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Ⅰ 事業目的 
 

農⼭漁村地域においては、高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行し、集落機能が低下
するなど厳しい状況にあり、その活性化が急務である。一方で、農⼭漁村地域には有形無
形の資源が豊富に存在しており、地域資源を活用したビジネスを展開するチャンスが広が
っていることから、新たなビジネスの創出、すなわち起業の促進を通じて地域に雇用と所
得を生み出すことは、その活性化に向けた有効な方策であると考えられる。 

しかしながら、農⼭漁村での起業は十分に進んでいるとは言えない状況であり、その要因と
して地域内での起業に係る相談相手の不足や地域の閉鎖性等に課題があると指摘されている。
今後、農⼭漁村での起業をより一層推進するためには、現行プラットフォームの機能改善や参
加起業者を体系的にフォローできる体制の構築が必要である。 

加えて、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、生活様式・消費行動の変化に伴う
コミュニケーションのデジタル化の動きや、地方を活用した新たな働き方・生き方を選択する
動きが見られ、農⼭漁村における事業の持続性を高めるためには、このような変化に対応した
推進体制を検討・展開することも重要である。 

本調査では Web プラットフォーム等を通じた起業促進を引き続き行うとともに、新型
コロナウイルス感染症が農⼭漁村のビジネスに与える影響等を明らかにすることを通じ
て、農⼭漁村の起業促進に資する方策を検討することを⽬的とする。 
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Ⅱ 事業内容 
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Ⅱ 事業内容 

1. 農山漁村における起業促進プラットフォームの運用等
１－１ サイト改修

イナカムのプラットフォームのUX（ユーザエクスペリエンス）向上に向けて、サイトの全面
的な改修を実施した。

項⽬ 実施項⽬ 
① サイト改修 ・サイトマップの全面改修

・サイトデザインのリニューアル
② 特設ページ等の整備 ・オンラインマッチングイベントやビジネスコンテスト

の特設ページ整備
③ 会員向けマイページの改修 ・マイページトップのUI改修
④ サーバの増強 ・利用者の増加に対応するサーバ増強

① サイト改修

サイトマップの全面改修
サイト訪問者数の増加を⽬的として、サイトマップの全面改修を実施した。マイページに
含まれていたページを、ログイン前に表示することで、インデックスされるページ数
（googleにページとして認識されるページ数）を増やし、SEOを強化する改修を行った。
さらに、新規登録者増加を狙い、動画の一部は誰でも視聴が可能とし、すべての動画を見
る場合は会員登録が必要にするなど、訪問者を会員登録に繋げるための改修を実施した。
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サイトデザインのリニューアル 
サイトの⽬的がわかりにくいという課題を解決するため、サイトデザインをリニューアル
し、イナカムのことを認知していない方でも、検索エンジン等を通じてサイト訪問した場
合の事業認知が平易に行えるよう変更した。 
 

 

TOPページ about

コンテンツリ スト

faq

コンテンツ詳細

ログイン マイページ

TOPページ ログイン マイページ

コンテンツ詳細

改修前

改修後

ログイン後でないと閲
覧できなかったコンテ
ンツをログイン前でも
閲覧可能に変更
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①

②

③

④

⑤

項⽬ ポイント 
① メイン画像 起業のためのプラットフォームである点を明記 
② お知らせ お知らせなど更新情報を明確に表示 
③ topics イベント情報など重要な情報をバナーで明記 
④ コンセプト サイト概要を明確に表示し登録への誘導 
⑤ コンテンツ ログイン後にしか閲覧できなかった情報を、ログイン

前に明記 
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② ビジネスプランコンテストページ等の整備 

 
注力した開催イベントに関して特設ページを作成し、イベント認知から参加者の募集まで
を行った。 
 
＜作成した特設ページ＞ 
農⼭漁村地域と起業者をつなぐマッチングオンラインイベント(令和2年12⽉19日開催) 
令和2年度イナカムビジネスコンテスト 
 

③ マイページの改修 
 
利用者がサイト登録後に何を行えば良いか不明瞭という課題に対し、ネクストステップを
明示できるUIの変更を行った。具体的には、プロフィール情報の充実を促す案内を行った
ほか、「応援する」ボタンを設置し、関心を持った会員に「応援する」ボタンを押すこと
で、ボタンを押された側にメールでその旨周知され、さらにボタンを押した会員とチャッ
トができるようになることで、イナカム登録者同士の接点を気軽に生み出し、マッチング
のサポートが行えるよう改修を実施した。 
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起業者と支援機関のマッチング促進に向けたマイページTOPのUI変更 

