を受けた被災地を緑化するプラン 

大阪府立三国丘 

高等学校 

JAPINOY EDUCATION 

 ～フィリピンから日本へ、教育から就職まであなたの未来はわが社におまかせ！～ 

IT の活用により、フィリピン人の日本で

の就労を支援する BOP ビジネス 

岡山県立倉敷鷲羽 

高等学校 

創生ヒーロー“コジマキッド” 

 ～児島未来ビジョンへの挑戦～ 

ご当地ヒーローを主人公とした動画作成に

より、地域創生に向けた機運を高めるプラン 

広島市立広島工業 

高等学校 

はかり隊 Green Shiko Project  

（安心・安全・快適な環境をセンサーネットワークで手助けします ）  

センサー技術の活用により、熱中症対策な

ど、高齢者の生活をサポートするプラン 

香川県立高松工芸 

高等学校 

おへんろレンタサイクル  

～四国八十八ヶ所 慈転車(じてんしゃ)参り ～ 

レンタサイクルの設置により、お遍路・

八十八カ所巡りをサポートするプラン 

 ※ その他の表彰（高校生ビジネスプラン・ベスト100）については別紙をご覧ください。 

高校生のビジネスプランの頂点を競う１０プランが決定 

～「第３回 創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」の選考結果～ 

ニュースリリース 



【最終審査会の概要】 

日時 平成２８年１月１０日（日）１３：００～１７：３０ 

場所 東京大学伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内） 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

12:30～13:00 受付 

13:00～13:10 開会挨拶、審査員の紹介 

13:10～14:10 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

14:10～14:25 休憩 

14:25～15:25 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

15:25～15:40 休憩 

15:40～16:50 

特別講演・意見交換会 

株式会社リブセンス 代表取締役社長 村上 太一氏 

「あたりまえを、発明しよう。」 

  
 

村上 太一氏プロフィール 

1986年 10月東京都生まれ。高校時代から、創業メンバー集めなど起業準備を開始。2005

年４月、早稲田大学政治経済学部入学。「ベンチャー起業家養成基礎講座」を受講し、

ビジネスプランコンテストで優勝。インターンシップ経験後、2006 年 2 月、大学 1 年

生でリブセンスを設立。高校時代のアルバイト探しで感じた不便さを解決すべく、成功

報酬型のアルバイト求人情報サイト「ジョブセンス」を立ち上げる。2011年 12月に東

証マザーズ、2012年 10月に東証一部へ史上最年少の 25歳で株式上場。 

16:50～17:30 結果発表・表彰式、講評（審査員長） 

審査員 

 

会社名、役職等 氏名 

慶應義塾大学商学部教授（審査員長） 樋口 美雄 氏 

経済産業省新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明 氏 

トーマツベンチャーサポート株式会社

事業統括本部長 
斎藤 祐馬 氏 

株式会社ベアーズ 専務取締役 髙橋 ゆき 氏 

株式会社セルフウイング 代表取締役 平井 由紀子 氏 

NPO法人 ETIC. 代表理事 宮城 治男 氏 

株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳 氏 

日本政策金融公庫 常務取締役 伊藤 健二 
 

 

 

 

 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

海星学院高等学校 Let’s enjoy lunch with children. ベスト１００
北海道旭川商業高等学校 トラボク　 （ピクニックトラッシュボックス） ベスト１００
北海道大谷室蘭高等学校 ものづくり　～室蘭の心をつなぐ「お助けDIY」～ セミファイナリスト賞

Ｏ・ＭＯ・ＴＥ・ＮＡ・ＳＨＩ！　 ～医療の「不安」を「安心」へ～ ベスト１００
KaKei（カケイ） ベスト１００

北海道美幌高等学校 びほろ笑顔プロジェクト ～『あるもの探し』から始まるブランド循環～ ベスト１００
北海道北見商業高等学校 レンタルファーム　華麗なるマム　～育てて、作って、魅せて、活性化～ ベスト１００

