若者のアイデアを募集します
長岡市では、地方創生（人口減少対策）の取り組みの一環として、平成 27 年度から、若者の
魅力あるまちづくりや起業のアイデアを募る「ながおか仕事創造アイデア・コンテスト」
（略称「な
がおかアイコン」
）を開催しています。
この取り組みをきっかけに、若者の豊かな発想や興味を伸ばし、志を持って長岡の魅力づくり
を支えてくれる若者が市の内外から集まり、そして、
「将来の長岡の産業を担う多様な若者起業家」
が生まれ、高め合うことを期待しています。ご応募をお待ちしています。

デア
いいね ! アイ

起業アイデア

長岡の地域資源を活用した「もの・こと」で、住んで

新しい事業・商品開発や起業につながるビジネス・ア

いる人々が “ あればいいな ”、市外に住んでいる人々

イデア。

が “ 行ってみたいな ” と思う「もの・こと」のアイデア。

（事例）地域資源を活用した新たなビジネスの提案など。

• ながおか・若者・しごと機構賞 ........ ７万円（１件）

（事例）新しい観光ルートの提案など。

• ながおか・若者・しごと機構賞 ........ ７万円（１件）

• 北越銀行賞 ....................................... ７万円（１件）

• 北越銀行賞 ....................................... ７万円（１件）

• 優秀賞 .............................................. ３万円（５件程度）

• 優秀賞 .............................................. ３万円（５件程度）

※小・中学生の場合は、図書券とします。

※小・中学生の場合は、図書券とします。

募集期間

平成 29 年

6 月 12 日（月）－ 9 月 6 日（水）[ 必着 ]

長岡大学地域連携研究センター「ながおかアイコン」事務局
お申込み先

〒 940-0828 長岡市御山町 80-8

tel：0258-39-1600（代） fax：0258-39-9566 E-mail：aicon@nagaokauniv.ac.jp

【主催】：ながおか・若者・しごと機構

【共催】
：長岡市、北越銀行、長岡大学

【後援】
：新潟県教育委員会、長岡市教育委員会、長岡商工会議所、長岡地域商工会連合、長岡公共職業安定所、長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、長岡造形大学、
クレアヘアモード専門学校、晴陵リハビリテーション学院、晴麗看護学校、長岡介護福祉専門学校あゆみ、長岡看護福祉専門学校、長岡公務員・情報ビジネス専門学校、
長岡こども・医療・介護専門学校、長岡こども福祉カレッジ、長岡赤十字看護専門学校、長岡美容専門学校、新潟県厚生連中央看護専門学校、日本ビジネス公務員
専門学校、北陸食育フードカレッジ、北陸福祉保育専門学院、悠久山栄養調理専門学校、大光銀行、第四銀行、長岡信用金庫、日本政策金融公庫長岡支店、新潟県
連合会中越地域協議会、NPO 法人長岡産業活性化協会 NAZE、起業支援センターながおか、新潟日報社（順不同）

平成 29 年度
ながおか仕事創造アイデア・コンテスト
募集要項

１．平成 29 年度募集要項のポイント
次の諸点に留意して、応募申込書に記入してください。

（１）募集部門
【いいね !
募集部門は、
【いいね ! アイデア】と【起業アイデア】の２部門です。応募申込書の該当欄に、応募アイデアが、
アイデア】と【起業アイデア】のどちらに属するかを選んで、記入してください。
【いいね ! アイデア】
→長岡の地域資源（長岡花火、米百俵まつり、信濃川など）を活用した「もの・こと」で、住んでいる人々が “ あればい
いな ”、市外に住んでいる人々が “ 行ってみたいな ” と思う「もの・こと」のアイデア。
（事例）新しい観光ルートの提案など。
【起業アイデア】
→新しい事業・商品開発や起業につながるビジネス・アイデア（既存企業から技術やノウハウなどの移転・協力も可）
。
（事例）地域資源を活用した新たなビジネスの提案など。

（２）記入項目
提案アイデアを具体化して、長岡地域の活性化を推進するため、アイデアの内容、実現方法、効果等、次の５項目につい
て、できるだけ詳しく記入してください。
【応募申込書５項目の記入】
→提案アイデアを、①提案・提供する活動や事業・サービスの内容（何を）、②活動・事業・サービスの対象・相手（誰に）、
③実現する方法（どんな方法で実現するか）
、④プラスされる魅力（どんな魅力が加わるか）
、⑤プラスの影響・効果（ど
んなプラスの効果があるか）
、の５項目ごとに記入してください。

（３）応募資格
応募できる方は、
「地域性」と「若者」の両方の条件を満たす方とします。
【地域性】
→住所・通学先・通勤先のいずれかが長岡広域圏（長岡市、見附市、小千谷市、出雲崎町）もしくは長岡市出身の方。
【若者】
→①小学校高学年（５・６年生）
・中学生、②高校生、③学生・院生（専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院）、
④概ね 40 歳までの社会人
※グループで応募の場合は、主たる提案者がどの応募資格者に該当するかで判断してください。

