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１ 目 的 

 

(1) 少子高齢化による人口減少や事業所数の減少が続く中、地域経済の活性化には、起業や 

新事業の創出が不可欠です。起業を促進することにより、地域産業の振興と雇用の確保を 

図り、地域の持続的発展を目指します。 

(2) 飯田市起業家ビジネスプランコンペティションにより、特色ある有望な事業プランを持つ

起業家を発掘し、当地域の経済団体、行政等が一丸となって、事業化および事業の成長をサ

ポートすることにより、起業家のチャレンジを支援し、地域経済の活性化に繋げます。 

 

２ 募集部門 

 

(1) イノベーション創出部門 

新たな市場の創造や新技術開発の事業化など、革新的または独創的なビジネスプランに 

より、地域産業の振興を図るもの 

【募集期間】 

平成２６年７月１日（火）～平成２６年９月３０日（火）１７時１５分必着 

 

【応募（提出）方法】 

窓口持参 または 郵送の方法でお願いします。 

■ 窓口持参の場合  金融政策課事務所（平日 8:30～17:15） 

■ 郵送の場合    金融政策課事務所 または 飯田市役所 ※下記住所 

 

【問い合わせ先（担当課）】 

飯田市 産業経済部 金融政策課 

■ 住所 金融政策課事務所  〒395-0033 飯田市常盤町 41 番地（飯田商工会館３階） 

飯田市役所     〒395-8501 飯田市大久保町 2534 番地 

■ 電話 0265-22-4511（内線 4880）または 0265-59-7161（直通） 

■ FAX  0265-59-7162 

 

【ご注意】 

・応募については、飯田市内で起業していただくビジネスプランとします。 

・審査上、応募者のビジネスプランの内容に関するご質問やお問い合わせには、一切お答え 

できません。 

・応募書類に不備や記入もれがあった場合、審査の対象外となります。また、応募書類に不 

備や記入もれがあった場合でも当方から連絡はいたしませんので、提出前に書類を確認し 

てください。 

・応募書類は返却いたしませんので、控えは各自の責任でご準備ください。 

・表彰者（支援起業家に選定された方）の氏名およびビジネスプランについて、市の広報 

およびホームページ、報道機関等に公開する場合があります。 

平成 26 年 6 月 16 日 産業建設委員会協議会 資料№５ 



【平成 26 年度 飯田市起業家発掘事業】 

住み続けたいまち 住んでみたいまち 飯田 人も自然も輝く 文化経済自立都市 

2 

 

 
 

(2) 地域の賑わいづくり部門 

地域ニーズに密着したユニークな事業展開など、地域の賑わいに寄与するビジネスプラ 

ンにより、地域の活性化を図るもの 

 

３ 応募資格 

 

次のいずれにも該当する方 

(1) 新事業の創出に意欲的で起業に向けた具体的なビジネスプランのある方 

(2) 表彰の日から 1 年以内に、飯田市内で開業する予定のある方 

(3) 開業の日以後、飯田市内に本店登記（個人事業主の場合は住民登録）の予定のある方 

(4) 税金を滞納していない方 

(5) 事業を行うに当たり必要な許認可等を有し、かつ、法令等に違反していない方 

(6) 公の秩序または善良の風俗を害しない､社会通念上､適当と認められる事業を行う予定の方 

(7) 暴力団員等反社会的勢力と認められる者（関係している者を含む）でない方。反社会的勢 

力から出資等の資金提供を受ける（受けている）場合も応募資格の対象外とします。 

 

４ 表 彰 

 

(1) 表彰 

起業部門 表彰 対象者 事業奨励金 

イノベーション創出部門 支援起業家 １名 最大 300万円 

地域の賑わいづくり部門 支援起業家 １名 最大 300万円 

 

(2) 表彰者（支援起業家）への支援 

ア ビジネスプランのブラッシュアップ    エ 広報等による宣伝広告 

イ 専門家・有識者の紹介          オ 事業奨励金の交付 

ウ 開業手続き支援 

 

※表彰されなかった方でも、上記のア、イおよびウの支援を受けることができます。 

※また、飯田商工会議所と協働で開設している「チャレンジ起業相談室」もぜひご利用 

※ください。 

 

