
地域産業資源活用事業【採択件数：１３３件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

北海道－１ どさんこミュゼ株式会社 9440001007578 北海道七飯町
北海道開拓の歴史を背景とした、これまでにない体験観光プログラムの開発と集客
手法を用いたブランド化及び商品の高付加価値化を図る

北海道－２ 株式会社ハルキ 6440001006236 北海道森町 道南スギを用いた防火木材の外装材・内装材の開発・販売

北海道－３ 有限会社マルトシ吉野商店 7440002010054 北海道寿都町
スッツ・オイスター・ビレッジ整備と寿都の歴史・文化・マリンフードを組み合わせた観
光事業

東北－１ あおもり藍産業協同組合 6420005002316 青森県青森市 青森独自の染料化技術を核とする「あおもり藍」ブランド商品の開発、製造、販売

東北－２ 日本ハルマ株式会社 1420001009757 青森県弘前市
青森県産搾汁りんごの未利用部分を原料とした新しい濃縮りんご果汁製品「アップ
ルクリレ」の商品化

東北－３ 河野商店 － 青森県むつ市 青森県下北半島産アピオスを活用した食品開発、販売事業

東北－４ 株式会社北彩屋 9420001014683 青森県むつ市 むつ市大畑産『海峡サーモン』及び『真イカ』を活用した新商品開発販売事業

東北－５ 株式会社今井産業 8420001010048 青森県平川市
青森県産の杉・りんご樹の端材を活用した波型木質新素材（波型ボード）の開発・販
売

東北－６ 有限会社柏崎青果 9420002018139 青森県おいらせ町
黒ごぼうを活用したノンカフェインティーなど飲食料品開発、製造及び国内外販路開
拓事業

東北－７ 有限会社島木材工業 2420002019283 青森県大間町 青森ヒバの小径木を活用した構造材の製造・販売

東北－８ なんぶ農援株式会社 3420001007701 青森県南部町 青森県南部地方特産の妙丹柿を利用したスイーツ及び柿酢などの開発、製造、販売

東北－９ 有限会社川原商会 7400002000884 岩手県盛岡市
岩手県産りんごと独自の減圧加工技術を活用し、無加糖・高糖度・低GI値で安全・安
心に配慮した「スポーツピューレ・スポーツジャム」等の製造と販路開拓

東北－１０ 及川冷蔵株式会社 5402701000035 岩手県大船渡市
電子レンジで簡単に調理できるさんま天日干し「新・三陸太郎」等の商品開発と販路
開拓

東北－１１ 株式会社佐幸本店 7400001007963 岩手県久慈市 ヤマブドウ樹液を活用した化粧品用原料の開発及び販売

東北－１２ 株式会社川喜 8400001007310 岩手県釜石市
低酸素気流を利用した粉体殺菌技術による保存性に優れた無添加性生そば・半生
そばの開発・販売

東北－１３ 久慈ファーム有限会社 6400002012674 岩手県二戸市
自社農場生産の「折爪三元豚　佐助」（佐助豚）を使ったシャルキュトリー（フランスの
豚肉加工品）等の開発、製造及び販売

東北－１４ インベンターズ株式会社 6370001020822 宮城県仙台市 気仙沼産カキの旨みを活かした「オイスターチャウダー」等の商品化とブランド構築

東北－１５ 有限会社ヤマコ武田商店 8370602001946 宮城県塩竃市 塩竈旬感マグロの新たな加工・流通システム開発とブランドの確立

東北－１６ 株式会社斉吉商店 9370501000230 宮城県気仙沼市
三陸産さんま等を利用した常温保存可能な加工品開発と顧客に直接語りかける販
路の確立

東北－１７ 株式会社カネダイ 4370501000136 宮城県気仙沼市
まるずわいがにを活かした、手軽に本格かに風味が出せる調味料等の開発・製造・
販路開拓とブランディング

東北－１８ 株式会社かね久 6370601003318 宮城県多賀城市
宮城県産有機ＪＡＳ米の「米ミルク（ライスミルクパウダー）」を活用した健康食品の開
発・製造・販路開拓とブランド化

東北－１９ マルニ食品株式会社 4370401000574 宮城県登米市
「あおばの恋」等宮城県産小麦を活用した女性向け新テイストパスタ＆パスタスイー
ツの新ブランド開発

