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SDGs 未来都市こおりやま
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世界かんがい施設遺産

プレスリリースサイト

令和元年９月 26 日
東北初！広域圏連携事業によるベンチャー企業等の進出支援・事業拡大プログラム

郡山市産業観光部

「地域イノベーションラボこおりやま」採択企業決定

産業政策課
担当：深谷 大一朗

キックオフミーティングを開催します

TEL：924ー2251

SDGｓ Goals9 「包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」

「持続可能な開発目標（SDGs）
」の達成に向けた、こおりやま広域圏内の地域課題解決
プログラム「地域イノベーションラボこおりやま」の採択企業（６社）が決定しましたので、
キックオフミーティングを開催します。
１ 採択企業

６社（詳細は別紙をご覧ください。
）
一般社団法人葛力創造舎 葛力ブランド事業 企画チーム
一般社団法人ご当地レトルトカレー協会
株式会社イトナブ
株式会社 Girls Life Lab
Carstay 株式会社
株式会社福島情報処理センター

２ 日

時

10 月３日(木） 午後３時 ～ 午後５時

３ 場

所

ミューカルがくと館（郡山市音楽・文化交流館）小ホール
（郡山市開成一丁目１番１号）

４ 内

容

地域イノベーションラボこおりやまの事業説明及び目標設定

５ 参加者

採択企業、自治体担当職員等

６ 説明者

株式会社 MAKOTO WILL シニアアソシエイト

島 征史

氏

［略歴］
人材系のベンチャー企業を経て、現在は、
飲食店・学習塾・アパレル等、幅広い企業の
立上げについて、ビジョンづくり・戦略策定・
資金調達等の分野からのサポートに取り組まれ
ています。
また、ビジョンづくり・事業づくり・クラウドファンディング等のテーマで、
年間に約 40 回ものワークショップ・セミナーを実施されています。
事業の詳細に
アクセスできます。

2019年度採択企業一覧
№

団体名

氏名

一般社団法人葛 斎藤郁也
力創造舎 葛力
ブランド事業
1 企画チーム

2

事業概要

一般社団法人ご 猪俣早苗
当地レトルトカ
レー協会

東京都台東区西 地域食材を活用したご当地レトルトカレーを企画・ 郡山市 園芸畜産振興課
浅草2－24－7
販売し、販路開拓により地域を知るきっかけを増や
す。
地域食材の販路開拓

都内でご当地レトルトカ
レー専門店を運営

株式会社イトナ 古山隆幸
ブ

宮城県石巻市中 若者たちがプログラミングを学ぶ環境を整備する。 郡山市 産業政策課
央2-10-21 サ 主に下記2点を実施
・プログラミングブートキャンプ：2日間でプログ IT人材不足
トミビル1階
ラミングの基礎などを学ぶ
・ハッカソンの開催：開発合宿イベント

「地域で育てる」プログ
ラミング教育＆「地域で
理解してもらう」採用支
援

株式会社Girls
Life Lab

小野美乃

福島県相馬市中 地域の文化、伝統、素材などを活用した女性目線で 須賀川市 商工労政課
女性が主体となり運営
村字塚田72
の商品開発・販売。地域全体の魅了を伝えること
（本事業へのエントリー
で、観光誘客を図るとともに、商品開発を通じ、地 女性が自身の能力を活か 者は現役女子高校生）
域の女性活躍推進を目指す。
して稼げる環境作り

Carstay株式会
社

岩本舜夫

東京都新宿区新
宿五丁目15番14
号
INBOUNDLEAGUE3
01号室

3

4

5

株式会社福島情 渡辺響大
報処理センター
6

担当自治体
備考
解決したい課題
福島県郡山市清 地域の方々を主役にしたWebメディアの構築。郡山 郡山市 政策開発課
日本大学工学部の学生が
水台1-8-15
を中心としたこおりやま広域圏のリソース（「人」
主体となり運営
Blue Bird
「仕事」「コミュニティ」「イベント」「不動
人口減少に対する諸課題
apartment.3F
産」）を集約し、地域の豊かさや暮らしを伝え、地 or移住者増加に向けた諸
Room3
域プレイヤーとのマッチングを図る。
課題
所在地

キャンピングカー利用者と遊休地所有者のマッチン 田村市 観光交流課
グサービス、キャンピングカーのシェアリングサー
ビスにより、観光推進、二次交通や既存のアセット 観光入込客数の増加
の活用、インバウンド対応を行う。

2018年創業
令和時代の新しい旅と暮
らし「VANLIFE」プラッ
トフォーム

福島県郡山市桑 Beaconを活用した、観光客の動態分析・観光促進 三春町 産業課
野3丁目18-24
サービスを実施する。（観光客がどこにいつ訪れた
かのデータの収集・可視化、観光名所の解説よみあ 観光と商店街活性化
げ、クーポン配信、スタンプラリーなど）

50年以上の業歴を誇る企
業の新規事業開発

×

報道関係者各位
プレスリリース

令和元年９月２６日
株式会社MAKOTO WILL

広域での地域課題解決プロジェクト
「地域イノベーションラボこおりやま」で採択6社が決定
株式会社MAKOTO WILLが郡山市と運営する広域での地域課題解決プロジェクト「地域イノベー
ションラボこおりやま」（通称：ちいラボ）において、採択6社が決定しました。採択企業は、
各地域課題にコミットする自治体職員・MAKOTO WILLと協業し、地域課題の解決を目指します。

画像

＜採択企業一覧（詳細は別紙をご覧ください）＞
担当自治体
解決したい課題

団体名

№
1

一般社団法人葛力創造舎 葛力ブランド事 郡山市 政策開発課
業 企画チーム
人口減少に対する諸課題or移住者増加に向けた諸課題

2

一般社団法人ご当地レトルトカレー協会 郡山市 園芸畜産振興課
地域食材の販路開拓
株式会社イトナブ

郡山市 産業政策課
IT人材不足

株式会社Girls Life Lab

須賀川市 商工労政課
女性が自身の能力を活かして稼げる環境作り

Carstay株式会社

田村市 観光交流課
観光入込客数の増加

株式会社福島情報処理センター

三春町 産業課
観光と商店街活性化

3

4

5

6

裏面に続く

名称：「地域イノベーションラボこおりやま」（通称：ちいラボ）
（１）概要
ベンチャー企業・起業家と、各地域課題にコミットする自治体職員・株式会社MAKOTO
WILLとの協業に依る地域課題解決プロジェクト。 15市町村から成るこおりやま広域連携中
枢都市圏から抽出した「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成につながる地域課題解決を目
指します。
（２）今後のスケジュール
令和元年１０月３日１５時～ キックオフMTG
於：ミューカルがくと館（郡山市開成一丁目1番1号）
１０月～令和２年２月
プログラム実施期間
３月上旬
成果発表会の開催
（３）ホームページ
ＵＲＬ：http://chilab.biz

（４）事務局
商号：株式会社 MAKOTO WILL
代表者：代表取締役 菅野 永
所在地：宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル1F
設立：2018年6月1日
URL：https://mkto-will.jp/

こおりやま広域連携中枢都市を構成する15市町村
(郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、
石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町)

2015年9月国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

この記事に関するお問い合わせ
株式会社 MAKOTO WILL
TEL：022-352-8850

担当：島 征史
MAIL：info-will@mkto.org