(3) 事業奨励金の額および交付 

事業奨励金の額は、次の表の左欄に掲げる従業員数の区分により、右欄に掲げる額とし 

ます。なお、この場合の従業員は、正社員（※１）とします。 

事業奨励金は、従業員数を確認した後に交付します。従業員数の確認は、開業の日から 

開業後 30 日までの間に行います。 

 

従業員数 事業奨励金の額 

従業員を雇用しない場合 100万円 

従業員が１人または２人の場合 200万円 

従業員が３人以上の場合 300万円 

（※１）正社員について 

雇用保険の一般被保険者で期間の定めのない従業員とし、事業主、法人の役員 

および臨時雇用の従業員は正社員から除きます。 
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(4) 事業奨励金の交付条件 

次のいずれにも該当すること。 

ア 表彰の日から１年以内に、飯田市内で開業したこと。 

イ 開業の日以後、飯田市内に本店登記（個人事業主の場合は住民登録）のあること。 

ウ その他応募資格の要件を満たしていること。 

 

(5) 表彰に当たっての留意事項 

ア 各部門からそれぞれ表彰者１名を決定します。ただし、審査の結果により、「表彰者な

し」の場合もあります（必ず表彰者を決定するものではありません）。 

イ 表彰者は、当該ビジネスプランにより起業に向けた準備をしていただきますが、表彰の 

日から１年以内に開業できなかった場合、事業奨励金の交付は支援の対象外となります。 

 

５ スケジュール 

 

次のスケジュールでビジネスプランコンペティションを実施します。 

募集期間 平成 26 年 7 月 1 日（火）～ 平成 26 年 9 月 30 日（火） 

応募書類の締め切り 平成 26 年 9 月 30 日（火）17 時 15 分必着 

第一次審査（書類審査） 平成 26 年 10 月 

第二次審査（プレゼンテーション審査） 平成 26 年 11 月 

第三次審査（面接審査） 平成 26 年 11 月～12 月 

審査結果発表・表彰 平成 26 年 12 月 

※審査及び表彰の日程は、変更となる場合があります。 

※第二次審査は、第一次審査を通過した方が対象となります。 

※第三次審査は、第二次審査を通過した方が対象となります。 

 

６ 審 査 

 

(1) 飯田市起業家ビジネスプラン審査会 

応募者のビジネスプランを審査するため、飯田市起業家ビジネスプラン審査会（以下「審 

査会」という。）を設置します。審査委員は、起業支援事業者（経済団体等）、有識者な 

どで構成します。 

 

(2) 審査方法 

次の方法により実施します。 

 

第一次審査 

（書類審査） 
提出された書類（ビジネスプラン）を審査会で審査します。 

第二次審査 

（プレゼンテーション審査） 

第一次審査を通過された方が対象となります。 

パワーポイントなどを用いて、事業内容等を詳しく説明して

いただきます（紙ベースでの説明も可）。 

第三次審査 

（面接審査） 

第二次審査を通過された方が対象となります。 

審査会で審査委員によるヒアリングを受けていただきます。 
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(3) 審査基準 

第一次審査から第三次審査を通して、次の基準で審査します。 

ア 革新性に対する評価 

新規性、独創性、競合優位性など 

イ 事業性に対する評価 

市場性、採算性、実現可能性、持続性・成長性、地域貢献性など 

ウ 経営者に対する評価 

知識、能力、意欲、経験など 

 

(4) 審査に際しての注意事項 

ア 提出された書類等は返却いたしませんので、控えは各自の責任でご準備ください。 

イ 審査結果のみ応募者全員にご連絡いたします。審査内容および審査結果に対する個別の

お問い合わせには、一切お答えできません。 

ウ 第二次審査を受けられる方は、新たにプレゼンテーション用の資料をご用意ください。 

様式、形式、体裁、枚数等は自由とします。なお、プレゼンテーションの発表者は、応募 

者本人とします。 

 

７ 応募方法および提出書類 

 