東北－２０ 有限会社三浦米太郎商店 7410002007490 秋田県にかほ市 新素材等を活用した食べやすさや風味を革新させた「鰰寿し」の開発・販売

東北－２１ 株式会社出羽 7390001013179 山形県酒田市
本邦初！庄内産そばと庄内米を活用した新商品（そばどぶ）の商品化及びブランド
化

東北－２２ 有限会社福島路ビール 8380002006082 福島県福島市
フルーツ王国福島のくだものを使用したフルーツビール（発泡酒）の開発と販路開拓
事業

東北－２３ あぶくま食品株式会社 6380001003149 福島県伊達市 福島県産生食用桃を活用した高付加価値加工食材の開発と販路開拓

関東－１ 有限会社きらら館 4050002010105 茨城県笠間市 茨城県産米粉や栗等を活用したフランス流本格パンシリーズのブランド化事業

関東－２ 株式会社小沢食品 7050001004633 茨城県那珂市
茨城県農産物を使った健康ニーズに対応した新ジャンル大豆加工商品の開発・販売
事業

関東－３ 株式会社島田商店 3050001010148
茨城県かすみがうら
市

蒸射加工技術を応用して開発する霞ヶ浦水産物と野菜の惣菜商品販売ブランド化事
業

関東－４ ピーナッツカンパニー － 茨城県龍ヶ崎市
新ターゲットに向けた茨城県産ピーナッツクリームシリーズ及びピーナッツ調味料の
開発販売による地域活性化事業

関東－５ 株式会社風實 3050001033289 茨城県筑西市
燻製技術を活用したローズポークと茨城県農産物を組合わせた燻製オイル漬け商
品開発

関東－６ 有限会社那須高原今牧場 7060002023202 栃木県那須町
那須地域原産の生乳と乳酸菌を使った地場産チーズの開発と販売および地域ブラ
ンド化

関東－７ 株式会社野州たかむら 3060001009676 栃木県茂木町 栃木県産の農産物を使用したキャンディの開発および販売

関東－８ 西堀酒造株式会社 9060001014588 栃木県小山市 新たな仕込み方法による古代米酒等の開発と販売

関東－９ 蕎麦処　浅野屋茂兵衛 － 栃木県小山市
小山の地粉「イワイノダイチ」100%のうどんの開発と販売および小山うどんのブランド
化

関東－１０ 株式会社エーアンドブイ企画 2070001000379 群馬県前橋市 群馬県産の豚を活用した、豚加工食品の新商品開発と販路拡大

関東－１１ 高崎弁当株式会社 5070001007512 群馬県高崎市 群馬の牛肉・豚肉と老舗弁当屋の技術を融合した惣菜の開発・販売事業

関東－１２ 増田煉瓦株式会社 3070001003034 群馬県前橋市 群馬県産の小麦と果実発酵種を活用した、新たなパン等の開発・販売

関東－１３ 有限会社浅間高原麦酒 6070002036146 群馬県嬬恋村 群馬県産原材料を活用した麦の香り豊かなフルーツエールの開発・販売

関東－１４ 鳥山畜産食品株式会社 6070001017816 群馬県渋川市 群馬県産赤身肉質を追及した嗜好別牛精肉および加工品の製造・販売

関東－１５ 株式会社シェモワ 2070001023446 群馬県片品村 虹鱒ギンヒカリを活用した加工品開発と販売及び虹鱒ギンヒカリのブランド化事業

関東－１６ 株式会社TOPグループ 4070001011449 群馬県高崎市 群馬県産旬の果物で作るフローズンスイーツの開発・販売
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関東－１７ 根岸物産株式会社 5070001012545 群馬県藤岡市
地域資源を活用した「リング麺（仮称）」の開発・販売及びリング麺を活用した調味済
商品の開発・販売

関東－１８ 茂木食品工業株式会社 1070001012078 群馬県下仁田町 群馬県産蒟蒻を活用した「口どけこんにゃく」の開発および販売

関東－１９ 株式会社ルポン 6070001022709 群馬県太田市 太田市名産「やまといも」を利用したシフォンケーキ等の開発とブランド化

関東－２０ 株式会社北毛久呂保 4070001023361 群馬県昭和村 新食感コンニャク加工品の商品開発及び販路開拓

関東－２１ 秩父観光土産品協同組合 6030005014994 埼玉県秩父市 秩父カエデ糖の特性を活かした新たな”カエデ糖”商品の開発と販売

関東－２２ みたけ食品工業株式会社 5030001020717 埼玉県戸田市
埼玉県産大麦を使用し機能性成分βグルカンの濃縮加工技術を活用した新たな大
麦食品の開発販売

