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Ⅰ．総括 
  本事業年度の助成事業として、第 17回で一般枠 6件、第 18回で一般枠 8件、学生枠 7件、 
計 21件総額 15百万円の助成を行った。付帯事業として第 8回成果報告会・交流会も開催した。 
本年度助成事業の詳細は下表の通り。 

助成項目 助成実績 
回数 枠 分類 件数（件） 金額（万円）

ひろしまベンチャー奨励賞（法人） 3 300
ひろしまベンチャー育成賞（個人） 2 150一般 
ひろしまベンチャーエコ特別賞 1 100

17 

小計 6 550
ひろしまベンチャー大賞 1 300
ひろしまベンチャー奨励賞（法人） 3 400一般 
ひろしまベンチャー育成賞（個人） 4 200

小計 8 900
ひろしまヤングベンチャー賞 
（科学・技術分野） 0 0

ひろしまヤングベンチャー賞 
（商業・生活文化分野） 4 25学生 

ひろしまヤングベンチャー賞 
（地域コミュニティ・その他分野） 3 25

18 

小計 7 50
合計 21 1,500

 
Ⅱ．事業実績概要 
  平成 23年度の助成事業については、「第 17回ひろしまベンチャー助成事業」および「第 18回 
ひろしまベンチャー助成事業」の計 2回実施した。また、第 8回成果報告会・交流会を平成 23年  
8月 2日（火）に開催した。各事業の内容については以下の通り。 

 
１．助成事業 
（１）第 17 回ひろしまベンチャー助成事業 

①募集 
項目 内容 
募集期間 平成 23年 6月 1日（水）～平成 23年 7月 31日（日） 

PR活動 

 中国新聞への広告掲載 
 ポスター2,100枚、パンフレット 21,000枚配布 
 プレス発表 
 ホームページ掲載 
 県内自治体（市）、商工会議所、大学等訪問 

応募数 67件（法人 36件、個人 31件） 
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②審査 
審査会 項目 内容 

日時 平成 23年 7月 25日（月）13:00～14:00 

第 17回審査委員会 
議題 

 審査委員の交代 
 正副委員長の選出（互選） 
 審査方法、審査日程 

日時 【書面審査】平成 23年 8月 4日（木）～12日（金）
【検討会】平成 23年 8月 26日（金） 

場所 【書面審査】広島銀行 7階会議室 
【検討会】ひろしまハイビル２１ 17階会議室 

審査委員 10名 
審査方法 書面審査 

一次審査会 

一次審査選考数 13先 
日時 平成 23年 9月 13日（火）10:00～17:15 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 
審査委員 12名 
審査方法 面接審査 

二次審査会 

二次最終選考数 6先 
 
 ③助成金贈呈 

区分 助成項目 金額（万円） 助成先 
ひろしまﾍﾞﾝﾁｬｰ大賞 (300) 該当なし 

金賞 (200) 該当なし 
100 巴屋清信（有） 
100 （株）西尾園芸 

ひろしまﾍﾞﾝﾁｬｰ奨励賞 
（法人） 銀賞

100 八幡川酒造（株） 

金賞 100 広島大学 医歯薬学総合研究科 
教授 田原 栄俊 ひろしまﾍﾞﾝﾁｬｰ育成賞 

（個人） 
銀賞 50 marru 磯崎 直美 

一般枠 

ひろしまベンチャーエコ特別賞 100 （株）ジブランド 
合計 550  

 
 ④贈呈式 

項目 内容 
日時 平成 23年 10月 27日（木）14:00～15:30 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 
式次第  理事長挨拶 

 来賓挨拶 
広島県商工会議所連合会 幹事長 谷村 武士 様 

 受賞者発表ならびに助成金贈呈 
 審査講評 

審査委員長 中谷 隆（県立広島大学 教授） 
 助成先事業内容の発表 
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（２）第 18 回ひろしまベンチャー助成事業 
①募集 

項目 内容 
募集期間 平成 23年 11月 1日（火）～平成 23年 12月 31日（土） 

PR活動 

 中国新聞への広告掲載 
 一般枠：パンフレット 21,000枚配布 
 学生枠：ポスター200枚、パンフレット 1,100枚配布 
 プレス発表 
 ホームページ掲載 
 県内自治体（市）、商工会議所、大学等訪問 

応募数 88件（一般枠 57件（法人 33件、個人 24件）、学生枠 31件） 
 
②審査 

審査会 項目 内容 
日時 書面にて開催 

第 18回 
審査委員会 議題  審査委員の交代 

 審査方法、審査日程 

日時 【書面審査】平成 24年 1月 12日（木）～25日（水）
【検討会】平成 24年 2月 1日（水） 

場所 【書面審査】広島銀行 7階会議室 
【検討会】ひろしまハイビル２１ 17階会議室 

審査委員 9名 
審査方法 書面審査 

一次審査会 

一次審査選考数 14先 
日時 平成 24年 2月 21日（火）10:00～17:15 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 
審査委員 12名 
審査方法 面接審査 

一
般
枠 

二次審査会 

二次最終選考数 8先 
日時 平成 24年 2月 14日（火）14:00～17:30 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 
審査委員 8名 
審査方法 面接審査 

学
生
枠 

審査会 

最終選考数 7先（書面審査選考数 11社） 
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 ③助成金贈呈 
区分 助成項目 金額(万円) 助成先 

