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「第１９回 湘南ビジネスコンテスト」公募要領
<<エントリーシート用>>
１．目 的
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町において起業や新事業展開を行う者を対象として、コンテスト形式によ
るビジネスプラン発表会を開催し、事業アピールの場や第三者の評価を得る機会を提供いたします。
また手厚い支援により、地域における起業や新事業展開を促進することを目的としております。
２．内 容
（１）全体の流れ（予定）
時 期
6月7・14・21・28（木）
7月4日（水）

７月１３日（金）

事 業 名

備

ビジネスプラン作成２日間講座/
ビジネスコンテスト説明会
↓
『エントリーシート』の提出

考

ビジネスプランの作り方を学習します。
コンテスト向け説明会
エントリーシート 提出日

↓
７月２４日～２６日
（火）～（木）

専門家による申請書フォロー

説明会参加者を対象に、書類審査に向けた専
門家によるブラッシュアップを実施します。

↓
８月２日（木）

『申請書』の提出を以て、正式にコンテストへの
申請となります。

『申請書』の提出
↓

８月下旬

書類審査会

書類審査でファイナリストを決定します。

↓
９月～１０月末

１０月中旬

１０月末～
１１月 月初

＜ファイナリスト参加必須＞
中小企業診断士によるビジネスコンサルティン
グを１社に対して３回実施します。

ブラッシュアップ Ⅰ
＜個別ビジネス相談＞
↓
ブラッシュアップ Ⅱ
＜プレゼンテーション技法習得講座＞
↓
ブラッシュアップ Ⅲ
＜プレ・プレゼンテーション＞

＜ファイナリスト参加必須＞
プレゼンテーション技法を学習します。
＜ファイナリスト参加必須＞
プレゼンテーション（最終）審査に向けた事前
演習を行います。

↓
１０月末頃

審査コーディネーターヒアリング

＜ファイナリスト参加必須＞
ファイナリストに対してヒアリングを実施しま
す。

↓
１１月８日（木）

第19回 湘南ビジネスコンテスト

＜ファイナリスト参加必須＞
最終審査となるオープン・プレゼンテーション

↓
開催日以降

応募者を対象に、フォローアップを実施しま
す。

経営戦略フォロー
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（２）概要
締切日までに、「第１９回 湘南ビジネスコンテスト エントリーシート」
（以下、
『エントリー
シート』
）を取扱事務局宛に提出していただきます。その後、提出された方へ個別に「第１９回 湘
南ビジネスコンテスト 申請書」（以下、
『申請書』
）をワードファイルでお送りします。
『申請書』をもとに書類審査を行い、ファイナリスト（書類審査合格者）を決定いたします。フ
ァイナリストは、１１月８日（木）開催予定の『第１９回 湘南ビジネスコンテスト』において、
１０分間のプレゼンテーションを行い、その後約１５分間で審査員や当日来場者からの質疑応答、
各アドバイスを受けることとなります（１組あたり計２５分）
。
この発表内容を以て最終審査を行い、受賞者を決定いたします。
（３）募集対象
次のいずれかに該当する方が対象となります。
① １年以内創業予定者で、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町（以下「２市１町域内」と表記）のいずれ
かに拠点を構える予定のある個人（学生含む、以下同じです）
。
②２市１町域内に拠点を構えて、新事業展開（新分野進出）を予定している法人（中小企業及び
ＮＰＯ等、以下同じです）
、個人。
③創業、あるいは新事業展開（新分野進出）後５年以内で、２市１町域内に拠点がある、もしく
は拠点を構える予定のある法人、個人。
※該当する応募者の現住所について、２市１町域内は問いません。
※「拠点」とは、本社、営業所、事業所、工場などを指します。
※「創業」とは、事業開始を指します。個人で創業し、同一事業を法人化した
場合であっても、個人で創業した日が事業開始日となります。
※「創業、新事業展開後５年以内」とは、事業開始日、新事業展開着手日から
平成３０年７月１３日までの期間を指します。
（４）
『エントリーシート』締切日
平成３０年７月１３日（金）１７時まで（必着）
（５）応募費用 【申請書提出の際にお支払いください。
】
エントリーシート提出は無料ですが、申請書提出時には事務手数料として次の費用が発生いたし
ます。
湘南ビジネスコンテスト
￥２，０００／案件（税込）
※学生無料
※コンソーシアム正会員は一律１，０００円となります。
（６）応募方法
締切日までに『エントリーシート』一式を事務局宛にE-mail、郵送、窓口持参のいずれかにより
提出してください。なお、期限を過ぎて提出された書類については、審査を行わずに返却いたしま
す。
E-mailで申請される際の宛先： conso@cityfujisawa.ne.jp
※件名には、
「湘南ビジネスコンテスト エントリーシート」とお書きい
ただき、添付ファイルにてご申請ください
【注意事項】
エントリーシートを提出された方には、７月１９日（木）までに「申請書」をメールや郵送等で
お送りします。万一当該日までに、お手元に届いていない場合には、事務局へ必ずお申出くださ
い。
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３．表 彰
１１月８日（木）開催のコンテストにおいて各賞の受賞者を決定いたします。
①主催者賞
・ビジネス大賞
５０万円×１本
・ビジネス準大賞
１０万円×１本
・なでしこ起業家賞
５万円×１本
女性ならではの視点をもった創造的な事業であり、地域経済の活性化と将来性を期待さ
せる事業プランに対して授与される女性起業家を対象とした賞です。
・来場者賞
１万円×１本（来場者投票により選出します）
②関係団体賞
・かながわ信用金庫賞
・湘南信用金庫賞

