
応募アイディアの概要（IBPC2004） 

 
受付番号  I－01 
アイディア名 お墓代行清掃 
概

要 
お墓参りになかなかいくことのできない人の変わりに、清掃の代行をします。 
清掃前と清掃後をデジタルカメラで撮影。CDや写真にして、お客様に差し上げる。 
希望があれば、デジタルカメラで作業の様子を撮影し、DVD・インターネット中継 
を行う。お寺への香典代行も可能。 

 
受付番号  I－02 
アイディア名 ITを活用した住まいのプランづくり 
概

要 
インターネット上の HPで「居心地のいい住まい」プランを公開。 
これから家を建てようと計画されている方の条件をお送りいただき、メールにて 
プランを送る。 
顧客のニーズに合わせた優れたプランを提供できる。 

 
受付番号  I－03 
アイディア名 ガーデニングアドバイザーネットワーク 
概

要 
園芸に関するプロの庭師や農家と同程度以上の知識や技能を持っている人を専門別 
ごとにデータベースを作成する。 
ホームセンターの園芸コーナー等に情報端末を設置し、情報を提供し、希望のアドバ

イザーに助言をしてもらう。またインターネット上のアクセスも可能とする。 
 
受付番号  I－04 
アイディア名 ｶﾆからﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ残渣を利用した環境にやさしいﾁｷﾝﾌｨﾙﾑの製造 
概

要 
いわき市内で廃棄物として出されるカニ殻とパイナップルの残渣を利用することに

よってチキンフィルムを製造販売をする。 
棄物の利用により低価格のコストで製造が可能。包装用・ゴミ袋等の製造から、いず

れは医療材料・化粧品分野等への機能性素材への応用を検討する。 
 
受付番号  I－05 
アイディア名 総合芸能学園の創設(エンターティナー養成校) 
概

要 
地方在住者のための芸能養成学校を創設する。年齢は問わず、ショーマンビジネスを 
目指す人の為の養成講座を開設する。 



ショーマンビジネスは長期に存在し続け、需要評価は高いと考え、基礎を学ぶことが 
できるようにし、リゾート地との連携により実地訓練を可能にする。 

 
受付番号  I－06 
アイディア名 水切美人 
概

要 
台所流しの水切りは現在円柱形の物がほとんど。これは水の切れがよくなく、捨てる 
ときはビニールの袋が必要。底を円錐形にすることで、水切れがよくなり、捨てる際

も楽になり、カラスの害も防止できる。 
ほかにない製品として家庭用品販売店での取り扱いが期待できる。 

 
受付番号  I－07 
アイディア名 ミラーの凍結、積雪防止カバー 
概

要 
冬季の車のサイドミラーの凍結や積雪を防ぎ視界を確保するために、取り付けできる

カバーを製造する。 
いろいろな形のミラーに対応できるよう変形可能な素材で製造し、ゴム等で口を固定 
できる。格安価格の設定にて販売する。 

 
受付番号  I－08 
アイディア名 Happy Smile～レンタルペット 
概

要 
いわき市内のペットショップと連携し、店内のペットを顧客の希望により、時間レン

タルを行う。介護施設などへの貸し出しやペット購入予定者、ペットを飼えない方 
のためにペットを貸し出す。 
犬だけにこだわらず、猫や鳥など希望の動物の貸し出しを可能にする。 

 
受付番号  I－09 
アイディア名 ヤングシニアこみゅ～ 
概

要 
一人暮らし等の老人を中心とした出会い、友達作り、メル友を提供する。 
希望の老人にメールができるようパソコン・ケータイの購入から使用方法までをで 
きるよう指導。その後、メル友になる方を顧客の希望に合わせて、紹介する。 
また、使用についてのアフターサービスも個別訪問で対応する。 

 
受付番号  I－10 
アイディア名 コーディネートは“こ～でねぇと” 



概

要 
お客に似合う服のコーディネートをアドバイスを提供する。インターネット上で、 
お客の希望と写真を取り込み、コーディネートした写真を提供する。 
いわき市内の洋服店と連携し、希望にあったよう服を購入し届けたり、自宅に伺い 
自前の服でコーディネート、冠婚葬祭用のレンタル服も提供する。 

