
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？

連携中枢都市圏の制度により次の
15市町村で形成されています（2019年度）
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

「こおりやま広域圏」とは

どんなプロジェクトが対象になったの？

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
　　・地域企業の魅力向上、働き方改革の推進　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」15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。
下記のようなテーマのプロジェクトを募集しました。

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！

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
　　・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
　　・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
　　【はじめの一歩】コース　　：伴走支援のほか５万円相当
　　　やりたいことはあるけど、目的や目標の定め方、準備の進め方から相談に乗って欲しい人向けのコースです。
　　　想いをかたちにするお手伝いをします！
　　【スタートダッシュ】コース：伴走支援のほか１０万円相当
　　　自信を持ってスタートを切れるように、計画の作成や準備を入念に行いたい人向けのコースです。
　　　自立に向けた具体的なプラン作成、実行のお手伝い・アドバイスをします！
　　【ステップアップ】コース　：伴走支援のほか１５万円相当
　　　次のステップに進むために課題になっていることや悩みを取り除き、より良い事業に発展させたい人向けのコースです。
　　　課題の整理、ステップアップのためのマッチングなどを支援します！
　　※具体的な支援の内容とタイミングは、採択後に伴走支援担当者と共に作成する支援計画に沿って行われます。
事業発展、自走に向けた資金助成をします。
年度終了時に採択者へ翌年度の取組のための資金助成（スモスタ！専用基金からの分配）を行いました。

どんな支援をしたの？

この冊子は「2019年度こおりやま広域圏スモールスタート支援事業」に
採択されたプロジェクトの概要と成果を紹介するストーリーブックです。
誰もが地域を良くするチャレンジの主役になれることを実感できる17の
ストーリーをぜひご覧ください。



はじめの一歩
コース

１

水稲の活用（FEED・FOODから FIBERへ )

大越　雄太 さん 郡山市

取り組み内容
　郡山市から県のハイテクプラザ
につながり、助言を受けながら水
稲の苗の水耕栽培の実験を行った。
水耕栽培とすることで、土砂など
の不純物を除去することができ、
室内ではあるが８月から２月にか
けて、２～３週間の栽培・サイク
ル化を実現。
　今後は効率的な生産方法の開発、
パルプの繊維素材やバイオ素材と
しての性能測定、苗の部分の飼料
化や副産物の黒液の燃料としての
活用など、実用化・産業化に向け
ての取り組みを進める。
　関心を持ってくれるより専門的
な協力者や協力企業のサポートを
求めている。

水耕栽培の実験

パルプの試作

プロジェクトの概要
　人口減少や食の多様化から、国
内のコメの需要は減少しており、
福島県では原発事故の風評被害が
コメの食料や飼料としての需要減
少に追い討ちをかけている。
　そこで、紙製品や繊維素材の原
料となるパルプに着目し、木材と
比較して短期間で育成・回収でき
る水稲の苗の根を、非木材パルプ
として活用するべく性能や生産性
を調査し、産業化を目指す。

はじめの一歩
コース

３

近所にひとり、マザーズティーチャーを！
仲間を増やし地域で気軽にコーチングを学ぶ場を作るプロジェクト

猪狩　真美 さん 田村市

取り組み内容
　マザーズコーチングの啓発イベ
ントを 12 月に三春町の公共施設で
開催することを計画し、チラシを
作成、行政や教育機関、SNS など
を通じて、広報・集客を行った。
　全国で同様のイベントを行う仲
間たちの協力を得ながら進め、原
発事故での避難を経験した福島な
らではの現状や活動の意義を伝え
ることができたが、諸事情により
イベントの開催は延期となってし
まった。
　今後は、マザーズコーチング普
及のためのオリエンテーションや
会場を郡山市に移してのイベント
開催に向け、地域で協力してくれ
るメンバーを募りながら、準備を
進めていく。

