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支援プログラム

成果報告冊子

主催者 ・ 郡山市
受託者 ・ 株式会社 MAKOTO WILL

● こおりやま広域圏の構成市町村
郡山市・須賀川市・二本松市・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

地域イノベーションラボこおりやま
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SDGs 達成につながるベンチャー企業等の事業拡大、地域課題の解決を目指す！



WEBサイト
はこちら

地域イノベーションラボこおりやまは、こおりやま広域圏から、「持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）」の達成につながる起業家やベンチャー企業等の事業拡大をサポートするプログラ
ムで、大きく2 つのコースに分かれています。
本年度は2 コース合わせて計11者が活動を行いました。今回、その取り組み・成果をまとめ
た冊子を作成しました。
本事業への参加を希望する自治体・企業の方は、WEBサイトよりお気軽にご連絡ください。

SDGs 達成につなが
る

ベンチャー企業等の
事業拡大、

地域課題の解決を目
指す！

コース紹介

メンター紹介

こおりやま広域圏内の起業家やベンチャー企業等で、
国内外への事業拡大を目指す方が対象のコースです。

・成長戦略を描くワークショップ

・「社長の時間を空ける」方法を学ぶワークショップ

・成長戦略を定期的に見直し軌道修正を行うメンタリング
   等を提供し、事業の成長を加速させるための様々な支援を
   行いました。

所在地は問わず、官民連携で地域課題の解決を目指
す起業家やベンチャー企業等で、こおりやま広域圏
内での事業拡大を目指す方が対象のコースです。

地域課題解決コース 企業進出コース

各事業者に自治体職員と事務局がサポートに入り、仮説検
証前のサービス・プロダクトには実証実験を、ある程度検
証済みのものは圏域内への展開をサポートしました。

2 0 2 0 年 度  こ お りや ま 広 域 圏 連 携 事 業

社会起業家加速化
支援プログラム
～地域イノベーションラボこおりやま～

株式会社MAKOTO WILL 執行役員

島 征史
成長戦略立案講座のテーマ

株式会社東北博報堂 ディレクター

栗原 渉
MVVの明確化講座のテーマ

株式会社ペンギンエデュケーション 代表取締役

横田 智史
MVVの活用方法講座のテーマ

株式会社プレイノベーション 代表取締役

菅家 元志
DX推進（業務効率化基礎編）講座のテーマ

GCストーリー株式会社 代表取締役

西坂 勇人
先輩起業家メンタリング講座のテーマ

MAKOTOキャピタル 代表取締役

福留 秀基
DX推進（業務効率化応用編）講座のテーマ

株式会社HATAFULL 代表取締役社長

臼井　翼
費用をかけずに成果を出す
WEBマーケティングの方法

講座のテーマ

MAKOTOキャピタル ディレクター

小山田 有裕
事業成長に繋がる資金調達の方法講座のテーマ



１.「郡山の総合仕出しサイトお弁当ランド」
をつくり、地産地消を推奨する弁当ブランド
を育てる
２.  福島の食材を使った魅力溢れる商品を全
国、海外に販売するサイトをつくる

色んな視点で経営を考え
られるきっかけになりま
した。
メンターが良く話を聞い
てくださったおかげで、
頭の整理ができました。

新規事業を2つローンチ
１．郡山の総合仕出しサイトお弁当ランド
２．2.13福島地震被害者支援のためのマドレーヌの製造販売

企業進出コース

事業内容事業内容

SDGsSDGs 期間中の成果期間中の成果

採択企業の声採択企業の声
ピッチ動画ピッチ動画 宅配や通販で成功している企業の方

々や、加工食品（アイスやジュース、
ゼリー、ドレッシングやソースなど）
に関する生産のノウハウ、パッケー
ジ作成のノウハウを教えてくださる
企業の方々

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

夢成株式会社 

代表取締役
鈴木厚志

スペシャルティコーヒーとビーントゥーバー
チョコレートの焙煎、製造、卸、小売、
カフェ運営。
コーヒー、チョコレートともにスペシャルテ
ィな材料をつかい胃もたれなどしなく美味し
く身体に優しいものを製造、販売している。

組織作りの基礎を支援し
ていただけてありがたか
ったです。足りない部分
を補っていただけた様に
思います。

新商品を1つローンチ
宝米屋本店と共同開発したカカオと甘酒のコラボ飲料

事業内容事業内容

SDGsSDGs
期間中の成果期間中の成果

採択企業の声採択企業の声
ピッチ動画ピッチ動画 スペシャルティコーヒーやビーン

トゥーバーチョコレートを販売して
くださる企業・小売店の方々。素晴ら
しい食材等をお持ちの生産者・企業様

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

株式会社富久栄商会

代表取締役
中島茂

カカオと甘酒のコラボ商品
「ライズカカオ」

「お弁当ランド」の実店舗



郡山市内の廃校を活用し、学校環境の各種データ
を統合的に取得できる実証実験施設（学校テスト
フィールド）を構築。そこで実際の学校現場に導
入前のICT教育サービスやI o T機器など、学校教育
向けのサービスをテスト・検証し、サービスの品
質向上を支援する。

新規事業を立ち上げるにあたり、
頭の整理につながりました。これ
まで独自にやってきたので、客観
的に考える材料をたくさんいただ
きました。郡山市内の、特に若手
の起業する方は、是非受けた方が
良いと思います。

