
郡山市スモールスタート支援事業 2020スモスタ！ in こおりやま広域圏　スモールスタート支援事業20２０ 応募用紙

スモスタ！2020説明会参加申込用紙 FAX送り先 024-553-4013 

お名前
ふりがな

所属（個人の場合は不要）

電話 メールアドレス

6/27（土）13:30～16:00 　郡山市中央公民館　第３・４会議室
募集説明会を開催します（オンラインで配信します！）

説明会
申込方法

電　話 F A X インターネット申込
090-2977-3208
平日9:00-17:00

下記の申込用紙を
お使いください

右のQRコードを読み込んで、
申込フォームからお申し込みください

伴走支援 翌年度の
資金支援

※個人情報の取り扱いについて　本申請により、提出いただいた個人情報は、本事業の選考、実施に関する連絡等のみにし使用し、ご本人の承諾なく、他の目的及び外部への提供はいたしません。 

提出日　２０２０年　　月　　日

プロジェクトの
内容について

プロジェクトの目的と対象（何をどのように変えたいか・より良くしたいか）
（※必須。300字以内）

プロジェクトを自分が行う動機・理由（※必須。250字以内）

プロジェクトのアピールポイント（先進性・モデル性、ニーズや地域課題の特性、実施体制上の強みなど）
（※必須。250字以内）

プロジェクトをスタート、もしくは進めるにあたって、どのような支援や資源（資金、人材、技術、
その他）が必要だと考えているか（※任意。250字以内）

プロジェクトをスタート、もしくは進めるにあたって、課題になっていることや悩み（※任意。250字以内）プロジェクトの
課題について

※より記入欄が大きい応募用紙はスモスタ！ホームページからダウンロードできます

住民、地域団体、企業等の提案による先駆的かつ実験的プロジェクトを、セクターを越えた伴走者たち
が連携して支援。福島県をリードする新たな地域活性化の取り組みです。

スモスタ！って何だろう？

「こおりやま広域圏」とはどんな未来も始まりは勇気ある小さな一歩。
私たちと一緒に最初の一歩を踏み出してみませんか？
だれかの「始めたい！」をみんなが応援できる
地域づくりを「スモスタ！」から始めます！

連携中枢都市圏の制度により次の
16市町村で形成されています
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、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

インターネット接続環境　あり  ・  なし　※いずれかに○をつけてください。

（「新しい生活様式」に対応するため、参加人数を制限させていただく場合があります）

※新型コロナウィルス感染症対策のため、複数人で参加を予定されている場合、必ず参加予定者全員のお名前と連絡先をご記入ください。
※提出いただいた個人情報は、本事業に関する連絡等のみにし使用し、ご本人の承諾なく、他の目的及び外部への提供はいたしません。

オンライン視聴される方は、右下のQRコードから、スモスタ！2020ホームページにアクセスして下さい。

対象とする地域
１.郡山市　２.須賀川市　３.二本松市　４.田村市　５.本宮市　６.大玉村　7.鏡石町　
 8. 天栄村　9.猪苗代町　10. 石川町　11. 玉川村　12. 平田村　 13. 浅川町　14. 古殿町　
15. 三春町　16. 小野町   17. その他（具体的に記入：　　　　　　　　　　　　       ）

