
令和３年度 茨城県北ロングトレイル オリジナルアイテム企画開発募集要項 

 

１．趣旨 

創意・工夫による、茨城県北ロングトレイルのオリジナルアイテム開発プランおよびアイディア

を公募し、コンペティション（以下「コンペ」という。）方式により選定されたプランおよびアイディア

に対して補助金等を交付することにより、オリジナルアイテムの開発を推進し、もって茨城県北ロ

ングトレイルの新たな魅力の創出や認知拡大を促進することを目的とする。 

 

２．募集概要 

（１）部門・テーマ 

 

【開発部門】 

テーマ 募集内容 採択予定数 

茨城県北ロングトレイルの

オリジナルアウトドアアイテ

ム開発プラン 

実際にトレイルなどフィールドで使えるよう

な実践的なアイテムでありながらかつ、親

しみやすさ、トレイルの思い出が深まるア

イテムとしても成立するオリジナルアウトド

アアイテムの新開発プラン。 

例： 

・独自のデザインまたは機能を施したザッ

ク、ウエア、アクセサリなどのアウトドア用

品 

・原材料に県北地域の特産品を使用した

携行食 

若干数 

 

   【アイディア部門】 

テーマ 募集内容 採択予定数 

茨城県北ロングトレイルの

オリジナルアウトドアアイテ

ムのアイディア 

実際にトレイルなどフィールドで使えるよう

な実践的なアイテムでありながらかつ、親

しみやすさ、トレイルの思い出が深まるア

イテムとしても成立する今までにないオリ

ジナルアウトドアアイテムのアイディア。 

5件程度 

 

（２）応募資格 

【開発部門】【アイディア部門】 

   次のいずれにも該当する者またはグループ 



   １）新商品の企画・開発を目指す個人、法人、グループなど 

   ２）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号）第２条第１号又は同条第３号に

規定する者でないこと並びに当該者が構成員にいないこと 

 

（３）募集期間 

【開発部門】【アイディア部門】 

令和３年 10月 1日（金）～令和３年 10月 31日（日）必着 

 

（４）募集の要件  

【開発部門】 

１）茨城県北エリア（※１）にて販売されるアイテムであること 

２）観光入込客数の増加、観光関連産業の振興・雇用創出等、地域活性化の効果のいずれ

か、もしくは複数が期待できるプランであること 

３）商品やパッケージから茨城県北ロングトレイルのアイテムであることが伝わること 

４）次年度以降も自立的に開発したアイテムの販売を継続できるプランであること（※２） 

５）政治・宗教・選挙活動を目的としないプランであること 

６）関係法令等に反しないプランであること 

７）令和４年３月 10日（木）までに完了するプランであること 

８）他の補助金の交付対象となっていないプランであること 

【アイディア部門】 

１）茨城県北エリア（※１）にて販売されるアイテムであること 

２）観光入込客数の増加、観光関連産業の振興・雇用創出等、地域活性化の効果のいずれ

か、もしくは複数が期待できるアイディアであること 

３）商品やパッケージから茨城県北ロングトレイルのアイテムであることが伝わること 

４）政治・宗教・選挙活動を目的としないアイディアであること 

5）関係法令等に反しないアイディアであること 

６）他の賞金の交付対象となっていないアイディアであること 

（※１）日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 

（※２）開発部門では次年度以降の販売の継続が重要な要件となります 

 

 

（５）その他 

【開発部門】【アイディア部門】 

  既存商品（すでに流通している商品）は、応募対象外とします。 

  ただし、新たな工夫・改良を加えたものについては応募対象とします。 

 



３．補助および賞金内容 

（１）概要 

【開発部門】 

部門補助上限額 補助率 補助期間 

150万円 100％ 令和４年３月 31日まで 

    ＊補助対象事業費が補助上限額未満の場合は、その額を補助額とします。 

    ＊補助金交付時期は、成果報告会終了後の令和４年 3月下旬を予定しています。 

 

【アイディア部門】 

1アイディアあたりの賞金額 贈呈時期 

5万円 審査・選考後 1か月以内 

 

（２）補助対象外経費  

【開発部門】 

・補助対象者の経営的な管理運営費 

・消費税相当分 

・コンサルティング料 

・その他、オリジナルグッズの開発に係る事業費として適さないと認められる経費 

 