(1) 応募方法（第一次審査） 

募集期間内に、次の提出書類を窓口持参または郵送により提出してください。なお、郵

送の場合は、できるだけ郵便物の到着が確認できる方法でお送りください（募集期間最終

日の消印有効）。なお、提出書類については、飯田市のホームページからダウンロードし

てください（当方から郵送はいたしません）。 

 

(2) 提出書類 

 

ア 第一次審査用（応募者全員に提出していただきます） 

■ 募集期間 平成 26 年 7 月 1 日（火）～ 9 月 30 日（火）17 時 15 分必着 

提 出 書 類 部数 

飯田市起業家ビジネスプランコンペティション申込書ほか(様式１～ ５) １０ 

その他補足資料（※２） １０ 

（※２）必要に応じて添付してください（任意提出）。 

 

イ 第二次審査用（第一次審査を通過された方に提出していただきます) 

■ 提出日は、対象者に直接ご連絡します。 

提 出 書 類 部数 

プレゼンテーション用の資料（※３） １０ 

（※３）パワーポイント等で作成した資料を印刷したもの 
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ウ 表彰者用（表彰者に提出していただきます） 

■ 提出日および提出書類は、表彰者に直接ご連絡します。 

提 出 書 類 部数 

応募者本人の市区町村税の完納証明書（※４） １ 

事業に必要な許認可等の写し（※５） １ 

その他市長が求める書類（※６） 

（※４）市区町村税を完納していることを証するもの（納税証明書ではありません） 

（※５）事業に許認可等が必要な場合に提出してください。なお、まだ許認可等を受けて 

いない場合は、事業を開始するまでに提出してください。 

（※６）個人情報およびビジネスプランに関する確認書､事業奨励金の交付に係る書類など 

 

８ 応募に際しての注意事項 

 

(1) 応募書類の記入は日本語とします。 

(2) 応募書類は返却いたしませんので、控えは各自の責任でご準備ください。 

(3) 応募書類は、本事業の目的以外には使用いたしません。応募されたビジネスプラン等は、 

審査会で公表されることに同意したものとして取り扱います。 

(4) 応募に際して、参加料はかかりませんが、本事業の参加に係る一切の経費（ビジネスプラ 

ン等の書類作成費、通信費、郵送料、交通費等）は、応募者の負担となります。 

(5) 飯田市は、提出書類について応募者に対価を支払うことなく記録し、および保存する権利 

を取得するものとします。 

(6) 提出書類（ビジネスプラン等）の知的財産権は応募者に帰属しますので、応募者の責任に 

おいて法的保護の対策など対応してください。 

(7) 提出書類（ビジネスプラン等）の内容が第三者の知的財産権に損害を与えた場合は、応募 

者の責任において対応してください。 

(8) 表彰を受けた方の氏名およびビジネスプラン等を公開する場合がありますので、公開によ 

り生じたトラブルについては、飯田市は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

(9) 次に該当する場合は、応募を無効または表彰の付与を取り消します。 

ア 応募資格に違反する事項があった場合 

イ 本事業の目的を損なう行為または虚偽の記載等があった場合 

ウ 法令違反や反社会的勢力との関係など、社会通念上、表彰者としてふさわしくないと認 

められる場合 

工 第二次審査、第三次審査を辞退または欠席した場合 

(10) 審査結果のみ応募者全員にご連絡します。審査内容および審査結果に対する個別のお問い 

合わせには、一切お答えできません。 

(11) 事業奨励金は、飯田市からの出資や融資ではありません。 

(12) 事業奨励金に関する税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。 

(13) 公的資金で助成する事業として、事業奨励金を起業（当該ビジネスプランの事業）以外の 

目的に使用した場合は、返還を求めます。 

(14) 表彰は、事業の成功を約束するものではありません。また、資金調達（融資）を約束する 

ものではありません。融資については、別に金融機関の審査を受ける必要があります。 
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開業手続き支援

