
ちば起業家応援事業
ちばビジコンサポーター募集について

※昨年までの「協賛企業賞」を、今年度から名称を変更し「ちばビジコンサポーター賞」といたしました。



ちば起業家応援事業について
ちば起業家応援事業は、千葉県内の起業気運を高めるとともに、女性・シニ
ア・若者による起業を応援し、育成を図ることを目的に、啓発、情報発信、
起業・経営支援、人脈づくり等一貫した支援を行う千葉県が実施する起業
支援の事業です。

2015年度にスタートし、今年で６年度目となります。
※本事業の実施は千葉県より委託を受けた「ちば起業家応援事業実行委員会」にて運営しています

ビジネスプラン・コンペティション
-ちば起業家賞・サポーター賞-

起業家交流会
-県内５カ所で開催する参加者100人規模の

交流イベント

事例集の作成
-千葉の起業家のロールモデルを冊子等で紹介

情報発信
-ウェブサイト・SNS等を通じた情報発信

起業家応援イベント
-幕張メッセで開催される県内最大の起業イベント

フォローアップ支援
-交流会参加者やプレゼンター、ビジコン応募者を

対象としたアフターフォロー
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ちば起業家応援事業について

1)ビジネスプラン・コンペティション
県内のニーズに対応した新たな発想・新たな手法による千葉発の起業を積極的に応援す
るためビジネスプラン・コンペティションを実施。県内での起業を前提とした内容で、千葉県
の課題解決につながるビジネスアイデア・ビジネスプランを広く募集して選考します。

ちば起業家賞 （千葉県知事賞）
新規性・創造性のあるプランからちば起業家大
賞1名、ちば起業家優秀賞2名を選出。他に関
連団体賞として協賛企業による受賞者を選出。

サポーター賞（旧：協賛企業賞）
独創的なアイデアや千葉の課題解決に賭ける熱い
想いを協賛企業が評価し受賞者を選出。
協賛企業：2019年度は15社
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ちば起業家応援事業について
２）起業家交流会

起業家同士の情報交換や人的ネットワーク形成を
支援することで、起業機運を醸成し、地域内で
継続的に起業家を応援・支援するしくみをつくり、
地域活性化へとつなげる複合的なイベントです。
※2019年度は６カ所企画、5ヶ所で実施し、
各回100～200名程度の参加者が集い、交流を行っています

～起業機運を高める～

勉強会

講演会やグループワーク

～起業家のPR～

ビジネスプレゼン

起業家5名がプレゼン

交流・起業相談

地域交流会でプレゼンを行った5名のなかから
参加者の投票で最多得票を獲得した1名が
CHIBAビジコンの一次予選通過の特典を得ます。
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ちば起業家応援事業について

３）起業家応援イベント（幕張メッセ）

幕張メッセ国際会議場コンベンションホールにて開催。
来場者は延べ2,500名の県内最大級の起業イベントです。

【プログラム】
・CHIBAビジコンの最終プレゼンテーションと表彰式
・冊子「起業革新」掲載の起業家プレゼンテーション
・全員参加の交流会
・起業に役立つブース（約60ブース）
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ちば起業家応援事業について
4）事例集の作成

千葉県の起業家でロールモデルとなる経営者を紹介する冊子「起業革新」。
８～１０名の千葉で活躍する経営者をご紹介しています。
起業家を発掘するとともに、起業に役立つ情報の発信を行っています。

情報発信
・ちば起業家応援事業を紹介するポータルサイトの運営
・オニオン新聞社発行媒体への広告出稿
・2018年度にはアプリをリリース実施
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ちばビジコン サポーター募集について

県内の起業家を広く支援するため、ちばビジコンのサポーターとなってくださる企
業・団体様を募集しています。

【募集期間】
令和2年6月1日（月）～8月31日（月）
・第一次締切：令和2年6月30日（火）
・第二次締切：令和2年8月31日（月）
※作成時期の関係でチラシ等への掲載は第一次締切までとなります。

【募集数】
最大30団体
※お申込み後、審査して決定します。

【サポーター特典】
• サポーター賞名の決定
• ちばビジコンのWebサイト、ポスター、チラシ等広告物へのサポーター名又はロゴの掲載
• ちば起業家応援事業のFacebookページでのサポーターのご紹介
• ちば起業家大交流会（幕張メッセ令和３年1月13日開催）でのブース設置
• ちば起業家大交流会での表彰式への出席
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ちばビジコンスケジュール イメージ

STEP1：応募用紙の提出

STEP2：一次審査（書類審査）
※約15～20名を選出

応募締切
10/31（土）

STEP3：二次審査（プレゼンテーション）
＠千葉県庁 ※ファイナリスト5名を選出

プレゼンブラッシュアップ
（複数回実施）

STEP4：最終審査（プレゼンテーション）
＠幕張メッセ
※ちば起業家大賞1名・ちば起業家優秀賞2名を選出

一次審査
11/10（火）頃

二次審査
11/19（木）

令和3年
1/13（水）

応募説明会＆相談会
募集開始
7/20（月）

表彰

県内で実施される「ちば起業家交流会」
での最多得票者（5名）

※一次審査通過

サポーター賞の審査
※受賞者はサポーターが決定

一次審査通過者約15～20名のなかからサポーター賞を選定します。
二次審査のプレゼンテーションに、サポーターの方々もオブザーバー参加ができます。
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令和元年年度の協賛企業一覧
協賛企業名 賞名 選考基準 副賞

ＮＰＯ法人 産業技
術活用センター（Ｉ
ＴＥＣ）

ITEC経営者メンタークラ
ブ賞

➀事業プランの成長性、②事業プランが千葉の経済活動の活性化に資す
るかどうか、③事業プランの実現にメンターが貢献できるかどうか、④起業家
の人物、の４点を基準に２次審査会登壇者の中から受賞者を選考させて
頂きます。

