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2013年 7月 1日 

 

 Go – Con 2013 
～江津市

ご う つ し

ビジネスプランコンテスト～ 
 

1． 趣旨 

島根県江津市では、2010 年度から市内で創業（第二創業含む）に挑戦したい個人若しくは団体、

企業をまちぐるみで応援する取り組みを進めてきました。今年度も、江津市の持つ地域資源を活用し

たり、地域の課題を解決するビジネスにチャレンジしていただける方を募集します。 

江津市においてご自身のビジネスプランを実現したい方、既に事業を行っているが新規分野創出、

事業拡大をお考えの方、次世代への継承に思い悩んでいる方、幹部候補の若い社内人材に活躍の

場を提供したいとお考えの方などを対象に、ビジネスプランを募集します。江津市で、地域おこしの最

先端の人々と切磋琢磨しながら、新しい事業展開を模索してみませんか？ 

ご自身の想いと、過疎地域としての江津市が抱える課題の「接点」を見つけ出し、人・もの・金・技

術・自然資源に限らず、あらゆる地域資源を活用したプランを企画してください。コンテストの大賞に選

ばれた個人若しくは団体、企業に対しては、賞金の他、実際にプランを実行していただくための創業

支援をさせていただきます。 

 

2． コンテストの概要 

●募集テーマ 
 

江津市の地域資源の活用や、地域の課題解決につながるビジネスプラン 
 

●大賞 
 

1名 
 

●賞金 
 

活動資金 100万円  ※賞金の授与に関しては一定の要件があります。 
 

●募集条件 

プランに本気で取り組むという情熱のある個人若しくは団体、企業で、どなたでもご応募頂けます。 

・個人若しくは団体、企業など、組織の法的な形態は問いません。 

・受賞後 1年間は、江津市内を拠点に活動を実施すること。 

※必ずしも本人が常駐する必要はありませんが、その場合は誰か 1名以上、市内の事業所（本社、

支社等）に常駐できる体制を整えてください。 

 

●主催者 

江津市、NPO 法人てごねっと石見、江津商工会議所、桜江町商工会、社団法人江津青年会議所、

日本海信用金庫 

 

3． 申し込み方法 

●提出物 

・応募フォーム  

・収支計画書 
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※応募要項や応募フォーム、収支計画書（テンプレート）は、江津市ホームページ、または 

NPO法人 てごねっと石見 HP（http://tegonet.net）からダウンロードしてください。  

また、その他事業計画書等がありましたら添付してください（ただし、A4サイズ 2枚まで（厳守）） 
 

●提出先 

メール： go-con@tegonet.net  「Go-con2013 担当者」宛 

          件名「プランタイトル（お名前）」 

郵 送： 〒695−0011 島根県江津市江津町 1517番地 2 

NPO法人 てごねっと石見 宛 
 

●提出期限 

2013年 9月 2日（月） 12時必着 
 

●問い合わせ 

応募に関してご不明な点は、NPO法人 てごねっと石見（☎：0855-52-7130）までご連絡ください。 

 

4．選考方法 

一次審査（書類審査）および二次審査（プレゼンテーション）を経て、受賞者を決定します。 

コンテストの審査にあたっては、起業家精神、事業のモデル性、共感性、社会的インパクト、江津市

とのマッチング等にかかる視点を重視し、選考を行います。 

 

5．コンテスト審査員 

企業経営者など数名を予定しております。 

 

6．選考スケジュール 

（1） 公募 【2013年 7月 1日（月）〜9月 2日（月）】 

応募フォーム、収支計画書を記入し、【9月2日（月）12時必着】でメール若しくは郵送にて提出く

ださい。一次審査は、提出書類に基づく書類審査です。 

事業概要などの添付書類については、A4サイズ 2枚まで審査の対象書類と見なします。 

 

（2） 一次審査結果の通知 【10月下旬頃】 

応募いただいた全ての方に対して、文書で結果をお知らせします。 

通過者につきましては、二次審査会（12月15日）に向けてプレゼンテーション用の資料を作成し

ていただきます。 

 

