西東京市ビジネスプランコンテスト 2018
募集要項
１ 目的
西東京市では、
「地域に根ざした産業の振興」「魅力ある新産業の育成」を目指し、起
業・創業支援を行っています。本コンテストは、意欲的な個人又は事業者を発掘すると
ともに、地域の起業・創業モデルとなる人材を育成することを目的として実施します。
参加者には、セミナーや個別相談をとおして『事業計画書作成』や『プレゼンテーシ
ョン技術』に関するサポートを提供します。また、
『地域でともに起業・創業を目指す仲
間づくり』
『地域企業・事業者とのネットワークづくり』『販路開拓サポート』を実施す
ることで、参加者の実践力の向上を目指します。
２ コンテストの内容
これから新規事業の立ち上げを目指す方、又は事業開始後間もない方からのビジネス
プランを募ります。書類審査、プレゼンテーション審査をとおして、優秀なビジネスプ
ランを決定し、表彰します。
３ 参加対象者
(1) ①又は②いずれかに該当する方 ※個人・法人は問いません
①

これから起業・創業を目指す方、又は事業開始後３年以内の事業者

②

既に事業を営んでいる事業者で、新たな事業を開始予定の方、又は開始後間もな

い方
(2) 参加期間中、専門家の指導を受けながら、ビジネスプランのブラッシュアップを目
指す意欲のある方
(3) 参加者同士で良好な関係を築く意識のある方
４ 参加対象事業
(1) 新規性・独創性があり、継続的な事業運営が見込めるもの。
※業種や事業分野、事業規模は問いません。
(2) 将来的に西東京市の産業の活性化、又は地域課題の解決につながるもの。
(3) 他のビジネスプランコンテスト等において未受賞であるもの。
(4) 公序良俗に反せず、社会通念上適切と認められるもの。
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５ 受賞者に対する特典
最終審査で受賞した方には、下記のとおり特典を用意します。また、西東京市創業支
援ネットワーク※１によるプラン実現に関わる継続サポートを受けることができます。
・グランプリ（１名）
ビジネスプランコンテストＨＰへの記事掲載
賞金：15 万円
・準グランプリ（１名）
ビジネスプランコンテストＨＰへの記事掲載
賞金：７万円
・オーディエンス賞（１名）
賞金：３万円
※受賞者数や特典内容を変更する場合があります。

６ 申込みに際しての注意事項
当コンテストへは、以下の項目について同意の上、お申し込みください。
(1) 申込みの際にご記入いただく個人情報及びビジネスプランは、主催：西東京市、共
催：西東京商工会、運営実施機関：ＨｅｒｂＮｅｔで共有し、コンテストの運営及び
参加者の起業・創業に関わる支援（販路開拓・ビジネスマッチング支援を含む。）に
使用します。
(2) 申込みの際に提出いただいたビジネスプランは、審査のため、審査委員に提供しま
す。また、審査に必要な範囲において個人情報の一部を審査員に提供する場合があり
ます。その他の第三者に提供することはありません。
(3) 応募書類は、電子データによる提出のみとなります。紙面等での提出はできません。
(4) 応募者氏名、会社名/屋号、事業のテーマ、事業概要をホームページ等に掲載します。
また、審査中の様子を、必要最低限の範囲で写真や動画でホームページ等に公開する
可能性があります。
(5) 申込・発表内容などについて、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の上、応募ください。主催者側での法
的保護は行いません。また、トラブル等について一切の責任を負いません。
(6) 提出いただいた申込書などは、返却しません。
(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。
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７ スケジュール
(1) エントリー受付
平成 30 年８月１日（水）～９月 30 日（日）※24 時必着
(2) 一次審査
書類審査により、二次審査に進むプランを 15 件ほど選出。結果は、10 月下旬まで
に本人宛に通知します。
(3) 二次審査

平成 30 年 11 月 16 日（金）13 時～17 時

一次審査通過者全員参加によるプレゼンテーション審査を実施。最終審査に進むプ
ランを８件程度選出します。結果は、審査後一週間以内に本人宛に通知します。
※審査の中で、発表技術に関するセミナーやワークをとおした技術指導を実施します。
(4) 最終審査