Ⅰ. 産業分野　　　　　　　Ⅳ. 保健・福祉分野
Ⅱ. 交流・観光分野　　　　Ⅴ.交通・土地利用分野　
Ⅲ.子育て・教育・生涯学習分野　　Ⅵ. その他
　

テーマと地域
※右の中からそれ
　ぞれ番号に○を
　つけてください
　（複数回答可）

テーマ

●ここから下は、「ステップアップコース」に応募する方だけご記入ください。

●「スタートダッシュコース」への事前登録をする方はこちらもご記入ください。（スタートダッシュへの応募はセミナー受講後になります）

●「スタートダッシュコース」「ステップアップコース」共通項目

チャレンジしたい
ことの概要

取り組みたいプロジェクトについて、現時点の目的や動機、解決したいことなど（※必須。250字以内）

プロジェクト名
※50字以内

二本松市

田村市三春町

大玉村
猪苗代町

郡山市

本宮市

平田村

小野町須賀川市天栄村
鏡石町玉川村

浅川町
石川町

古殿町

オンラインでの
説明会視聴は
こちらの QR
コードからアク
セスして下さい

氏名・団体名

実施主体者

連絡先 住所　〒

携帯電話

メール TEL FAX

8/22 予定のブーストイベント
2/13 予定のラップアップイベント

役職：※企業・団体の場合、プロジェクトに
　中心的に関わる責任者を記入してください 氏名：

ふりがな：

※企業・団体の場合、この
　プロジェクトに中心的に
　関わる責任者の連絡先を
　記入してください

ふりがな：

への参加は可能ですか はい  ・  いいえ

親権者同意欄 ※応募者が 8/1 時点で未成年の場合、
　親権者が氏名と続柄を記入してください 続柄：氏名：

ふりがな：

スモスタ！支援プラットフォーム幹事団体の紹介

「スモスタ！ inこおりやま広域圏」は令和２年度「郡山市スモールスタート支援プラットフォーム構築事業」を
一般社団法人オープンデータラボが受託し実施しています

応募受付期間 2020年6月15日（月） ～ ７月１５日（水） ※必着

募集要項は説明会、スモスタ！ホームページで入手できます（http://sumosta.jp）
たくさんのご応募お待ちしています！
お問い合わせ、説明会のオンライン視聴は右のQRコードからホームページにアクセスして下さい。

スモスタ！支援プラット
フォーム事務局

（お問い合わせ・応募用紙送付先）
〒963-8023 福島県郡山市緑町９-１２　co-ba koriyama内
「スモスタ！支援プラットフォーム」事務局
電話 090-2977-3208 ( 平日 9:00～17:00) / FAX 024-553-4013
メールアドレス　info@sumosta.jp　ホームページ　http://sumosta.jp　　　　　　　　　　　　

　様々な課題を解決し、みんなが活躍できる地域を実現す
るためには、誰もが「自分ごと」として主体的に行動する
ことが何よりも大事です！私達は、そんな小さなアクショ
ンを公民連携により全力で応援するために、この取組を始
めました。あなたが望む未来をともに作りましょう！

郡山市　政策開発課　スモスタ！チーム

　これまでは何かしら社会に自分を合わせて生きてき
た時代。これからは「自分がやりたいこと」「自分がこ
うなって欲しいと思っていること」を世の中に投げか
けられる時代です。自分で一歩を踏み出すと、思って
いたよりも応援してくれる人はたくさんいます。「やり
たい」「面白い」ことで街をいっぱいにする仕掛け人に
一緒になりましょう。

特定非営利活動法人コースター　代表理事　岩﨑 大樹
　何気なく過ごしていると、誰か特別な人だけが世の中を
動かしているように感じがちかもしれません。けれど一人
ひとりの想いが動き出すと、それは地域の未来をつくる大
きな力にまで広がっていきます。皆さんの想いを、是非聞
かせてください。資金調達の本質は、多くの人と想いや課
題を共有することで連携を生み出しながら地域課題解決を
目指し、共に未来を創っていくことです。一緒に共感の連
鎖を生み出しましょう！

一般財団法人ふくしま百年基金　代表理事　山﨑 庸貴

　ひとりでは成し得なかったことも、チームとなること
で力が発揮され、プロジェクトが実現することがありま
す。チームワークの力をこのスモスタ！で体感してくだ
さい。広告・印刷関連の会社経営をしながら、CSR 視
点での地域活性、人材育成のために NPO 活動やコワー
キングスペースの運営を行なっています。あなたのプロ
ジェクトに会った広報展開のサポートをします。

特定非営利活動法人アイカラー福島　代表理事　渡辺 泰子
　何か新しいことが始まるきっかけは、人との出会い、あ
るいは「もの」や「場所」との出会いです。私自身、専業
主婦時代にあるイベントで「想い」を共有できる仲間に出
会ったからこそ、当時は想像もしていなかったような今の
自分の姿があります。きっかけは本当に小さな一歩でした。
まずは皆さんの「想い」をお聞かせください。その「想い」
がほかの誰かにとって、また地域社会にとって大きな「価値」
をもたらすかもしれません。

