
【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 

作成日：令和 3 年 2 月 17 日 

作成者：株式会社 Familyinn 代表 杉本朋哉 

■属性 

受入希望自治体 ：静岡県静岡市 

地域課題テーマ ：地域資源を活かした新たな事業の創出 

   (農産物の高付加価値、交流・体験ビジネスの創出) 

マッチング起業者：株式会社 Familyinn 代表 杉本朋哉 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

 

＜テーマ＞ 

空き部屋のあるお家に、1 ヶ月以上の田舎ホームステイをして地域に溶け込むことで、

現地の耕作放棄地に携わり、風景が失われる課題を解決する。 

 

＜提案内容＞ 

空き部屋のあるお家に、1 ヶ月以上の田舎ホームステイのマッチングプラットフォー

ムサービス Familyinn(https://familyinn.jp)を運営しています。 

民泊受け入れ経験のあるお家がホームステイ受け入れのホストとなることで、ホー

ムステイするゲストが耕作放棄地の活用を行う提案をさせていただきました。                            

Familyinn は旅行ではなく⾧期滞在の国内留学のため、利用するゲストの 9 割が地域お

こしのような活動をする傾向があります。 

その地域の関わりを通すことで、地域の新しい事業を創出し、お茶畑の風景を取り戻

します。 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2 月 4 日   静岡市源久様とメールにて最初のコンタクト 

２月９日   静岡市萩原様・源久様と zoom にてオンライン MTG 

２月１５日 現地調査を実施 

・静岡市葵区玉川地区の視察  

・静岡市葵区有東木地区の視察  



・関係者との面談 

 

＜調査結果の詳細＞ 

2 月 4 日  静岡市源久様とメールにて最初のコンタクト 

以下の５点の希望を静岡市源久様にお伝えしました。 

①調査候補日 

2 月１５日～２月１６日(15 日で確定) 

②静岡市に来られる人数 

2 人(最終的に 1 人で確定) 

③現地案内の希望内容（場所やテーマ等） 

ゲストハウス・民泊事業者 

耕作放棄地と近い場所 

④調べたい事柄（資料や情報として当方が用意するもの） 

ゲストハウス・民泊事業者の数 

⑤面談を望む地元関係者、団体等 

ゲストハウス・民泊事業者様 

地域おこし協力隊など地元の顔が広い方とお話が出来ればより発展的

なお話が出来る可能性があるかと思うので、その場合でも喜んで面談

をさせていただければと思います。 

2 月 9 日  静岡市萩原様・源久様と zoom にてオンライン MTG 

メールでお伝えした希望内容などを踏まえ現地調査の調整を行いまし 

た。2 月 15 日に杉本 1 名が現地に訪問し、静岡市内の農地や集落の視察

や現地関係者と面談を行うことになりました。 

また、コロナウイルスに係る国の緊急事態宣言の期間延⾧や静岡県独

自で感染拡大緊急警報を発令中の事情もあり、現地調査に慎重な判断の

上での対応することになりました。 

2 月 15 日   現地調査を実施 

今回は、「突然ホームステイの受け入れの話をすると驚く」「コロナで受

け入れを行わない」という静岡市の萩原様の見解により、玉川地区と有東

木地区の方とはお話しはせず調査を実施した。 

 