①

②

③

項⽬ 実施項⽬ 
⑥ 起業家紹介 「公開設定」している会員をランダムに表示 
⑦ プロフィール更新 新規登録者へのネクストステップを明確に提示するた

め、プロフィールの更新を促す案内を記載。 
⑧ 新着コンテンツ 動画、newsをカテゴリ分けして一覧表示。ログイン前

のnewsと管理ツールを一元化することで、管理者のサ
イト更新の運用の簡素化。
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④ サーバの増強 
 
利用者増加に伴い、動作環境改善を⽬的としてサーバのアップブレードを実施した。 
 

１－2 webプロモーションの実施 
 
以下のイベントについてfacebook広告を実施し、サイトへの訪問に繋げた。 
 
実施手法 
広告   facebook 広告を通じて、特設 web ページへの誘導を実施 
リマーケティング  特設 web ページを訪問した利用者をリストとして蓄積し、繰り返し

広告を表示し、特設 web ページへの再訪を誘導 
 
対象イベント 
農⼭漁村地域と起業者をつなぐマッチングオンラインイベント(令和2年12⽉19日開催) 
令和2年度イナカムビジネスコンテスト 
 
施策結果 
 Facebook公告により、約170万人に280万回広告を表示、webサイトへ10,847人の誘導を実
現、イナカム全体の認知拡大に寄与した。 
 

 
リーチ：広告、または投稿を見たユーザーの数 
インプレッション：広告が表示された回数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 結果(クリック数) リーチ(人) インプレッション(回)
マッチングイベント(初回訪問) 5,057 806,814 1,461,102

マッチングイベント(再訪) 1,029 103,384 203,382

ビジネスプランコンテスト(初回訪問) 3,112 612,548 814,385

ビジネスプランコンテスト(再訪) 1,649 217,520 475,263

10,847
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マッチングイベント作成バナー 
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ビジネスコンテスト用作成バナー 

   
 
 
１－３ 登録者数の推移、分析 
 
イナカム会員登録者数は、2020年8⽉-2021年2⽉の間に623人増加、令和3年2⽉時点で約1,300
人となっている。 
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会員属性 

・登録者のステージ

・登録者業種

イナカムのプラットフォームが⽬指す、農⼭漁村での起業家人材と、支援者とのマッチングを
促進するには、関心層に対する当プラットフォームの認知度向上が重要であると考えられる。
プラットフォームを訪問した場合、一定の確率でイナカムへの登録へつながるため、本年度実
施した改修も、関連する検索結果から当プラットフォームへのアクセスにつながることに力点
を置いて設計を行った。

51%

27%

8%

14%

起業前 既に事業を展開している 起業支援団体 行政機関・金融機関

36%

12%
10%3%

8%

7%

6%

11%

7%

農林水産業

テクノロジー（IT、ドローンなど）

農泊、観光サービス

ジビエ、鳥獣の活用

地域商社

廃材、空き家の有効活用

起業支援団体

行政機関・金融機関

その他



14 

Webプラットフォームへの人の誘導方法は、以下の4点に集約される 
Webプラットフォームへの人の誘導方法 ・検索エンジン(googleなど)

・他サイトからのリンク、ブックマーク
・sns
・web広告

改修においては、SEO対策の効果によって継続的にサイトへの訪問が見込まれる検索エンジン
からの流入を見込んで、マイページ内にあったコンテンツを、マイページにログインする前に
閲覧できるようにサイトマップを改修するなどの変更を加えた。結果、検索エンジンからの流
入は、施策開始の2020年8⽉と2021年2⽉とで比較すると6684%増と大幅な情報を実現した。 

2020年8⽉と2021年2⽉とでの流入経路比較 

流入の多かった検索ワード 

サイト名「イナカム」「inacome」での検索数が最も多かったほか、リニューアルにより多く
のキーワードでの検索順位が向上した。この結果からも、本事業の対象となる層が、webでの
検索結果からプラットフォームにアクセスする流れが構築されつつあることが分かる。

検索エンジン
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また、11⽉から1⽉にかけては、、オンラインマッチングイベント及びビジネスコンテストの
周知を⽬的とした広告施策を集中的に実施した。その結果、プラットフォーム全体のページビ
ューは127,307、訪問者数は43,818人となり、特に広告を実施した１１⽉から１⽉にかけて、
ページビュー及び訪問者数が増加傾向にあった。。 