イベントのチラシ

プロジェクトの概要
　子育てや仕事と家庭の両立など
で不安や悩みを一人で抱えがちに
なってしまうお母さんたち。マザー
ズコーチングを通じて、家庭や職
場、学校など身近なところから良
質なコミュニケーション手法を広
め、「自己肯定感」や「心の安心感」
を実感できる人を増やすことで、
いじめや自殺などの社会問題を減
らしていく。

はじめの一歩
コース

２

空き家を活用して 1日カフェ～引きこもりや
病気を抱えている人の社会参画～プロジェクト

味川　智也 さん 郡山市

取り組み内容
　空き家探しから始めたが、なか
なか条件に合う物件が見つからず、
仲間や協力者を集めるために、ま
ずは自らイベントを企画し、１月
に実行した。
　「中高年の引きこもり」をテーマ
とし、全国的に有名な当事者の方
を講師に迎え、当事者や支援者と
のパネルディスカッション形式に
した。マルシェも併設し、コーヒー
や軽食、お菓子の出店を募った。
多くの来場があり、メディアの反
響も予想以上に大きく、マルシェ
も売り切れが出た。
　中高年の引きこもり問題の啓発
はできたが、自身と同様の人たち
のための場所と機会の提供にはま
だまだ道半ばであり、一緒に活動
できる仲間を増やしていく。

中高年の引きこもりをテーマにしたイベント

講師、イベントのマルシェ出店者

プロジェクトの概要
　就職氷河期などの経済環境や、
家庭環境、病気や障がいなど様々
な理由で成人への移行期にキャリ
アや様々なチャレンジ経験を積む
機会を得られない人が増えており、
引きこもりの一因にもなっている。
　彼らがその後、社会参加を望ん
だ時に、就職とは異なる、自らの
企画や表現方法で社会とつながれ
る場所や機会を提供する。

はじめの一歩
コース

４

だがしやさんを通して子どもたちから大人たち誰もが関われる居場所
の提供 ひとりじゃない孤立しない『場』→『楽” 菓子屋ひろば』

原　弘子 さん 郡山市
件を探しながら駄菓子屋の経営に
ついて情報を収集し、駄菓子の卸
業者から助言も得た。物件が決まっ
てからは、プロジェクトの仲間や
大家の協力を得て、自分たちで店
舗づくりと最寄りの学校や周辺地
域への周知を行った。
　１月にプレオープンし、すぐに
子どもたちで賑わうようになる。
ボランティアで手伝ってくれる人
も増え、今後は近くの小学校や公
民館と、子どもたちの孤立防止や
子ども食堂活動での連携を計画し
ている。
　また、「置き菓子」や定休日をイ
ベントスペースとして貸し出すな
ど、他の収益源づくりも模索して
いるので、事業所や地域活動団体
にも取り組みを知らせていく。

店内の様子
プロジェクトの概要
　少子化や近隣関係の希薄化が進
み、孤立が問題となるなか、「駄菓
子屋」を通じて、子どもたちをは
じめ、多様な世代が関わり、安心
して交流できる居場所をつくる。

