～三鷹でつかもう！飛躍のチャンス！～
「第 19 回みたかビジネスプランコンテスト」募集要項
１

趣旨
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に
対し、ビジネスプランを募り、プラン発表の機会の提供と、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」を開催します。
また、今年度より、当該コンテストに「みたか Fab コンテスト（※）
」の要素を加え、創業、
起業の視点で一体的に【アイデア部門】として募集することとします。
そこで、アイデア部門は、
「アイデアを“かたち”に」をテーマとし、ビジネスアイデアのあ
る方が、製品アイデアを“かたち”にすることにより、起業・創業の機運醸成を図ります。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。
ここ２年間につきましては、当社も感染症対策の観点から、当該コンテストをオンラインで
開催してきました。その後、オンライン等のツール活用がニュー・ノーマルとなったことや、
遠隔地の方も簡便に参加可能であることから、今回のビジネスプランコンテストにおいても審
査会やセミナーなどオンラインで開催します。
※みたか Fab コンテストは、デジタルなものづくりの魅力の発信とものづくり創業や多様な
働き方を推進するために 2016 年から 2021 年まで開催のコンテスト。

２

部門

（１）ビジネスプラン部門
これから起業を目指す方、または新規事業の事業化を目指す方から、地域の活力を創出す
るプランを募集します。
（２）アイデア部門
起業創業の機運醸成を目的に「アイデアを“かたち”に」をテーマに募集します。
アイデアやチャレンジスピリットが優れたプランまたは、アイデアを “かたち”にした優
れた製品、アプリケーションなどを対象とします。
３

対象者

（１）ビジネスプラン部門
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（概ね５年未満）

Ｂ

新分野進出や新事業展開を予定している方、または開始して間もない方

（２）アイデア部門
起業に興味のある方や、新たなプランのある方
（３）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、地域の活力を創出するビジネ
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スプランを募集します。また、団体または個人か法人かは問いません。
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います。
【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趣旨に沿わないと判断された場合
４

受賞者特典

（１）ビジネスプラン部門
受賞者には、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・融資等資金獲得に向けた支援を行います。
ア 最優秀賞（１名）
（ア）賞金

30 万円

（イ）株式会社まちづくり三鷹が運営するサテラ三鷹等の利用料免除（１年間）
（ウ）協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
（エ）融資・投資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。）
（オ）経営コンサルタントの派遣
（カ）事業のプレスリリース投稿などの広告支援
イ 優秀賞（１名）
（ア）賞金

10 万円

（イ）株式会社まちづくり三鷹が運営するサテラ三鷹等の利用料免除（６ヵ月間）
（ウ）協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
（エ）融資・投資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。）
（カ）事業のプレスリリース投稿などの広告支援
ウ 三鷹発ベンチャー賞（１名）
（ア）賞金 10 万円
（イ）株式会社まちづくり三鷹が運営するサテラ三鷹等の利用料免除（１年間）
（ウ）協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
（エ）融資・投資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。）
（オ）事業のプレスリリース投稿などの広告支援
※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/
（２）アイデア部門
受賞者には、プラン実現に向けたアドバイス等を行います。
ア 特別賞（３名） ※アイデア賞、クリエイティブ賞、デジタル賞など
（ア）賞金２万円
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（イ）協賛金融機関やアドバイザーによるビジネスサポート
（ウ）事業のプレスリリース投稿などの広告支援
（３）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、別途、賞を設け
る場合があります。
５

スケジュール

（１）応募受付期間

2022 年７月 20 日（水）～2022 年９月 20 日（火）

（２）書類審査期間

2022 年９月下旬～2022 年 10 月下旬

（３）書類審査通過者発表

2022 年 10 月下旬

（４）最終審査会及び結果発表 2022 年 11 月 17 日（木）13:00～17:00
※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します。
※各審査では審査結果が確定後、応募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。
６

審査内容

（１）ビジネスプラン部門
ア 書類審査 最終審査会に進むプラン（８件程度）を選出します。
イ 最終審査 一般公開により、オンライン形式にて審査を行います。約５分のプレゼンテ
ーションと約５分の質疑応答により、受賞者を決定します。
ウ 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
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
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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（２）アイデア部門
ア 書類審査 動画審査に進むプラン（５件程度）を選出します。
イ 最終審査 書類審査通過者は約２分のプレゼンテーション動画の提出が必要です。プラ
ン内容と動画審査により、受賞者を決定します。
ウ 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
商品やサービスの市場ニーズ、原価、価格設定等が実現可能か
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
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
７

最終審査会
日程 2022 年 11 月 17 日（木）13:00～17:00（予定）
会場 オンライン

（１）ビジネスプラン部門
最終審査会は、一般公開（事前申込必要）でオンライン形式で行います。約５分のプレゼ
ンテーションと約５分の質疑応答を行い、受賞者を決定します。
（２）アイデア部門
２分のプレゼンテーション動画を作成していただき、審査会（非公開）で動画審査を行い、
受賞者を決定します。

