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平成 30 年度 あいち・ウーマノミクス推進事業   

「輝く女性 ソーシャルビジネスプランコンテストあいち 2018」募集要項 

 

1 目的 

愛知県における介護・福祉、子育て支援、地域コミュニティづくり等の身近な社会問題に対

する解決を促すとともに、地域における新たな起業や雇用の創出等が期待できるソーシャルビ

ジネス分野における女性の創業を促進するため、女性を対象としたソーシャルビジネスプラン

コンテストを実施し、優秀なプランに対して、その事業化を支援します。 

  

2 募集対象 

•女性起業家や女性経営者が行うソーシャルビジネスに関するビジネスプラン。 

  •他のビジネスプランコンテスト等において入賞実績がないこと 

•1 主体(1 個人、1法人、1グループ)につき 1件の応募であること  

 

3 応募資格 

  次の要件を満たす、女性及びグループを対象とします。ただし、グループの場合、そのグル

ープの半数以上が女性であり、代表者又は応募プランの責任者が女性であること。 

（1）創業前の個人・グループ 

・愛知県内で、ソーシャルビジネスに係るビジネスプランの事業化を目指す個人・グループで

あること。 

・複数名で応募する場合は、プランの実施にあたり代表者となる予定の個人を代表者とすること。 

（2）法人・個人事業主 

・平成 30年 9 月 30 日時点で創業後 5年未満の法人（法人を設立する以前に個人事業を営んで

いた場合は、その期間も含めて 5年未満）又は個人事業主であること。 

・法人の場合は愛知県内に本店所在地を有し、個人事業主の場合は住所地又は事業所所在地が

愛知県内であること。 

 

4 審査 

事務局及び外部有識者等からなる審査会により審査します。 

（1）審査方法 

ア 一次審査：書類審査（非公開） 

イ 二次審査：書類審査（非公開） 

ウ 最終審査：プレゼンテーション審査（公開） 

（2）審査基準 

  「社会課題の深刻さ」、「課題とプランの整合性」、「プランの具体性や新規性及び実現可能性」、

「課題解決への情熱」、「コンテスト参加による成長発展の可能性」により審査します。 

（3）結果の連絡等 

ア 一次審査 

審査を通過された方に 9月上旬（予定）までに審査結果をお知らせするとともに、応募内

容に対する事務局からのコメントをフィードバックします。このフィードバックを受けて、

二次審査に向け応募様式を再提出していただくことも可能です。 
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イ 二次審査 

全員に審査結果をお知らせします。審査を通過された方には最終審査に向けたブラッシ

ュアップセミナー（9/30 開催予定）を実施します。 

ウ 最終審査 

審査終了後、表彰式において各賞を発表します。 

 

5 表彰 

（1）愛知県知事賞  総合部門 2 名（組）、女性活躍支援部門 1名（組）※ 

※愛知県内の女性の活躍支援をテーマとしたビジネスプラン 

（2）協賛機関賞 

愛知県信用保証協会賞、愛知信用金庫賞、クレディセゾン東海支社賞、 

瀬戸信用金庫賞、知多信用金庫賞、中日信用金庫賞、西尾信用金庫、 

碧海信用金庫賞   各 1 名（組） 

（3）協力機関賞  若干名（組）  

 

6 受賞者に対する支援等 

（1）愛知県知事賞 

・最終審査終了時から平成 31 年 3 月までの約 6 ヶ月間、事業化に向けたハンズオン支援を実

施します。 

・3 月に開催する成果発表会においてビジネスプランを発表することができます。 

・上記支援終了後も、協力機関等による支援を受けることができます。 

（2）各協賛機関賞 

副賞 5万円及び希望者は協賛・協力機関による支援を受けることができます。 

（3）協力機関賞（若干名） 

一次審査通過後、二次審査で選外となった応募プランを対象に、協力機関の審査を受けた

上で、当該機関が実施する起業支援を受けることができます。 

 

7 応募方法 

（1）事前エントリー 

  応募にあたっては、事前エントリーが必要です。 

  事前エントリー用紙に必要事項を記入の上、電子メールで提出してください。 

  【事前エントリー期間】平成 30 年 6月 18 日（月）から 8月 13 日（月）まで 

   ※エントリー者には、ビジネスプラン提出にあたっての連絡事項をメールでお知らせします。 

（2）ビジネスプラン 

  応募様式にプラン内容を記入の上、電子メールで提出してください。 

  【募集期間】平成 30 年 6 月 18 日（月）から 8月 20 日（月）まで 

（3）提出先 

  愛知県産業労働部産業労働政策課 広報・企画調整グループ 

  メールアドレス：sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp 

 

8 関連セミナー 

（1）応募検討者向けフォローアップセミナー 

 事前エントリーした方を対象にしたセミナーです。参加は希望者のみです。 

【先輩起業家から学ぶ『ソーシャルビジネス』と『女性の起業』】（全 3回） 
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 女性先輩起業家の事例を通じて、自身のビジネスを考えるヒントを得るとともに、本コンテ

