～三鷹でつかもう！飛躍のチャンス！～
「第 17 回みたかビジネスプランコンテスト」募集要項
１

目的
三鷹市では、新たな産業の創出と新事業へ進出する起業支援を行い、地域産業の活性化を進
めています。
これに伴い、当社では、これから起業を目指す方や新規事業により大きな飛躍を目指す方の
ビジネスプランを募り、プラン発表の機会を提供するとともに、事業の成長を応援するため、
「みたかビジネスプランコンテスト」を開催いたします。
審査の結果、優秀なプランと評価された方には、当社や関連する事業者・機関による実践的
なビジネスサポートを行います。より大きな事業展開、事業規模の拡大を目指す方には、資金
確保のための投資・融資等に向けた支援を行います。
また、昨年に引き続き、起業創業の機運醸成を目的に、具体的な起業創業は未定でもビジネ
スアイデアをお持ちの方のプランを【アイデア部門】として募集します。独創性や将来性、地
域貢献性とチャレンジスピリットに溢れたプランについて評価します。
なお、今年度は新型コロナウイルス感染症の状況により、最終審査会やブラッシュアップセ
ミナーなどをオンライン上で開催するなど内容が変更になる場合があります。

２

コンテスト内容
●部門

（１）ビジネスプラン部門
これから起業を目指す方、または新規事業計画の事業化を目指す方からビジネスプランを募
り、これら事業計画書とプレゼンテーション発表内容を審査し、優秀なビジネスプランを決定
します。
ア 対象者
以下のＡ、Ｂのどちらかに該当する方を対象とします。
Ａ

これから起業する方、または起業後間もない方

Ｂ

既に事業を営んでいる方で、これから新たな事業を開始する方、または開始して間
もない方

※団体または個人か法人かは問いません。
（２）アイデア部門
ビジネスプランのアイデアをお持ちの方であれば、どなたでも応募できます。提出いただい
たプランの内容を審査し、優秀なプランを評価します。
ア 対象者
ビジネスプランのアイデアをお持ちの方。起業創業の有無、団体か個人かは問いません。
●対象事業内容
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
業種や事業分野は問いませんが、事業の実現により、将来、地域の活性化に寄与する可
能性を持つビジネスプランを対象とします。
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ものづくり、IT サービス、コミュニティビジネス、小売販売など、幅広い分野のビジネ
スプランの応募をお待ちしております。
【注】主催者により以下に該当すると判断されたものは、審査の対象外とします。
・公序良俗に反する事業内容と判断された場合
・その他本コンテストの目的に反すると判断された場合
３

受賞者に対する特典
（１）ビジネスプラン部門
最終審査で受賞した方には、各種機関による実践的なビジネス支援を行い、事業の成長
をサポートします。また、より事業拡大を目指す方には、投資・融資・クラウドファンデ
ィング等資金獲得に向けた支援を行います。
◯最優秀賞（１名）
・賞金 30 万円
・株式会社まちづくり三鷹が運営する SOHO オフィス等優先利用と賃料免除（１年間）
・協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
・融資・投資・クラウドファンディング等資金獲得に向けた斡旋・支援（実行の確約では
ありません。
）
・経営コンサルタントの派遣
・事業のプレスリリース投稿などの広告支援
◯優秀賞（２名）
・賞金 10 万円
・株式会社まちづくり三鷹が運営する SOHO オフィス等優先利用と賃料免除（６カ月間）
・協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
・融資・投資・クラウドファンディング等資金獲得に向けた斡旋・支援（実行の確約では
ありません。
）
◯地域貢献賞（１名）
・賞金 10 万円
・株式会社まちづくり三鷹が運営する SOHO オフィス等優先利用と賃料免除（６カ月間）
・協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
・融資・投資・クラウドファンディング等資金獲得に向けた斡旋・支援（実行の確約では
ありません。
）
※当社が管理する SOHO オフィス等は当社ホームページをご覧ください。
https://www.mitaka.ne.jp/business/
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（２）アイデア部門
書類審査により評価された方には、プラン実現に向けたアドバイス等を行います。
〇奨励賞（１～２名程度）
・表彰及び特典として副賞
・協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
※協賛金融機関やアドバイザーのビジネスサポートでは、事業計画、販路開拓、資金調達
等のアドバイスを行います。
※審査結果により、受賞者数や特典内容を変更する場合があります。また、特別賞を設け
る場合があります。
４

申込みに際しての注意事項について
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
当コンテストへの申込に際しては、以下の項目についてあらかじめ同意の上お申込ください。