青森県立五所川原農林高等学校 雑紙（ざつがみ）に命を！　　 ～リサイクルで緑あふれる未来を～ ベスト１００

青森県立名久井農業高等学校 ＢＡ-ＢＡ Ｈouse(バーバ　ハウス) 　～伝統の食をつなげる祖母の家～ ベスト１００

岩手 岩手県立遠野緑峰高等学校 ホップ和紙拡大プロジェクト ファイナリスト
宮城県石巻商業高等学校 HOW TO 選挙～高校生に選挙がやってくる～ ベスト１００

飛行機から見る蕎麦アートで被災地に笑顔を!! ～農業と観光を融合させた攻撃型農
業ビジネス～

ベスト１００

伝統野菜の栽培で、耕作放棄地・塩害の被災地の有効利用、再生から商品開発を
目指して ～日韓国際交流で、仙台白菜１００年の記念キムチを世界に発信！～

ベスト１００

山形 山形県立酒田光陵高等学校 酒田光陵高校の力で“共生のまち”酒田をつくる！ ベスト１００
栃木 栃木県立栃木農業高等学校 真冬の栃木でサクラサク ベスト１００
群馬 ぐんま国際アカデミー高等部 あにかつ！地方育成プロジェクト*:.｡*(●´∀`)八(´∀`●)*｡:*･' ベスト１００

埼玉県立川越工業高等学校
究極リサイクル・エコロジー『エコマグキャップ』活動 （あなたの集めたペットボトル
キャップが磁石になって戻ってくる！）

セミファイナリスト賞

埼玉県立八潮南高等学校 いつでも身近に草加せんべい！　～移動車でできたてを販売～ ベスト１００
埼玉県立和光国際高等学校 あしながサムライ ～外国人留学生を救え！～ ベスト１００

立教新座高等学校 増え続ける生活習慣病対策「歩いて野菜入手キャンペーン」 セミファイナリスト賞

市川高等学校
武蔵高等学校

筑波大学附属駒場高等学校
桐朋女子高等学校

アイデアランウェイ ファイナリスト

千葉県立一宮商業高等学校 Vacant College ベスト１００

千葉県立千葉商業高等学校 Ｒｅｂｏｒｎ ～捨てられる地域資源、落花生の「カラ」に新たな役割を！～ ファイナリスト

千葉黎明高等学校
東京都立日比谷高等学校

Daily Modification ～日常の小さな発見をビジネスへ～ ベスト１００

玉川学園高等部 犬と飼い主たちの為の多目的施設 ベスト１００
慶應義塾女子高等学校 Medicate life ベスト１００

青稜高等学校
「”ききゅう（木救）教室“で，学校生活を快適にする！」 　（国産スギ材を利用した「ユ
ニットタイプの箱型教室」の開発と販売）

ファイナリスト

筑波大学附属高等学校 エニカサ ～Anytime, Anywhere, Anyone～ ベスト１００
東京都立第五商業高等学校 車いす ベスト１００

駅ナカ LIBRARY セミファイナリスト賞
Make the World ベスト１００
ここにいるよカードの普及 ～ 一億二千万人を災害から救う～ ベスト１００
スマートフォン向けアプリ「復習スケジューラ」の開発 ベスト１００
アカウント登録を不要にするシステム'Account Free' オンライン上の身分証明書
'Account Free' －これからアカウントを'作る'ということがなくなる。アカウントはもう増
やさない。－

ベスト１００

AdPal ベスト１００
～あなたのスマホが区役所窓口に～ テレビ通話機能を使った、窓口業務効率化シ
ステム

ベスト１００

横浜市立横浜商業高等学校 高齢者の起業支援サービス ベスト１００
神奈川県立中央農業高等学校 野菜くずから羊肉 ～未利用資源からおいしさを届けるために～ ベスト１００