 ■（一次審査通過者向け）ブラッシュアップについて 

一次審査を通過された方に対し、支援機関（江津商工会議所、桜江町商工会、（社）江津青年

会議所、日本海信用金庫、NPO法人てごねっと石見、江津市の 6機関）によるビジネスプランの

ブラッシュアップにかかる様々な支援やアドバイスを行います。 

 

（3） Go-con2013（二次審査会） 【12月 15日（日）】 

一次審査通過者全員にプレゼンテーションを行っていただき、大賞の発表を行います（プレゼン

テーションにかかる交通費、宿泊費は支給します）。プレゼンテーションに参加できない場合は選考

の対象となりませんので、日程の確保をお願いします。 

http://tegonet.net/
mailto:go-con@tegonet.net
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注意事項 （必ずお読みください） 
 

＊ 特許・実用新案権等の知的財産権、及び営業秘密やいかなるノウハウなどの情報の法的保護につ

いても、応募者の責任において対策を講じた上で、一般に公表しても差し支えのない内容でお願

いします。江津市では本件に関していかなる責任を負わないものとします。ご注意ください。 

＊ 提出書類は当ビジネスコンテストの審査にのみ使用いたします。 

＊ 選考途中で知り得た貴団体で対外公表されていない情報等は江津市として公表はいたしません。 

＊ 提出書類は返却いたしませんので御了承下さい。 

7．その他 

ビジネスプランコンテストだけでなく、異業種交流会や、県内外の先進的な事業の話が聞ける勉強会、

創業に必要な知識などが学べる講座などを開催します。好きなときに、好きなものに参加いただけます。 
 

う・まいんど（異業種交流会） 

『うまい』ものを食べながら、石見の『マインド』を高め、業種や肩書を超えたネットワークを作る会です。

石見の面白い人たちとの出会いの場で仲間を見つけ、支え合って、出来る事から前に進んでみません

か。 

開催時期 
7 月、9 月、11 月、1 月、3 月を予定 （開催日時は NPO 法人てごねっと石見

HP[http://tegonet.net]にてお知らせ致します。） 

参加費 
社会人：3,500円、学生：1,500円（いずれも各回、飲食代として） 

※事前の申込が必要です。 

お問い合わせ先 NPO法人てごねっと石見（☎：0855-52-7130／✉：bonkobara@tegonet.net） 
 

BU活（起業勉強会） 

主に中国地方において先進的でオモシロイ取り組みをされている方々をゲスト講師としてお招きし、

様々な起業の考え方についてお話していただく、ビジネス（B）を生み出す（U）活動の勉強会です。 

開催時期 
毎月開催 （開催日時は NPO法人てごねっと石見 HP[http://tegonet.net]にて

お知らせ致します。） 

参加費 
500円（各回、資料代等として） 

※事前の申込が必要です。 

お問い合わせ先 NPO法人てごねっと石見（☎：0855-52-7130／✉：bonkobara@tegonet.net） 
 

ごうつ塾（創業塾） 

「商売を始めてみたい」「事業計画を見直したい」「いずれは創業したいので勉強しておきたい」そんな

想いから一歩踏み出すために、創業にあたっての動機づけや、事業コンセプトの作成、補助金等の活

用方法などを学んでいただける講座です。 

開催時期 全 4回：7月 12日、7月 19日、7月 26日、8月 2日 

定員 15名（※ただし、第 1回は公開講座として定員は設けません） 

参加費 

3,000円（全 4回分、資料代含む） 

※全 4回通して参加の場合、事前の申込が必要です。（7月 10日まで） 

※第 1回の公開講座のみ参加の場合、参加費 500円頂きます。 

お問い合わせ先 江津商工会議所（☎：0855-52-2268） 
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■大賞受賞者にかかる支援について 

受賞者には、賞金のほかビジネスプランの実現及び受賞者自身のスキルアップのための各種支援を

行います。また、起業勉強会においてプランの進捗状況を把握し、フォローしていきます。 

 