 
受付番号  I－11 
アイディア名 水資源の有効活用節水システム 
概

要 
家内で出される排水を再利用できるまでにろ過をさせ、貯蔵できる中水利用システム 
を構築する。 
中水利用をすることで、トイレの排水や洗車・灌水等に利用することで、節水対策 
になる。 

 
受付番号  I－12 
アイディア名 知的所有権で金持ちになろう会 
概

要 
知的所有権管理士の資格と利用し、高額になっている登録費用を抑えるアドバイス 
を行うとともに、登録申請期間の短縮を図る 
知的所有権の登録については補助金が出るようになってきているので、申請料と印紙 
料の実費のみで手続きできるシステムを提供する。 

 
受付番号  I－13 
アイディア名 「地産地消」でオカラの出ない「大豆まるごと豆腐」 
概

要 
大量生産されている豆腐は、ニガリをしようされてなく、遺伝子組み換え大豆使用の 
心配もある。オカラの出ない豆腐を作り提供する。 
短時間で、味がよく、廃棄物として処理されるオカラを出すことなく作る豆腐は、 
高栄養で、安心・安全で健康志向の希望にこたえることができる。 

 
受付番号  I－14 
アイディア名 いわきをゆっくり走る、カメバス 
概

要 
いわき市内の路線バスが次々と廃止されることが決定されている。マイカーを運転 
できない人のために、市内を走るバスを提供する。固定路線で走る路線型と観光地 
を回る巡回型の 2パターンを運営する。自宅前までの送迎も可能にする。 
カメバスは亀の町(四ツ倉)をゆっく停まりながら走るバス 

 
受付番号  I－15 
アイディア名 Happy works ♪ 



概

要 
インターネットにおける新しいビジネス・プランを、いわゆるビジネス特許として保

護し、特許権、実用新案権といった知的財産に関する権利も含め、それらの権利の 
獲得、ライセンスの販売を行う。 
営業力・開発力の弱い中小企業等に営業力・商品力の不足を事業案で補う。 

 
受付番号  I－16 
アイディア名 福利厚生施設の有効活用で地域密着型企業へ大変身！ 
概

要 
企業の福利厚生施設で利用していない期間や時間帯を有料で提供するサービス。 
受付管理業務を請負をすることで、企業側の人件費を抑えることができ、貸し出し 
により企業側は収益があり、地域とのコミュニケーションを図るきっかけ(ふれあい 
企画)の提供により、企業間・地域との活性化を図ることができる。 

 
受付番号  I－17 
アイディア名 ビジネス的手法を用いた学習塾 
概

要 
学習塾の場の提供をする。塾の開催を希望する講師と契約し、講義をするための許可 
をする。塾生の募集・スケジュース管理・会計を管理する。 
塾の費用は塾生の目標に達成することを基準とし、達成料というかたちで、徴収する。 
達成度に合わせた料金とすることで、親の負担を軽減させる。 

 
受付番号  I－18 
アイディア名 目的別店舗検索機能を付加した広告表示パネル 
概

要 
駅前やバスターミナルなどにタッチパネル式広告表示パネルを設置し、商店の広告や

目的別検索を可能にするサービスを提供する。 
店舗情報を効果的に配信することで、イベント情報の提供や新規顧客の獲得を狙える 
また、音声情報の提供により高齢者・障害者へも対応できる。 

 
受付番号  I－19 
アイディア名 イキイキ団地コイコイサービス 
概

要 
高齢化に伴うハンデをカバーして、生活を楽しみたいというニーズを持ったベッド

タウンに住む高齢者に対して、タクシー会社、リフォーム会社、旅行会社、介護支

援会社などのサービスの仲介を行うビジネス。 
個人だけでなくグループでの契約をも可能とする。 

 
受付番号  I－20 
アイディア名 いわき平のコミュニティ屋台村 (山村暮鳥「おうい雲よ」より命名) 



