
【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 24 日 

作成者：㈱エーエスピー 林 直樹 

■属性  

受入希望自治体 ：静岡県静岡市 

地域課題テーマ ：茶園農作業支援,観光農園の展開等による荒廃農地の活用 

マッチング起業者：㈱エーエスピー 林 直樹 

 

■レポート内容 

1. 提案概要 

＜テーマ＞ 

農作業を軸としたヘルスケアサービス 

 

＜提案内容＞ 

弊社は、農業を軸に新しい産業の創出を行うプラットフォーム事業を展開している。

その中で農作業を日常生活に取り入れることで運動機能維持やストレス低減につなが

る新しいヘルスケアコンテンツとして事業化を目指している。現在、建設会社、鉄道会

社、食品会社、スポーツジム、大学などと連携して実証事業を計画している。 

うつ病による経済損失は 2 兆円と試算（慶応義塾大学医学部論文より参照）もされて

おり、コロナ禍においては、テレワークにおけるストレスが解消されていないという割

合が増えている。（リクルートキャリアの働き方調査より参照）このようなことから屋

外で緑を感じながら生活することでストレスの低減を図る。 

茶畑は森林浴のように癒し効果もあると思われるため、茶摘み体験を通じてストレ

ス低減や生活満足度を高めるプログラム開発を行う。実証事業として茶摘み体験前後

のアンケートや疲労度の計測などによりエビデンスを取りながら、体験時間、回数なら

びに自身が摘んだお茶を飲むなどの体験による満足度を数値化していく。 

 

2. 調査報告 

 

＜調査スケジュール＞ 

2 月 9 日 現地調査の事前準備として静岡県中部農林事務所農村整備課、静岡市経済

局 農林水産部 中山間地振興課とオンライン打合せ 

2 月 18 日  静岡県静岡市にて現地調査を実施 

① 静岡市葵区有東木地区視察 



参加者：静岡県経済産業部中部農林事務所農山村整備部  

田村技監、源久課長 

    静岡市経済局農林水産部中山間地振興課 萩原企画係長 

内 容：・有東木地区の概要、農地（茶畑、わさび田）利用状況、集

落（トイレ含む） 

    ・農産物加工販売施設「うつろぎ」 

    ・参考資料「ふじのくに美しく品格のある邑有東木地区」説

明 

② 静岡市葵区有東木地区視察 

内 容：・玉川地区の概要、農地（茶畑、水田）利用状況、集落（トイ

レ含む） 

    ・参考資料「ふじのくに美しく品格のある邑玉川地区」説明 

③ 足久保奥組段々茶畑等視察 

内 容：・周辺の体験施設（キャンプ場、ガイアフロー静岡蒸留所等） 

2 月 19 日  ホテル業界誌役員へコンテンツ提案と集客協力の打ち合わせ 

 

＜調査結果の詳細＞ 

2 月 9 日 実施計画検討のため、静岡県、静岡市とオンライン打合せ 

調査項目のすり合わせを行い、茶摘み体験の場所の視察ポイントとして

①現場の雰囲気、②体験者の休憩・トイレなどの環境、③アクセスルート

の確認、体験内容として、①体験方法、指導状況、②体験時間、③茶摘み

以外の体験内容、④体験において問題になっていることなどを整理した。 

2 月 18 日  静岡県静岡市にて 3 か所の現地調査を実施 

 静岡駅から車でのアクセスルートを確認しながら、体験用の茶畑に関し

ては、生産用ではなく、世界農業遺産にもなっているわさび田も含め、観光

資源としての景観維持が目的であることを前提で視察を行った。 

       ＜体験環境＞ 

道が狭く、急斜面のところもあるが、バスも運行しており、何より静岡駅

から 30 分圏内である点はアクセス面で評価できる。景観はどこも素晴らし

いが、耕作放棄地になってから時間が経過しているところやつぶしてしま

っているところが点在しており、景観の面から残す茶畑と残さないところ

を分ける必要があると思われる。また放棄地になってからかなり伸びてい

るところは隙間もなくなっているため、間を通れるよう整備する必要もあ

る。（写真１～３） 

3 箇所ともに駐車場や休憩場所やトイレなども整備されており、受け入れ

に必要な設備は整っている。（写真４～６） 



茶畑の体験以外にもわさびの収穫体験や茶もみ、ウィスキーなど食を絡

めた体験もあり、また川やキャンプ場などで BBQ やグランピングのできそ

うな場所もあることから、ロケーションとしては問題ない。（写真７） 

 