（かながわ信用金庫が選出します）
（湘南信用金庫が選出します）

※主催者賞、関係団体賞それぞれ該当者無しの場合もあります。
※ビジネス準大賞は複数本に分割する場合があります。
※なでしこ起業家賞は他賞との重複もあります。
※関係団体賞は他賞と重複することもあります。
※関係団体賞の副賞は、各金融機関に一任しております。
４．審査員
複数の専門家が審査員となり、書類審査、プレゼンテーション審査を行います。
５．エントリーシートの記入にあたっての注意点
（１）記入用紙
「湘南ビジネスコンテスト エントリーシート」の形式は変更しないでください。
（２）記入方法
申請書の記入にあたっては書類作成ソフト等を使用して、日本語で正確に記述してください。明
朝体またはゴシック体（又は認識しやすい書体）で「１０．５ポイント以上」といたします。
（３）記入項目欄の行の増加・減少
記入項目順序は変更しないでください。項目の行数（罫線）の増減は適宜行うことを認めます。
（４）注意事項
・提出された書類の内容に関して、事務局は一切の責任を負いません。
・提出された書類は返却しないことを原則とします。
・特別なノウハウ･技術等に関しては、法的保護＜特許･実用新案登録等の手続き＞の申請を行
うなど、あらかじめ申請者側の責任において行ってください（公知の事実となった場合、そ
れ以降の特許･実用新案の権利取得は無効になります）
。
・結果に至った経過ならびに内容については、全ての審査ともに回答いたしません。
・「申請書」の応募期限である８月２日時点において、直近１年以内に開催された他コンテス
トで未受賞のものに限ります。
（虚偽等の事実があった場合には、参加資格を喪失します。
）
ただし、他コンテストに受賞された案件に、著しい改良・改善等が図られていると審査員が
判断できる内容であれば、この限りではありません。
・ご提出頂きました申請書の個人情報の利用に関しては、コンテスト事業の実施目的において、
主催団体が管理責任者として利用します。
６．応募者向けブラッシュアップ等について
（１）ビジネスプラン作成無料講座の開催
日 時
①6月7日（木）②6月14日（木）③6月21日（木）④6月28日（木）
全日程ともに18時30分～20時00分（終了予定）
場 所
藤沢商工会館3階 302会議室
内 容
①創業計画の重要性と心構え ②創業計画書の作成ポイント
② 収支計画のポイント
④基礎的なマーケティングと創業計画のまとめ
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講 師