関東－２３ 滝澤酒造株式会社 4030001086412 埼玉県深谷市 自社の清酒技術を活用した高級スパークリング清酒の商品開発並びに販売

関東－２４ 株式会社ティ・エス・シー 3040001050772 千葉県木更津市 サンブスギの間伐材を利用した集成材ブロック床材の新商品開発・生産・販売事業

関東－２５ 有限会社養老渓谷やまびこ 5040002102926 千葉県大多喜町 千葉県大多喜町の良質な「白タケノコ」を利用した、地域お土産品の開発及び販売

関東－２６ 有限会社スズ市水産 4040002100427 千葉県南房総市
低活用鮮魚を原材料とする定型・定量を可能とするファストフィッシュ水産加工品の
開発及び販売

関東－２７ 井上酒造株式会社 2021001034009 神奈川県大井町 西湘フルーツと伝統の酒造り技術を活用したミックスリキュールの開発・販売事業

関東－２８ 株式会社三崎恵水産 6021001043542 神奈川県三浦市
三崎まぐろのビンチョウマグロと未利用部位肉(頭肉等)を活用した「三崎産ツナ」商品
の開発・販売

関東－２９ 株式会社古敷谷畜産 9021001040314 神奈川県横須賀市 三浦半島の和牛を活用した横須賀ビーフジャーキーの開発・販売事業

関東－３０ 有限会社鳥仲商店 3021002058963 神奈川県平塚市 湘南レッドと湘南しらす加工品を活用した平塚惣菜の開発・販売事業

関東－３１ 株式会社ＣＯＴＥ 4021001035509 神奈川県山北町
小田原の未利用魚と梅酢加工技術を活用した漁師（伝承）料理「鯵ダレ」等の開発・
販売事業

関東－３２ 株式会社一の湯 7021001034318 神奈川県箱根町
箱根温泉と文化財・農業などを組み合わせた観光体験サービス及び関連土産商品
開発・販売事業

関東－３３ 株式会社川上製作所 3110001018069 新潟県村上市
越後杉を活用した防火性能を有する日本の住環境に合った木製サッシ（引き違い
窓）の開発・販売

関東－３４ アサヤ食品株式会社 4090001009276 山梨県山梨市 山梨県産果実100%でつくる本格バルサミコ酢等の開発と販売

関東－３５ LOCALSTANDARD株式会社 4090003000299 山梨県甲府市
地場産業であるワインを核とした地域連携プラットフォームの構築による地域のブラ
ンド化と関連商品・サービスの開発・販売

関東－３６ 有限会社ぶどうばたけ 9090002011516 山梨県甲州市 軽量パッケージに入った彩り豊かでなめらかな濃縮ぶどうピューレの開発・販売

関東－３７ 天竜産業株式会社 5100001023448 長野県高森町 市田柿を原料とした市田柿ペースト商品の開発、製造、販売

関東－３８ 株式会社コーヨー化成 7080001010208 静岡県静岡市 静岡のバラ抽出エキスを活用したバラ関連商品の開発および販売

関東－３９ 株式会社白形傳四郎商店 5080001002181 静岡県静岡市 静岡県産茶の種子から搾油した、茶の実１００％の調理用オイルの開発と販売

関東－４０ 西光エンジニアリング株式会社 6080001016536 静岡県藤枝市
減圧製茶機の開発と販売及び、中山間部の茶葉を活用した減圧発酵茶事業化プロ
ジェクト

中部－１ 高田屋 － 富山県高岡市 純富山産ます寿しの商品開発及び販売事業事業

中部－２ 株式会社ヨネダ 7230001008806 富山県南砺市 かぶら寿しの製法を活用した新しい発酵食品の製造・販売事業

中部－３ 株式会社たてやま 9230001014249 富山県立山町
「立ち寄りたい町“たてやま”ベースキャンプ化プロジェクト」による着地型観光商品等
の開発・提供

