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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９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ファイナリストが決定しました。 

応募総数 3,087件（353校）から選ばれたファイナリスト 10組は、令和４年 1月９日

（日）に東京大学本郷キャンパスで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。 

なお、本年度の最終審査会については、コロナ禍であることを踏まえ、無観客で行いま

すが、その模様は Web上でライブ配信します。（※） 

日本公庫は、起業を増やし、活力あふれる日本を創っていくために、これからも次世

代を担う若者の創業マインド向上に取り組んでいきます。 

【ファイナリスト 10組（高校名）】（順不同） 

・札幌日本大学高等学校（北海道） ・京都府立桂高等学校（京都府） 

・宮城県農業高等学校（宮城県） ・灘高等学校（兵庫県） 

・東京学芸大学附属国際中等教育学校（東京都）  ・岡山県立笠岡商業高等学校（岡山県） 

・市川高等学校（千葉県） ・岡山県立高梁高等学校（岡山県） 

・洗足学園高等学校（神奈川県） ・香川県立高松高等学校（香川県） 

（プランの概要は別紙参照） 

 

 

（※）最終審査会（令和 4年 1月 9日 13時 00分～）は以下の URLにてライブ配信します。 

   URL： https://www.youtube.com/channel/UCji7jYFrG3H_pvs3vBQGgaQ 

 

 

 

 

 

「高校生ビジネスプラン・グランプリ」のファイナリスト 10 組が決定 

～令和４年１月９日の最終審査会で熱い想いを込めたプレゼンテーションを披露～ 

ニュースリリース 

※第７回最終審査会（2020 年 1月 12日）の様子 

https://www.youtube.com/channel/UCji7jYFrG3H_pvs3vBQGgaQ


【ファイナリスト１０組のプラン概要】（順不同） 

高校名 プランタイトル プラン概要 

札幌日本大学高等学校
【北海道】 

音波で空き家の健康を診断 
～この機械があれば誰でも簡単に～ 

木造住宅の柱などの木材用の超音波診
断装置（PHC)を開発し、空き家の状態を
的確かつ効率的に把握して空き家の選
別と再活用や再販売を促進するプラン。 

宮城県農業高等学校 
【宮城県】 

#ZEROマイプラ 

水田用肥料として使われているプラス
チックカプセル肥料の残骸による環境
汚染を防止するため、ウレアホルムによ
る緩効性肥料を開発し廃棄物ゼロを目
指したプラン。 

東京学芸大学附属 
国際中等教育学校 

【東京都】 
Re-LINK 

母国語で会話する機会が少ない在日外
国人に、わが国の帰国子女とのオンライ
ン上での交流機会を設けてお互いの言
葉の壁を解消し、言語能力の維持を目指
したプラン。 

市川高等学校 
【千葉県】 

森ポタ 
～つなげ！ 森林への架け橋～ 

わが国の森林維持のため「森林体験付き
オーナー制度」を設け、多くのオーナー
を募ることで、その収益から森林の植
林、伐採、育林のサイクルの維持を図る
プラン。 

洗足学園高等学校 
【神奈川県】 

脱！’規格外’野菜 
～日焼け止めで十年後の肌と環境を守

ろう～ 

野菜に含まれる UV ケア効果のあるアン
トシアニンに着目し、規格外野菜から日
焼け止めクリームを作成するキットを
開発し、子供用に販売して学習と日焼け
止め効果の両方を目指したプラン。 

京都府立桂高等学校 
【京都府】 

 
「梅ぇトマト」の栽培とブランド化プ

ロジェクト 
 

梅干しの生産過程で大量に排出され廃
棄が困難な梅酢に着目。これを活用した
トマトの栽培方法を開発し、高糖度のブ
ランドトマトとして商品化するプラン。 

灘高等学校 
【兵庫県】 

CASE Pick 

食材購入に時間が割けないワーキング
マザーと、時間に余裕のある高齢者を結
び、買い物の代行を委託することで、子
育て世代の負担軽減と高齢者の健康維
持を狙ったアプリを開発するプラン。 

岡山県立笠岡商業高等学校

【岡山県】 

生きた化石と人類の共栄 
～人類を救う！カブトガニ牧場～ 

地元に生息するカブトガニの血液が
COVID-１９のワクチン開発原料に使用
されていることに着目し、養殖による大
量生産で国内製薬会社にその血液を供
給するプラン。 