一般社団法人グロウイングクラウド　代表理事　三部 香奈

どんな流れで進めるの？

募集要項とステップアップコース応募受付期間

お問い合わせ・
応募用紙送付先

〒963-8023 福島県郡山市緑町９-１２　co-ba koriyama内
「スモスタ！支援プラットフォーム」事務局
電話 090-2977-3208 ( 平日 9:00～17:00) / FAX 024-553-4013
メールアドレス　info@sumosta.jp　ホームページ　http://sumosta.jp　　

ホームページ
QRコード想いをかたちにするための総合的な支援を伴走型で行います。また、そのためにかかる経費を助成します

　　　・事業計画づくり、資金や資源の調達に関するコンサルティングなど
　　　・ニーズや市場の調査、類似の取組の視察などの情報収集、広報や情報発信等のスキル習得など
　　　・会議、打ち合わせ、作業のための場所または設備・機材の使用など
　　　・上記の支援内容全体のコーディネート

どんなプロジェクトが対象になるの？

Ⅰ. 産業分野
　　・地場産業に着目したコミュニティ活性化や継承者の育成
　　・使われていない資産（土地や部屋、モノや時間 etc…）のシェア、利活用
　　・リモートワーク、多様な働き方や社会との関わり方の提案　など
Ⅱ. 交流・観光分野
　　・地域の伝統行事による観光交流促進
　　・都市部などとの交流、関係人口の拡大、移住定住の促進　など
Ⅲ. 子育て・教育・生涯学習分野
　　・子育て支援、継続就労のための支援
　　・プログラミング教育などへの対応　など

Ⅳ. 保健・福祉分野
　　・一人暮らし世帯などの見守り、買物支援
　　・高齢者などが社会で活躍できる仕組みづくり
　　・ダイバーシティ（多文化共生社会）の推進
　　・生活困窮の予防、自立のための仕組みづくり　など
Ⅴ. 交通・土地利用分野
　　・空き地・空き家・遊休地などを利用した地域活性化
　　・過疎地域を支える新しい流通サービス
　　・広域的な交通課題の解決　など

対象者は「こおりやま広域圏」16市町村に関わる住民、団体、企業等すべての方が対象になります。
ゼロからのチャレンジのほか、課題や悩みがあって次のステップに進めない取り組みも対象です。
例えば、下記のようなテーマのプロジェクトを募集します（必ず該当しなくてはならないものではありません）

どんな支援があるの？

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の下で実行可能な内容であるとともに、AI や ICT等を活用し
た感染症拡大の防止策や産業・生活・健康および地域の活力を維持・向上させる取り組みを歓迎します。

セミナー受講
（プロジェクトの
計画作り込み）

10件程度
採択

伴走支援
経費助成
（5万円を限度）

次年度
の資金支援
（20万円を限度）

5件程度
採択

スタート
ダッシュ
コース

ステップ
アップ
コース

伴走支援
（経費を助成）

支援計画作成
・伴走者と
マッチング

伴走支援
経費助成

（15万円を限度）

次年度
の資金支援
（50万円を限度）

今年度のスモスタ！には「スタートダッシュコース」と「ステップアップコース」の2つの支援コースが
あります。（どちらのコースも採否によらず、過去に応募したプロジェクトでの再応募が可能です。）

これから新しいチャレンジをしたい方、やりた
いことはあるけど、何から始めればいいかわか
らない方向けです！計画の作り込みや準備に重
点を置いたコースです。

スタートダッシュコース ステップアップコース

コースの概要

採択数

経費支援限度額

年度末資金助成

事前登録

応募条件

採択・公表

年度末資金助成
の条件

現在行なっている、または準備しているプロ
ジェクトで壁にあたっている方向けです！
プロジェクトにおける課題の解決や改善、推進
に重点を置いたコースです。

10件程度 

5万円以内 

最大20万円

5件程度

15万円以内

最大50万円

6月15日 (月 )～8月19日 (水 )までに事前登録 不要
8月、9月に開催されるセミナーを2回以上
受講すること

10月1日 (木 )～10月12日 (月 )必着 6月15日 (月 )～7月15日 (水 )必着

なし

・本事業が主催するイベントへの参加
  予定：ブーストイベント8/22 （土）、ラップアップイベント2/13（土）
・2月28日 (日 )までに報告書を提出（書式は採択者に通知します）