       ＜体験内容＞ 

茶畑の維持という点で雑草の除去、枝の剪定などがあるが、平面と斜面で

は負荷にかなり差がある。また枝の剪定に使用しているはさみもてこの原

理で簡単に切ることはできるが、柄の部分がかなり重く、長時間使用するこ

とは難しい。（写真８） 

ヘルスケアの観点で、運動機能維持とストレス低減の 2 つの効果を考え

ているが、スポーツジムと違って、ライトな運動となるよう疲労が蓄積しな

いよう同じ態勢での長時間の作業や道具の軽量化など作業負荷に合わせて

プログラム化する必要がある。 

斜面の茶畑に関しては、最近トレッキング自体がはやっているため、コー

ス設定とその他の体験も組み合わせることでサービス化も考えられること

が確認できた。（写真９） 

2 月 19 日  ホテル業界誌役員へコンテンツ提案と集客協力の打ち合わせを行い、静岡

県内のホテルとの連携について依頼した。 

 

写真１～３ 美しい景観と耕作放棄地 

 

 

 

 

 

 

写真４～６ トイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



写真７ 

 

 

 

 

 

 

写真８、９ 

 

 

 

 

 

 

＜考察＞ 

調査の結果、静岡駅や静岡 IC などアクセスのよい立地としては申し分ないことが分

かった。集客と継続的に来てもらうため、ヘルスケアサービスとしてのプログラム化だ

けでなく、きっかけづくりのためのエンタメ系の茶畑の農作業以外の体験を組み合わ

せて、静岡市内と静岡市外（県外も含む）アプローチは分けて考える必要がある。 

特にリピーターとして利用してもらうための学校向けの教育コンテンツ、グランピ

ングなどのコミュニティスペースとしての仕掛けなども合わせてコンテンツを増やし

ていく連携体制として、ホテル関係など今までインバウンド向けの取り組みで培った

ネットワークをもとに座組を検討する。 

ヘルスケアサービスについては、茶畑の農作業体験も時期別の作業種類の負荷レベ

ルと時間によってプログラムをつくることと作業スケジュールの設計と体験者に対す

る指導スタッフ、体験前後のストレス低減等の検証なども必要になる。 

また耕作放棄地は年々増えていくとのことから、体験場所は増やせるとも考えられ

るが、茶畑での農作業体験を通じて新規就農につながる可能性について検証していく

ことも重要のように思われるため、生産×体験という新しい農業モデルを目指したい。 

 

３．対象地域における今後の事業展開 

 

今後の展開として、ターゲットに合わせた取り組みの座組について検討しながら、モ

ニター体験で茶畑での農作業体験を通じて、ストレス低減効果があるのかについて検

証する。また検証にあたっては、もう 1 つのテーマである未利用品の活用で加工、商品

化するものとのシナジーが出せる内容に絞り込み、静岡県・静岡市の補助金等の施策も



検討しながら、進める。地区関係者等との調整状況にもよるが、以下のスケジュールで

引き続き事業展開に向けて検討を続けていく。 

 

３月：連携体制の座組の検討とモニター体験のターゲットの選定 

４月：モニター体験者の募集とヘルスケアサービスの検討 

５月：GW 期間中のモニターテストの実施 

６月：体験効果の評価・分析 

７月：助成金事業もしくは資金調達の検討 

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：石川 浩之 萩原 正人 
■属性 
受入希望自治体 ：静岡県静岡市 
地域課題テーマ ：茶園農作業支援,観光農園の展開等による荒廃農地の活用 
マッチング希望者：(株)アグリトリオ 石川 浩之 
 
