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こおりやま広域圏内の社会課題の解決やこおりやま広域圏から国内外への事業拡大に取り組む

事業者を支援する「こおりやまＳＤＧｓアクセラレータープログラム」の参加者を募集します。 

 

１ 支援内容   事業プランのブラッシュアップや地域との関係づくり支援 

（セミナーやメンタリング、マッチングイベントの実施など） 

２ 申込締切   ９月 12 日（月） 

３ 対 象 者   こおりやま広域圏に住所又は主たる事業所を有する方で、次の(1)又は(2)に該当し、

かつ、(3)のいずれかに該当すること。 

(1) こおりやま広域圏内の社会・地域課題を解決する事業アイデア・ サービスを持つ

事業者 

(2) こおりやま広域圏から国内外へ事業拡大を目指す事業者 

(3) 起業希望者、起業 10 年未満の起業家、創業 10 年未満のベンチャー企業、新規事

業の立ち上げ又は第二創業を目指している中小企業 

４ 採択者数   10 者 

５ 説 明 会   ８月４日（木） 午後８時から午後９時 30 分まで 

         ８月 10 日（水） 午後３時から午後４時 30 分まで 

         ８月 19 日（金） 午後８時から午後９時 30 分まで 

         ９月３日（土） 午後 1 時 30 分から午後 3 時まで 

 

◇ 詳細の確認及び参加お申込みは、ウェブサイトからお願いします。 

 ※URL：https:entre-koriyama.com 

 

＜こおりやまＳＤＧｓアクセラレータープログラム 概要＞ 

 アクセラレータープログラムとは、起業家や新興企業に対し、短期間で事業の成長

を加速させる支援を行うプログラムであり、今年度は第 2 期を迎えます。 

本プログラムでは、こおりやま広域圏内の社会・地域課題を解決する事業アイデア・

サービスを持つ起業家や国内外ヘ事業拡大を目指す起業家等を広く募集し、特に 

SDGs の達成につながる事業を公民連携でブラッシュアップし、こおりやま広域圏の

地方公共団体、創業支援事業者及び起業家等のネットワークを活用しながら、事業の

成長を加速させるための支援を行います。 

昨年度実績の詳細は、ウェブサイトをご覧ください。 

         ※URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/4858.html 

社会課題の解決、事業拡大を目指す事業者を支援します! 

こおりやまＳＤＧｓアクセラレータープログラム 

参加者を募集します。 

ターゲット 8．3 

令和４年７月 22 日 

郡山市産業観光部 

産業政策課 

課長 伊東 洋祐 

TEL：924－2251 

SDGｓ ターゲット 8.3 「中小零細企業の設立や成長を奨励する」 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/
https://entre-koriyama.com/
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/4858.html


第2期

こおりやま広域圏内 （＊） の社会 ・ 地域課題を解決する
事業アイデア ・ サービスを持つ起業家や
国内外へ事業拡大を目指す起業家などを広く募集！！

プログラムテーマ 応募までのサポート

2023

3/16
(木)

10/13
(木)

起業家の成長で実現する
こおりやま広域圏 SDGs 創造プログラム

社会課題の解決と事業拡大の両立に挑むこおりやま広域圏内
の起業家等（応募要件に当てはまる中小企業者を含む）が、
こおりやま広域圏のあらゆるステークホルダーとともに叶え
たい未来を実現させ、こおりやま広域圏がSDGsの先進地に
なることを目指すための、起業家等に向けた成長支援プログ
ラムとして、以下4つのメニューを実施し、支援を行います。

キックオフイベント ・ 成果報告会での発表機会の提供
（オンラインにて実施）

地域との関係づくりのコーディネート支援

販路拡大の活動を最大 10 万円支援
（事務局による経費負担）

メンタリング支援 （事業プランのブラッシュアップ）

①説明会＆社会起業セミナー ( オンライン / Zoom )

第1回
第2回
第3回
第4回

8/4
8/10
8/19
9/3

20:00-21:30
15:00-16:30
20:00-21:30
13:30-15:00

（木）
（水）
（金）
（土）

9/3 15:00-16:30（土）

＊詳細はＷＥＢサイトをご覧ください
＊本プログラムのエントリーには別途申し込みが必要となります
    （ ➡裏面QRコードより ）

参加費無料

参加申込

本事業は 「令和 4 年度社会起業家加速化支援プログラム」 において実施するものです

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・磐梯町・
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

＊こおりやま広域圏の構成市町村

事業説明会とあわせ、 専門家 ・ 実践者の

講話をオンラインで行います

②応募書類作成ワークショップ ( オンライン / Zoom )

応募に必要なエントリーシートの内容を考え、

作成するワークショップです

③個別相談 ( オンライン / Zoom )

希望者を対象に個別相談会を行います

実施期間 ・ 申込方法は WEB サイトにて

ご案内します

9/12
(月)
17:00

採択者向け支援メニュー



山路を登りながら山路を登りながら

✓起業希望者
✓起業 10 年未満の起業家

✓創業 10 年未満のベンチャー企業
✓新規事業の立上げ　または　第二創業を目指している中小企業

①こおりやま広域圏の社会・地域課題を解決する事業アイデア・サービスを持つ事業者
②こおりやま広域圏から国内外へ事業拡大を目指す事業者

採択者数　10 者
①熱意ある自治体職員との協働
②こおりやま広域圏内の 17 市町村および事業者との連携機会の獲得
③全国で実績のある先輩起業家・支援者・専門家などによるメンタリング・アドバイスの活用
④当プログラムが指定するこおりやま広域圏内のコワーキングスペースの無料利用権の支給
⑤販路拡大の活動を最大 10 万円支援（事務局による経費負担）

①「地域ビジネス実践ガイドブック」の配布
②「起業家交流会」への参加（年度内 4回開催 /オンライン実施）
③ブラッシュアップ講座への参加（全 6回、オンライン受講）

すべての応募者へ

2022 年9月12日（月） 17時必着

● エントリーフォームより必要事項を入力し、送信してください。
　 Excel のフォーマットをダウンロードし、記入後メールもしくは
　 郵送での公募も可能です。
● 応募の詳細は、WEB サイトのエントリーページに掲載の
　 募集要項を必ずご確認ください。

＊お問い合わせはWEBサイト内フォームよりお願いします　＊お電話は平日9:00-18:00折り返しの対応となりますのでご了承ください

採択に至らなかった方も含め、応募者全員に以下のプログラムを提供

スケジュール

こおりやま広域圏に住所又は主たる事業所を有する方で

①②いずれの場合も、 以下のいずれかに該当すること

10者
採択決定

審査・選考 キックオフ
イベント
10/13(木）
オンライン

成果報告会

3/16(木）
オンライン

ブラッシュアップ講座

採択者へのサポートプログラム

メンタリング ・各種サポート

各種専門家による講座を6回実施し
事業のブラッシュアップを進めます

　各種専門家によるメンタリングを実施し
　事業のブラッシュアップを進めます

��
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9/12(月）

17:00

募集締切

WEBフォーム
またはメール・郵送にて
ご応募ください

①説明会&社会起業セミナー
②応募書類作成ワークショップ
③個別相談

個別相談受付応募までのサポート

＊いずれもオンライン


	フライヤー(表面)0707_2
	フライヤー(裏面)0707_3