平成26年7月 1日 (火)～平成26年9月 30日 (火 )※応募申込書は、9/30必着です。

次のいずれにも該当する方

1新事業の創出に意欲的で起業に向けた具体的なビジネスプランのある方

2.表彰の日から1年以内に、飯田市内で開業する予定のある方

3.開業の日以後、飯田市内に本店登記 (個人事業主の場合は住民登録)の予定のある方

4税金を滞納していない方

5事業を行うに当たり必要な許認可等を有し、かつ、法令等に違反していない方

6公の秩序または善良の風俗を害しない、社会通念上、適当と認められる事業を行う予定の方

7暴力団員等反社会的勢力と認められる者 (関係している者を含む)でない方。反社会的勢力から出資等の資金提供を

受ける(受けている)場合も応募資格の対象外とします。

・飯田市のホームページから「応募申込書」をダウンロードしてください。
・応募申込書に必要事項を記入(入力)のうえ、窓口持参または郵送により提出してください。

第一次審査から第二次審査を通して、次の基準で審査します。

・革新性に対する評価 (新規性、独創性、競合優位性など)

・事業性に対する評価 (市場性、採算性、実現可能性、持続性・成長性、地域貢献性など)

・経営者に対する評価 は口識、能力、意欲、経験など)

・第一次審査 (書類審査)

・第二次審査 (プレゼンテーション審査)

・第三次審査 (面接審査)

※第一次審査を通過された方が対象となります。

※第二次審査を通過された方が対象となります。

・第一次審査  平成26年 10月

・第二次審査  平成26年 11月

・第三次審査  平成26年 11～ 12月

・表彰     平成26年 12月

事業奨励金の額は、従業員数によるものとします。

・従業員を雇用しない場合………・100万円
。従業員が1人または2人の場合…200万円
・従業員が3人以上の場合………・300万 円

! 雇用保険の一般被保険者で期間の定めのない従業員とし、事業主、
:

: 法人の役員および臨時雇用の従業員は正社員から除きます。   :

①応募については、飯田市内で起業していただくビジネスプランとします。②審査上、応募者のビジネスプランの内容に関するご質問やお問い合わせには、一切お答えできません。③応募

書類に不備や記入もれがあつた場合、審査の対象外となります。また、応募書類に不備や記入もれがあつた場合でも当方から連絡はいたしませんので、提出前に書類を確認してください。

④応募書類は返却いたしませんので、控えは各自の責任でご準備ください。③表彰者(支援起業家に選定された方)の氏名およびビジネスプランについて、市の広報およびホームベージ、

報道機関等に公開する場合があります。なお、公開により生じたトラブルについては、飯田市は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。①応募書類の記入は日本語とします。①

応募書類は、本事業の目的以外には使用いたしません。応募されたビジネスプラン等は、審査会で公表されることに同意したものとして取り扱います。①応募に際して、参加料はかかりま

せんが、本事業の参加に係る一切の経費(ビジネスプラン等の書類作成費、通信費、郵送料、交通費等)は、応募者の負担となります。③飯田市は、提出書類について応募者に対価を支払

うことなく記録し、および保存する権利を取得するものとします。⑩提出書類 (ビジネスプラン等)の知的財産権は応募者に帰属しますので、応募者の責任において法的保護の対策など対

応してください。①提出書類(ビジネスプラン等)の内容が第三者の知的財産権に損害を与えた場合は、応募者の責任において対応してください。⑫次に該当する場合は、応募を無効また

は表彰の付与を取り消します。(0応募資格に違反する事項があつた場合 ⑦本事業の目的を損なう行為または虚偽の記載等があつた場合 0法令違反や反社会的勢力との関係など、

社会通念上、表彰者としてふさわしくないと認められる場合 0第二次審査、第三次審査を辞退または欠席した場合)⑩審査結果のみ応募者全員にご連絡します。審査内容および審査結

果に対する個別のお問い合わせには、一切お答えできません。①表彰の日から1年以内に開業できなかつた場合、事業奨励金の交付は支援の対象外になります。①事業奨励金は、飯田市

からの出資や融資ではありません。⑩事業奨励金に関する税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。①公的資金で助成する事業として、事業奨励金を起業(当

該ビジネスプランの事業)以外の目的に使用した場合は、返還を求めます。①表彰は、事業の成功を約束するものではありません。また、資金調達(融資)を約束するものではありません。融

資については、別に金融機関の審査を受ける必要があります。
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