■レポート内容 
1. 提案概要 

 
＜テーマ＞ 
『日本初！農福連携人材マッチング「農 Care」を使った茶畑の景観保全』 

 
＜提案内容＞ 

私たちが開発した日本初の農福連携人材マッチングシステム『農 Care』を使い、茶 
園の農作業に携わる人員の確保と社会課題の解決を同時に行うご提案をいたします。 

 
現在、農作業に携わる人材の確保については、多くの農業関係者を悩ます問題として

様々なアプローチがなされておりますが、私たちは全く新しい仕組みでこの問題の解
決に取り組んでおります。 

 
私たちは、福祉サービス事業所の利用をされている障がい者の方たちに農作業へ携 

わって頂きながら、将来への展望が開けるサービスの提供を行っており、ウェブ上で完 
結するマッチング実績（一部の土日祝日を除く）を持っております。 
2020 年 4 月ローンチのサービスですが、すでに 1 名の直接雇用への転換もあり多く 
の農業と福祉の関係者の方からご理解とご支援を頂いております。 

 
農福連携は、国の政策として推進されており行政において多くの推進事業が実施さ 

れていることは広く知られるところです。しかしながら、現段階での取り組みは国を 
中心とした補助金に頼るしかなく、地域で利用されている方もいつまで活用できるか 
不安が広がっているのが実情です。 

地域を持続可能な社会へと進化させていくためにも【農福連携】に基づく省人化シス 
テムで農業の課題の解決を図るべきだと考えます。  



そのためにも、静岡県静岡市葵区有東木地区の茶畑地帯の荒廃を防ぐため、お茶の木 
の管理作業を農福連携で実施し景観保全を継続していくスキームの構築を行います。 
有東木地区での成功モデルを構築することで、県内全域へ横展開することも可能とな
ります。 
 
 

  静岡県静岡市での調査結果 
  ① 実施時期 
     令和 3 年２月 12 日〜令和 3 年 2 月 24 日 
  ② 実施先 
     静岡県静岡市葵区玉川地区農業地帯と周辺地域 
     静岡県静岡市葵区有東木地区農業地帯と周辺地域 
  ③ 作物 
     お茶 

④ 調査結果 
   ２．参照 
⑤ 自治体側が抱える課題 
  茶畑地帯の景観の破壊を食い止めるための有効かつ持続的な手段 
 

2. 調査報告 
＜調査スケジュール＞ 
2 月 12 日 実施計画検討のため静岡県担当者と ZOOM によるミーティングを実施 
2 月 23 日 静岡県担当者のアテンドにより玉川地区および有東木地区の現地調査実施 
2 月 24 日 静岡県庁において静岡県及び静岡市の農福連携担当者と会議を実施し『農

Care』サービスのシステム説明と私達が以前視察を行った先進地域におけ
る農福連携の実情を紹介および事例も交えての質疑応答を行う。 

 

 
 

時間 場所 備考

【23日】
14時〜14時40分 静岡市葵区有東木地区視察

・有東木地区の概要、農地（茶畑、わさび⽥）
 利⽤状況、集落（トイレ等設備含む）
 ・農産物加工販売施設「うつろぎ」
 ・参考資料︓「ふじのくに美しく品格のある⾢ 有東木地区」等

15時10分〜15時50分 静岡市葵区玉川地区視察
・玉川地区の概要、農地（茶畑、⽔⽥）
　利⽤状 況、集落把握（トイレ等設備含む）
 ・参考資料︓「ふじのくに美しく品格のある⾢ 玉川地区」等

16時20分〜16時40分 その他地区視察 その他、ビジネスマッチング可能性候補地区 視察
現地視察（交通イン フラ、生活環境基盤、地域資源等）

【24日】
9時30分〜10時40分 静岡県庁（別館8階1A会議室） ・県庁、市役所農福連携事業担当課と意⾒交換



＜調査結果の詳細＞ 
2 月 12 日 応募内容の詳細説明および質疑応答を実施。 
 
2 月 23 日 現地視察の結果詳細 茶の木の管理作業が十分に行えず枯れてしまい、畑 
     の地面がむき出しになった部分が点在する。 
     同じく管理作業が十分に行えず茶の木が伸び放題の畑も見受けられる。 