取り組み内容
　まず、つくりたい居場所のイメー
ジと機能を明確にして、郡山市内
の昔からの住宅地の中で適した物

ホームページ



はじめの一歩
コース

5

子どもカフェ with ドッグ

坪井　昌子 さん 郡山市

というプロジェクトの内容をより

明確にするために、ロジックモデ

ルという手法を用いて、プロジェ

クトの目的と手段の整理を行った。

　そこから、本格的な場所づくり

の前に協力者を増やすことから取

り組むことにした。協力者と出会

う方法として、カフェに置く図書

の提供を呼びかけるチラシと、参

加してくれる犬の飼い主たちのコ

ミュニティ「ワンワン・サークル」

への勧誘チラシを作成した。

　今後は、ワンワン・サークルを

スタートさせ、協力者と一緒にカ

フェのイメージと事業計画を具体

的にしていきながら、周知のイベ

ントを開催していく。

図書募集チラシ

プロジェクトの概要
　生きにくさを感じる子どもが増

えているなか、子どものサードプ

レイス（居場所）として、動物に

ふれあいながら子どもたちが「自

分らしく、ありのまま」でいられ

る場所をつくる。

取り組み内容
　まず、「子どもカフェwithドッグ」

はじめの一歩
コース

7

大玉村にミツバチを呼び戻す !
養蜂から始める里山風景の再構築プロジェクト

佐藤　研吾 さん 大玉村

取り組み内容
　９月にワークショップを開催し、

大玉村の里山風景にマッチした蜂

箱のデザインアイディアを募った。

その後、地元の養蜂家へのヒアリ

ングや材木店からの材木購入をへ

て、現在春から養蜂を開始できる

ように蜂箱を製作中。

　また、１月に東京で芸術活動を

行っている仲間たちと東京都墨田

区に喫茶店兼イベントスペース『喫

茶野ざらし』をオープンした。養

蜂でできるハチミツ等の販路とし

てこの店を活用予定。収益を上げ

ながら、養蜂以外の里山保全活動

も展開していく。

プロジェクトの概要
　大玉村を拠点に藍染や芸術表現
活動をするなかで、近年、大玉村
を含む安達地域でミツバチが減少
し、養蜂業に影響が出ていること
を知った。自然環境の状態を知る
指標となる「環境指標生物」と言
われるミツバチに着目し、養蜂を
通じての持続可能な方法で大玉村
の里山風景の再構築を目指す。

はじめの一歩
コース

6

未来を描いて踏み出そう！
就労機会に乏しい女性のための就職支援

野呂　華子 さん 郡山市

うにする支援の仕組みをつくって

いく。

取り組み内容
　中古パソコンのマッチングを受

け、テキストを購入して、パソコ

ンスキルの指導を現在３名に行っ

ている。

　複合的な課題を持つ人にはスキ

ル獲得の支援だけでなく、精神面

や生活面でのサポートも不可欠で

あり、安定・自立に向けてのプロ

セスは様々である。そこで、支援

の流れと対象者の変化をロジック

モデルの手法で整理した。

　今後は対象者の状況と支援策を

プロジェクトの概要
　主に水商売等に従事する（して

いた）女性で困難を抱える人たち

のセカンドキャリア支援を行う。

彼女たちは収入が不安定であった

り生涯賃金が低く、また、メンタ

ル面でもサポートを必要とする人

が多い。自己決定や自立に寄り添

いながら安定した就労ができるよ

はじめの一歩
コース

8

湖南の魅力を発信！湖南町ジャーナル (仮題 )の創刊

杉澤　莉子 さん 郡山市

で、地域の発信力を強め、魅力を

可視化することで、関係人口を増

加させることを目的とする。

取り組み内容
　情報媒体をつくるにあたって、

東北の若手起業家や NPO のリー

ダーが数多く参加する「みちのく

共創キャンプ」で、各地域の事例

を伺い、実施方法や効果について

学んだ。また、デザイン講座の受

講や関連書籍の購入をし、魅力的

な紙面づくりだけでなく、目的・

目標の達成のためのデザイン思考

を学んだ。

　今後は、湖南町に住む 20～ 40

代と、湖南町に住みたいと考えて

プロジェクトの概要
　郡山市湖南町では、民宿やゲス
トハウス、イベントなどを有志の
住民が想いを持って運営している
が、それら地域の魅力や情報が集
約・表現されておらず、湖南町に
関心を寄せる人どころか、地元住
民にさえ、届いていないという課
題がある。
　そこで、地域情報紙を発行し、
さらに SNS での発信をすること