概

要 
20件ほどの和風屋台を含めた無国籍屋台を集め、「安全安心な食の提供」「障害者・ 
高齢者等の働く場づくり」「循環型社会の拠点づくり」などのテーマをもって運営 
される屋台村を形成し、地産地消・旬産旬食・エコクッキングを基本に配置。お手ご

ろ値段で飲食できる場を提供する。 
 
受付番号  I－21 
アイディア名 いわきマリンライン 
概

要 
平と小名浜間をスムーズに移動できる電気モノレールを敷設する。 
この区間は車による交通量が多いので渋滞に左右されずに定期時間内に移動できる 
手段を提供する。また高齢者、障害者、観光客が安全かつ有効に、移動することが 
でき、環境問題対策にも貢献できる。 

 
受付番号  I－22 
アイディア名 インターネット併用型ペット保育所 
概

要 
長時間家を空ける方のためのペット一時預り施設を提供する。 
ペット病院との連携を図り、飼い主の希望に合わせたきめの細かいサービスの提供 
する。また、インターネットを通して、ペットの様子が見れるシステムを構築し、い

つでもペット状況を確認できる。 
 
受付番号  I－23 
アイディア名 地域発信型オンラインショップ 
概

要 
いわき市内の企業の商品をインタネットを通して販売する、インターネットショップ 
を提供する。既存のショップは広告掲載料で収益を上げるが、当ショップは販売完了 
時の売り上げに対しての割合で徴収する。 
企業側の初期投資・金銭的リスクを少なくすることで情報発信をしやすくする。 

 
受付番号  I－24 
アイディア名 居酒屋 IWAKI 
概

要 
いわき市内の飲食店の自信作を一同に集めて、バイキング・セルフ方式で提供する 
加盟店方式で提供していただく商品を集めてお客様に提供。お客様からすると、家族

で、いろいろな店のおいしい物を食べることで、店の情報を得ることができ、提供側

からすると、お客様のニーズにすばやく合わせることができる。 
 
受付番号  I－25 
アイディア名 いわきの中心で、アツく叫ぶケーキ屋 



概

要 
いわき市内の人気ケーキを、集めて一箇所で提供する店舗を開く。 
人気商品のリサーチを行い、オシャレ感を追及した空間でのケーキとお茶の提供を 
行う。人気店の商品だけでなく、新規参入を検討している若いパティシェや郊外・ 
いわき市外店の PRの場として活用してもらう。 

 
受付番号  I－26 
アイディア名 教師の品質が保障された IT弱者向け家庭教師 
概

要 
情報系・教職課程選考の大学生を講師として、ITの家庭教師として、企業や個人に 
たいし家庭教師として派遣をする。大学から成績証明を、適正検査をすることで、 
お客様の要望にこたえられる人材を派遣する。生徒を集めての講習ではなく、ニーズ

に合わせたきめの細かいサービスを提供することができる。 
 
受付番号  I－27 
アイディア名 MEMORIAL FOREST 
概

要 
お客様の記念日などに記念となる木を購入してもらい、植樹代行を行い、その後の

記念日毎に植樹した木の写真を送ったりＨＰで成長状況を確認できるビジネス 。 

購入した木の管理は、当社行い、月々管理料として徴収する。 

木の成長と自分の成長をともに大切な思い出として心に残るサービス。 
 
受付番号  I－28 
アイディア名 Dream LIBRARY 
概

要 
誰でもが平等に利用できる、図書館の図書貸し出しサービス。 
希望の図書を図書館に出向くことが難しい方にも、利用できるよう宅配貸し出し・ 
回収サービスを行う。配達業務は学生などによる社会貢献ボランティアの一部として 
参加。また、予約システムの構築により自動貸出 BOXの開発をする。 

 
受付番号  I－29 
アイディア名 親子で安心“メイトバス”(学校の帰りも仲間と一緒にバスでいかが？) 
概

要 
仕事をしている親に代わり、放課後学校から直接塾等へ送り届けてくれるバスシステ

ムを提供する。小型バスとサポートスタッフを配置し、塾まで確実に送りとどけるこ

とで、親の心配を軽減させることができる。 
保護者と塾の共同負担により、親の負担を軽減を図ります。 

 
受付番号  I－30 
アイディア名 ランプスタンド 



概

要 
自然にあるものを利用して、ガラスのスタンドを作成し販売する。 
貝殻に美しさと和紙を利用して、自然な素朴さを出し、あきのこないあたたかさが 
出るものを製作する。 
物産店などに出品し、販売をしていく。 