全４回の無料講座を実施し、ビジネスプランの具体性を高める取り組みを実施
①～③ 日本政策金融公庫 南関東創業支援センター 所長 寺田 博史 氏
④
神奈川県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 山﨑 隆由 氏

（２）説明会及びコンテスト出場者体験談の開催
ビジネスコンテストの説明会と前年度出場者の話を聞き、出場予定者にビジネスコンテストに
より多くの方が応募していただく取り組みを行う。
日 時
7月4日（水）18時30分～19時30分（終了予定）
場 所
藤沢商工会館3階 302会議室
申込方法
申込締切

ホームページからお申込いただけます。
http://www.s-cns.com/contest/2018bp.html
前日までにお申し込みください。

（３）専門家による申請書フォロー【合格するための記載方法等について】
７月４日の説明会に参加された方を対象に、書類審査合格に向けた申請書に対する専門家のアド
バイスを実施いたします。
事前申込制ですが、応募者多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。
※ ビジネスプランの内容では無く、申請書の書き方等のアドバイスを受ける相談会です。
※ ご参加にあたり、必ず記入済みの申請書を事前に取扱事務局まで提出してください。事前
に提出いただいていない場合や、申請書が未記入である場合は、ご参加いただけませんの
でご注意ください。
（４）湘南新産業創出コンソーシアム準会員（無料会員）へのご登録
「申請書」を提出された方は、湘南新産業創出コンソーシアム未登録者に限り準会員としての
ご登録を行わせていただきます。コンソーシアムの持つ支援メニューをご活用ください。
※ファイナリストに選出された方は、本年度に限りまして個人正会員（有料）へのご登録を無
料にて行わせていただきます。なお、既に正会員としてご登録戴いている方は、対象外とな
ります。
７．
「成長支援システム」について ＜ファイナリストは受講必須＞
本コンテストでは、ご応募いただくことによりスキルアップを図っていただけるシステムを設けて
おります。書類審査合格者は必ず受講いただきますので、予めご承知おきください。
（１）専門家による個別ビジネス相談 ＜９月～１０月の期間で１社３回実施予定＞
中小企業診断士による個別のビジネス相談会です。コンテストへの応募内容だけで無く、事業全
般にわたっての相談、課題解決を図るための個別コンサルティングを実施します。
１社あたり、６０分×３日間です。
【実施時間】９時～１０時、１０時～１１時、１１時～１２時の３区分のいずれかで設定
【実 施 日】以下のいずれかのコースとなります。
Ａ）９月１２日（水）
、１０月１日（月）
、１０月２２日（月）の全３日間
Ｂ）９月１４日（金）
、１０月３日（水）
、１０月２４日（水）の全３日間
（２）プレゼンテーション技法習得講座 ＜１０月中旬開催予定＞
効果的な資料作成手法や意図したとおりに伝える表現力などのプレゼンテーションスキルを高め
る講座を開催します。開催日が決定次第、ホームページ等でご案内いたします。
（３）プレ・プレゼンテーション ＜１０月末～１１月の月初に開催予定＞
複数の専門家を前に、実際に１０分間でプレゼンを行い、資料やプレゼン全体に対する助言・指導
を受けられる事前演習を実施します。当日の時間配分も確認いただけます。
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８．取扱事務局（お問い合わせ・各お申込先）
湘南新産業創出コンソーシアム事務局
（公財）湘南産業振興財団 ビジネスコンテスト担当
〒251-0052 藤沢市藤沢607番地の1 藤沢商工会館（ミナパーク）2F
ＴＥＬ
０４６６（２１）３８１１
ＦＡＸ ０４６６（２４）４５００
E-mail
conso@cityfujisawa.ne.jp
ＵＲＬ
http://www.s-cns.com/contest

エントリーシート等のファイルは、ホームページで入手可能です。
また、応募様式のお問い合わせ等については、ＦＡＸ、E-mailでお願いいたします。
お電話では回答できませんので、予めご承知おきください。
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