検索キーワード goolge検索順位
イナカム 1
inacome 1
地方創生推進交付金 4
資金調達 40
npo法人 助成金 2
資金調達 方法 12
ビジコン 17
npo 助成金 2
資金調達方法 12
地方創生 12
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⽉次PV 累積PV
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上記のpvの推移は、イナカムへの登録者数と相関関係があり、農⼭漁村での起業や地方創生等
に関心のある層をプラットフォームへ誘導することが、プラットフォームの登録者を増やし、
コミュニティを活性化することになると考えられる。

２． ウェビナーの開催 
実施概要  

起業者向けに、起業及び経営に必要な知識の習得を⽬的としたオンラインセミナーを開催
した。  
テーマに応じて毎回異なる講師を招聘し、参加者の募集および登録は「INACOME」プラッ
トフォーム内で実施した。
各回 16名から 46 名の INACOME 会員がライブ視聴した。

第 1 弾 
    日 時：2020 年 10 ⽉ 27 日（⽕）19 時〜21 時 

テーマ：地域活性化について
ゲスト：TURNS プロデューサー／株式会社第一プログレス常務取締役 堀口正裕 ⽒
ライブ視聴者数： 19 名

第２弾 
    日 時：2020 年 11 ⽉ 10 日（⽕）19 時〜21 時 

テーマ：資金調達
ゲスト：株式会社 CAMPFIRE 地域連携推進チーム統括 照井翔登 ⽒
ライブ視聴者数： 16 名

782 643
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⽉別訪問者 累積訪問者

(人) (人)
約1,300
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第３弾  
    日 時：2020 年 11 ⽉ 24 日（⽕）19 時〜21 時  
    テーマ：起業支援について  
    ゲスト：こゆ財団代表理事 斎藤潤一 ⽒  
    ライブ視聴者数： 46 名  
  
第４弾  
    日 時：2020 年 12 ⽉ 8 日（⽕）19 時〜21 時  
    テーマ：IT・デジタルを活用した新たな取り組み＆世界の新規事業の事例紹介  
    ゲスト：株式会社ビタリー代表取締 CEO ⽚倉健 ⽒  
    ライブ視聴者数： 45 名  

 第５弾  
    日 時：2020 年 12 ⽉ 22 日（⽕）19 時〜21時 

テーマ：事業の具体化と課題解決手段  
    ゲスト：阿部梨園マネージャー 兼 ファームサイド株式会社代表取締役 佐川友彦 ⽒  
    ライブ視聴者数： 34 名  
  
第 6 弾  
    日 時：2021 年 1 ⽉ 12 日（⽕）19 時〜21 時  
    テーマ：地域活性化    
    ゲスト：株式会社ポケットマルシェ代表取締役 高橋博之 ⽒  
    ライブ視聴者数： 31 名 
 

地域との連携による課題解決型ビジネス構築ウェビナー（計 2 回） 
＜第１回＞ 
日  時 ：2020 年 11 ⽉ 30 日（⽉）19：00〜21：00 
テーマ：課題設定方法及び情報整理手法 
ゲスト：株式会社 食農夢創 仲野 真人 ⽒ 
参加人数：26 人 
 
＜第２回＞ 
日 時：2020 年 12 ⽉ 10 日（木）19：00〜21：00  
テーマ：説得型プレゼンテーション手法 
ゲスト：株式会社 食農夢創 仲野 真人 ⽒ 
参加人数：17 人 
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３．起業者と地域課題のマッチングプログラム 
３－1 概要 
INACOME（イナカム）では、農⼭漁村の課題解決 に資する取組を推進するため、起業者と
地域課題のマッチングプログラムを今年度新たに開始した。９⽉から１０⽉にかけて、起業者
等とのマッチングを通じて解決を⽬指す地域課題を公募した結果、5 地域 6 課題について、起
業者とのマッチングを⽬指すこととなった。また、１⽉から２⽉にかけて、これらの地域課題
をビジネスの手法で解決する起業者を募集した。地域とのマッチングが成立した場合 、地域
での事業展開に際して、今回応募のあった自治体から必要な支援（地域関係者の紹介や連絡調
整、事業展開するフィールドの紹介、補助事業の紹介等）を実施したほか、INACOME からは
打ち合わせの概要及び対象地域における今後の事業展開等について起業者がレポートを作成
し、事務局に提出したことが確認できた場合に起業者に謝金を支払った。 
募集にあたり、起業者への地域課題のプレゼンテーション等を⽬的としたマッチングオンライ
ンイベントを開催したほか、令和２年度 INACOME ビジネスコンテストにおいても予選参加
者に向けてプレゼンテーションを実施した。 
最終的に、16 件のビジネスアイデアとのマッチングが成立した。地域課題の応募者と起業者
が連携して調査が実施され、調査結果はレポートにまとめられた。 