応募期間

10月末までに通知・公表 7月末までに通知・公表

[事前登録] [応募 ]

[応募 ]
郡山市スモールスタート支援事業2019

伴走支援 翌年度の
資金支援
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募集説明会を開催します（オンラインで配信します！）

説明会
申込方法

電　話 F A X インターネット申込
090-2977-3208
平日9:00-17:00

下記の申込用紙を
お使いください
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伴走支援 翌年度の
資金支援

※個人情報の取り扱いについて　本申請により、提出いただいた個人情報は、本事業の選考、実施に関する連絡等のみにし使用し、ご本人の承諾なく、他の目的及び外部への提供はいたしません。 
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スモスタ！って何だろう？

「こおりやま広域圏」とはどんな未来も始まりは勇気ある小さな一歩。
私たちと一緒に最初の一歩を踏み出してみませんか？
だれかの「始めたい！」をみんなが応援できる
地域づくりを「スモスタ！」から始めます！

連携中枢都市圏の制度により次の
16市町村で形成されています
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、猪苗代町
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インターネット接続環境　あり  ・  なし　※いずれかに○をつけてください。

（「新しい生活様式」に対応するため、参加人数を制限させていただく場合があります）

※新型コロナウィルス感染症対策のため、複数人で参加を予定されている場合、必ず参加予定者全員のお名前と連絡先をご記入ください。
※提出いただいた個人情報は、本事業に関する連絡等のみにし使用し、ご本人の承諾なく、他の目的及び外部への提供はいたしません。

オンライン視聴される方は、右下のQRコードから、スモスタ！2020ホームページにアクセスして下さい。

対象とする地域
１.郡山市　２.須賀川市　３.二本松市　４.田村市　５.本宮市　６.大玉村　7.鏡石町　
 8. 天栄村　9.猪苗代町　10. 石川町　11. 玉川村　12. 平田村　 13. 浅川町　14. 古殿町　
15. 三春町　16. 小野町   17. その他（具体的に記入：　　　　　　　　　　　　       ）