新規事業を1つローンチ
GIGAスクール構想に則した教育コンテンツ開発向けのシステム
検証サービス「GIGAスクール検証パッケージ」

事業内容事業内容

SDGsSDGs
期間中の成果期間中の成果

採択企業の声採択企業の声
ピッチ動画ピッチ動画

実証実験にご協力いただけ
る教育関係機関や学生、研
究機関、Edtech企業の方

連携を希望する
企業・自治体
連携を希望する
企業・自治体

株式会社ウェブレッジ

取締役 新規事業担当
co-founder
風間崇一

実証実験スペースの様子

主婦の力を活用した、商品開発支援・マーケ
ティング支援事業。また、主婦コミュニティを
構築運営する事業。

「 主婦の力を活用していきたい。 」 という
思いはあったものの 、どのように事業を
行えばいいのか分からない状態で参加さ
せていただきました。ワークショップや
ディスカッションを行っていく中で自分
のやりたい事、方法が明確になり、「主婦
のスキルバンク」へ繋がりました。ここ
で学んだことを活かし、来年度さらに拡
大を目指します。関わって下さった皆様
ありがとうございました。

新規事業を1つローンチ
地元農家のB級野菜を、地元の主婦がカット野菜にし、
販売する事業

事業内容事業内容

SDGsSDGs
期間中の成果期間中の成果

採択企業の声採択企業の声

ピッチ動画ピッチ動画

しゅふコミ

代表
横尾恵美

「しゅふコミ」イメージ画像

主婦層をターゲットに
している企業様　主婦
の目線で企業課題を解
決します。子育て支援
を行っている行政担当
者様。

連携を希望する
企業・自治体
連携を希望する
企業・自治体

企業進出コース



株式会社MAKOTO 
代表取締役
竹井 智宏　講評

地方では、代表者の方以外に経営を考えられる人材がいない、という状況をよく耳にします。
企業進出コースでは、各メンターが経営の意思決定をサポートすることで、コロナ禍において
の事業成長をサポートしました。
また、「社長の時間を空ける」方法を学ぶワークショップを実施することで、非緊急で重要なこ
とに取り組むことができる体制づくりをサポートしました。
結果として、本年度5つの新規事業が生まれ、採択各社の方々の新たなチャレンジをサポート
できたことを非常に嬉しく思います。
また、地域課題解決コースの皆様は、昨年度か
ら引き続き活動を実施いただき、各地域の課題
解決に奔走していただきました。具体的な成果
が出てきたプロジェクトも多くあることを嬉しく
思います。
引き続き広域圏での取り組みを、弊社としても
サポートして参ります。

受託者代表メッセージ

消防団の活動を円滑化するスマホアプリを開
発。火災時に一斉通知、動態管理、水利表示
をすることができ、消防団の初動が早くなる
ことが期待できる。

連携先の紹介や、戦略立
案のサポート等、事業を
支援してくださったの
が大変ありがたかった
です。

新規開拓に注力
新規の導入見込み自治体数　6件

事業内容事業内容

SDGsSDGs 期間中の成果期間中の成果

採択企業の声採択企業の声
ピッチ動画ピッチ動画 行政の防災担当の部署

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

情報整備局

代表

S.A.F.EのWEBサイト

和田晃司

企業進出コース

株式会社MAKOTO WILL 



地域の方々を主役にしたWebメディアの構築。
郡山を中心としたこおりやま広域圏のリソース
 (「人」「仕事」「コミュニティ」「イベント」「不動産」）
を集約し、地域の豊かさや暮らしを伝え、地域プ
レイヤーとのマッチングを図る。

取組内容取組内容
SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画

こおりやま広域圏内の
面白いプレイヤーを取材したい

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

一般社団法人ブルーバード

地域課題解決コース

街歩きをした編集部メンバー

地域食材を活用したご当地レトルトカレーを企画
・販売し、販路開拓により地域を知るきっかけを
増やす。

取組内容取組内容

SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画 コロナ禍において食材が余ってしまっている
生産者の方。また、地域食材を活用したレト
ルトカレーの商品開発をしたい自治体。

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

一般社団法人ご当地レトルトカレー協会

プログラミングを教えたい人と、学びたい人のマッ
チングを実施し、若者がプログラミングを学ぶ環境
を整備している。

取組内容取組内容

SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画

教育関係機関
連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

株式会社イトナブ

プログラミング教室の様子

猪俣早苗
代表理事

代表取締役
古山隆幸

福島大学3年 
real local 郡山ライター

佐々木 泰良

※2019年度



地域課題解決コース

地域の文化、伝統、素材などを活用した女性目線で
の商品開発・販売。地域全体の魅了を伝えることで、
観光誘客を図るとともに、商品開発を通じ、地域の
女性活躍推進を目指す。

取組内容取組内容
SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画

ユニークな素材をもった
事業者や地域の方

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

株式会社GIRLS LIFE LABO

住民を巻き込んだ商品開発会議の様子

キャンピングカー利用者と遊休地所有者のマッチン
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
の活用、インバウンド対応を行う。

取組内容取組内容
SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画

キャピングカーの所有者、
遊休地の活用方法を検討している方

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

Carstay株式会社

キャンピングカー利用者と、土地・駐車場の
所有者のマッチングサービスを展開

観光案内・展示会・就職説明会等を円滑に行う
WEBシステムの開発。観光客増加、企業間のマッ
チング促進等に寄与。

取組内容取組内容

SDGsSDGs

ピッチ動画ピッチ動画
自治体の観光関連の部署と連携した

取り組みを行いたい

連携を希望する企業・自治体連携を希望する企業・自治体

株式会社福島情報処理センター

CSO
岩本舜夫

研究員
小野美乃

経営企画部
イノベーションラボ

潟ヶ谷将

※2019年度



お問い合わせ先

郡山市 産業観光部 産業政策課
〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23番7号
☎ 024-924-2251

株式会社 MAKOTO WILL
〒984-0075
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
☎ 022-352-8850（グループ代表）

主催者

受託者