NPO法人ホールアース研究所

荒地のなかスタジオ

いる若者を対象とし、地域の魅力

を発見することができる紙面づく

りを目指す。また、地域に関する

記事を書いてもらう人や情報を提

供してもらう人を探し、「編集部」

のような仲間をつくる。弊団体が

地域探究の授業で関わっている湖

南高校の生徒たちにも、地域を知

るための取材として参画してもら

えるようにしたい。

一般社団法人ケルビムのかげ

一般社団法人ケルビムのかげ

検討し素早く実行に移すための

「ケース検討」の仕組みを整え、新

規の対象者も受け入れられるよう

にしていく。

荒地のなかスタジオ ホームページ



スタートダッシュ
コース

1

I ♡ Nisita  プロジェクト（アイラブニシタ　プロジェ
クト）

渡辺　千紘 さん 郡山市

取り組み内容
　地域の子どもたちを巻き込みな
がら、「I♡Nishita」プロジェクトの
ステッカーやマスコットキャラク
ターづくりなど、活動のブランディ
ングと広報を展開。
　続いて、情報発信のためのウェ
ブサイト制作の資金集めを、西田
町内の自治組織や観光協会、事業
所の協力を得て、クラウドファン
ディングで成功させる。目標額を
超えた分は、小中一貫校「西田学園」
の郷土を学ぶ学習で活用してもら
う予定。
　今後は町内にある観光地「デコ
屋敷」や地元文化祭と連携したイ
ベントを開催しながら、地域情報
のコンテンツをより充実させてい
く。

プロジェクトの仲間たち
プロジェクトの概要
　郡山市西田町では、５つあった
小学校と唯一の中学校が統合され、
一昨年から小中一貫校となった。
その一期生だった高校生たちが中
心となって、地域の自然や文化、
イベントなどを発信する「I♡
Nishita（アイラブニシタ）」プロジェ
クトを展開。次の世代に地域の魅
力を伝え、住み続けてくれる人や
関係人口を増やしていく。

スタートダッシュ
コース

3

クリボープロジェクト～Create Borderless ～

石川　諒太 さん 猪苗代町

リエイティブ活動を対価にできる

ようにすることを想定している。

取り組み内容
　一つ目の滞在拠点の物件を、猪

苗代町川桁地内に地元の若手建築

業者や大学生・高校生らと一緒に

DIYをしながら整備した。

　今後はビジネスモデルをブラ

シュアップしながら、事業主体の

法人化や２つ目以降の拠点の整備、

利用してくれるクリエイターの公

募などを進めていく。

　また、長期的にはクリエイター

の作品を販売する EC サイトの整

備や、猪苗代町以外にも滞在拠点

を増やしていきたい。

DIY でリノベーションした滞在拠点

DIYイベントの様子

プロジェクトの概要
　地方が抱える「空き家増加」「過

疎の進行」「地域活性化」に対し、

福島県でリモートワークしたい方、

長期旅行に来たい方、遊びたい方、

福島県の地域おこしに関わってみ

たいクリエイターなどに空き家を

活用して滞在拠点を提供する。利

用者は月額で複数の拠点に滞在で

きたり、地域活性化に貢献するク

スタートダッシュ
コース

2

食品を販売するために仕込みの場の提供

鈴木　美保 さん 郡山市

取り組み内容
　自宅の一部を活用し、オーブン
やフードプロセッサーなどの設備
を設置して、シェアキッチンにし
た。保健所から営業許可を取り、
まずは自身でパンをつくりフリー
マーケットに出店。他の出店者と
情報交換も行い、追加した方が良
い設備や、使用料金の設定、アレ
ルギーへの対応など、本格的な稼
働に向けて必要な情報を得る。
　今後はホームページや SNS など
を通じてシェアキッチンを PR し、
利用者を集めていく。また、パン
教室やお菓子教室なども開催予定。
　場所の提供者として、利用者に
食品表示についてもアドバイスで
きるようにしていく。

プロジェクトの概要
　自分の店を持ちたいと思っても
全て自前で準備するのは資金面や
将来性などたくさんの不安要素が
あり、すぐにチャレンジできる人
は限られる。そこで、気軽に参加
できるマルシェやフリーマケット
などへの出店から始められるよう
に、共同で使えるシェアキッチン
をつくり、食品販売やお店づくり
のハードルを下げる。

