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                     出でよ！変革の志士たち！！ 

さいきょうＳ1 グランプリ 2014 開催要項 

 

主催者：株式会社 西京銀行 

さいきょうＳ1 グランプリ 2014 実行委員会 

 

【開催主旨】 

私たちが暮らす地域においては様々な社会課題が山積している中、これら社会課題の解

決に挑戦する多くの皆さまがいらっしゃいます。 

しかしながらこれらの方の多くは、経営面（資金調達、人材育成、事業展開等）におい

て十分な事業性を確立出来ておらず、地域社会や企業との連携が十分行われていないとい

う現状があります。 

西京銀行では、これら社会課題の解決を「ソーシャルビジネスの手法」によって行って

いく方をご支援することを目的に「さいきょう S1 グランプリ 2014」を開催致します。 

西京銀行では、本グランプリイベントの開催を通じて、ソーシャルビジネス市場の成長

を促し、起業者数の増加や地域における雇用の増加を図ってまいります。 

熱い志を持った皆さまからの応募をお待ち致しております。 

 

【募集内容】 

 ソーシャルビジネスの手法により地域課題の解決に向けた取組みを行っていくための仕

組みやアイデアを「事業プラン提案書」として提出していただきます。 

 ●ソーシャルビジネス部門 

  「社会性」をより重視したビジネスプランを対象とします。 

 ●イノベーション部門 

  「革新的な商品・サービス」の活用を重視したビジネスプランを対象とします。 

 

【応募資格】 

 ソーシャルビジネスの手法によって社会変革を促す「個人」「団体」「企業」の方 

 

【募集期間】 

 応募書類受付期間 ： 平成 26 年 3 月 8 日～平成 26 年 5 月 19 日（必着） 

  

【審査および選考結果の公表（予定）】 

第 1 次選考結果発表： 平成 26 年 5 月 28 日（書類選考のみ） 

 第 2 次選考結果発表： 平成 26 年 8 月 22 日（事業プランの審査） 

 最終結果公表   ： 平成 26 年 9 月 7 日（事業プランのプレゼン） 

 ※審査結果等について個別にお答え致しませんので、予めご了承ください。 
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【共通募集条件】 

（1） 地域における社会課題に対する解決方法であって実現可能性の高いもの 

（2） 収益性を確保し、持続可能な取組であること 

（3） 雇用の創出、拡大が見込まれる事業であること 

（4） 当該事業プランの開始が概ね 1 年以内に開始できる見込みがあること 

（5） 当該事業に取り組んでおり、これから事業拡大するもの 

（6） 他の同様なコンテストや支援機関等から既に支援を受けている事業ではないこと 

（7） 西京銀行が認める新たな事業プランであり、西京銀行或いは西京銀行が指定する

事業者等との連携や協働が図れる事業プランであること 

（8） 事業の実施地域が山口県、広島市近郊、北九州市近郊であること 

（9） 3 年後の事業が単年度黒字化すること 

 

【募集条件：ソーシャルビジネス部門】 

 ◆社会課題を的確に捉え、当該社会課題の解決に向けた方向性を示すことができること 

 

【募集条件：イノベーション部門】 

 ◆革新的な商品やサービス、技術等を活用し、社会を変えるイノベーション創出が行え

る可能性を秘めた提案であること 

 

【募集分野】 

事業プランを募集する分野は以下のとおりとします。 

（1） 高齢者支援関連サービス 

（2） 子育て支援関連サービス 

（3） 若者自立支援関連サービス 

（4） 障がい者自立支援関連サービス 

（5） 農林水産業振興関連サービス 

（6） 環境・エネルギー関連サービス 

（7） 商店街振興関連サービス 

（8） 新サービス・新商品・ものづくり・技術（新・伝統）支援関連サービス 

（9） 社会教育支援関連サービス 

（10） スポーツ振興関連サービス 

（11） 観光産業振興関連サービス 

（12） 結婚支援関連サービス 

（13） 健康関連サービス 

（14） コミュニティ促進関連サービス 

（15） その他、地域の社会課題解決を支援するサービス 

 



 

 3 / 4 
 

【応募方法】 

 別添の「事業プラン提案書」を郵送または電子メールにて事務局宛ご送付ください。 

  ＜事務局＞ 

  〒745-0015 山口県周南市平和通 1 丁目 10 番の 2 

  株式会社 西京銀行地域連携部 さいきょうＳ１グランプリ 2014 実行委員会 宛 

  E-Mail; renkei@saikyobank.co.jp 

  ℡：0834-22-7665 

 