（４）募集期間

平成 29 年６月 12 日（月）～平成 29 年９月６日（水）
（必着）

２．申し込み先
長岡大学地域連携研究センター「ながおかアイコン」事務局
〒 940-0828 長岡市御山町 80 － 8

tel：0258-39-1600（代） fax：0258-39-9566 E-mail：aicon@nagaokauniv.ac.jp

３．申し込みに関して
（１）申し込み件数
申し込みできる件数は、
１人（１グループ）１件としますが、
１人（１グループ）で、
【いいね ! アイデア】と【起業アイデア】
に、それぞれ１件ずつ応募することもできます。その場合、応募申込書は別々に提出してください。
（２）申し込み方法
（必着）までに郵送、FAX またはメールにて提出し
別紙の応募申込書（ 2 枚）に必要事項を記入のうえ、９月６日（水）
てください。なお、応募申込書は、ながおか・若者・しごと機構及び長岡大学のホームページからもダウンロードできます。
（３）応募申込書の記入方法
「１．平成 29 年度募集要項のポイント」及び応募申込書をよく読み、必要事項をご記入ください。

４．審査に関して
（１）審査方法
応募申込書を、
【いいね！アイデア】と【起業アイデア】の２グループに分けて、グループごとに審査します。審査委員は、
審査終了後公表します。
（２）審査基準

審査基準は次のとおりです。

【書類選考】次の４項目について、５段階評価で審査します。
ａ 新規性、ｂ 実現可能性、ｃ 魅力の向上（他地域との比較による優位性）、ｄ 地域（生活・文化、産業・経済、雇用）
への波及効果
【最終選考】上記４項目にプレゼンテーション力を加えて、審査します。

５．スケジュール・副賞に関して
（１）スケジュール（予定）
【書類選考 ...... 9 月】
【いいね！アイデア】と【起業アイデア】のグループごとに書類選考を行い、
６～７件の優秀アイデア（優秀賞）を選出します。
応募者には９月下旬（予定）までにその旨を通知します。
【最終選考 ...... 10 月】
上記優秀アイデア（優秀賞）のなかから約半数の優秀アイデアについて、10 月開催予定の公開審査会において、応募者
から自身のアイデアのプレゼンテーションを行っていただき、ながおか・若者・しごと機構賞、北越銀行賞を決定します。
その後、表彰式を行います。
（２）副賞
【いいね！アイデア】
、
【起業アイデア】のグループごとに、次の副賞を授与します。

• ながおか・若者・しごと機構賞（７万円）............ １件
• 北越銀行賞（７万円）.......................................... １件
• 優秀賞（３万円）................................................. ５件程度
※小・中学生の場合は、図書券とします。

６．留意事項
• 応募アイデアの知的財産権は応募者に帰属します。また、特別な技術等は特許等法的保護の申請を行うなど、応募者の責任
において対応してください。

• 実現可能性があり活性化に資する優秀なアイデアについては、関係機関と連携して実現化・事業化支援を検討しますので、
依頼があった際はご協力をお願いします。

• 応募書類は返却しません。
• 審査結果は 10 月の最終選考後、ホームページでお知らせします。
• 主催者側は、申し込みに伴う郵便やメール等の事故に関して一切の責任を負いません。

７．その他
平成 28 年度の受賞アイデアについては、
【参考資料】のとおりです。なお、詳細な内容については、ながおか・若者・しごと
機構のホームページをご覧ください。

８．お問い合わせ先
［ながおか・若者・しごと機構事務局］

tel：0258-86-6008（直通） E-mail：wakamonokikou@city.nagaoka.lg.jp http://wakamonokikou.net/
［長岡大学地域連携研究センター「ながおかアイコン」事務局］

tel：0258-39-1600（代表） E-mail：aicon@nagaokauniv.ac.jp http://www.nagaokauniv.ac.jp/

平成 28 年度な

がおか仕事創

【参考資料】

造アイデア・

部門
ね ! アイデア

コンテスト受

いい

賞アイデア一

最優秀賞（１件）........... 縄文カフェ 〈大学生〉
北越銀行賞（１件）....... 長岡ゴミ総合サイト「SHIROKUMA.COM」で温暖化防止！〈中学生〉
優秀賞（９件）..............・あなたも小林虎三郎に！米百俵ふるさと納税制度 〈社会人〉
・発進！発信！スポーツ王国ながおか！ 〈大学生〉
・鳥人間コンテスト→人力飛行機を通じた多世代交流・地元活性化 〈高校生〉
・１泊２日の縄文体験 〈小学生〉
・長岡創作料理コンクールの開催 〈社会人〉
・ロケ地ツアー in 長岡 〈大学生〉
・地産地消と地域活性化「農」のチカラ

～地域おこしイベント～ 〈高校生〉

・長岡花火にこめられた本当の意味「慰霊と復興の花火ツアー」〈小学生〉
・ながおか・ハロウィン・フェス 〈小学生〉

部門
起業アイデア

最優秀賞（１件）........... 長岡エキナカ日本酒カフェ 〈社会人〉
北越銀行賞（１件）....... 錦鯉生産者と投資家を繋ぐ仲介業 〈社会人〉
優秀賞（４件）..............・古民家 de 古体験 〈大学生〉
・20 歳１年に限定し日本酒を無料で試飲させる居酒屋『日本酒 20』〈大学生〉
・れんこんで中之島を元気に！ 〈大学生〉
・
『ながおかイイね！』認証 〈社会人〉
奨励賞（３件）..............・長岡版フェアトレード「わたしごと」〈社会人〉
・長岡花火を一年中楽しめる、ダーツ酒場 〈専門学校生〉
・小規模限定の TVCM 活用支援事業 〈大学生〉

平成 28 年 12 月 4 日（日）公開審査会・表彰式

覧