・静岡市葵区玉川地区の視察 

①玉川地区の概要、農地(茶畑、水田)の利用状況、集落把握 

課題：お茶畑が綺麗な景観だったが、放棄して枝が伸びきったお茶も 

所々見られた。 

特徴：集落全体で、外から来る人にお茶を出す月１イベント、民泊も



行なっているため、外からの受け入れの抵抗は少ないように

思えた。 

・静岡市葵区有東木地区の視察  

①有東木地区の概要、農地(茶畑、わさび田)の利用状況、集落把握  

課題：荒れ果てた放棄地の現状を垣間見た。 

②農産物加工販売施設「うつろぎ」  

特徴：普段外からの観光客も多く、接客も明るく良い雰囲気の空間だ

った。会話の中で、伝統文化を伝承できる人が少なくなってい

ることで、集落の課題として認識することが出来た。 

・関係者との面談  

静岡市の若手起業家の３名との面談を行う。 

内２名が古民家で暮らしているとのことで、ホームステイ受け入れ

の検討をお話しすることになった。結論、家にいる時間が１日の１割程

にしか満たないとのことで受け入れはしないことに決まった。しかし、

静岡市内で受入れの可能性を感じる地区のご提案をいただいた。 

 

 

現地調査の様子（左上：玉川地区大沢集落の視察、右上：玉川地区の放棄地の視察、左

下：有東木地区の放棄地の視察、右下：静岡市の若手起業家の３名との面談） 

 



＜考察＞ 

現地を視察しての地域の状況や資源等を見る限り、玉川地区・有東木地区の二つの集

落では、ホームステイの受け入れの可能性があると大いに感じた。一方で集落の方の直

接のお考えまではうかがえなかったため、実際のニーズ把握を進める必要がある。 

Familyinn では、全国に 2５件程のホストが登録しており、現在も新規登録が増えて

いる。それには Familyinn のゲストの特徴やコロナの相性が良いというご説明をしてい

る背景もある。 

従って、現地の人と直接お話しする機会も設けることができれば、受け入れ先の確保

もできるようになり、地域に関わる⾧期滞在のホームステイ利用者を増やすことがで

きると考える。結果、ホームステイ利用者が地域おこしや地域の活性化の一端を担って

いくことで新たな事業の創出につながることが期待できます。 

 

３．対象地域における今後の事業展開 

 

引き続き、ホームステイの受け入れ先の可能性を探るため、玉川地区にある農家民

宿に直接お問い合わせを行う。集落の状況・今後のスケジュールなど、現地の方とのお

話を２月２８日までに実行する。 

 

３月中 静岡市内での受け入れ先の件数やニーズ調査 

ホームステイ希望者に対する静岡市内での⾧期滞在の希望調査 

また、ホームステイ受け入れの進捗や確定した場合、静岡県静岡市に情報交

換を実施 

 

以上 



【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム 実施レポート 

 

作成日：令和 3 年 2 月 28 日 

作成者：いなか伝承社 田中寛人 

■属性 

受入希望自治体 ：静岡県静岡市 

地域課題テーマ ：地域資源を活かした新たな事業の創出 

（農産物の高付加価値化、交流・体験ビジネスの創出） 

マッチング起業者：いなか伝承社 田中寛人 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

 

＜テーマ＞ 

未利用資源の掘り起こしから始める地域資源活用、また、既存地域資源の新たな切り

口を探す地域資源活用の仕掛けづくり 

 

＜提案内容＞ 

① 文献調査及び現地調査にて未利用・低利用地域資源を多数掘り起こす。 

② 既存の地域資源の新規利活用方法の調査（違った方向から視る） 

③ 掘り起こした①と②の地域資源の詳細調査、及び実現可能性調査、優先順位付

け 

④ 掘り起こした地域資源の可視化に向けたモニターテスト又は小さな実践 

⑤ 掘り起こした地域資源で仕掛ける。 

   パターン A：私田中が実施する 

   パターン B：地域内の関心のある人材と実施する 

   パターン C：県内外の移住者/移住希望者と実施する 

   パターン D：移住希望者ではないヨソモノも巻き込んでみんなでやる 

（ファンを作るところから交流の意味も込めて実施） 

 仕掛け方は、地域おこし協力隊の活動テーマや地域プロモーション動画、SNS 発

信、ご当地商品開発、ここにしか無い観光用体験コンテンツ化、移住促進用体験コ

ンテンツ化、起業や地域の方の第二創業等。静岡市のファンを増やすという意味で

も、中⾧期的視点で実施。 

 