４．選定方法 

【開発部門】 

審査は、一次審査（書類審査）と二次審査（プレゼンテーション審査）の２段階で行い、開発プ

ランの「独自性」「特徴」「ストーリー性」及び具体的な実施・販売見通しを重視して審査します。 

（１）一次審査（書類審査） 

   ・応募申請書に基づき審査します（必要に応じて対面または電話等によりヒアリングを行うこと

があります）。 

・応募数が採択予定件数を下回った場合でも、審査の結果、評価が低いプランは選定しませ 

ん。 

・選定結果は、応募申請書記載のメールアドレス宛てに通知するとともに、以下のホームペー 

ジに掲載する予定です。（令和３年 11月 HP掲載予定） 

〇「茨城県北ロングトレイル」ホームページ：https://kenpokult.com/ 

〇茨城県県北振興局ホームページ：

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kenpokusinkou/index.html 

 

 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kenpokusinkou/index.html


（２）二次審査（プレゼンテーション審査） 

・一次審査を通過したプランについて、選定委員へのプレゼンテーションを行っていただき 

最終選定します（欠席した場合は、選定対象から除外します）。 

［日時］令和３年 11月に予定 

［場所］水戸市内 

＊詳細は、一次審査選定結果の通知にてお伝えします。 

＊新型コロナウイルス感染症防止のため、開催時期や審査方法が変更となる場合がありま

す。その場合は、改めて審査方法をご連絡します。 

   ＊審査項目は、別表のとおりです。合計得点上位のプランから順に選定します。 

 

 【アイディア部門】 

審査は、書類審査を行い、ご提案いただいたアイテムの「独自性」「特徴」「ストーリー性」など

を重視して審査します。 

（１）一次審査（書類審査） 

   ・応募申請書に基づき審査します（必要に応じて対面または電話等によりヒアリングを行うこと

があります）。 

・選定結果は、応募申請書記載のメールアドレス宛てに通知するとともに、以下のホームペー 

ジに掲載する予定です。（令和３年 11月 HP掲載予定） 

〇「茨城県北ロングトレイル」ホームページ：https://kenpokult.com/ 

〇茨城県県北振興局ホームページ：

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kenpokusinkou/index.html 

 

５．応募方法 

【開発部門】【アイディア部門】 

別紙「応募申請書」１部を作成し、下記の提出先へ郵送により提出してください（参考資料が 

ある場合には、併せて１部提出してください）。 

募集に関する問合せにつきましても、下記の問合せ先にお願いします。 

 

【申請書の提出先】 

〒３１０―００５３ 茨城県水戸市末広町２－２－７ 

株式会社ナムチェバザール内 茨城県北ロングトレイルプロジェクト事務局 宛て 

【問い合わせ先】 

株式会社ナムチェバザール担当：小室 

E-mail:kenpokult@namchebazar.co.jp 

電話：０２９－２５４－７７３３ ※受付１０時～１７時 

＊委託元 茨城県政策企画部県北振興局 電話：０２９―３０１－２７１５ 

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kenpokusinkou/index.html


６．応募に係る留意事項 

【開発部門】【アイディア部門】 

（１）応募者が以下の事項のいずれかに該当した場合、審査（選定後は補助）の対象から除  

外します。なお、採択後に当該事項に該当することが判明した場合、採択を取り消すこととし、

すでに補助金または賞金の交付を受けている場合、全額返還していただきます。 

また、補助金等を受領した日から当該返還の命令がなされた日までの期間に応じて年 10.95

パーセントの割合で計算した加算金を併せて納付いただきます。 

１）提出書類の必要事項に記載がないとき又は必要な書類が提出されないとき 

２）提出書類に虚偽の記載があったとき 

  ３）応募者、団体及びプラン、アイディア内容について、法令等に反することが認められるとき 

     ４）その他不適切な行為があったと認められるとき 

（２）募集期間を過ぎてからの応募内容の変更は認めません。 

（３）提出いただいた書類については、返却しませんのでご了承ください。 

（４）プラン、アイディアの作成に係る経費については、当方では負担しません。 

【アイディア部門】 

（１）選定されたアイディアの知的財産権は茨城県に移転します。 

 

７．採択者の責務等  

【開発部門】 

（１）法令等の遵守 

プラン実施にあたって関係する法令等を遵守してください。 

 

（２）損害の負担 

プランの実施に伴い生じた損害は、全て採択者が負担するとともに、茨城県は一切の責任

を負いません。 

 