岡山県立高梁高等学校
【岡山県】 

狩猟免許保有の女子高校生が提案する 
‘狩猟技術スクール’ 

増加する鳥獣被害と狩猟免許取得者の
減少という課題解決のため、狩猟講習会
によりワナ免許取得者を増やし、駆除の
奨励とジビエなどの観光資源化により
地域活性化を目指すプラン。 

香川県立高松高等学校 
【香川県】 

Make happy week 
～自分を好きになる一週間～ 

 

生理用品の購入や生理についての情報
取得や医師などに相談可能なアプリの
開発。人に聞けない悩みを解消し、アプ
リ代金は生理用品購入困難な人への商
品の寄付とする女性を支援するプラン。 

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

別紙 



 

【最終審査会の概要】 

日時 令和４年 1月９日（日）13：00～17：30 

場所 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内）  

 

13:00～13:10 開会挨拶、審査員の紹介 

13:10～15:40 ファイナリスト 10組によるプレゼンテーション 

15:40～16:50 

特別講演・意見交換会 

Space BD株式会社 代表取締役 永崎 将利 氏 

「宇宙ビジネスに挑むいま、大切にしていること。」 

永崎 将利氏プロフィール 

・1980年生、福岡県北九州市出身。 

・早稲田大学教育学部卒業後、三井物産株式会社で人事部（採用・

研修）、鉄鋼貿易、鉄鉱石資源開発に従事、2013年に独立。 

・1年間の無職期間を経て 2014年ナガサキ・アンド・カンパニー株

式会社設立、主に教育事業を手掛けたのち、2017 年 9 月 SpaceBD

株式会社設立。 

・日本初の「宇宙商社®」として、設立 9 か月で JAXA 初の国際宇宙

ステーション民間開放案件「超小型衛星放出事業」の事業者に選

定されるなど、宇宙商業利用のリーディングカンパニーとして宇

宙の基幹産業化に挑んでいる。 

・著書「小さな宇宙ベンチャーが起こしたキセキ」（アスコム）。 

 

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 

武蔵大学 副学長/経済学部教授（審査員長） 髙橋 徳行 氏 

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室長 石井 芳明 氏 

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 代表取締役社長 斎藤 祐馬 氏 

株式会社ベアーズ 取締役副社長 髙橋 ゆき 氏 

Selfwing Vietnam Co.,Ltd CEO 学術博士（起業家教育） 平井 由紀子 氏 

NPO法人 ETIC. 創業者 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 若井 克之 
 

 