１．正賞 ：豊富な経験と知見を有する多数のメンターによる集団メンタリングを無償で
提供します。
２．奨励賞 ：2019年2月若しくは4月のITEC経営者メンタークラブ交流会へ無料招
待いたします。交流会当日約2時間の集団メンタリングを実施しています。

株式会社 イシド 夢を育てるしろっくま君賞
夢があり、人々がワクワクするアイディアであること。または、教育的価値の高
い事業であること。

・インターネットそろばん学校 (e ラーニング )の受講資格
・株式会社イシド 公式キャラクター 「しろっくまくん」 の着ぐるみ一日貸出
・白井ふるさと産品 どら焼きプレゼント

株式会社 京葉銀行
夢を実現！京葉銀行「千
葉の未来へ輝く企業」賞

革新性のある商品開発、生産体制、販売方法又は、サービスの開発、提
供の取組み

1年間、当行主催のセミナーのご案内及び経営の磨きあげのお手伝い

株式会社 千葉銀行ちばぎん賞 事業の新規性、成長性、市場性、地域活性化など
・法人営業部による創業支援（１年間に限り何回でも）
・（株）ちばぎん総合研究所が主催する有料セミナーの無料招待（計３回）

株式会社 千葉興業
銀行

ちば興銀 ~WITH 
YOU~賞

地域経済への貢献が期待できる将来性のある新鋭的なビジネスプラン 経営サポートメニューの提供（1年間で計3回）

千葉信用金庫 「ちばしんきん」賞
地域経済・文化の発展への寄与
地域の人々へ豊かさの貢献

1年間、中小企業診断士による経営アドバイス（無料）及びちばしんきん経営社会セミ
ナーのご案内

千葉県信用保証協
会

千葉信用保証協会「創
業応援ベストパートナー」
賞

地域を明るく元気にするビジネスプラン
（これから事業を始めようとしている方、事業を開始して1年未満の方）

千葉信用保証協会成長サポート部による創業支援の提供

千葉テレビ放送株式
会社

チバテレ・キャプテン☆Ｃ賞
たくさんの人（子ども）を笑顔にするユニークなビジネスプランにキャプテン
☆C賞を提供します！

1. キャプテン☆Ｃグッズ
2. チバテレ番組出演権
※出演番組・放送日時は受賞者と調整のうえ決定いたします

株式会社千葉日報
社

千葉日報賞
ＩＴを活用して課題解決に取り組み、社会性、成長性、実現可能性が認
められるビジネスプランを応援します。

受賞したサービスを紹介するウェブページを、千葉の魅力を全国に発信する情報プラット
フォーム「ちばとぴ！チャンネル」上に作成します（内容は仕様の範囲内）。また、受賞者
様には１年間有効の「千葉日報オンライン」ＩＤを発行いたします（４万円相当、発行
ＩＤ数は応相談）。

TENT幕張（ステップ
チェンジ株式会社）

TENT幕張 賞
夢を持ち、多くの人を巻き込んで成長することが期待されるビジネスプランで
あること

コワーキングスペース＆シェアキッチンTENT幕張 コワーキングスペース1年分利用権

成田空港活用協議
会

成田空港活用協議会
賞

成田空港を有しているという千葉県のメリットを活かし、地域活性化に寄与
するビジネスプランを応援します！

成田空港活用協議会主催セミナー（会員向け）で事業紹介

早野商事株式会社 波奈 ＨＡＮＡ 賞 食の世界、全般に係わる優れたビジネスプランを作成した方 波奈グループで使用できるお食事ご優待券 20,000 円分

株式会社ベイエフエム bayfm 賞
局コンセプト「LOVE OUR BAY LOVE OUR FUTURE」に基づき、環
境問題への配慮と地元千葉の未来に貢献していること

受賞企業の紹介を放送上で実施します（レポート番組出演・事前録音スポット等。形
式・放送尺は一任願います）

株式会社 幕張メッセ幕張メッセ賞 地域経済の発展・活性化に寄与している新しいビジネスプラン 幕張新都心飲食共通利用券 20,000円

株式会社 オニオン新
聞社

オニオン新聞社・タマ子
ちゃん賞

栄養満点のたまねぎのように人を元気にできて、皮をむけば向くほど味が出て
くるような革新的なビジネスプラン

WEB販促及び、プロモーション等のコンサルティング1か月無料 9



賞名・副賞・選考について

■賞名は、社名や団体名、商品名等PRしたい表現を
貴社で決定できます。
例）夢を実現！京葉銀行「千葉の未来へ輝く企業」賞

■副賞は、起業支援につながる内容をご用意願います。
※貴社サービスのご提供や、経営・マーケティング・販促等のアドバイスなどをお願いいたします。

※金銭の提供はご遠慮ください。

※表彰式に使用する賞状や目録は実行委員会にて用意いたします。

■選考は、独自の基準で1名（1社）をお選びください。
※一次審査通過者（約15～20名）の応募書類を11月中旬に郵送します。

※11月19日開催予定の二次審査にオブザーバー参加していただき、一次審査通過者の

プレゼンテーションを実際に見て選考していただけます。
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サポーターのお申込みは・・・

募集要領ご一読のうえ、「様式1_ちばビジコンサポーター賞申込書」に

ご記入の上、メール添付又はFAXにてお申込みください。

▼お問合せ・お申し込み先
ちば起業家応援事業実行委員会
担当：永田・飯田
メール：info@i-hivechiba.com
ＦＡＸ：043-379-9103

ちばビジコン
サポーター賞 募集要領

様式1_ちばビジコンサポーター賞申込書
（Word申込書へのリンク）
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