1 年も放置すれば茶畑がひどく荒れてしまうため通年での維持管理を計画 
的に行う必要があるが、資金が捻出できない農家が管理を放棄せざるを得 
ずこのような状況が発生している。 
自転車ツーリングを楽しむ人々の姿を数多く見かけるところから、景色を 
眺めながら自転車で走ることを楽しむことが出来る環境が整った人気の地 
域であると感じられた。 
作業現場となる茶畑地帯までの公共交通機関として路線バスが存在してい 
る。 
受け入れ自治体側としては、茶畑地帯における景観を守ることが喫緊の課 
題と考えている。 
ボランティアの活用で対応できることを望んでいるが、公的支援としての 
予算も獲得可能であることから、茶畑地帯の景観を守る活動資金が皆無で 
はない。 

 
2 月 24 日 会議における調査結果詳細 農福連携マッチングサービス『農 Care』のシ 

ステム説明を行う。 
実際の画面を確認しながら利用登録の流れから作業検索、応募までの操作 
の様子も確認してもらい操作性についても実感してもらうための実演を行 
った。 
課題解決のための基幹システムとして導入を検討するため、静岡での農福
連携の状況聞き取りやこれまでの『農 Care』運営での実例の紹介を含めた
質疑応答を実施。 
以下重要な質問と回答の抜粋を要約 
マッチングについて 
Q.サービス事業所はどのようにして仕事が募集されたことを知るのか？ 
A.利用開始当初はメールなどでしらせるが、いったんマッチングが成立す 

れば継続して仕事をしてくれるようになる。 
Q.福祉サービス事業所はどのようにして集めているのか？ 
A.社会福祉協議会の部会などで PR している。 
Q.マッチングできない時の対応は？ 



A.100％保証はしていない。1 度マッチングが成立するとリピートされる。 
Q.農家はどのようにして増やしているのか？ 
A.農家の口コミで拡散され利用農家の増加につながっている。 
Q.直接福祉サービス事業所と契約することはできるのか？ 
A.直接契約は規約で禁じているが、そうなった場合も農家と事業所との関係

が変わり事業所側の負担が高くなり継続することが難しいと考えられる。 
Q.上手くマッチングできるように何かしていることはあるのか？ 
A.作業の切り出しを正確に行うことでミスマッチを防ぐ必要がある、農 

How（※）との連携で不足する部分を補う必要があるかもしれない。 
※農 How とは弊社が一般向けに行っている農業ギグワークマッチングサ
ービスのことです。 

Q.移動時間が⻑いと作業時間が⻑くとれない？ 
A.作業時間は事業所次第、弁当持ち出来る事業所もあるのでその場合は朝 9 

時から 15 時まで対応可 
Q.マニュアル作成について 誰が作るのか？ 
A.素材提供は農家にお願いしている。奥さんや息子さんが協力することも 

ある。作成はアグリトリオが全て行っている。 
Q.誰が求人をアップロードするのか？ 
A.農家自身が行う。複製機能もあるので 2 回目からはわずかな時間で求 

人募集が出来る 
Q.農家の利用の流れは？ 
A.登録がされると弊社の担当者が連絡をして希望する作業の聞き取りや 

マニュアル作成の説明を行う。 
Q.機械操作などもできるのか？ 
A.刈り払機での草刈りを行う事業所がある。包丁なども使える事業所と使え

ない事業所がある。 
Q.お茶はもうからないので賃金のが払えるか心配 
A.お金だけが目的でないこともあるので農産物のお土産なども魅力の一つ 
 報酬支払部分はネックだが、他の物で代用できる可能性もある。 
 蜂蜜などの副産物で工賃の不足を補う方法も考えられる。 
Q. 行政連携で豊橋市とやっているモデルはどんなものか？ 
A.プロポーザルで、この地域に農福連携のマッチングが実施できるのかを 
 50 マッチング以上を実施し、課題などを市へ報告する形。 

   
※参考資料 https://www.city.toyohashi.lg.jp/41029.htm 
出典元：豊橋市ホームページより 



 
 