ストへの応募に関するイメージを描いていただきます。 

第１回（名古屋） 

  ア 日時 平成 30年 7 月 21 日（土）午後 1時 30 分から午後 4 時 35 分まで 

  イ 場所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1204 号室 

       （名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

  ウ 講師 松元永己氏（特定非営利活動法人あいちかすがいっこ 代表理事） 

伊藤麻美氏（特定非営利活動法人ビタショコ 理事長） 

第２回（名古屋） 

  ア 日時 平成 30年 7 月 29 日（日）午後 1時 30 分から午後 4 時 35 分まで 

  イ 場所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1204 号室 

       （名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

  ウ 講師 本林早苗氏（株式会社 herstyle 代表取締役） 

伊藤麻美氏（特定非営利活動法人ビタショコ 理事長）   

第３回（岡崎） 

  ア 日時 平成 30年 8 月 5日（日）午後 1時 30 分から午後 4 時 35 分まで 

  イ 場所 岡崎市図書館交流プラザ 会議室 302 号 

       （岡崎市康生通西 4-71） 

  ウ 講師 神谷菜月氏（株式会社じゃがいも 代表取締役） 

伊藤麻美氏（特定非営利活動法人ビタショコ 理事長）   

 【締切直前！かけこみ寺相談会】（予約制） 

エントリーしたのは良いものの応募様式の書き方がわからない、そもそもビジネスプラン

がうまく表現できない等、コーディネーターによるお悩み解決のための相談会を開催します。 

  ア 日時 平成 30年 8 月 6日（月）から 8月 15 日（水） 

  イ 場所 Wits（名古屋市中区栄 4-14-19 富田ビル 3階） 

  ウ 講師 伊藤麻美氏（特定非営利活動法人ビタショコ 理事長） 

菅沼之雄氏（特定非営利活動法人ビタショコ 理事） 

 申込方法等 

・事前エントリーの際、エントリー用紙の参加希望欄にチェックをしてください。 

・各回開催の前日までのエントリー者に限らせていただきます。 

  ※ただし、託児を希望される場合は、開催の１週間前までにエントリーしてください。 

・希望者多数の場合は先着順とさせていただきます（各回 40 名程度）。 

・受講決定のお知らせは、エントリーの際に記入していただく連絡先にメールで通知します。 

・託児を希望される場合は、エントリー用紙の「託児希望」にチェックをしてください。 

 

（2）最終審査対象者向けブラッシュアップセミナー（9/30 開催予定） 

二次審査を通過し、最終審査を受けられる方には、先輩起業家からのアドバイスや審査に向

けたプレゼンテーション力向上等を内容とするセミナーに参加していただきます。 

詳細は、二次審査終了後、対象となる方にお知らせします。 

（3）フォローアップセミナーに関する問合せ先 

  特定非営利活動法人ビタショコ 

   電話：052-734-2816  メールアドレス：info@bita-choco.com 
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9 成果発表会の開催 

愛知県知事賞受賞者の方々の事業アピールを目的に、プラン内容や事業化に向けた取組等に

ついて発表していただく成果発表会を開催します。 

・開催時期：平成 31年 3 月（予定） 

・内容：受賞者による発表、講演会、交流会等（予定） 

 

10 スケジュール（予定） 

 

11 注意事項 

（1）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。 

（2）必要に応じて、応募したビジネスプランに関する質疑を行うことがあります。 

（3）最終審査対象ビジネスプラン及び入賞ビジネスプランについては、「応募者氏名」、「ビジネ

スプランの名称」、「ビジネスプランの概要」等を公表します。   

（4）最終審査（プレゼンテーション）は公開で行いますので、最終審査のために別途資料を作

成していただきます。また、審査結果については公表します。 

（5）審査結果に対する個別の問合せには一切お答えできません。 

（6）応募に係る個人情報は、本コンテスト及びそれに関連した目的の範囲内で使用します。な

お、賞の選定や支援メニューの利用等にあたり、応募書類の写しを共催、協賛、協力、後援

の各機関に提供する場合があります。 

（7）応募内容についての秘密は厳守しますが、特別なノウハウなど秘密事項については法的保

護（特許出願等）を行うなど、応募者の責任で対応をお願いします。 

（8）「反社会的勢力」に該当又は関係がある場合や応募資格等に違反する事項があった場合には、

失格又は受賞取消しとする場合があります。 

（9）提出していただいた応募様式等は、返却いたしません。 

  

12 問合せ先 

愛知県産業労働部産業労働政策課 広報・企画調整グループ 

  〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号 愛知県庁西庁舎 7階 

電 話 052-954-6330（ダイヤルイン）  ＦＡＸ 052-954-6923 

  電子メール sanro-seisaku@pref.aichi.lg.jp 

応募 6/18～8/20 
一次審査 

(書類) 

9 月上旬 

二次審査 

（書類） 

9 月中旬 

最終審査 

(プレゼン) 

10 月上旬 

最終審査対象者ﾌﾞﾗｯｼｭ 

ｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 9 月 30 日（予定） 

入賞者への支援 

(約 6 ヶ月間) 

成果 

発表会 

３月中旬 
応募ｴﾝﾄﾘｰ 

6/18～8/13 

応募ｴﾝﾄﾘｰ者向けﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

7 月 21・29 日・8月 5・6～15 日 