平成 31 年１月 25 日（金）13 時～17 時

一般公開でのプレゼンテーション審査。一人約 15 分間（質疑応答を含む。）のプ
レゼンテーションをしていただき、受賞者を決定します。
(5) 交流会

平成 31 年 1 月 25 日（金）17 時 30 分～20 時

コンテスト参加者と、来場者・地域の事業者とのビジネスマッチングを目的とした
交流会。コンテスト参加者のビジネスにおける人脈づくりを支援します。
※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。
８ 審査項目
審査は、以下の項目を中心に加点方式で行います。
項目
(1)

独自性・市場優位性

審査基準
①応募のプランに独自の着眼点や工夫があるか。
②競合他社と比べて優位性があるか。

(2)

収益性・資金計画の妥当性

①価格設定やその他必要経費についてきちんと考え
られているか。
②資金計画が適切か。

(3)

実現可能性・成長性・発展性

①着実に事業を実現させる意欲があるか。
②事業を継続・発展させるための計画が妥当である
か。

(4)

リスク管理

①事業運営に向け、考えられる障害について考え、対
策がとられているか。

(5)

事業主の魅力・地域貢献性

①事業を実施することにより、将来的に西東京市の産
業振興につながるか。
②住環境向上への提案、働き方の提案などがあるか。
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９ ビジネスプラン作成・発表支援
ビジネスプランコンテスト開催にあたり、西東京市では、西東京市創業支援ネットワ
ーク※１を中心に出場者のビジネスプラン作成・発表サポートを行います。各支援の詳
細・申込は、ビジネスプランコンテスト専用ＨＰをご確認ください。
(1) 事業計画書作成セミナー
【日時】平成 30 年７月５日（木）10 時～正午
【場所】田無分庁舎イング

３階会議室

【内容】ビジネスプランコンテストのエントリーに向けた事業計画の基本的な書き方
や、押さえておくべきポイントを学びます。
(2) ビジネスプラン作成相談
中小企業診断士・創業支援マネージャ・金融機関担当者が、事業計画作成に関す
る相談をお受けいたします。
①

相談会

【日時】平成 30 年 9 月 4 日（火）9 時～16 時
※お一人１時間以内。事前予約制。
【場所】田無分庁舎イング
②

３階会議室

個別相談
随時受付しています。
実施場所・お申込方法は、専用ＨＰ参照ください。

(3) 創業スクール（全５日）
創業に必要な「４つの分野」を総合的に学び、実践力のある事業計画作成を目指
します。
（春期・秋期 年２回開催）
【秋期開催日時】10 月 18、25 日、11 月１、８、22 日
いずれも木曜日 9 時 30 分～12 時 30 分
【場所】住吉会館ルピナス 研修室
※保育あり
(4)

プレゼンテーション技術サポートセミナー
効果的なプレゼンテーション、事業ＰＲ方法について学びます。１次審査通過者

対象のサポートです。２次審査を兼ねて実施します。
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10 実施体制
(1) 主催 西東京市生活文化スポーツ部産業振興課
(2) 共催 西東京商工会
(3) 後援 多摩信用金庫、西武信用金庫 他
11 応募方法
(1) 所定の申込書に必要事項を記入の上、応募期間中に事務局宛に、電子メール添付に
て応募ください（jimu@nishitokyo-bizcon.com）
。
(2) 応募締め切りは、平成 30 年 9 月 30 日（日）24 時必着です。
(3)

提出にあたり、所定のエントリーフォーム 、応募フォームに記載された事項をよ

く読み、本要項の内容を遵守の上ご提出ください。
①

申込書は、専用ホームページ（http://www.nishitokyo-bizcon.com/）からダウン

ロードください。
②

申込書ファイルや添付資料には、必ず申込者の氏名を記載してください。

③ 応募受付後、受領メールを返信いたします。応募後５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。
④

応募期間終了後の提出資料差し替えには応じられません。ご注意ください。

12 お問い合わせ
(1) ビジネスプランコンテスト事務局
専用 HP：http://www.nishitokyo-bizcon.com/
電子メール：jimu@nishitokyo-bizcon.com
(2) 西東京市生活文化スポーツ部産業振興課
〒202-8555 西東京市中町 1-5-1
電話：042-438-4041
FAX：042-438-2021
E メール：sangyou@city.nishitokyo.lg.jp
※１

創業支援ネットワークとは、西東京市・西東京商工会・多摩信用金庫の３機関で構築する創業支援
体制です。連携を図りながら、皆様の起業・創業支援に取り組んでいます。

以上
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