スタートダッシュ
コース

4

シニア世代の交流と活躍の場を作り、今とこれからを
輝かせる「ハーベストカフェ 」

満井　みさこ さん 郡山市

取り組み内容
　今年度は広報のために「ハーベ
ストカフェ通信」を発行。公共施
設や企業に配布し、広く活動を周
知した。また、地域でキャリアを
活かしたコミュニティづくりをし
ている方３名に講師になってもら
い、特別講座も開催。郡山市の広
報テレビ番組の取材も受け、新た
な参加者の増加につながると共に、
ハーベストカフェの目的も参加者
に共有され、会員も増えて活動の
推進力になっている。
　今後は、シニアが気軽に立ち寄
り、仕事もできる、カフェ機能の
ある複合事業所（喫茶店＋サロン
＋介護福祉施設＋介護福祉施設ア
シストサービス事業など）の開設
を目指す。
　

ハーベストカフェの様子（特別講座）

郡山市市民活動サポート
センターの機関紙に掲載

プロジェクトの概要
　昨年から、シニア世代による家
庭や職場とも違う緩やかな第３の
場所づくりを目指して茶話会「ハー
ベストカフェ」を開催してきた。
人は何歳になっても社会で役立つ
ことで生きがいを実感し、自分の
未来に関心がある。シニア世代の
社会との接点をつくり、活躍の場
を提供すると共にフレイル（心身
の虚弱）予防に役立てる。

ホームページ

facebookページ 西田町民文化祭での
PR活動

ホームページ

キッチンで作ったパン



スタートダッシュ
コース
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とことん日本古来の技術で作る
手績み糸で大麻布×正藍染オーダージーンズ

奥野　昌美 さん 須賀川市

取り組み内容
　製品のもととなる大麻糸を一緒
につくってくれる仲間集めのため
に、大麻糸をつくる講座を３回に
わたり実施した。周辺地域や県外
からも、昔から伝わる手仕事に携
わりたいという人たちから反響が
あった。一方で、麻（大麻）への
理解を広めるため、ドキュメンタ
リー映画『麻てらす』の上映会や、
地元の旅館で「植物から織りなす
布と手仕事展」も講座に合わせて
開催した。
　また、ジーンズづくりのため、
気仙沼にある及川デニムを訪問し、
デザインや縫製を依頼。今後、工
賃を発生させる本格的な製作工程
に入り、次年度中のサンプルジー
ンズ製作を目指す。

糸積み（いとうみ）講座
プロジェクトの概要
　古来、とくに東北では生活の中

でさまざまに使われてきた大麻。

大麻糸から布を織り、正藍染で染

めたジーンズをつくり販売する。

ジーンズ以外にも、素材も製作も

この地域の自然と人の手で完結す

る持続可能な製品を生み出し、地

域産業にしていく。

ステップアップ
コース

2

地方でも東京の仕事ができる！Webライター育成・
雇用創出プロジェクト

菅原　有記 さん 田村市

取り組み内容
　東京の web マーケティング企業
から講師を招聘し、web ライター
の育成講座を開催。受講者に仕事
の発注を始めている。
　しかし、web ライター育成講座
を受講する人が希望する収入と、
発注できる仕事量にはまだまだ開
きがあるため、県内の web マーケ
ティングの需要を掘り起こすべく、
県内各地の観光協会や被災地観光
の担い手団体に営業をすると共に、
自ら web ライターの仕事の場とな
る媒体づくりに着手した。
　今後は育成講座の実施を重ねな
がら、県内の企業や団体向けの
web マーケティング講座も開催し、
クライアントの獲得を図っていく。
　

webライター育成講座のチラシ

プロジェクトの概要
　テレワークや地方移住が推進さ
れるなか、これまでの地方の富や
資源が大都市圏に流れてしまう状
況から、逆に大都市圏から地方に
人材と仕事を流す。具体的には、
web マーケティングのライターを
地方で育成し、大都市圏からの仕
事を任せる。また、地方の企業に
対しても web マーケティングの需
要を掘り起こし、地元の web ライ
ターに仕事が流れるようにする。

