『第 3 回 長井ビジネスチャレンジコンテスト』
エントリー募集要領
趣旨と目的
長井市は、置賜地域に新たな産業を生み出すことで地域経済が活性化し若者が誇りをもって働ける地域
へ発展していくことを目指しています。
若者や移住者の創業や新たな「コト」起こしの促進、地域資源を見直す機会を創出し、地域にチャレン
ジする雰囲気を醸成することを目的として、ビジネスコンテストを開催します。

募集条件
募集する事業プランは以下のとおりです。
部門
ビジネス

応募者の条件

事業プランの条件

・ ファイナルイベントから 1～2 年以内に ・ ファイナルイベントから 1～2 年以内に

プラン

長井市内で創業する者、または応募開始

長井市内で創業することを前提とした事

部門

から過去 1 年以内に既に創業した者

業、または応募開始から過去 1 年以内に

・ 既に事業を営んでいる企業であるが、既

創業済みの事業

存事業と異なる分野の新規事業を起こそ ・ ファイナルイベントから 1～2 年以内に
うとしている事業者であること

（新商

品は対象外）

既存事業と異なる分野に進出する事業プ
ランで、長井市内に実態のある事務所を
構えるプランであること

ビジネス



置賜地域を楽しく活力のある地域にした ・ 置賜の資源を活かした事業のアイデアで

アイデア

いと考えていること

（必ずしも応募者

部門

が事業をおこなう必要はなく、市内の事 ・ 地域の問題を解決し、住みよい街になる
業者が代わりにおこなってもよい）

高校生



あること
アイデアであること

置賜地域を楽しく活力のある地域にした ・ 将来、長井市に新たな産業が生まれそう

チャレンジ

いと考えていること

（必ずしも応募者

部門

が事業をおこなう必要はなく、市内の事

なアイデア・サービスであること
→ 上記のいずれかを満たすこと

業者が代わりにおこなってもよい）


ファイナルイベントの開催時に、高校生
であること

（部門共通） ・ 書類審査を通過した場合、ブラッシュア ・ 他のビジネスコンテストで受賞されてい
ップ合宿とファイナルイベントに参加で

ないこと（応募は可能）もしくは、受賞

きること

していても事業化されていないこと

・ 応募後にメールで連絡が取れること
・ ファイナルイベント出場にあたり氏名と
事業名が公表されても問題ないこと
・ 本募集要領の記載内容をすべて承諾する
こと
1

・ 公序良俗に反しない事業プランであるこ
と

スケジュール
(1) ビジネスプラン募集
開始：2019 年 8 月 15 日（木）
締切：2019 年 10 月 7 日（月）17 時 00 分
指定のエントリーシートの事務局のメール受信をもって受付完了とします。
受信後、事務局から受付完了のメールを返信します。
(2) 書類審査（一次審査）結果公表
10 月中旬頃にメール及びホームページ等にて合否を通知します。
書類審査を通過した組にのみ、ブラッシュアップ合宿及びファイナルイベントの案内を通知します。
(3) ブラッシュアップ合宿
日時：2019 年 11 月日（土）13 時頃～10 日（日）16 時頃
会場：山形県長井市館町北 6-27 タスビル
ファイナルイベントでのプレゼンテーション審査に向けて、ビジネスプランとプレゼンテーションの
磨き上げをみんなで行います。書類審査通過者は必須参加です。
(4) ファイナルイベント（最終審査会）
（公開プレゼンテーション・表彰式・交流会）
日時：2019 年 12 月 7 日（土）13:00～17:00（公開プレゼンテーション・表彰式）
17:30-19:00（交流会）
会場：山形県長井市館町北 6-27 タスビル 2 階 コンベンションホール
書類審査通過者が、自身のビジネスプラン／ビジネスアイデアをプレゼンテーションし、審査員が審
査・応援します。書類審査通過者は必須参加です。

支援内容
エントリー者に対し、次の支援を行います。
・

9 月 23 日（月）24 時までにエントリーシートを事務局に送付して添削希望を伝えると、創業支援
を得意とする中小企業診断士が、無料でエントリーシートの内容に対してアドバイスします。

書類審査通過者に対し、次の支援を行います。
・

創業支援を得意とする中小企業診断士が、事業プランとプレゼンテーション力のブラッシュアップ
の機会を提供します（ブラッシュアップ合宿）
。

・

ブラッシュアップ合宿後、ファイナルイベントの直前まで、要望に応じ、中小企業診断士が個別に
フォローアップ支援します。

・

一般財団法人置賜地場産業振興センター（以下、「地場産センター」）が事業化を支援します。

・

アイデア部門について、書類審査員の意見を踏まえて、地域産業に貢献し、短期で具現化が可能と
考えられたビジネスアイデアの場合には、主催者が試作品を製作する支援を行います。
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表彰
ファイナルイベント（最終審査会）において、以下の表彰を行います。
賞