Ⅰ. 産業分野　　　　　　　Ⅳ. 保健・福祉分野
Ⅱ. 交流・観光分野　　　　Ⅴ.交通・土地利用分野　
Ⅲ.子育て・教育・生涯学習分野　　Ⅵ. その他
　

テーマと地域
※右の中からそれ
　ぞれ番号に○を
　つけてください
　（複数回答可）

テーマ

●ここから下は、「ステップアップコース」に応募する方だけご記入ください。

●「スタートダッシュコース」への事前登録をする方はこちらもご記入ください。（スタートダッシュへの応募はセミナー受講後になります）

●「スタートダッシュコース」「ステップアップコース」共通項目

チャレンジしたい
ことの概要

取り組みたいプロジェクトについて、現時点の目的や動機、解決したいことなど（※必須。250字以内）

プロジェクト名
※50字以内

二本松市

田村市三春町

大玉村
猪苗代町

郡山市

本宮市

平田村

小野町須賀川市天栄村
鏡石町玉川村

浅川町
石川町

古殿町

オンラインでの
説明会視聴は
こちらの QR
コードからアク
セスして下さい

氏名・団体名

実施主体者

連絡先 住所　〒

携帯電話

メール TEL FAX

8/22 予定のブーストイベント
2/13 予定のラップアップイベント

役職：※企業・団体の場合、プロジェクトに
　中心的に関わる責任者を記入してください 氏名：

ふりがな：

※企業・団体の場合、この
　プロジェクトに中心的に
　関わる責任者の連絡先を
　記入してください

ふりがな：

への参加は可能ですか はい  ・  いいえ

親権者同意欄 ※応募者が 8/1 時点で未成年の場合、
　親権者が氏名と続柄を記入してください 続柄：氏名：

ふりがな：

スモスタ！支援プラットフォーム幹事団体の紹介

「スモスタ！ inこおりやま広域圏」は令和２年度「郡山市スモールスタート支援プラットフォーム構築事業」を
一般社団法人オープンデータラボが受託し実施しています

応募受付期間 2020年6月15日（月） ～ ７月１５日（水） ※必着

募集要項は説明会、スモスタ！ホームページで入手できます（http://sumosta.jp）
たくさんのご応募お待ちしています！
お問い合わせ、説明会のオンライン視聴は右のQRコードからホームページにアクセスして下さい。

スモスタ！支援プラット
フォーム事務局

（お問い合わせ・応募用紙送付先）
〒963-8023 福島県郡山市緑町９-１２　co-ba koriyama内
「スモスタ！支援プラットフォーム」事務局
電話 090-2977-3208 ( 平日 9:00～17:00) / FAX 024-553-4013
メールアドレス　info@sumosta.jp　ホームページ　http://sumosta.jp　　　　　　　　　　　　

　様々な課題を解決し、みんなが活躍できる地域を実現す
るためには、誰もが「自分ごと」として主体的に行動する
ことが何よりも大事です！私達は、そんな小さなアクショ
ンを公民連携により全力で応援するために、この取組を始
めました。あなたが望む未来をともに作りましょう！

郡山市　政策開発課　スモスタ！チーム

　これまでは何かしら社会に自分を合わせて生きてき
た時代。これからは「自分がやりたいこと」「自分がこ
うなって欲しいと思っていること」を世の中に投げか
けられる時代です。自分で一歩を踏み出すと、思って
いたよりも応援してくれる人はたくさんいます。「やり
たい」「面白い」ことで街をいっぱいにする仕掛け人に
一緒になりましょう。

特定非営利活動法人コースター　代表理事　岩﨑 大樹
　何気なく過ごしていると、誰か特別な人だけが世の中を
動かしているように感じがちかもしれません。けれど一人
ひとりの想いが動き出すと、それは地域の未来をつくる大
きな力にまで広がっていきます。皆さんの想いを、是非聞
かせてください。資金調達の本質は、多くの人と想いや課
題を共有することで連携を生み出しながら地域課題解決を
目指し、共に未来を創っていくことです。一緒に共感の連
鎖を生み出しましょう！

一般財団法人ふくしま百年基金　代表理事　山﨑 庸貴

　ひとりでは成し得なかったことも、チームとなること
で力が発揮され、プロジェクトが実現することがありま
す。チームワークの力をこのスモスタ！で体感してくだ
さい。広告・印刷関連の会社経営をしながら、CSR 視
点での地域活性、人材育成のために NPO 活動やコワー
キングスペースの運営を行なっています。あなたのプロ
ジェクトに会った広報展開のサポートをします。

特定非営利活動法人アイカラー福島　代表理事　渡辺 泰子
　何か新しいことが始まるきっかけは、人との出会い、あ
るいは「もの」や「場所」との出会いです。私自身、専業
主婦時代にあるイベントで「想い」を共有できる仲間に出
会ったからこそ、当時は想像もしていなかったような今の
自分の姿があります。きっかけは本当に小さな一歩でした。
まずは皆さんの「想い」をお聞かせください。その「想い」
がほかの誰かにとって、また地域社会にとって大きな「価値」
をもたらすかもしれません。

一般社団法人グロウイングクラウド　代表理事　三部 香奈

どんな流れで進めるの？

募集要項とステップアップコース応募受付期間

お問い合わせ・
応募用紙送付先

〒963-8023 福島県郡山市緑町９-１２　co-ba koriyama内
「スモスタ！支援プラットフォーム」事務局
電話 090-2977-3208 ( 平日 9:00～17:00) / FAX 024-553-4013
メールアドレス　info@sumosta.jp　ホームページ　http://sumosta.jp　　