（１）申込みの際にご記入いただく個人情報は、審査に必要な連絡をするため、必須とします。
ご記入いただけない場合はお申込みを受け付けることができません。
（２）申込みの際にいただいた個人情報は、当コンテストの連絡のためのほか、株式会社まち
づくり三鷹の事業案内の送付に使用する場合があります。
（３）申込みの際にいただいた個人情報及びビジネスプラン概要は、審査のため、審査実施機
関及び審査委員に提供します。その他の第三者に提供することはありません。
（４）氏名、連絡先、テーマ、ビジネスプラン概要など、必要最低限の範囲でホームページ等
で公表します。
（５）申込内容などについて、ノウハウや営業上の秘密事項、特許事項などについては、法的
保護を行うなど申込者の責任で対応することとし、主催者側での法的保護は行いません。
（６）提出いただいた申込書などは、原則返却いたしません。
（７）当コンテストへの参加に要する経費は応募者の負担とします。
５

スケジュール
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
◯募集期間

2020 年６月 15 日（月）～2020 年８月 31 日（月）午後５時必着

◯書類審査期間

2020 年９月１日（火）～2020 年 10 月２日（金）

◯最終審査会

2020 年 11 月 13 日（金）午後１時～午後５時 30 分

※応募状況により書類審査と最終審査会の間にヒアリング審査を実施する場合があります。
その際は、書類審査通過者に個別にご連絡いたします。
※各審査では審査結果が確定後、申込者に速やかにメール、書面等で審査結果をお知らせし
ます。
※アイデア部門の奨励賞受賞者は、最終審査会ではプレゼンテーションのみ行い、審査は行
いません。
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６

審査内容

（１）ビジネスプラン部門
◯書類審査

応募数にもよりますが、応募プランの中から最終審査会に進むプランを８
件程度に絞り込みます。

◯最終審査

一般公開により、発表会形式にて審査を行います。1 件 10 分程度のプレゼ
ンテーション（質疑応答を含む）をしていただき、受賞者を決定します。

◯審査項目

審査は以下の項目をポイントとして審査します。
Ⅰ

独創性
商品やサービスが他と比べてどのような独自性・優位性があるか

Ⅱ

市場性
商品やサービスについて市場ニーズがどのようにあるか、また、どの
ような方法で販売するのか

Ⅲ 実現性
事業を実現するプロセスが明確か
その過程・プロセスに実現不可能な壁がないか
Ⅳ

収益性
原価、価格設定、資金計画などが適切であるか

Ⅴ

将来性
事業計画が将来まで見通されているか
提案者自身の熱意や意気込み、経営者としての志が感じられるか

Ⅵ 地域貢献性及び社会性の視点
事業の実施により、その地域や社会にどのような効果があるか
（２）アイデア部門
◯書類審査

応募プランの中から優れたプラン１～２件程度を奨励賞として評価しま
す。

◯最終審査

奨励賞受賞者は、一般公開の発表会形式の最終審査会会場で、プランのプ
レゼンテーション発表を行います（１件あたり５分程度）。

◯審査項目

審査は以下の項目をポイントとして審査します。
Ⅰ 独創性
商品やサービスが他と比べてどのような独自性・優位性があるか
Ⅱ 実現性
事業のプロセスに実現不可能な壁がないか
Ⅲ

将来性
事業計画が将来まで見通されているか
提案者自身の熱意や意気込みが感じられるか

Ⅳ 地域貢献性及び社会性の視点
事業の実施により、その地域や社会にどのような効果があるか
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７

ビジネスプラン審査委員

（敬称略）

（委員長） 堤

香苗

株式会社キャリア・マム 代表取締役

（副委員長）

吉田

純夫

株式会社まちづくり三鷹 取締役副社長

岩崎

守利

三鷹商工会

門田

靖

会長

関東経済産業局 地域経済部
産業技術革新課 課長

立本

純之

株式会社日本政策金融公庫

国民生活事業本部

東京地区 多摩創業支援センター 所長
中山

和義

NPO 法人テニスネットワーク

細川

孝則

西武信用金庫 三鷹支店長

渡邊

雄介

多摩信用金庫 価値創造事業部
法人支援グループ

８

理事長

副部長

最終審査会
【ビジネスプラン部門】
最終審査会は、どなたでも参観できる一般公開で行います。１件あたり 10 分程度のプレゼ
ンテーション（質疑応答を含む。
）を行い、受賞者を決定します。
また、一般参観者が発表プランを評価する「札上げ」や、発表者へのコンタクトやアプロ
ーチの場とするとともに、
「参加型」の審査会を行います。
【アイデア部門】
書類審査により選ばれた奨励賞のプランのプレゼンテーション発表を行います（１件あた
り５分程度）。発表者には表彰状と副賞を授与します。
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
◯日 程