＜支援体制＞ 

支援団体名 主な支援内容 

江津商工会議所 起業・経営支援全般（金融、税務・経理、労務、創業・経営革新） 

桜江町商工会 起業・経営支援全般（金融、税務・経理、労務、創業・経営革新） 

（社）江津青年会議所 地元企業・経営者の紹介、ビジネスマッチング 

日本海信用金庫 創業支援資金制度、資金計画指導 

ＮＰＯ法人てごねっと石見 創業にかかる各種支援・情報提供、支援機関の紹介 

江津市 各種支援制度・支援機関の紹介、移住（住居等）にかかる支援 

 

 

＜活用できる支援制度の紹介＞ 

分
類 

制度名称 対象経費 金額等 
実施機関 

or窓口 

補
助
金 

強
化
支
援
事
業 

江
津
市
中
小
企
業
等
競
争
力 

新商品開発・

付加価値創

出事業 

専門家謝金、研究開発費（原材

料費、機械等リース費、技術指

導受入費、外注加工費）、委託

費（試験委託費、調査研究委託

費）、その他市長が必要と認める

経費 

補助対象経費の 2/3以内

（限度額 50万円） 

江津市 

起業及び新

分野参入事

業 

専門家謝金、研究開発費、市場

調査費、広告宣伝費、その他市

長が必要と認める経費 

補助対象経費の 2/3以内

（限度額 50万円） 

江津市 

販路開拓事

業 

専門家謝金、市場調査費、産業

見本市等への出展費用（ブース

代交通宿泊費実費等）、パンフレ

ット等製作費、その他市長が必

要と認める経費 

補助対象経費の 2/3以内

（限度額 50万円） 

江津市 

空き店舗活用事業 空き店舗に出店するために必要

な改装費及び家賃 

家賃 補助対象経費の

2/3以内（上限月額 10万

円） 

改装費 補助対象経費の

1/2以内 

（限度額 240万円） 

江津市 

島根県 

（窓口：江津

商工会議

所、桜江町

商工会） 

空き店舗をインキュベータ施設

又は実験店舗とするための改装

費 

補助対象経費の 1/2以内

（限度額 1,000万円） 

地域づくり推進事業

（ＮＰＯ設立） 

研修費、NPO法人化の準備から

設立、設置初期段階までに必要

とされる経費 

上限 30万円 江津市 
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他団体支援制度 

分
類 

制度名称 対象経費 金額等 
実施機関 

or窓口 

経
営
・技
術
相
談 

中小企業支援 

ネットワーク強化事業 

相談員や外部専門家の派遣に

より。貴社の経営課題解決を目

指します。 

3回まで 江津商工会

議所、桜江

町商工会 

経営・技術基盤強化

事業（エキスパートバ

ンク） 

技術技能の取得、課題解決に 3回まで 

（但し 2回目以降は自己負

担が必要） 

江津商工会

議所、桜江

町商工会 

経営力強化アドバイ

ザー派遣事業 

意欲と能力のある地域の中核的

企業の育成を図ります。 

3回まで 江津商工会

議所、桜江

町商工会 

ロ
ー
ン 

創業支援資金 日本海信用金庫の営業地区内

で新たな事業を 6か月以内に開

業、または開業して 2年以内の

法人または個人事業者。事業性

資金（運転資金、設備資金）が

対象。 

融資金額：300万円以内 

融資形式：証書貸付 

融資利率：2.75％ 

返済方法：元金均等返済 

担保：原則として不要 

連帯保証人：経営者以外

の第三者保証人は原則と

して不要 

日本海信用

金庫 

ビジネスローン「絆」 法人・個人事業主で日本海信用

金庫の会員または会員の資格

を有する方で、事業歴が 2年以

上で期限内申告をしており、市

税の滞納のない方 

融資金額：500 万円以内

（運転資金は月商の 2 か

月以内のいずれか少ない

金額） 

融資形式：証書貸付 

融資利率：変動金利 

返済方法：元金均等返済 

担保：原則として不要 

連帯保証人：原則として法

人は代表者 1名、個人事

業主は不要。 

日本海信用

金庫 

設
備
投
資 

設備貸与事業 中小企業が経営基盤の強化を

図るために新たに導入する設

備、経営の革新のために新たに

導入する設備、創業者が事業を

行うために必要な設備、公害防

止設備 

100万円～1億円、創業後

1年未満は 50万円～

3,000万円 

（公財）しまね

産業振興財

団 

 