※最初に時間をかけて一気に多数の地域資源を調べることで、地域側の住民が興



味を持つテーマが現れる可能性が高まり、地域側も関わりやすくなる。 

※多数の地域資源を掲げることで、なるべくお金をかけずに実施できる企画（自然

系や文化系、食系など）も現れやすくなり、地域側が関わりづらい「大きなコト」

ではなく、「小さなコト」「身近なコト」から関わることができ、苦労＋成功体験を

積み、地域側人材の育成にもつながります。 

※ここでいう「地域資源」とは、 

建物、景観、自然、伝統産業、農林産物、植物、動物、昆虫、かつての暮らしそのもの、

民具、郷土料理、地域の人が持つスキルや技術など幅広いジャンルを含む。 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2/17 静岡県側担当者と調査内容についての打合せ 

2/18 静岡県側担当者と調査内容についての打合せ、ネット上の情報収集 

2/19 静岡県側担当者と調査地及びスケジュール調整打合せ 

2/20 調査地確定。静岡県側担当者と調査内容及びスケジュール調整打合せ 

2/21 静岡県側担当者と調査内容及びスケジュール調整打合せ 

 

＜調査結果の詳細＞ 

2/20～21 ネット上での由比地区の情報収集 

2/22 現地入り 

   観光案内所にて観光パンフレットの収集 

静岡県側担当者と調査内容及びスケジュールの打合せ 

静岡県立図書館にて調査に必要な文献の借り受け 

静岡県側担当者に案内して頂き、浜石岳視察 

地元スーパー2 軒にて地域産品の調査 

集落支援員の方から地元情報聞き取り 

集落支援員の方に案内して頂き、宿場街道の視察 

借りた文献を調査 

  2/23 集落支援員の方に案内して頂き、入山地区の全集落を視察及び集落住民の方々

から地元情報聞き取り 

     入山地区自治会⾧から地元情報聞き取り 

     観光ガイドの方から地元情報聞き取り 

     東海道広重美術館を視察 

     地元農家の方から地元情報聞き取り 

  2/24 由比生涯学習交流館にて資料約 50 冊調査 



集落支援員の方に案内して頂き、入山地区の住民の方々から地元情報聞き取り 

 

＜考察＞ 

調査の結果、静岡市由比地区の活用できそうな地域資源として、 

・石垣 

・地元の年配の住民の皆さまのスキル及び知恵 

・柑橘 

・お茶 

・郷土料理（金山寺味噌など） 

・滝など があり、 

それらを活用した由比地区にしか無い魅力的でユニークな体験プログラム事業及び、

体験プログラムを通じた交流人口の創出・移住促進プログラムや学びを通じた人材育

成プログラムが造成可能であると考えられた。 

一方、事業展開に当たっての課題として、今回判明した地域資源に関して詳細な地域

資源の深堀りと、毎回出張するわけにはいかないので、地域側の地域おこしに関わり連

携できる実践可能な若手プレイヤーが必要であるが、今のところはその数が限られて

おり、プレイヤーの探索又は人材育成も同時に進める必要があると感じられた。 

 

3. 対象地域における今後の事業展開 

 

今回の調査は非常に限られた時間だったため不十分感は否めないが、漁業で有名な

由比地区の農山村部にも活用できる有効な地域資源はあることが判明した。 

他の農山漁村で既に行われているような事業を展開するのではなく、規模が小さく

とも他の地域には無いユニークなことを由比地区で行い、それに関心を持つ人口を地

域内外でどんどん増やして移住や起業に結び付けると振興につながると思われる。 

今後の展開として、あくまで地域課題の解決を主題としているため、提案した企画を

地域の皆様で一度検討して頂き、関心を持って頂いた内容について、地域の皆さまも一

緒に、そして私以外の外部プレイヤーも巻き込みながら実践に向けて動いていければ

と考えております。 

 

