第６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
長井市では、新産業の創出による地域経済の活性化と地域の創業機運醸成を目的として、新規創業及び
新事業進出の事業プランと、みんなが幸せに暮らせる街の実現に向けた事業アイデアを広く募集するビ
ジネスプランコンテストを開催します。

募集条件
募集する事業プラン・事業アイデアは以下のとおりです。
部門・枠
新規
創業
枠

ビジネス

事業プラン／事業アイデアの条件

 最終審査会（ファイナルイベント）後に 1

 最終審査会（ファイナルイベント）後に 1～2

～2 年を目処に長井市内で新規創業する者、

年を目処に長井市内で創業することを前提と

またはエントリー開始前の 2～3 年程度以内

した事業プラン、またはエントリー開始前の 2

に既に創業した者であること

～3 年程度以内に開始した事業であること

 既に事業を営んでいる事業体（企業）にて、  最終審査会（ファイナルイベント）後に 1～2

プラン
部門

応募者の条件

新分野

既存事業と異なる分野の新規事業を１～2

年を目処に既存事業と分野の異なる事業プラ

進出

年以内に起こそうとしている事業者である

ン、またはエントリー開始前の 1～2 年程度以

枠

こと、もしくは新規事業を開始して 1～2 年

内に開始した事業で、かつ長井市内に実態のあ

程度の者であること

る事務所を構える事業プランであること

 置賜地域を楽しく活力のある地域にしたい

ビジネス

と考えていること

アイデア

業を実施する必要はなく、市内の事業者が

部門

（必ずしも応募者が事

代わりに実施してもよい）

 置賜地域の資源を活かした事業のアイデアで
あること
 地域の問題を解決し、住みよい街になるアイデ
アであること
 将来長井市に新たな産業が生まれそうなアイ
デアであること

 同上

次世代

→上記のいずれかを満たすこと

 高校生以下であること

 ICT（情報通信技術）を活用するアイデアであ

部門

ることが望ましい
 書類審査を通過した場合、ブラッシュアッ
プ合宿と最終審査会に参加できること
 応募後にメールで連絡が取れること

（部門共通）

 他のビジネスプランコンテストで受賞してい
ないこと（応募は可能）
 公序良俗に反しない事業プラン／アイデアで

 オンラインのツール（Zoom 等）を使ってコ
ミュニケーションがとれること
 最終審査会の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
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あること

スケジュール
(1) 事業プラン／アイデア募集
開始：2022 年 7 月 21 日（木）
締切：2022 年 10 月 26 日（水）17 時 00 分
指定のエントリーシート及び添付資料を事務局がメール受信した時点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
11 月下旬頃にメール及び公式サイト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
書類審査通過者が参加し、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、事業プラン／
事業アイデアとプレゼンテーション技法の磨き上げを行います。書類審査通過者は必須参加です。
日時：2023 年 1 月 14 日（土）13 時～

15 日（日）16 時（仮）

会場：タスビル（長井市館町北 6-27）
※ 新型コロナウイルスの感染状況等により開催日時と開催方式を見直す可能性があります
(4) ファイナルイベント（最終審査会）
書類審査通過者が、事業プラン／事業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。
日時：2023 年 2 月 18 日（土）13:30～16:30（仮）
会場：タスビル（長井市館町北 6-27）
※新型コロナウイルスの感染状況等により開催日時と開催方式を見直す可能性があります。

サポート
(1) エントリー者に対し、次のエントリーサポートを行います。
・

2022 年 10 月 14 日（金）24 時までにエントリーシートを事務局に送信して「添削希望」を伝える
と、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（先着 10 組限定）。

(2) 書類審査通過者に対し、次のサポートを行います。
・

創業支援を得意とする中小企業診断士が、事業プラン／アイデアの磨き上げとプレゼンテーション
力の磨き上げの研修受講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前までの期間を活用し、希望者に対して、中小企
業診断士が無料で個別にプレゼンテーション内容の磨き上げの相談をおこないます。
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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、６組程度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。

(2) 審査観点
一次審査、二次審査とも審査観点は同一です。以下のとおりです。
部門
ビジネス
プラン
部門

審査観点
1. 実現力

：実現可能な現実的な事業であること

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

1. 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
ビジネス

（情報通信技術（ICT）を活用していることが望ましい）

アイデア

2. 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

部門

3. 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

4. 新規性

：従来に固執しない柔軟な考え方の事業アイデアであること

1. 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
次世代
部門

（情報通信技術（ICT）を活用していることが望ましい）
2. 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

3. 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

4. 期待性

：夢があり、地域住民がワクワクするようなアイデアであること

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
最優秀賞

条件

副賞

ビジネスプラン部門の中で審査員の評価が最も高い組

 賞金（20 万円）
 i-bay1 年間利用権

ビジネスプラン

ビジネスプラン部門の中で審査員の評価が最優秀賞に次  賞金（5 万円）

部門賞

いで高い組

ビジネスアイデ

ビジネスアイデア部門の中で、審査員の評価が最も高い組

 i-bay1 年間利用権

ア部門賞
次世代部門賞

次世代部門の中で、審査員の評価が最も高い組

（長井教育会賞）
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 賞金（3 万円）
 賞金（2 万円）

協賛企業賞

協賛企業の審査員が応援したいと考えた組

オーディエンス

会場およびオンラインで観覧した人の投票（最も共感して

賞

応援したいと思った組）により、最も票を獲得した組

 賞金（2 万円）
 賞金（1 万円）

※ 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。

応募方法
・

所定のエントリーシート（MS ワード）に事業アイデアを記入（A4 サイズ 3～4 枚程度、添付参考
資料は A4 サイズ 3 枚まで）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。事務局にメールにて問合せし、メールで受け取ることも可能です。

学生早期エントリー特典
・

2022 年 9 月末日までにエントリーした学生（高校生以下は除く）には、以下の A もしくは B の「長
井市学生応援地場産品」が贈られる特典があります。ただし、5 組限定とし、事務局の受付審査が
あります。
A コース ：長井市産の「つや姫」5kg
B コース ：米沢牛すきしゃぶ 200g

・

早期エントリー特典の受付審査は、エントリーシート書類審査とは関係しません。

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。

・

応募した事業アイデア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。

・

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。

・

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、長井市や協賛
企業・団体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。
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・

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
メールアドレス：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

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

神奈川中小企業センター2 階）

山形県長井市

電話：0238-88-1815

（商工振興課）

山形県長井市栄町 1 番 1 号

電話：0238-82-8016

長井商工会議所
山形県長井市館町北 6 番 27 号
最新情報は

電話：0238-84-5394

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