都道府県 表彰

北海道 ベスト100

北海道 ベスト100

北海道 ベスト100

北海道 ベスト100

青森県 ベスト100

青森県 セミファイナリスト

岩手県 ベスト100

秋田県 ベスト100

山形県 ベスト100

福島県 ベスト100

茨城県 ベスト100

茨城県 ベスト100

栃木県 ベスト100

群馬県 ベスト100

埼玉県 ベスト100

埼玉県 ベスト100

新潟県 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 ベスト100

東京都 セミファイナリスト

東京都 ベスト100

千葉県 ベスト100

神奈川県 セミファイナリスト

神奈川県 ベスト100

神奈川県 ベスト100

神奈川県 ベスト100

富山県 ベスト100

富山県 ベスト100

石川県 ベスト100

Starting

ORIGAMI BOX

ライスライン　～小麦の代わりに米粉はいかが？～

傘まるくん～ビニールからビニールへの物語～

いとま

多機能メイクブラシMIRY

ポジティブな学校作りに特化したSNS「ポジティブスクール」

OmoChange～その玩具、貴方と誰かの価値になる～

みんなでモバシュバろう

難民検定　DANDELION

みんなの応援購買

オテガミタイムマシーン

アブサポ

SEMNGs「持続可能なエコマグノベルティ目標」

Leftな社会へ

Yo-Bee

洋服リサイクルプロジェクト

学校や企業向けのボランティア・インターンサービス

地域をつなぐ笑顔の架けハチ21　～ミツバチが世界を救う～

本を楽しむブックカフェ

加賀棒茶入りハンドウォッシュとハンドジェル

市川高等学校

横浜市立南高等学校

洗足学園高等学校

洗足学園高等学校

洗足学園高等学校

富山県立富山商業高等学校

富山高等専門学校　射水キャンパス

石川県立金沢商業高等学校

①「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

学校名

北海道美幌高等学校

北海道北見商業高等学校

旭川工業高等専門学校

北海道倶知安農業高等学校

青森県立三本木農業高等学校

その他の表彰

　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組)を「セミファイナリスト賞」として表彰します。

プランタイトル

シェアリング一次産業

シャッターアートで街を彩る

日本最北の高専で厳しい寮生活を通じ科学と起業に目覚めるツアー

副産物から始まる内外美容

種から始まる食べる脂と油の物語

八戸工業高等専門学校 コロナウイルスも真っ青！
～藍と貝で抗菌・消臭できる乾燥剤～

東京都立日比谷高等学校

開成高等学校

桜蔭高等学校
淑徳与野高等学校

開成高等学校

多摩大学目黒高等学校

長岡工業高等専門学校

埼玉県立蕨高等学校
普連土学園高等学校

埼玉県立川越工業高等学校

エゴマで地域に笑顔と活力を！～商品開発から広がる地域連携～岩手県立遠野緑峰高等学校

All Oga

米沢ラーメン缶

私たちのストローが海洋生物を救う！

規格外廃棄野菜でつくる未来のカタチ

現代版 お医者さんカバン

意匠権を活用した「青春いちごまんじゅう」の開発販売

秋田県立男鹿海洋高等学校

山形県立米沢商業高等学校

福島県立福島高等学校

Very Berry DressingでHappyを届けよう

中央大学杉並高等学校

田園調布雙葉高等学校

東京都立第五商業高等学校

第一学院高等学校 立川キャンパス

茨城県立水戸農業高等学校

江戸川学園取手高等学校

栃木県立鹿沼商工高等学校

利根沼田学校組合立利根商業高等学校

早稲田大学高等学院

別添



都道府県 表彰学校名 プランタイトル

石川県 ベスト100

静岡県 ベスト100

静岡県 ベスト100

静岡県 ベスト100

静岡県 ベスト100

静岡県 ベスト100

愛知県 セミファイナリスト

愛知県 ベスト100

三重県 ベスト100

滋賀県 ベスト100

滋賀県 セミファイナリスト

京都府 ベスト100

京都府 ベスト100

京都府 セミファイナリスト

兵庫県 ベスト100

兵庫県 セミファイナリスト

兵庫県 ベスト100

兵庫県 ベスト100

大阪府 セミファイナリスト

大阪府 ベスト100

大阪府 ベスト100

大阪府 ベスト100

奈良県 ベスト100

奈良県 ベスト100

奈良県 ベスト100

奈良県 ベスト100

奈良県 ベスト100

和歌山県 ベスト100

岡山県 セミファイナリスト

広島県 ベスト100

広島県 ベスト100

徳島県 ベスト100

徳島県 ベスト100

徳島県 ベスト100

香川県 セミファイナリスト

香川県 ベスト100

日食が勝敗を分けた！？プラネタリウムで体感する源平探訪ツアー

Just in Case サービス

スマート農業で新たな挑戦！薬用作物で元気な三豊市へ！

環境管理のｅMAちゃん

まちに笑顔のいろどりを～上勝から広がる交流の場～

「学校」でも「塾」でもない「第３の学習の場」

竹紙で快適すぎ（杉）空間！～新しい生活様式への挑戦～

「骨のあるヤツ！多高のハマちゃん！」

西農式シカ防止柵　～キハダの普及に向けて～

紀南でスタディケーション

UIC

Comfortable Cleaning

地球とお財布を救え！みんなの味方わりびー！

週刊Reader

食品ロスゼロを目指して　～全ての食べ物に感謝を～

Chatters(チャッターズ）

igloo.