洗足学園高等学校
家庭の味をおすそわけ　～主婦が秘めた可能性を引き出す！高齢者向け宅食サー
ビス～

ベスト１００

新潟 新潟県立海洋高等学校 魚醤「最後の一滴」を海外へ～ハラールビジネスへのチャレンジ～ ベスト１００

富山 富山県立富山北部高等学校 自動精算買い物かご ベスト１００
福井 福井県立高志高等学校 シルバーホームで町づくり　～福井発　高齢社会における新しい地方創生～ ベスト１００
山梨 山梨学院大学附属高等学校 空き家が高校生の未来をつくる ベスト１００
長野 長野県富士見高等学校 ｢富士活娘DE大作戦！｣　 ～ルバンビーと富士活娘が町をイキイキ～ ベスト１００

岐阜県立加茂農林高等学校
ポップコーンで地域を爆発！？　Season２　 　～私たち国産ポップコーンで儲けまし
た～

ベスト１００

グリーンカーテンに革命起こせ！　～冬でも楽しめる食用瓢箪カーテン～ ファイナリスト
若さ復活プロジェクト ベスト１００

清き１票を大切にしよう！若者向け簡易投票システム“ロボッ投(とう)” ベスト１００

３世代 Ｇ　SOUL　BROTHERS！ ～３世代の心温かい（soul）仲間たち（brothers）に
よる学童（G）サービス～

ベスト１００

静岡県立藤枝北高等学校 発酵食で地域を元気に！！ ～米の花を紡ぐ物語～ ベスト１００
静岡県立富岳館高等学校 究極のエコ資材の可能性　～被災地の法面緑化～ ファイナリスト

岐阜
岐阜県立大垣養老高等学校

北海道

「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

北海道滝川西高等学校

宮城県農業高等学校
宮城

青森

埼玉

千葉

東京

麻布高等学校

神奈川

静岡
静岡県立伊東商業高等学校

 書類審査において高い評価を得た優秀なプランを「高校生ビジネスプラン・ベスト100」とし
て選出しました。また、その中からファイナリストに準ずる優秀なプラン(10件)を「セミファイ
ナリスト賞」として表彰します。 

別紙 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

愛知県立愛知商業高等学校 Community Design ～人と人、地域と地域をつなげる地域通貨はにかむコイン～ ベスト１００
愛知県立春日井工業高等学校 孫と遊ぶ ベスト１００

愛知県立千種高等学校 「もしも高校生とホームレスがタッグを組んだら」 ～私にもできるホームレス支援～ ベスト１００
愛知県立豊橋工業高等学校 ピシャッ！とロック ベスト１００

滋賀 滋賀県立守山高等学校 0-child-on ～高齢者と子供が”いきる”場所～ ベスト１００
京都府立桂高等学校 Stop　Pandemic！！ ～グローバル社会のお供に安心と教育を～ セミファイナリスト賞
京都府立桂高等学校 若者の政治意識改革！ ～現代版松下村塾から日本の未来を育成～ ベスト１００

同志社高等学校 やさしい宅食 ベスト１００
立命館宇治高等学校 SHARING HAPPINESS　 ～寺でコミュニティの繋がりを強め、みんなを幸せに～ ベスト１００
四條畷学園高等学校 クライムバスター ～犯罪のない世の中へ～ ベスト１００

大阪高等学校 「愛のあるまち～相川」 ベスト１００

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校
ミールソリューションでワーキングママの負担を減らせ！ ～切り開く！保育士雇用の
創造～

ベスト１００

バナナイス（BANANICE） セミファイナリスト賞
JAPINOY EDUCATION ～フィリピンから日本へ、教育から就職まであなたの未来は
わが社におまかせ！～

ファイナリスト

雇用を増やせ！バナナと日本文化を融合したジャパタン傘！！！ ベスト１００
ここなっつどれっしんぐ ～常夏の国フィリピン、すべてはココから始まった～ ベスト１００
ココナッツで歯磨き!? ～日本の歯磨き文化でフィリピンを救おう！！～ ベスト１００

甲南高等学校 World Walk ベスト１００
神戸市立葺合高等学校 神戸空港　物流フェスティバル　～神戸空港から始まる神戸の新たな物語～ ベスト１００

神戸星城高等学校 ゴミ環境クリーン計画 ～みんなの目がゴミを減らす～ ベスト１００
神戸大学附属中等教育学校 Blackboard ～世界の学校とつながろう～ ベスト１００