＜現地調査の詳細 写真＞ 
昔と今の比較 ※静岡県庁資料より 

 昔の茶畑 

 今の茶畑 赤枠部分が放棄され景観悪化 

 
公共のトイレ 誰でも利用することが可能で、茶畑の近くにもある 

  
 
 
 



 
 
 
公⺠館 着替えもでき、トイレも付いているので施設は安心 

  
 
放置すると半年から 1 年でこれぐらい伸びてしまう 

  
 
作業場所から比較的近い場所にバス停があり、施設は公共交通機関を利用できる 



  
 
自転車の駐車スペースもあり、サイクリストも作業に関われる環境 

 
 
＜考察＞ 

受け入れ先側は、茶業経営の事情により費用の捻出が困難と考えているがすでに予
算化されている多面的機能支払交付金制度及び中山間地域等直接支払制度による交付
金で行政からの支援を投入し費用負担を軽くすることが出来ると考えられる。 
 これを景観保全事業開始時の補助に用いて福祉事業所との農福連携を行っていき、
軌道に乗れば、作業能力の向上に伴う収益性の向上で自立的な取り組みが行われるよ
うになる、更にお茶の 6 次産業化も含めた独自の事業取り組みも併せた将来性が高い
事業スキームを提案できると考えられる。作業現場となる茶畑地帯へのアクセスにつ
いては、移動距離が⻑く農作業マッチングを行う上で不利に働く可能性も否めないが、
現地には路線バスによるアクセス手段が存在しており、車両を持たない福祉サービス
事業所に対しての呼びかけも行える有利な点もある。 
 すでに商品の販路を持つ福祉事業所に対して農産物による現物支給も含めた対価を



支払う契約も考えられ、福祉サービス事業所との連携の可能性は大いにあると考える。
ボランティアの確保も全く可能性が無いわけではないがインセンティブがあることで
持続性の高い仕組み作りをおこなうべきと考える。これについては、前述の自転車ツー
リングで現地を訪れるサイクリストに対してのアプローチをお茶の現物支給などをイ
ンセンティブとして行うことも、方向性としてあると思われるが弊社にはそれらにつ
いてのナレッジが少なく提案は見送る。 
 限られた原資の有効活用を行えるスキームを提案構築することで課題を解決するコ
ンセプトで今回事業のマッチングを成立させる。 

 
3. 対象地域における今後の事業展開 

＜自身のビジネスがどう貢献できるか＞ 
農 Care の農福連携プラットフォームは、静岡県および静岡市における、農業の人手

不足と福祉事業所の社会進出および就労体験といった社会課題を一緒に解決できるサ
ービスです。今後のグローバルスタンダードとなる SDGｓへの取り組み、企業の法定
雇用率は上がっていきますが、雇用率未達企業は依然として多いことを鑑み、農福連携
を実施することで、多様性のある県として全国をリードしていくことができます。また、
県内では、農福連携を推奨する農家へは最大 10 万円の補助が出る制度もあり、静岡県
や市の政策とも一致しており、ユニバーサルで暮らしやすい地域となります。 
 
＜今後の事業展開＞ 
 今後の行政及び対象地区の関係者等との調整状況にもよるが、概ね以下の展開を考 
えている。 
 

① 3 月中旬までに、２４日の県市担当部署との意見交換をもとに、玉川、有東木
地区関係者に限らず、農福連携に関心のある地域関係者、農業者等をご紹介い
ただく。 

② 3 月下旬までに、静岡県および静岡市とプロポーザルでの委託業務の可否につ
いて調整。 

③ 3 月下旬〜4 月中旬までに、有東木地区の自治会と多目的機能支払交付金
（ https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai/n_sansya/attach/pdf/
2kai-4.pdf）の農福連携活用について、打ち合わせ。 

④ 4 月末までに、実証実験に参加したいお茶農家および福祉事業所を募集し、打
ち合わせを実施。 

⑤ 5 月〜7 月に、有東木地区茶畑にて農福連携マッチング検証開始。 
 

以上 