８

ビジネスプラン審査委員（敬称略・順不同）
（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

代表取締役社長

岩崎

守利

三鷹商工会 会長

中山

和義

NPO 法人テニスネットワーク 理事長

幸物

正晃

関東経済産業局 地域経済部
産業技術革新課

谷頭

伸一郎

株式会社日本政策金融公庫
東京地区

渡邊

雄介

課長
国民生活事業本部

多摩創業支援センター

多摩信用金庫 価値創造事業部
法人支援グループ 副部長

島沢

朋孝

西武信用金庫

松島

香織

デロイトトーマツグループ
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三鷹支店長

所長

須﨑

数正

公益財団法人東京都中小企業振興公社
多摩支社担当部長

９

エグゼクティブ アドバイザー
馬男木 賢一

三鷹市副市長
株式会社まちづくり三鷹
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代表取締役会長

応募方法
所定の応募用紙に必要事項を入力の上、応募フォーム（https://www.mitaka.ne.jp/bizcon/）
よりご応募ください。応募締め切りは 2022 年９月 20 日（火）です。
※応募用紙ファイルや添付資料ファイルには必ず応募者の氏名を入力してください。
※所定の応募用紙等はホームページ（https://www.mitaka.ne.jp/bizcon/）からダウンロー
ドできます。

（１）ビジネスプラン部門
応募用紙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）
。
（２）アイデア部門
応募用紙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、２
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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応募に際しての注意事項について
当コンテストへの応募に際しては、以下の項目についてあらかじめ同意の上ご応募ください。

（１）ご応募の際に、提供される個人情報の取扱いについては、別紙「みたかビジネスプランコ
ンテストへの応募に係る個人情報の取扱いについて」をよくお読みいただき、同意の上ご応
募ください。書類審査通過者及び入賞者の氏名、ビジネスプラン名、ビジネスプラン概要、
プレゼンテーション動画などは、必要最低限の範囲でホームページ等に公表します。当社が
行う公表や二次的使用について、著作者人格権を行使しないこと。
（２）応募内容などについて、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
護を行うなど応募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。
（３）応募内容などについて、著作権・商標権・肖像権など第三者が権利を有するものを使用す
る場合は、必要に応じてあらかじめ応募者が法的手続きを行うこと。
（４）ビジネスプラン部門の書類審査通過者は、プレゼンテーション資料の作成と提出、オンラ
インによる最終審査会でプラン発表が原則必須となります。また、アイデア部門の書類審査
通過者は、プレゼンテーション動画（２分程度）の作成と、提出が必要です。なお、動画作
成などに不安のある方は、事務局にてお手伝いします。
（５）提出いただいた応募書類などは、原則返却いたしません。
（６）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。
（７）応募者が 18 歳未満の場合は、保護者の同意が必須となります。
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（８）書類審査通過者及び入賞者は、当社が行う営業状況等に関するアンケートやインタビュー、
ビジネスセミナー等のイベントなどに協力すること。
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ビジネスプラン作成・発表支援

（１）個別相談＆ブラッシュアップアドバイス
ビジネスプランの作成方法や経営全般についてコーディネーターの無料相談が受けられま
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。予
約制ですので、下記よりフォームよりお申込みください。
ア 申込先
下記フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/6pBNP2HoKCTncjTJ7
イ 相談時間
月～金曜日 10:00～17:00 の中の１時間程度
※予約にて、オンライン又は、対面相談が受けられます。
ウ 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

コミックエッセイスト

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下記をご覧ください。
https://mitacafe.co/coordinator-category/coordinator-info/coordinator/
（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://www.mitaka.ne.jp/bizcon/ 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
プ講座等を開催します。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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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
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協
14

賛

株式会社日本政策金融公庫三鷹支店

多摩信用金庫

問合せ先
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 三鷹産業プラザ

電話 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://www.mitaka.ne.jp/bizcon/
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西武信用金庫

「みたかビジネスプランコンテスト」への応募に係る個人情報の取扱いについて
当社では、個人情報の適切な取扱いを期しています。皆様から収集する個人情報の取扱いに
関しましては下記のとおりです。下記の事項をご理解いただき、個人情報の提出にご同意の上、
お申込みください。
当社では、皆様の個人情報は、本コンテストの運営上必要な連絡、調整等事務処理及び審査、
当社事業の案内の目的でのみ利用し、それ以外の目的で皆様の個人情報を利用することはあり
ません。また、当社は、皆様から取得させて頂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。その他事務処理のため委託事業者に提供し
ます。また、書類審査通過者及び入賞者の氏名、ビジネスプラン名、ビジネスプラン概要、プ
レゼンテーション動画などについては、必要最低限の範囲でホームページ等に公表します。こ
れ以外で皆様の同意なしに他社に委託・提供することはありません。
応募の際にご提供いただく個人情報は、審査のために必要な連絡をするため必須としており
ます。ご提供いただけない場合は、審査対象外となりますことをご了承ください。
皆様には、当社に提出して頂いた個人情報について、利用目的の通知、及び当社が個人情報
等を保有する期間内には個人情報の開示、訂正・削除、利用停止、消去、第三者提供の停止を
求める権利があります。自己の個人情報の開示等の請求をおこないたいときは、下記担当者ま
でご連絡ください。
ご提供いただいた個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談につきましても、下記窓口までお
申し出ください。

【個人情報お問合せ窓口】

個人情報相談窓口

TEL：0422–40–9669 （月～金 9：00～17：00）
FAX：0422-40-9750 ／ e-mail：privacy@mitaka.ne.jp

個人情報保護管理者
株式会社まちづくり三鷹

経営事業部長

TEL：0422-40-9669
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