レルカップ

Use Up Kitchen

quality inquiry education

地域公共交通再生ソーシャルビジネスプラン

ふみっこふみまるで居心地の良い教室をつくる！！

にゃんこハイム

バイオマス産業のまちづくり

なくならず転がらない！完璧な消しゴムカバーでMLGｓを推進！

グローバドール

Sugi Wash～北山杉の香～

ウォークピース　～全ての人が安心して歩ける町づくりに～

帝塚山高等学校

帝塚山高等学校

五條市立西吉野農業高等学校

和歌山県立神島高等学校

西大和学園高等学校

西大和学園高等学校

神戸女学院高等学部

神戸女学院高等学部

これが、高校生が考える商店街の生きる道！！

６次産業体験サイトが家庭菜園に新たな楽しみ方を提案！

廃棄木材が”女性の肌”と”親子の絆”を救う！！

viewっとrun

「岡崎おうはん・ＳＤＧｓ健康卵」ですべての人に健康と福祉を

親子で体験！食育農業体験～農地再生隊～　in能登

「マスマス元肥（ゲンピ）」を使って、富士宮をマスマス元気に

Radiance Stick

徳島県立城東高等学校

徳島県立阿南支援学校

香川県立多度津高等学校

香川県立笠田高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校
岡山県立岡山大安寺中等教育学校

広島県立広島工業高等学校

広島市立広島工業高等学校

徳島県立徳島商業高等学校

静岡県立富士宮北高等学校
静岡県立富士宮西高等学校
静岡県立富岳館高等学校
静岡県立富士宮東高等学校
星陵高等学校
福智高等学校（富士宮高等専修学校）

静岡県立伊東商業高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

加藤学園暁秀高等学校

洛陽総合高等学校

立命館宇治高等学校

京都先端科学大学附属高等学校

灘高等学校

愛知県立安城農林高等学校

愛知高等学校

三重県立相可高等学校

滋賀県立虎姫高等学校

立命館守山高等学校

大阪府立三国丘高等学校

明星高等学校

明星高等学校

灘高等学校

大阪府立三国丘高等学校

石川県立七尾高等学校



都道府県 表彰学校名 プランタイトル

香川県 ベスト100

愛媛県 ベスト100

愛媛県 ベスト100

愛媛県 ベスト100

愛媛県 ベスト100

福岡県 ベスト100

佐賀県 ベスト100

佐賀県 ベスト100

長崎県 ベスト100

大分県 ベスト100

熊本県 ベスト100

熊本県 ベスト100

熊本県 ベスト100

熊本県 ベスト100

熊本県 ベスト100

鹿児島県 ベスト100

鹿児島県 ベスト100

沖縄県 ベスト100

その他 ベスト100

都道府県 都道府県

山形県

埼玉県

神奈川県

山梨県 山口県

石川県 香川県

岐阜県 熊本県

奈良県 大分県帝塚山高等学校

愛知県立愛知商業高等学校

啓明学院高等学校

兵庫県立神戸商業高等学校

広島修道大学ひろしま協創高等学校

広島学院高等学校

広島県立広島国泰寺高等学校

山口県立防府商工高等学校

大手前高松高等学校

真和高等学校

東京都立第五商業高等学校

神奈川県立中央農業高等学校

山梨県立甲府工業高等学校

岐阜県立岐阜商業高等学校

北海道釧路商業高等学校

兵庫県

広島県

大分県立別府翔青高等学校

Saijo級の農家支援アグリビジネス　青パパイヤプロジェクト

『島生活をオーダーメイド』　～古民家『ねぎねぎ』滞在プラン～

山形県立酒田光陵高等学校

石川県立金沢商業高等学校

栄北高等学校

東京都立世田谷総合高等学校

②学校賞

愛知県立旭丘高等学校

学校名

札幌新陽高等学校

学校名

応募高校の中から、起業教育の推進を熱心に取り組まれている学校22校を選出し、「学校賞」として表彰します。

東京都

愛知県北海道

Ｎ高等学校　（ネットコース） 伝統文化を繋いでゆく～伝統文化に特化した体験&予約サイト～

熊本県立八代東高等学校

熊本県立天草工業高等学校

熊本県立熊本農業高等学校

熊本県立鹿本農業高等学校

東明館高等学校

長崎県立島原高等学校

大分県立大分鶴崎高等学校

県産麦を活用した地域活性化を目指した機能性パンの開発

PULE

はばtake light

Shift-note

山鹿産和紅茶の魅力を発信　和紅茶を使用した商品開発

シンデレラネオの輝き

自然災害発見アプリ

いぐせっけん

たけッとペーパー

あなたの肌にベストなケアをButterflyで

新時代の弁当箱

かしまし元気Buy「KASI　RON」の「ゆず空」をとおして

良い土壌 オリーブドジョウを さあどうじょ

ＬＯＡＮ　ＢＡＣＫ　～　貸し出しエコバック～

ほんのりしませんか

小松TSUBAKIカフェ「camellia」

佐賀県立鹿島高等学校　大手門学舎

香川県立高松高等学校

愛媛県立弓削高等学校

愛媛県立西条農業高等学校

愛媛県立小松高等学校

愛媛県立北宇和高等学校

沖縄県立北部農林高等学校

鹿児島県立鹿児島南高等学校

鹿児島県立川内商工高等学校

熊本県立高森高等学校

北九州市立高等学校