 
３－2 地域課題の公募、課題概要  
INACOME ホームページより地域課題を公募した結果、以下の結果となった。 

 
◇応募対象者 
事業展開する地域が明確であり、起業者とのマッチングを通じて地域課題の解決を⽬指す自治
体・NPO 法人・一般社団法人等 
 
 
◇応募・採択件数 
応募件数 7 件 採択件数 6 件 

 
＜採択された地域課題の一覧＞ 
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３－３ 地域課題フォローアップ 

専門家により地域課題の応募者ごとに個別フォローを実施し、地域課題の応募者が地域課題を
分かりやすくプレゼンテーションするための伴走型支援を行った。 
講  師：株式会社 食農夢創 仲野 真人 ⽒ 
実施方法：オンライン面談（Zoom）、メール、電話 
支援手法： 
●手法１ プログラム開始にあたり地域課題の現状をヒアリングし、地域課題の明確化、魅力
的な地域資源への気付きを説明し、効果的なプレゼン実施のポイントを整理 
●手法２ 自治体が作成したプレゼン資料や発表内容を確認し、起業者に対し魅力的に伝わる
内容になっているかどうかを確認の上で、プレゼン資料の作成や話し方に関するブラッシュア
ップを実施 
●手法３ 随時、マッチングプログラム実施に関する自治体からの相談事項に対し、ヒアリン
グの上で適切なアドバイスを実施  
支援内容：以下自治体ごとに概要を記載する。 
 
①北海道中頓別町 
＜支援実施スケジュール＞ 
第 1 回支援：オンラインにて地域課題ヒアリング 
第 2 回支援：オンラインにてプレゼンのブラッシュアップ 
第 3 回支援：オンラインにてプレゼンのブラッシュアップ 
 
②新潟県胎内市 
＜支援実施スケジュール＞ 
第 1 回支援：オンラインにて課題ヒアリング・プレゼンのブラッシュアップ 
 
③静岡県静岡市 
＜支援実施スケジュール＞ 
第 1 回支援：オンラインにて地域課題ヒアリング・プレゼンのブラッシュアップ 

受入希望自治体 地域課題テーマ 
北海道中頓別町 有害鳥獣（エゾシカ）駆除の担い手確保 

地域資源と駆除した有害鳥獣を活用したビジネスの展開 
新潟県胎内市 棚田を保全する人材の確保 
静岡県静岡市① 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 
静岡県静岡市② 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） 
岡⼭県倉敷市 駆除したジャンボタニシの活用 
高知県北川村 地域資源を活かした新たな事業の創出 
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第 2 回支援：電子メールにてプレゼンのブラッシュアップ 

④岡⼭県倉敷市
＜支援実施スケジュール＞
第 1 回支援：電子メールにて地域課題ヒアリング・プレゼンのブラッシュアップ
第 2 回支援：オンラインにてプレゼンのブラッシュアップ

⑤高知県北川村
＜支援実施スケジュール＞
第 1 回支援：オンラインにて地域課題ヒアリング
第 2 回支援：オンラインにてプレゼンのブラッシュアップ
第 3 回支援：オンラインにてプレゼンのブラッシュアップ

仲野⽒による支援の中で、自治体ごとに抱える課題（自身の地域課題の現状や保有する地域資
源の魅力に関する理解度、起業者に向けたプレゼン資料作成や発表の習熟度）の状況が多様で
あることが見えてきた。そのため、自治体ごとの状況に合わせた個別支援を続けた結果、各自
治体とも、地域課題の現状や保有する地域資源の魅力について理解を深めるとともに、起業者
に対し魅力的なプレゼンを実施するための資料と発表内容をブラッシュアップすることができ
た。一連の支援の結果、各自治体のプレゼン内容が多くの起業者に理解され、多数の起業者か
らの応募へと繋がった。 

３－４ 地域課題と起業者等のマッチングイベント 
概要 
農⼭漁村の課題解決に資する取り組みを推進するため、起業者と地域課題のマッチング
を図るオンラインイベントを開催した。  
第１部の「農⼭漁村地域で起業するために必要なこと」をテーマにしたトークセッショ
ンに続き、第２部では、地域課題の応募者から起業者に向けたプレゼンテーションを行
った。第３部ではオンライン交流会を実施した。 

開催日時 ： 2020 年 12 ⽉ 19 日（⼟）13:30〜16:30 
会 場 ： オ ン ラ イ ン （Zoom）  
参加者数  ：  84人  
プログラム：  
    第１部 トークセッション「農山漁村地域で起業するために必要なこと」 
    （登壇者）  
        一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）代表理事 齋藤潤一⽒ 
        SNOW SAFARI（株）代表取締役 奥田将大⽒（新潟県湯沢町）  