ホームページ
QRコード想いをかたちにするための総合的な支援を伴走型で行います。また、そのためにかかる経費を助成します

　　　・事業計画づくり、資金や資源の調達に関するコンサルティングなど
　　　・ニーズや市場の調査、類似の取組の視察などの情報収集、広報や情報発信等のスキル習得など
　　　・会議、打ち合わせ、作業のための場所または設備・機材の使用など
　　　・上記の支援内容全体のコーディネート

どんなプロジェクトが対象になるの？

Ⅰ. 産業分野
　　・地場産業に着目したコミュニティ活性化や継承者の育成
　　・使われていない資産（土地や部屋、モノや時間 etc…）のシェア、利活用
　　・リモートワーク、多様な働き方や社会との関わり方の提案　など
Ⅱ. 交流・観光分野
　　・地域の伝統行事による観光交流促進
　　・都市部などとの交流、関係人口の拡大、移住定住の促進　など
Ⅲ. 子育て・教育・生涯学習分野
　　・子育て支援、継続就労のための支援
　　・プログラミング教育などへの対応　など

Ⅳ. 保健・福祉分野
　　・一人暮らし世帯などの見守り、買物支援
　　・高齢者などが社会で活躍できる仕組みづくり
　　・ダイバーシティ（多文化共生社会）の推進
　　・生活困窮の予防、自立のための仕組みづくり　など
Ⅴ. 交通・土地利用分野
　　・空き地・空き家・遊休地などを利用した地域活性化
　　・過疎地域を支える新しい流通サービス
　　・広域的な交通課題の解決　など

対象者は「こおりやま広域圏」16市町村に関わる住民、団体、企業等すべての方が対象になります。
ゼロからのチャレンジのほか、課題や悩みがあって次のステップに進めない取り組みも対象です。
例えば、下記のようなテーマのプロジェクトを募集します（必ず該当しなくてはならないものではありません）

どんな支援があるの？

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の下で実行可能な内容であるとともに、AI や ICT等を活用し
た感染症拡大の防止策や産業・生活・健康および地域の活力を維持・向上させる取り組みを歓迎します。

セミナー受講
（プロジェクトの
計画作り込み）

10件程度
採択

伴走支援
経費助成
（5万円を限度）

次年度
の資金支援
（20万円を限度）

5件程度
採択

スタート
ダッシュ
コース

ステップ
アップ
コース

伴走支援
（経費を助成）

支援計画作成
・伴走者と
マッチング

伴走支援
経費助成

（15万円を限度）

次年度
の資金支援
（50万円を限度）

今年度のスモスタ！には「スタートダッシュコース」と「ステップアップコース」の2つの支援コースが
あります。（どちらのコースも採否によらず、過去に応募したプロジェクトでの再応募が可能です。）

これから新しいチャレンジをしたい方、やりた
いことはあるけど、何から始めればいいかわか
らない方向けです！計画の作り込みや準備に重
点を置いたコースです。

スタートダッシュコース ステップアップコース

コースの概要

採択数

経費支援限度額

年度末資金助成

事前登録

応募条件

採択・公表

年度末資金助成
の条件

現在行なっている、または準備しているプロ
ジェクトで壁にあたっている方向けです！
プロジェクトにおける課題の解決や改善、推進
に重点を置いたコースです。

10件程度 

5万円以内 

最大20万円

5件程度

15万円以内

最大50万円

6月15日 (月 )～8月19日 (水 )までに事前登録 不要
8月、9月に開催されるセミナーを2回以上
受講すること

10月1日 (木 )～10月12日 (月 )必着 6月15日 (月 )～7月15日 (水 )必着

なし

・本事業が主催するイベントへの参加
  予定：ブーストイベント8/22 （土）、ラップアップイベント2/13（土）
・2月28日 (日 )までに報告書を提出（書式は採択者に通知します）

応募期間

10月末までに通知・公表 7月末までに通知・公表

[事前登録] [応募 ]

[応募 ]
郡山市スモールスタート支援事業2019

伴走支援 翌年度の
資金支援