中部－４ 飛騨高山ファクトリー有限会社 1200002019604 岐阜県高山市 飛騨の牛乳でつくるクリームミルクなどの製造・販売事業

中部－５ 中部食産株式会社 8200001023740 岐阜県恵那市 奥美濃古地鶏を使用したハム・ソーセージ・ウィンナー等の製造・販売事業

中部－６ 株式会社飛騨海洋科学研究所 2200001031947 岐阜県飛騨市 飛騨とらふぐを活用した飲食メニューの提供および加工品の製造販売事業

中部－７ アトリエキク － 岐阜県郡上市 花酵母の日本酒を原料としたコールドプロセス製法石鹸等の製造・販売事業

中部－８ 有限会社レイク・ルイーズ 5200002014782 岐阜県海津市 世界遺産「白川郷」のお米でつくるパウダー「ライスミルク」の製造・販売事業

中部－９ 株式会社丸八製菓 3180301007252 愛知県豊橋市 愛知の和菓子製造技術を活用したチョコだんご等の製造・販売事業

中部－１０ 丸石醸造株式会社 6180301001979 愛知県岡崎市 常温流通可能な高果汁・低アルコールリキュールの開発及び販路拡大事業

中部－１１ 尾鷲物産株式会社 3190001004391 三重県尾鷲市 鮮度・品質を高める独自加工技術によるブリ・マグロ加工製品の製造販売事業

中部－１２ 伊賀越株式会社 4190001008359 三重県伊賀市
天然醸造製法による海外向け醤油および醤油加工品シリーズの開発・製造・販売事
業

中部－１３ 万協製薬株式会社 9190001010896 三重県多気町 伊勢茶を活用した化粧品「まごころ」シリーズの製造・販売事業

中部－１４ 有限会社すぎもと農園 9190002005227 三重県御浜町
ナリンギンを含んだサマーフレッシュの粉末を活用した柑橘ドリンクの製造・販売事
業

近畿－１ 株式会社室次 3210001004075 福井県福井市 速醸技術を活用した旨味調味料（魚醤油など）の開発・製造および販売

近畿－２ ＮＳＷ株式会社 2120101040047 大阪府泉佐野市
水なすをはじめとする泉州野菜と大阪府産果実を使用したピクルスの開発・製造・販
売

近畿－３ かこっとん株式会社 5140001100078 兵庫県加古川市 加古川産綿花を活用した“かこっとんブランド”商品の開発・製造・販売

近畿－４ 大徳醤油株式会社 4140001046545 兵庫県養父市
但馬産のホタルイカ等の魚介を活用した天然醸造方式による安全・安心な魚醤の開
発・製造・販売

近畿－５ 株式会社堀内果実園 3150001018429 奈良県五條市 柿・梅などの果実の旨みを引き出した各種加工商品の開発・生産・販売

近畿－６ 株式会社吉田屋 4150001016076 奈良県下市町 吉野本葛でつくる新食感・洋感覚の植物性デザートの開発・製造・販売

中国－１ 甲陽ケミカル株式会社 6120001099907 鳥取県境港市
カニ殻から抽出される「キチン」「キトサン」を活用した高付加価値商品の製造・販売
事業

中国－２ 株式会社佐藤工務所 6280001005626 島根県奥出雲町
エゴマの未利用資源（絞り滓）を活用した、加工食品・美容用品向け加工原料の開
発・販売

中国－３ とびしま柑橘工房株式会社 6240001043613 広島県呉市 広島産レモンを活用した商品開発及びブランド化事業



中国－４ 有限会社桂馬商店 4240002050494 広島県尾道市
尾道市の地域産業資源「かまぼこ」を活用した新ジャンル商品「おのみちサルシッ
チャ」の展開

中国－５ 株式会社林商店 8250001006740 山口県下関市 山口県の銘酒「獺祭」の酒粕を使った魚等の粕漬け商品の開発および販路開拓

中国－６ マル幸商事株式会社 1250001006375 山口県下関市
下関市の地域資源である「クジラ」「ふぐ」「レンコダイ」「ウルメイワシ」を活用したレト
ルト加工等による商品開発および販路拡大

四国－１ 有限会社丸浅苑 8480002004778 徳島県徳島市
「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた椎茸エキスや地域特産物を活用し
たスポーツ飲料及び栄養補助食品の開発と販路開拓」

