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第 9回「しずぎん起業家大賞」の募集を開始 
 

 

静岡銀行(頭取 柴田 久)では、地方創生の取り組みの一環として、地域経済の活性化や雇用拡大につな

がる「新規創業者」「革新的な事業に取り組む事業者」の支援を目的に、「しずぎん起業家大賞」を開催

します。 

つきましては、応募者の募集を開始しますので、その概要をご案内します。 

 

１．第 9回「しずぎん起業家大賞」の概要 

（１）募集テーマ／「新たなチャレンジが、地域社会の豊かな未来を創る」 

（２）募集期間／9 月 12 日(月)～11 月 11 日(金) 

（３）応募資格／原則、静岡銀行の営業エリア内（東京・神奈川・静岡・愛知・大阪）に在住、あるいは

同エリア内に本社や拠点を構え、事業内容が以下のいずれかに該当する個人、事業者等 

①地域（社会）の課題解決に取り組む事業 

②自社独自の技術やリソースを活用・応用した事業 

③異業種・大学等と連携して取り組む事業 

（４）募集部門／①スタートアップ部門  ：創業準備段階または創業 5 年までの事業者 

②グローイングアップ部門：創業 5 年超で自社事業の革新や新分野への事業開拓を志

向する事業者 

（５）表彰者・事業奨励金等 

 事業奨励金 スタートアップ部門 グローイングアップ部門 

最優秀賞 100 万円 1 先 

優秀賞 各 40 万円 1 先 1 先 

特別賞 各 10 万円 最大 4 先（※） 

※特別賞は、最優秀賞・優秀賞以外の事業者で、新規性・課題解決性・共創性のいずれかが特に高い

評価を得た事業があった場合のみ表彰します。 

（６）受賞特典／しずおかフィナンシャルグループが事業の成長をサポートします。 

 特典内容 

最優秀賞 

優秀賞 

<以下のいずれかを選択> 

・静岡県内サテライトオフィス費用一部補助（上限 10 万円） 

・品川大井町レンタルオフィス「MICAN」ライト会員 1 年分 

全受賞者 

・次世代経営者塾 Shizuginship が開催するセミナー、講演会への無料参加（1 年間） 

・次世代経営者塾 Shizuginship 会員向けへの事業紹介（プレゼン審査会の動画を配信） 

・事業紹介リーフレットの制作（しずおかフィナンシャルグループ取引先への配布等） 

 



 

 

（７）選考基準／①新規性 ②課題解決性 ③共創性 ④事業性 

（８）応募方法／静岡銀行ホームページに掲載の募集要項、応募様式をダウンロードし、作成した応募書類

を営業店に提出いただくか、郵送もしくは電子メールで応募ください。 

        【郵送先】〒424-8677 静岡市清水区草薙北 2 番 1 号 

㈱静岡銀行 地方創生部「しずぎん起業家大賞」事務局 

        【電子メール】kigyouka@jp.shizugin.com 

（９）審査方法／しずおかフィナンシャルグループ役職員および有識者で構成する審査委員会による審査

を実施 

（10）審査スケジュール（予定） 

〇書類審査・結果発表 ／11 月 14 日（月）～12 月 16 日（金） 

〇ブラッシュアップ期間／2022 年 12 月 19 日（月）～2023 年 1 月 13 日（金） 

〇プレゼン審査会   ／2023 年 2 月 1 日（水）  

〇受賞者発表     ／2023 年 3 月上旬 

〇表彰式       ／2023 年 4 月上旬 

 

【過去開催概要】 

<第 1回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／創業前、スタートアップ、グロースの 3 部門で 246 社 

・最優秀賞／株式会社薬善（牧之原市）、ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社（浜松市） 

<第 2回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／次世代技術、ニュービジネスプラン、企業革新の 3 部門で 87 社 

・最優秀賞／株式会社マクルウ（富士宮市）、松本潤一郎氏（賀茂郡松崎町）、 

スマル水産株式会社（焼津市） 

<第 3回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／次世代技術、ニュービジネスプラン、企業革新の 3 部門で 102 社 

・最優秀賞／株式会社鈴生（静岡市） 

<第 4回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／起業家、企業革新の 2 部門で 124 社 

・最優秀賞／株式会社トヨコー（富士市） 

<第 5回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／起業家、企業革新の 2 部門で 157 社 

・最優秀賞／ロボセンサー技研株式会社（浜松市） 

<第 6回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／技術分野、サービス分野の 2 分野で 176 社 

・最優秀賞／株式会社エイディーディー（沼津市） 

<第 7回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／創業前、スタートアップ、企業革新・第二創業の 3 部門で 147 社 

・最優秀賞／仲山貴金属鍍金株式会社（浜松市） 

<第 8回「しずぎん起業家大賞」の概要> 

・応募総数／創業、新規事業の 2 部門で 110 社 

 

kigyouka@jp.shizugin.com
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