ステップアップ
コース

1

主婦の力×地元企業のマッチングで地域活性化。主
婦の力が活かせる仕組みを作りたい。

横尾　恵美 さん 郡山市

取り組み内容
　主婦の困ったを解決するサイト
「しゅふコミ」をオープン。編集部
として栄養士やライターなど７名
が、192 名の登録会員「しゅふコミ
サポーター」からアンケートやコ
メントを通じて集めた情報や体験
をもとに、子育てや家事、地域情
報などさまざまなテーマの記事を
作成・投稿している。
　また、主婦が地元企業の商品や
サービスを PR するマーケティング
支援の仕組みもつくり、しゅふコ
ミを通じて主婦と地元の事業者の
双方に嬉しい地域活性の循環をつ
くる。
　今後は、しゅふコミサイトの周
知・アクセス数アップと、しゅふ
コミサポーターの登録増加、EC サ
イトの商品の充実を図っていく。

プロジェクトの概要
　主婦（結婚や出産により、社会
との関わりが変化した女性）の持
つキャリアや家事・育児の経験を
共有することで主婦同士が悩みを
解消しあったり、孤立を防止する
コミュニティサイトをつくる。ま
た、主婦のスキルやクチコミ力を
地元企業のマーケティング支援な
どに活用するなど、主婦と地域社
会の双方にメリットがある新たな
つながりをつくる。

ステップアップ
コース

3

こおりやまアカペラパーク　まちなか　うたふく

星　晴雄 さん 郡山市

取り組み内容
　広報、参加者募集をこおりやま
広域圏に広げ、各市町村の公共施
設などでの PR や SNS での発信を
強化した。結果、秋田県から東京
都まで、昨年を大きく上回る 85 組
の参加があり、観客もおおよそ 2
万人に達した。運営面では、地元
の専門学校や高校生のボランティ
アなど参加者や観客と同世代の若
者を巻き込むことができた。
　来年の 10 周年では、100 組の参
加を目標に、大手企業数社の協賛
金確保、参加者へ参加の記念とし
てリストバンドや記念Ｔシャツの
販売（一般来場者でも購入可能の
予定）、駅広会場での飲食他等の物
販、募金箱の設置等を企画し、資
金力を高める。

うたふく 郡山駅前広場会場
プロジェクトの概要
　東日本大震災をきっかけに、音

楽都市「楽都郡山」から、音楽の

力で復興への癒しと勇気を届ける

ことを目的に始まったアカペラ

フェス「まちなか　うたふく」。県

内外から参加者が増えるなか、

2020 年に 10 年目を迎えるのを前

に、楽都にふさわしいイベントの

継続の形をつくる。

倭文の会

うたふく実行委員会

facebookページ

ホームページ ホームページ



ステップアップ
コース
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児童クラブの子供たちの運動機会創出！
『スポーツ鬼ごっこ』活動を通して健全育成のサポート

廣田　智 さん 須賀川市

取り組み内容
　須賀川市内各地の児童クラブで
スポーツ鬼ごっこを開催し、児童
たちに実際に体験してもらうとと
もに、各児童クラブ運営担当者と
コミュニケーションを重ね、スポー
ツ鬼ごっこに対する理解向上に努
めた。
　また、今年度各地で開催したこ
とで、活動に協力してくれる人が
少しずつ増えてきた。今後の活動
範囲拡大に伴い、さらなる人員の
獲得を進める。
　次年度は須賀川市以外のこおり
やま広域圏に活動を拡大し、各地
の児童クラブ担当窓口に出向き、
事業開催の説明や依頼をおこなっ
ていく。

スポーツ鬼ごっこの様子

ホームページ

プロジェクトの概要
　児童クラブに在籍する児童に対

する運動能力向上や健康管理、仲

間を信じ、力を合わせる等のチー

ムワークや協調性を養うことを目

的に、スポーツ鬼ごっこ活動を普

及させる。児童クラブ運営担当者

や地域の理解と協力を得ながら、

児童の運動機会創出と健全育成の

サポートをする。

須賀川市スポーツ鬼ごっこ愛好会

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」は平成31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ました

スモスタ！支援プラット
フォーム事務局

〒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　https://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