四国－２ 株式会社さわ 9480001003994 徳島県徳島市
木頭ゆずの果皮と種子を活用したマイクロペースト及びマイクロペーストを活用した
冷凍加工食品の開発・製造・販売

四国－３ 株式会社Nepari 6480001008146 徳島県三好市 ミツマタを活用した高活性ミツマタ炭の開発及び販路開拓

四国－４ 池田薬草株式会社 7480001007477 徳島県三好市
徳島県産すだち果皮を活用したスダチ果皮エキス及びスダチ果皮エキスを活用した
加工食品の開発・製造・販売

四国－５ 株式会社キングフーズ 8470001011165 香川県さぬき市
冷凍食品の生産に係る技術を活用した新たな魚介類使用冷凍食品の開発・製造・販
売

四国－６ 株式会社本田洋行 3500001014771 愛媛県四国中央市 愛媛のかんきつ（温州みかん）を活用したウェットシートの開発・製造・販売

四国－７ 株式会社オーシャンドリーム 4500001014077 愛媛県八幡浜市
八幡浜市の地域産業資源である「ハモ」のブランド化、及び持つ高タンパク質、低脂
肪、低カロリー、低コレステロールという特性を活用した加工食品の開発、市場調査

四国－８ 有限会社和 1490002008636 高知県四万十市 土佐はちきん地鶏と乾燥しいたけを活用した冷凍加工食品の開発・製造・販売

九州－１ 株式会社イーエム 3290001023332 福岡県福岡市 シロサバフグを始めとする玄海のふぐを活用した食品類の開発と販路開拓

九州－２
株式会社イマムラ・スマイル・
コーポレーション

4290001052033 福岡県久留米市 耳納杉を用いたオリジナル薄板成形容器「木匠」の開発・販売

九州－３ 株式会社オーラテック 1290001049222 福岡県久留米市
界面活性剤を使用せず水とツバキ油を混合する技術で作るヘアケアローションの販
路開拓と、フットケアローションの開発・販路開拓

九州－４ アサヒ醸造株式会社 4290001052594 福岡県柳川市
化学調味料・人工甘味料によらず、地元産大豆、米の麹で旨み・甘みを付与した醤
油等の開発と販路開拓

九州－５ 株式会社東京食品 2290001045872 福岡県桂川町 県産大豆を活用した冷凍豆腐加工食品の開発と販路開拓

九州－６ 株式会社まんてん 1300001001429 佐賀県佐賀市
佐賀鍋島藩の小紋柄の基になった地ごまの復活とその関連商品「鍋島小紋」の開
発・販路開拓

九州－７ 株式会社吉村商店 1300001007459 佐賀県唐津市 「唐津あじ」を活用した日本初となる日本産ハラル餃子開発と販路開拓

九州－８ 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404 佐賀県小城市
佐賀県産牛を活用したレンジで美味しいステーキの冷凍加工食品開発と販路開拓
「次期バージョン商品の調理方法の開発と求評・販路開拓」

九州－９ 天吹酒造合資会社 7300003000506 佐賀県みやき町
佐賀県産食用米と花酵母の最適な組み合わせによる純米大吟醸酒等の開発と新た
な販路開拓

九州－１０ 株式会社スカルパ 2310001002524 長崎県長崎市
びわ種茶の国内販路開拓及びインドネシアを中心とするイスラム諸国におけるびわ
種茶の販路開拓

九州－１１ 株式会社KIYORAきくち 1330001010039 熊本県菊池市 菊地水源の湧水を活用した「炭酸氷」の開発と販路開拓

九州－１２ オオヤブデイリーファーム - 熊本県合志市 熊本県産牛乳を原料とした、低温熟成製法による熟成式オメガ３ヨーグルト販路開拓

九州－１３ バンブーマテリアル株式会社 9330001022282 熊本県南関町 竹の特性を活かした竹製ボード等の健康建材の開発及び需要開拓

九州－１４ 花の香酒造株式会社 2330001011770 熊本県和水町
食との相性で食卓を華やかに彩る”低アルコールスパークリング日本酒”の開発およ
び販路開拓