灘高等学校 「和食」で京都を活性化しよう！ ベスト１００

兵庫県立小野高等学校
地域活性化に向けた取り組み　 ～小野高校発　地域循環型ファンドシステムの構築
～

ベスト１００

兵庫県立播磨農業高等学校 播磨の風土を召し上がれ！ ～農業高校弁当でつなぐ”ひと”と”まち”～ ベスト１００
和歌山 和歌山県立神島高等学校 循環型「梅いのしし」プロジェクト ベスト１００
鳥取 米子松蔭高等学校 世代を超えた学び舎　 ～老人と子供へ学びサービスの提供～(仮) セミファイナリスト賞
島根 島根県立松江商業高等学校 Auto Score -オートスコア- (楽譜があればもう怖くない！) ベスト１００

岡山県立瀬戸南高等学校 葉酸たまごの移動販売 ベスト１００
岡山県立倉敷鷲羽高等学校 創生ヒー ロー“コジマキッド” ～児島未来ビジョンへの挑戦～ ファイナリスト
広島県立庄原実業高等学校 米の麺「庄実おこめん」の開発とその販売戦略 ベスト１００

広島県立油木高等学校 獣語(けものがたり) ～被害から特産を～ ベスト１００

広島市立広島工業高等学校
はかり隊 Green Shiko Project （安心・安全・快適な環境をセンサーネットワークで手
助けします）

ファイナリスト

おへんろレンタサイクル　～四国八十八ヶ所 慈転車(じてんしゃ)参り～ ファイナリスト
Jump in → S（ストーリー） ～物語に飛び込め！～ ベスト１００

愛媛県立新居浜工業高等学校 ススメ菌活 （キノコ菌床を活用した新しい環境教育教材の提供） ベスト１００
済美高等学校 柑橘王国　愛媛のみかんを使った入浴剤の販売 ベスト１００

高知県立山田高等学校
The “フラフ　レボリューション”　ｉｎ　Ｔｏｓａｙａｍａｄａ ～龍馬にも着せたかったち
や！！”フラフ”シャツ～

ベスト１００

高知市立高知商業高等学校 高知からの贈り物 ベスト１００
福岡 福岡県立福岡工業高等学校 ＬＥＴ's生きがいプロジェクト ベスト１００

長崎県立大村城南高等学校 福祉モール「アルメリア」の創設を目指して セミファイナリスト賞

長崎県立島原農業高等学校
地域活性化 PROJECT! (パッションフルーツのグリーンカーテン啓発活動と100%和紙
の特産品へ向けた取り組み)

ベスト１００

熊本県立熊本商業高等学校 観光用ナビ付き電動自転車レンタルサービス ベスト１００
熊本県立天草高等学校 宝島天草の『癒しと刺激』を楽しもう！ ベスト１００

大分 大分県立大分東高等学校 目指せ！！東魂(とうこん)麺(めん)　（大分市特産のニラを利用した新商品） ベスト１００

鹿児島県立奄美高等学校
地方創生のためのＰＢ商品企画ビジネス ～商品が生産・流通していく過程で地域に
新しい仕事（雇用）を生み出したい～

ベスト１００

鹿児島県立鹿児島南高等学校
おご女子プレゼンツ 世界の中心で鹿児島を叫ぶ　　焼酎からＳＨＯＣＨＵへ －　価値
ゼロからの挑戦　－

セミファイナリスト賞

鹿児島県立福山高等学校 焼酎からつくる新しい酢で福山を救おう！プロジェクト ベスト１００
沖縄県立コザ高等学校 ひーじゃーミートプロジェクト　 ～山羊肉は飼料危機を救う！！～ セミファイナリスト賞

沖縄尚学高等学校 めんそーれ！！ 沖縄プロジェクト ベスト１００

愛媛

愛知

京都

大阪

大阪府立三国丘高等学校

兵庫

岡山

広島

香川 香川県立高松工芸高等学校

高知

長崎

熊本

鹿児島

沖縄