（３）報告及び調査への協力 

以下の調査及び報告に協力をしていただきます。 

１）選定委員等の現地訪問による進捗（フォローアップ）調査 

２）成果報告会でのプレゼンテーション 

   開発したオリジナルアイテム及び具体的な販売計画に関する発表を行っていただきます。 

［日時］令和４年３月上旬予定 

［場所］水戸市内 

＊新型コロナウイルス感染防止のため、開催時間や開催方法が変更となる場合があります。 

３）実績報告書の提出 

成果報告会までに別紙「実績報告書」を提出してください。 



４）経過報告書の提出 

令和５年３月までに、開発プランのその後の実績や進捗について「経過報告書」を提出し

てください。 

５）その他（プランの効果検証のためのアンケート調査等） 

（４）財産の管理 

    補助により取得し、または効用の増加した財産で、次の各号に該当するものは、プラン実施

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、または担保に供さないこと。ただ

し、当該財産の耐用年数が経過した場合その他特に必要があると県が認めた場合は、この限

りではありません。 

なお、耐用年数は、原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵

省令第 15号）に定める期間とします。 

   １）機械及び器具 

   ２）その他財産として認められるもの 

（５）証拠書類の保存 

    補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を

令和８年度末まで保存してください。 

  



（別表） 

〈審査項目〉 

【開発部門】 

① 事業趣旨の理解 ・募集テーマに沿ったプランであるか 

② 地域貢献 ・地域の課題やニーズに対応しているか 

・地域の活性化に貢献するか 

③ 環境保全 ・開発するオリジナルアイテムの原料、製造、容器包装、販売、使用

時、使用後などにおいて、環境への負担は低減されているか 

・環境保全マインドを醸成または促進するグッズであるか 

④ 熱意 ・開発への取組に意欲があるか 

・茨城県北ロングトレイルの魅力創出への意欲があるか 

・茨城県県北ロングトレイルの周知拡大への意欲があるか 

・地域振興への意欲があるか 

⑤ 市場性 ・アウトドア層に訴求できるプランであるか 

・商品に見合うバランスのよい価格設定がなされているか 

・「可愛さ」や「おしゃれ感」、「かっこよさ」などがあり、人に勧めたく、フ

ィールドで身につけたくなる、使いたくなる商品であるか 

・商品やパッケージから茨城県北ロングトレイルのアイテムであることが

伝わるか 

⑥ 能力 ・「商品の PR方法」、「どこでどのように販売すれば効果があるか」が具

体的に示されているか 

・商品の具体的な販売先の計画があるか。安定した商品供給が見込

めるか 

・事務、会計等の能力があるか 

⑦ 独創性 ・茨城県北ロングトレイルならではの創意工夫があるか 

・県北地域ならではの創意工夫があるか 

・これまでにないアイテムであるか 

 

【アイディア部門】 

①事業趣旨の理解 ・募集テーマに沿ったアイディアであるか 

②地域貢献 ・地域の課題やニーズに対応しているか 

・地域の活性化に貢献するか 

③環境保全 ・オリジナルアイテムの使用時、使用後などにおいて、環境への負担

低減が配慮されているか 

・環境保全マインドを醸成または促進するグッズであるか 

④熱意 ・茨城県北ロングトレイルの魅力創出への意欲があるか 



・茨城県県北ロングトレイルの周知拡大への意欲があるか 

・地域振興への意欲があるか 

⑤市場性 ・アウトドア層に訴求できるアイディアであるか 

・「可愛さ」や「おしゃれ感」、「かっこよさ」などがあり、人に勧めたく、フ

ィールドで身につけたくなる、使いたくなる商品であるか 

・商品やパッケージから茨城県北ロングトレイルのアイテムであることが

伝わるか 

・商品として実現可能なものとなっているか。 

⑥独創性 ・茨城県北ロングトレイルならではの創意工夫があるか 

・県北地域ならではの創意工夫があるか 

・今までにないアイテムであるか 

 

 

  



《参考》 スケジュール 

日程 部門① 部門② 

９月上旬   

中旬 告知 告知 

下旬   

10月上旬   

中旬 募集 募集 

下旬   

11月上旬 審査・選定 審査・選定 

中旬   

下旬  賞金の贈呈 

12月上旬   

中旬   

下旬   

1月上旬 商品開発  

中旬   

下旬   

2月上旬   

中旬   

下旬 実績報告書の提出  

3月上旬 成果報告会・プランの完了  

中旬   

下旬 補助金の交付  

 