九州－１５ 株式会社プレシード 3330001012727 熊本県嘉島町 熊本産大麦を活用した食物繊維たっぷりのグラノーラ等の開発と販路開拓

九州－１６ 有限会社やまえ堂 8330002030681 熊本県山江村 「やまえ栗」を１００％活用した新商品開発事業における販路開拓・拡大事業

九州－１７ 有限会社紅屋 3320002019318 大分県日田市 世界初、杉の含有成分を利用した自然発色杉材の詩作開発・販路開拓

九州－１８ 有限会社白水舎乳業 6350002003613 宮崎県宮崎市 宮崎県産牛乳と糀菌を活用した発酵乳製品の開発と販路開拓

九州－１９ 株式会社オキス 7340001014388 鹿児島県鹿屋市
「さつまいも」に乾燥させた鹿児島県産野菜を練り込んだ、ノンフライ・ノンオイル・ノン
シュガー膨化食品の開発、生産、販路開拓

九州－２０
鹿児島県オーストリッチ事業協
同組合

1340005007195 鹿児島県鹿屋市 ダチョウの肉や卵を活用した加工食品の開発と販路開拓

九州－２１ 株式会社ティダ・ワールド 6340001011460 鹿児島県喜界町
喜界島固有種の花良治みかんと日本一の生産量を誇る白胡麻を活用した調味料等
の開発及び販路開拓

沖縄－１ 有限会社渡具知 5360002019634 沖縄県名護市 シークヮーサーを活用した名護の特産品と観光商品の開発、販路開拓・拡大事業

沖縄－２ 株式会社上原ミート 5360001002748 沖縄県豊見城市 沖縄産の牛・豚・調味料・島野菜を活用した食肉加工品の開発・販路拡大

沖縄－３
株式会社食のかけはしカンパ
ニー

360001018208 沖縄県うるま市
沖縄県の地域資源（農水産物）を活用したインバウンド向け『ハラール対応』加工食
品の開発と販路開拓

沖縄－４
コーラルインターナショナル株式
会社

3360001013359 沖縄県与那国町
与那国島化石サンゴのミネラルサプリメント等のトップブランド構築と商品の高度化
事業

沖縄－５ 沖縄子育て良品株式会社 4360001011634 沖縄県南風原町
「沖縄うまれでカラダとキモチにやさしいヘアケア・肌ケアシリーズの開発・販路開拓
とブランド強化」

沖縄－６ 株式会社プラザハウス 6360001007382 沖縄県沖縄市
沖縄の素材・デザイン・工芸技術にこだわったファッション・雑貨・ギフトブランドの展
開

沖縄－７ 株式会社三倉食品 6360001005097 沖縄県西原町 沖縄の地域資源を活用した、ヘルシーな沖縄そば麺とそばスープの開発販売事業

沖縄－８ 有限会社首里琉染 3360002007772 沖縄県那覇市 独自の染色技法「サンゴ染」を活かした、新商品のブランド形成と市場調査

沖縄－９ 有限会社ガーデンパナ 2360002021733 沖縄県石垣市 石垣島のハーブ農園＆カフェが発信する「琉球ハーブ」加工食品の開発・販売事業

沖縄－１０ 株式会社アルマリゾート 5360001012821 沖縄県本部町 「沖縄そばとスイーツ食べ歩き」で入域客を取込む、"本部の食〟と着地観光の開発

沖縄－１１ ゴーヤカンパニー有限会社 9360002021801 沖縄県石垣市 国産胡椒ピパーツ（ヒハツモドキ）を使った高付加価値商品の開発と販路拡大

沖縄－１２ 合同会社島の元気研究所 8360003005878 沖縄県伊是名村 県内及び首都圏を中心とした販路拡大事業と島米を活用した新商品開発事業



小売業者等連携支援事業【採択件数：２件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

東北－１ 株式会社フカコラ美人 6370501001009 宮城県気仙沼市
気仙沼の幸を振舞う「ゑびす振舞い」プロジェクト～気仙沼食文化の発信のための小
規模事業者による高付加価値水産加工品等の販路開拓とブランド確立～

沖縄－１
一般社団法人沖縄リゾートウェ
ディング協会

9360005004761 沖縄県浦添市 沖縄の地域資源を活用した世界No.1のリゾートウェディングブランド構築事業

平成２７年度補正予算ふるさと名物応援事業補助金
（小売業者等連携支援事業）　採択事業一覧
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