【スケジュール・西京銀行による支援体制等】 

  ・第 1 次選考の通過者に対して、当該事業プランを更にブラッシュアップするため、

集合研修や個別面談を実施してまいります。 

   第 1 次選考通過者の方へ、今後の進め方等に関するガイダンス等を以下の予定で実

施致しますので、ご予定ください。 

   ■第 1 次選考通過者の方へのガイダンス日：平成 26 年 6 月 7 日（土）10 時～12 時 

    集合場所：西京銀行本店講堂 

  ＜予定スケジュール・・・変更される場合があります＞ 

    

 

       ↓ 

 

 

       ↓ 
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       ↓ 

    

 

       ↓ 

    

 

       ↓                ・・・＜プレゼンテーション研修＞ 

    

 

5/19 公募〆切（事業プラン提案書を提出） 

5/28 結果発表（第 1次選考） 

6/7  ガイダンス＆第 1回セミナー 

6/7～8/4  事業計画ブラッシュアップ期間 

          ※事業計画書提出 

8/11～15  事業計画審査会（ミニプレゼン） 

8/22  結果発表（第 2次選考） 

9/7  ファイナルプレゼンテーション 

「さいきょうＳ１グランプ

リ 2013」においては、 

合計 4回に亘るブラッシュ

アップセミナーと個別面談

を実施しました。 

mailto:renkei@saikyobank.co.jp
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【最終選考会および最終選考会後の支援体制】 

第 2 次選考の通過者全員による最終プレゼンテーションを実施いただき、優秀なビジ

ネスプランには事業奨励金を授与すると共に、当該事業プランに必要な経営支援を実施

致します。 

  尚、最終プレゼンテーション実施者においては最終選考会終了後 3 年間にわたり、西

京銀行が実施するアンケートへの回答や事業プランの進捗状況に関して定期的に報告す

る義務を有すること、また報告内容については公表することを、予めご承知ください。 

 

以上 

 

＜ご参考＞ 

 さいきょう S1 グランプリ 2013  には 31 件ものご応募をいただき、多くの社会課題解決

に向けたビジネスプランをご提案いただきました。 

 ご参考までに前回提案されたビジネスプランテーマは以下の通りです。 

 エントリー名 代表者 活動拠点 

バイオマス事業化協議会 

－竹や間伐材等のバイオマス原料を有効活用し、循環型社会の

構築を目指す 

濱平 努 福岡市 

株式会社 小澤 

－Cheer Bread 事業 産業廃棄物となっている「おから」等を

活用した安全・健康な食品の提供 

小澤 淳志 下関市 

特定非営利活動法人 支えてねットワーク 

－ひきこもりの若者を救え！自立を目指すプログラム「便利屋 

なごみてご屋」事業の実施 

藤井 敏和 山口市 

特定非営利活動法人 虹のかけ橋 

－知的障がい者の社会参画を目指して、漬物工場の運営による

就労施設のバリューアップを目指す 

岩佐 光恵 光市 

Satoyama Landscape 

－里山の押し寄せる高齢化・過疎化の波を、地域の人と一緒に、

移住者の視点で変革を起こす 

須田 浩史 周南市 

カタログ△（サンカッケー） 

－情報の地産地消で商店街をプロデュース！「人」と「人」を

つなぐコミュニティの構築を目指す 

福岡 佐知子 北九州市 

ジブンノオト 

－ジブンと地域が好きになる！実践型キャリア教育アカデミ

ーの実施によるキャリア教育大学の創設 

大野 圭司 周防大島町 

PathGate Village 

－「創り人」村の創設 byつながる山口 才能ある「人」と「人」

を結びつけ、次世代につなげていく 

藤田 浩子 光市 

やまぐっちおいしいプロジェクト実行委員会 

－農業者の所得向上で担い手不足を解消！「やまぐっち」ブラ

ンドで流通革命を起こす 

江越 正和 防府市 

下関酒造 株式会社 

－445 名の農家の思いを酒に込める！地域の農家と一体になっ

た 6次産業化の推進で地域との共生を図る 

内田 忠臣 下関市 

多くの方からのビジネスプランご応募をお待ち致しております！ 