ひろしまベンチャー大賞 300 （株）広島ｸﾗｲｵﾌﾟﾘｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
金賞 200 （株）ｽﾍﾟｰｽ･ﾊﾞｲｵ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 

100 （株）プロテック ひろしまﾍﾞﾝﾁｬｰ奨励賞 
（法人） 銀賞

100 合同会社フォーリアル 
金賞 (100) 該当なし 

50 ロッキンジャムプロジェクト 
代表 上代 隼平 

50 Think Onomichi 
梶高 慎輔 

50 山本 晶大 

ひろしまﾍﾞﾝﾁｬｰ育成賞 
（個人） 銀賞

50 佐々木 博之 

一般枠 

小計 900  

金賞 10 チーム K 
川手 智佳（県立広島大学） 

5 ベンチャービジネス研究会 
今冨 裕介（県立広島大学） 

5 HKD 
和田 恵里子（広島経済大学） 

ひろしまﾔﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ賞 
（商業・生活文化分野）

銀賞 

5 山本 昇平（近畿大学） 

10 チームあろえ 
桧垣 梨佳（安田女子大学） 金賞 

10 上田 聖矢（広島大学） 
ひろしまﾔﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ賞 
（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ･その他

分野） 
銀賞 5 「朝花夕拾」中国留学生チーム 

任 洪浩（広島大学） 

学生枠 

小計 50  
合計 950  

 
 
 ④贈呈式 

項目 内容 
日時 平成 24年 3月 22日（木）14:00～15:30 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 

式次第 

 理事長挨拶 
 来賓挨拶 

広島市経済局 産業振興部 部長 大森 寛 様 
 受賞者発表ならびに助成金贈呈 
 審査講評 

審査委員長 中谷 隆（県立広島大学 教授） 
 助成先事業内容の発表 
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■ 第 16 回ひろしまベンチャー助成事業 贈呈式 

東日本大震災の影響により開催を延期していた、第 16 回ひろしまベンチャー助成事業の 
贈呈式を、以下のとおり開催した。 
項目 内容 
日時 平成 23年 6月 1日（水）14:00～15:45 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 

式次第 

 理事長挨拶 
 来賓挨拶 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 常務理事 森下 幾三 様 
 受賞者発表ならびに助成金贈呈 
 審査講評 

審査委員長 武藤 徳男（県立広島大学 教授） 
 助成先事業内容の発表 

 
 

２．助成に付帯する事業 
区分 項目 内容 

日時 平成 23年 8月 2日（火）15:00～18:00 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階会議室 

式次第 

 開会 
 基調講演 

日本ベンチャーキャピタル協会会長 呉 雅俊 様 
 成果報告会（7先） 
 交流会（17:10～18:00） 

第 8回成果報告会・
交流会 

参加人数 成果報告会：90名、交流会：75名 
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Ⅲ．財団運営管理の概要 
 平成 23年度の財団運営管理については、理事会を 3回、評議員会を 2回開催した。また、平成 
24年度事業計画等の広島県知事への届出も行った。 
  詳細は以下の通り。 
 
１．理事会開催状況 

区分 項目 内容 
日時 平成 23年 4月 27日（水）15:25～ 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階プレジデンシャルルーム 

第一回理事会 
議案 

 平成 22年度事業報告（決議事項） 
 平成 22年度収支決算（  〃  ） 
 平成 23年度定時評議員会の招集（  〃  ） 

日時 平成 23年 9月 29日（木）13:55～ 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階プレジデンシャルルーム 第二回理事会 
議案  第 17回助成金交付先の選定（決議事項） 
日時 平成 24年 3月 5日（月）13:55～ 
場所 広島銀行本店 7階 71号会議室 

第三回理事会 
議案 

 助成事業の見直し（審議事項） 
 平成 24年度事業計画（決議事項） 
 平成 24年度収支予算（  〃  ） 
 第 18回助成金交付先の選定（  〃  ） 

 
２．評議員会開催状況 

区分 項目 内容 
日時 平成 23年 5月 17日（火）13:30～ 
場所 ひろしまハイビル２１ 17階プレジデンシャルルーム 

定時評議員会 
議案 

 平成 22年度事業報告（報告事項） 
 平成 22年度収支決算（決議事項） 
 評議員の選任（  〃  ） 

決議日 平成 23年 8月 5日（金） 
臨時評議員会 
（書面評決） 議案  評議員の選任（決議事項） 

 監事の選任（  〃  ） 
 
３．監査の実施状況 

区分 項目 内容 
日時 平成 23年 4月 12日（火） 
場所 広島銀行本店 2階応接室 監事監査 
内容 平成 22年度貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録
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４．広島県知事への届出事項 
区分 項目 内容 

届出日時 平成 23年 6月 7日（火） 
変更の届出 

届出内容 評議員の変更 
届出日時 平成 23年 8月 18日（木） 

変更の届出 
届出内容 評議員・監事の変更 
届出日時 平成 24年 3月 29日（木） 

事業計画等の提出 
届出内容 事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資見込など 

 
Ⅳ．その他 
 助成事業、管理運営の他の事業として、第 8 回《ひろしま》ビジネスマッチングフェアへの後
援を行った。 

  詳細は以下の通り。 
区分 項目 内容 

日時 平成 23年 9月 15日（木）10:00～17:00 
場所 広島県立広島産業会館 

第 8回《ひろしま》
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ 

後援 主催 《ひろしま》ビジネスマッチングフェア実行委員会 
 
 
 
 

以  上 
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