 
受付番号  I－31 
アイディア名 芸術作品から街を活性させるアイデア 
概

要 
いわき市美術館に、年に一度新しい芸術の日本一を決めるコンテストを開催する。 
幅広いジャンルを集め、専門家といわき市民による選考により決定する。選定作品は 
いわき市美術館に展示。それ以外は市内に展示する。これを、観光の目玉とするこ 
とにより、いわき全体の経済効果を上げることが期待できる。 

 
受付番号  I－32 
アイディア名 新規自動車のまとめ売り 
概

要 
複数台所有する、企業・個人を対象に新車購入時に台数をまとめて購入できるサービ

スをする。3台分の料金で 4台購入できるサービスとすることにより、購入の促進 
が図れる。下取りも同時に行うことにより、格安で自動車販売の促進を促すことがで

きる。 
 
受付番号  I－33 
アイディア名 商店街型ショッピングセンター 
概

要 
バス路線のある商店街を大型ショッピングセンターに対抗できる商店街に変えてい

く提案を行う。バスとおりを中心に通行規制を行い、バス用路線・一般自動車用路線 
を分ける。自動車用路線には適宜に駐車場を配置し、目的の店の近くまで車でいける 
にすることで、利用しやすい商店街をつくっていく。 

 
受付番号  I－34 
アイディア名 間伐材などを利用した発電所 
概

要 
需要以上に発生する間伐材を、加工するにはコストがかかるため、放置されたままに 
なっている。これを燃料として、燃やすことにより発電に応用する。 
間伐を行い、その利用法を促進することが、森林保全の上からも必要であり、利用に 
困っている地域に電力として提供できる。 

 
受付番号  I－35 
アイディア名 給付型の奨学金制度 



概

要 
進学率の低いいわき市の進学率を上げる方法として、親の負担を軽減する給付金制度 
を設置する。今までの給付金制度は賃借方式で返済が必要。これを給付制度にするこ

とにより、経済的理由による進学率の低下を防ぐことができる。 
また大学進学のメリットのひとつとして、いわき学生を集める一役を担う。 

 
受付番号  I－36 
アイディア名 環境再生 Gメン 
概

要 
再生・再利用に適さない商品などを店頭よりできるだけ排除し、再使用可能なペット

ボトルなどの容器・買い物袋などの積極的な導入を図るため、それを監視し、指導 
できる Gメンの様な組織を構成する。 
企業や商店が環境産業特区指定区域の認識を高め、取り組む。 

 
受付番号  I－37 
アイディア名 街中ミニバス 
概

要 
一定の低価格で利用者の要望に合わせた、運行体系にて運行されるミニバスを運営 
する。コミュニティバスの先例はいくつかあるなかで、広いいわき市にあった運行 
システムを取り入れ、郊外型団地の住民も自家用車に頼らなくてもすむ、交通形態 
を作る。 

 
受付番号  I－38 
アイディア名 観光案内ボランティアのコーディネート 
概

要 
いわき市を訪れる観光客に案内ボランティアをコーディネートする。 
観光パンフレット・インターネットなどで観光案内ボランティア事業の案内をし、 
顧客のニーズに答えられるよう、各分野で専門的な知識を持った者、長年係わって 
きた案内人を配置することで、観光産業を盛り上げていく。 

 
受付番号  I－39 
アイディア名 介護用洗面台(さわやか) 
概

要 
障害者が現況の洗面台を使用しての洗顔ができず、タオルで拭くだけになっている。 
お湯を使っての洗顔の希望の声に答えるため、車椅子でのしよう可能な洗面台を製造 
するビジネス。洗面台には車椅子に反応するセンサーを設置し、感知することにより 
温水シャワーで洗顔・温風による乾燥までの一連の作業を連動できる。 

 
 
 