2021 年春まで：地域側の感想把握、その反応により、地域資源の追加調査 

地域の関係者の皆さまと打合せ 

2021 年夏：モニター事業実施に向けて活動 

2021 年秋～2022 年春まで：モニター事業実施 

 

以上 



【INACOME】起業者と地域課題のマッチングプログラム　実施レポート

作成日：令和3年2月28日
作成者：Step Bliss 鷹取 浩一

■属性
受入希望自治体　：静岡県静岡市②
地域課題テーマ　：地域資源を活かした新たな事業の創出（農産物の高付加価値化、交
流・体験ビジネスの創出）
マッチング起業者：Step Bliss 鷹取 浩一

■レポート内容
1. 提案概要

＜テーマ＞
奥長島（静岡市葵区）のだんだん茶畑を活用したイベントの実施

＜提案内容＞
当方、岐阜県中津川市にて、畑のオーナー制度と、農業体験型イベントを運営し、来
年度に確立できるよう進めております。実際に、農薬・肥料不使用で作付けを進めて
おり、そこで収穫できた食材を取り扱い、料理提供イベントを開催しております。定
員13名で毎回満席となっております。そこで今回は、静岡県奥長島地域のだんだん茶
畑を活用させていただき、無農薬茶畑を活用した体験型イベントを開催します。お茶
の販路を開拓し、生産者と消費者が直接つながることのできるプラットフォームを作
ります。

2. 調査報告

＜調査スケジュール＞
2月18日　静岡県の源久様と電話でお打ち合わせ
2月19日　源久様より、メールにて現地情報のご共有
2月20日~22日　現地の情報と類似土地を事前調査
2月23日　源久様と電話にてお打ち合わせ
2月24日　現地の農家さん、勝山様と電話で打ち合わせ
2月25日　源久様と電話にてお打ち合わせ
2月26日~28日　勝山様と源久様にレポート内容の相違有無を確認

＜調査結果の詳細＞
2月18日　静岡県の源久様と電話で打ち合わせ
　　　　　今後のスケジュール、解決したい土地をご共有いただき、改めて土地のオ　　
　　　　　ーナー制度と体験イベントを導入することを提案する。
　　　　　対象の土地を探していただけることとなった。



2月19日　源久様より、メールにて現地情報のご共有
　　　　　現地の情報サイト、実際に行われた各イベントをご共有いただく。
　　　　　過去のイベントは、茶の木の間引き、茶摘体験、おむすびセット・茶っき　　
　　　　　り饅頭の販売を行っていたことを知る。

2月20日~22日　現地の情報と類似土地を事前調査
　　　　　静岡県、鹿児島県、高知県にある段々茶畑を事前調査。
　　　　　事前調査の結果、無農薬でお茶を作っている農家ほとんどいないこと、有　　
　　　　　機JASマークを取得している農家さんも全体の5%前後にしか満たないこと　　
　　　　　を知り、その難易度の高さを知る。同時に、5%内の茶畑を運営している農　　
　　　　　家さんは自給自足のみに過ぎないこと。その要因として、茶工場に卸して　　
　　　　　も農薬使用茶葉と混ぜられ、自然栽培としての価値が薄れることが問題点　　
　　　　　として挙げられた。
　　　　　
2月23日　源久様と電話にてお打ち合わせ
　　　　　源久様、農家様、当方の3者日程が合わないため、個別に農家さんの勝山　　
　　　　　様をご紹介いただく。2/24に勝山様と打ち合わせが確定。
　　　　　
2月24日　勝山様と電話で打ち合わせ
　　　　　就農の背景、現状の課題、過去イベントの詳細、今後の展望を伺い現状を　　
　　　　把握。より現地を知るために、勝山様のS N S、過去イベントサイ　　　　　　　
　　　　　ト、提携先の情報を拝見。また、勝山様は、茶摘後知人の工場にて単独で　　
　　　　　作業をされていることを知る。更に、保護猫を迎え入れており、猫とふれ　　
　　　　　あいながら楽しめるイベントを起案していることを把握。