条件

表彰・副賞

 ビジネスプラン部門の中で、審査員の評価  表彰状、トロフィー等

最優秀賞

が最も高かった 1 組

 賞金（10 万円）
 i-bay 1 年間利用権（ゴールド会
員）

ビジネスアイデ

 部門の中で、審査員の評価が最も高かった
1組

ア部門賞

 表彰状、トロフィー
 賞金（3 万円）
 i-bay 1 年間利用権（シルバー会
員）

高校生チャレン

 部門の中で、審査員の評価が最も高かった
1組

ジ部門賞
オーディエンス
賞

 表彰状、トロフィー
 図書券（1 万円分）

 当日の観覧者（最初から最後まで観覧した

 表彰状

人のみ）の投票によって、投票数が最も多

 その他副賞

かったビジネスプラン 1 組

 i-bay 1 年間利用権（シルバー会

 投票の観点は、事業内容や想いに共感し、

員）

是非応援したいと思えること
 最優秀賞、部門賞に選出されたビジネスプ
ランとの重複受賞もあり
協賛企業賞

※

 協賛企業が応援したいと考えた企業

 表彰状
 その他副賞

※ 協賛企業や団体と調整し、ファイナルイベントまでに詳細を決定します。

審査方法
(1) 審査スケジュール
 一次審査（書類審査）
書類審査員が審査観点と審査基準に従って書類選考を行い、各部門について、最大３組を書類審査の
通過者とする。


二次審査（総合審査）
書類審査を通過した各組がファイナルイベントでプレゼンテーションを行い、審査員が審査観点に基
づいて審査・採点の上、各賞の受賞者を決定する。
※オーディエンス賞の場合は、観覧者の投票により決定する

(2) 審査観点
一次審査、二次審査とも審査観点は同一です。
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部門

審査観点

ビジネスプ

1. 実現力

：実現可能な現実的な事業であること

ラン部門

2. 事業力

：売上をあげ、十分に利益を得て継続できる事業であること

3. 共感力

：市民が共感し、地域に応援してもらえる可能性が高い事業であること

4. 将来性

：置賜地域に新たな産業が誕生する可能性が高い事業であること

ビジネスア

1. 実現性

：奇抜すぎず実現の可能性が高いアイデアであること

イデア部門

2. 収益性

：ニーズがあり、売上をあげることができるアイデアであること

3. 地域性

：地域資源を有効活用したり、地域の課題を解決するアイデアであること

4. 新規性

：従来に固執しない柔軟な考え方をもって事業アイデアにしていること

高校生チャ

1. 実現性

：奇抜すぎず実現の可能性が高いアイデアであること

レンジ部門

2. 収益性

：ニーズがあり、売上をあげることができるアイデアであること

3. 地域性

：地域資源を有効活用したり、地域の課題を解決するアイデアであること

4. 着眼点

：「なるほど！」と考えさせられるフレッシュな着眼点をもっている事業
アイデアにしていること

応募方法
・

所定のエントリーシート（A4 サイズ 3 枚程度、添付参考資料は A4 サイズ 3 枚まで）に事業プラ
ン／アイデアを記入し、募集期間中にメールにてコンテスト事務局にご提出ください。締切日の 17
時（メールサーバーが受信したもの）を応募締め切りとします。

・

エントリーシートは、コンテスト公式ホームページ（http://nagai-biz-challenge.info/）からダウン
ロードしてください。事務局にお問い合わせ頂き、メールで受け取ることも可能です。

留意事項
・

応募に係る費用（資料作成費、交通費等）は全て応募者の負担とします。ただし、ブラッシュアッ
プ合宿については参加費の一部を補助いたします。

・

応募プランの知的財産権は応募申請者に帰属します。ただし、特許・実用新案権、企業秘密やノウ
ハウなどの情報の法的保護については、応募申請者の責任において対策を講じた上で、一般に公表
しても差し支えない内容としてください。なお、権利侵害等に関するトラブルについて、主催者（関
係者を含む）は一切責任を負わないものとします。

・

地場産センターが試作品開発する場合、製作する試作品の所有権は、地場産センターが有します。

・

応募書類の返却、審査結果や受賞に至らなかった理由等に関するお問い合わせには、一切応じるこ
とができません。

・

応募資格等に対する虚偽の事実、本募集要領に対する違反、その他不正があった場合は、失格又は
受賞取消しとする場合があります。

・

応募申請者の方には、後日、事業経過等について長井市のアンケート調査等にご協力頂く場合があ
ります。
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・

応募時に頂いた個人情報は、当コンテストの運営及び上記アンケート調査等のほか、長井市からの
事業案内に使用する場合があります。それ以外の目的には使用せず、適切に管理いたします。

・

応募申請者については、以下も条件となります。


政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）に定める政治団体でないこと。



宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に定める宗教団体でないこと。



長井市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団等でないこと。



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規
定する風俗営業を営む者でないこと。

問い合わせ先
事務局

長井ビジネスチャレンジコンテスト事務局

office@nagai-biz-challenge.info

（株式会社コンサラート 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センター2 階）
主催

一般財団法人 置賜地域地場産業振興センター
山形県長井市館町北 6 番 27 号

共催

山形県長井市

（産業活力推進課）

山形県長井市ままの上 5－1
最新情報は

電話：0238-88-1815
電話：0238‐87-0826

http:// nagai-biz-challenge.info / にて随時発信予定です。
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