2020 年 11 月 13 日（金）午後１時～午後５時
午後５時以降 表彰式

◯会 場

三鷹産業プラザ７階会議室（三鷹市下連雀 3-38-4）

◯発表者

ビジネスプラン部門：８件程度
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アイデア部門：２件程度

９

ビジネスプラン作成・発表支援
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
(１)個別相談＆ブラッシュアップアドバイス
コワーキングスペース ミタカフェでは、ビジネスプランの作成方法や経営全般について無
料でご相談いただけるコーディネーター相談を行っています。
作成したプランの精度をより高めブラッシュアップするためのアドバイスを行います。ご
予約が必要となりますので、下記よりお申込みください。
◯申込先：コワーキングスペース ミタカフェ 受付
三鷹市下連雀３-38-４ 三鷹産業プラザ３Ｆ
E-mail：mitacafe@mitaka.ne.jp
Tel：0422-26-6113
◯受付時間：月～金曜日 9:00～18:00 ※日・祝祭日除く
◯コーディネーター（敬称略・順不同）
河瀬

謙一

SOHO CITY みたかフォーラム 理事長

佐藤

嵩晃

多摩信用金庫 価値創造事業部 法人支援グループ 創業支援担当

森下

ことみ

有限会社そーほっと 代表取締役

たかぎ りょうこ

東京高木良子事務所 代表 コミックエッセイスト

山田

律子

株式会社ヴィブラント 代表取締役

浅川

絢子

一般社団法人ビジネスシード 代表理事

NPO 法人三鷹経営コンサルタント協会
※コーディネーターのプロフィールは

https://mitacafe.co/ をご覧ください。

(２)事業計画書作成セミナー
「アイデアはあるけど、どのように進めたら良いかわからない。」という方に、具体的なプラ
ン作成方法やポイントをわかりやすく説明するブラッシュアップセミナーを開催します。
詳細な開催案内は https://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/ でお知らせします。
(３)発表サポート
書類審査通過者には、最終審査会の前に事前説明会とプレゼンテーションブラッシュアップ
講座、プレゼン直前アドバイス講座を開催します。効果的なプレゼンテーション方法につい
て、実践的なアドバイスを行います。
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応募方法及び問合せ先
【ビジネスプラン部門・アイデア部門 共通】
所定の申込書に必要事項を記入の上、事務局宛に E メール（事務局：bizcon@mitaka.ne.jp）

にてご応募ください。応募締め切りは 2020 年８月 31 日（月）
（午後５時必着）です。
※申込書ファイルや添付資料ファイルには必ず申込者の氏名を記載してください。
※申込書及び資金計画表、収支計画表はホームページ
（https://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/）からダウンロードできます。
※応募の受付後、受付確認メールを返信いたします。応募後３営業日以内に返信がない場合
はお手数ですが事務局までご連絡ください。
送付先・お問合せ：株式会社まちづくり三鷹
〒181-8525 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
電話

三鷹産業プラザ

0422-40-9669（代）

電子メール

ビジネスプランコンテスト事務局
FAX 0422-40-9750

bizcon@mitaka.ne.jp

ホームページ https://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/
【ビジネスプラン部門】
申込書フォームに書ききれない場合や、事業化のための詳しい資料を添付する場合は、Ａ４サ
イズに統一し、４ページ以内で添付してください（Ａ４サイズ以外の資料や５ページ以上の資料
は受付いたしません）。
【アイデア部門】
申込書フォームに書ききれない場合や、詳しい資料を添付する場合は、Ａ４サイズに統一し、
３ページ以内で添付してください（Ａ４サイズ以外の資料や３ページ以上の資料は受付いたし
ません）
。
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実施体制
主

催

株式会社まちづくり三鷹

後

援

三鷹市 三鷹商工会

特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構

経済産業省関東経済産業局 公益財団法人東京都中小企業振興公社
協
12

賛

多摩信用金庫

西武信用金庫 株式会社日本政策金融公庫三鷹支店

その他
新型コロナウイルス感染症の状況によって、スケジュール・審査内容・最終審査会などがオン

ライン上で実施するなど、変更する場合があります。
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