2月25日　源久様と報告も兼ねて、改めて今後の方針のすり合わせ
　　　　　勝山様との打ち合わせ内容の報告、課題解決方法のすり合わせ、今後のス　　
　　　　　ケジュールの調整。

2月26日~28日　勝山様と源久様にレポート内容の相違有無を確認
　　　　　　　大まかな変更点は無く、細かい団体名等を見直す。
　　　　
　　　
　　　　　現在、愛知県に緊急事態宣言発令中のため、解除後に3者対面で打ち合わ　　
　　　　　せ、現地訪問、具体的イベント内容の共有を行う予定。
　　　　　引き続き、電話やオンライン面談を通して、現地調査と提案内容をブラッ　　
　　　　　シュアップしていく流れとなった。

＜考察＞
現地調査の結果、主に課題点は3つある。

1.地域ぐるみの保全活動は行われてはいない



2.土地を活用しようと試みていらっしゃるが、勝山様1人のため、リソース不足
3.茶畑に手伝いに来てくれる人が少なく、茶畑の整備が追いついていない

茶畑を無農薬・無肥料で運営していることから、日々の草刈りがままならず、
アイデアはあるものの、土地の活用まで至ってないことを理解した。
また、近隣の方々は自身で所有されている農作業に手一杯で他者の農作業までサポー
ト、関与できない現実があることを知る。

ただ、就農から8年経ち、勝山様の考えと行動とでここまで継続し続けたことで、メ
ディアや農林水産省、民間企業と連携する実績を残されている。具体的には、茶畑に
もかかわらず、棚田カードへの掲載や、ネッツトヨタ様との提携が挙げられる。
また、奥長島だんだん茶畑まもり隊、しずおか棚田里地くらぶ、ネッツトヨタのチャ
フカ隊の方々が、月1回のボランティア+日々のサポートを行っていらっしゃることか
ら、今もなお継続し続けることができている背景を知った。

3. 対象地域における今後の事業展開

上記課題解決のため、下記提案を行う。

1.地域ぐるみの保全活動は行われてはいない
その地域だけに留まらず、他市区町村を巻き込み事業拡大する。
車でのアクセスが最寄りインターチェンジから15分と非常に良いため、他県からの集
客も見込めると判断した。また、近隣住民の方は、非協力的であるわけではなく、
各々が自身の畑で精一杯であることが否めないため、集落全体を活性化させる方向で
動いていく。

2.土地を活用しようと試みていらっしゃるが、勝山様1人のため、リソース不足
定期的に現地に訪問し、今後の展望のすり合わせを行う。
現在、奥長島だんだん茶畑まもり隊、しずおか棚田里地くらぶ、ネッツトヨタのチャ
フカ隊の方々が毎月草取りなどの支援に来ていただいているため、当方も定期的に訪
問し、サポートを続けていく。新型コロナ感染防止のため、感染状況を鑑みてイベン
トを開催する方向。

3.茶畑に手伝いに来てくれる人が少なく、畑の整備が追いついていない
体験イベント事業の一環として、茶摘だけではなく、草刈りなどの業務も体験として
盛り込みサービス提供していく。
具体的には、茶畑のオーナー制度を導入し、オーナーには草取り～茶摘まで、一貫し
て取り組んでもらえる仕組みを作る方向とする。

今後の展開として、県・市・地区関係者様との調整状況にもよるが、以下のスケジュ
ールで対応を進める。



2021年3月：緊急事態宣言解除後、現地訪問し、3者面談予定
2021月4月：第一回イベントの開催周知予定
2021年5月：第一回イベントの開催予定
2021年5月以降：引き続きイベントを企画し、集客を進める。

上記スケジュールは、新型コロナの感染状況を鑑みた上で、企画検討を進めていく。

以上