*前年度 INACOME ビジネスコンテスト本選大会出場者
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        マメムギモリノナカ代表 ⼭下久美⽒（宮城県丸森町） 
*前年度 INACOME ビジネスコンテスト本選大会出場者

ファシリテーター：日本大学 生物資源科学部教授 ⼩⾕幸司⽒

    第 2 部 農山漁村地域からのプレゼンテーション（5 地域 6 課題） 
    （参加自治体とテーマ）  
        北海道中頓別町 

        「狩りができる起業家になってみませんか？ 〜有害鳥獣（エゾシカ）駆除の 
担い手確保、地域資源と駆除した有害鳥獣を活用したビジネスの展開〜」 

        新潟県胎内市  
        「棚田を保全する人材の確保」  
        静岡県静岡市-1  
        「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」  
        静岡県静岡市-2  
        「地域資源を活かした新しい産業の創出（農産物の高付加価値化、交流・体験 

     ビジネスの創出）」  
        岡⼭県倉敷市  
        「ジャンボタニシに全集中！ 〜マイナスからプラスへの挑戦〜」  
        高知県北川村  
        「日本で一番若者がチャレンジできる村にしたい！ 〜地域資源を活かした 

新たな事業の創出〜」 

 第３部   オンライン交流会 
        Zoom ブレイクアウトルームにて参加自治体の地域ごとに開催 
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当⽇の模様 

なぜ今の地域を選んだか 
トークセッションは「なぜ今の地域を選んだか」というファシリテーター⼩⾕⽒の質問
からスタート。宮城県丸森町で起業した⼭下⽒は「自然環境とのかかわりの中での健康
を提供したかった。豊かな自然があり、３年間のベーシックインカムが得られるなど行
政のサポートが揃っていたのが決め手」と話してくれました。
豪雪地の湯沢町で着地型観光などに取り組む奥田⽒は「この地域は人が暮らす場所とし
ては世界一雪が多いと言われている。雪は決してやっかいものでなく、世界に通用する
地域資源。雪国が育んだ⾵⼟や⽂化の存在もビジネスにとり魅力だった」といいます。
宮崎県新富町に拠点を置く齋藤⽒は「ネットや IT を駆使してビジネスができるようにな
っている今、⼟地というよりも、“この人と一緒に仕事をしたい”など、ワクワクするよう
な人との出会いを重視」と、それぞれが地域の選定理由を披露してくれました。

地域での人的ネットワークについて 
トークセッションでは、地域における人間関係の考え方も一様ではないことが明らか
に。「生活や仕事をする上では地域の人たちと助け合う感覚が必要になる。誰一人⽋かせない知
識やスキルを持っている」（奥田⽒）、「都会では自分の興味や関心領域の範囲で人とつきあって
いたが、地域ではビジネス的なギブアンドテイクの関係だけでなく、年齢も含めて多様な
人たちとのつながりが大事になる」（⼭下⽒）と、地域コミュニティーと関わることの
大切さを指摘する意見がありました。
その一方で、「周りの人を無理に巻き込もうとはせず、地域内での人づきあいにもあまり時間を
かけない」という齋藤⽒は、「その分、ビジネスプラン検討などに時間を使えて快適。起業をめざ
す人たちには、私のようなタイプでも地域で仕事をすることはできると伝えたい」と自
身のスタイルを明かしてくれました。

地域で起業することの課題と醍醐味  
地域で起業することについて、齋藤⽒は「課題は毎日のようにあるけれど、地域で起業
することはサイコーに楽しい。課題は成⻑の糧で、乗り越えることが充実感にもつなが
る。好きなこと、やりたいことで起業するのが大事」と参加者にアドバイス。  
奥田⽒は「仕事は一人ではできないこともある。規模を拡大しようとすると、資金面だ
けでなく、人的資源が地域には乏しいなど⾊々な課題が出てくる。でもクオリティ・オ
ブ・ライフは都会より地域の方が高いと思う。暮らしを楽しみながらビジネスに集中で
きる環境があるのは地域ならでは」と、地域でやっていく秘訣は、その地での生活を楽
しむことだといいます。  
⼭下⽒は「現地に来てみて、行政が取り組んでいる地域課題を必ずしも住⺠が共有して
いないとわかった。地域に⾶び込んでみないとわからないことがある。主体性と方向性
を自分自身がしっかり持つことが大事」と、現在の心境とあわせてアドバイスしてくれ
ました。  

第１部 トークセッション「農山漁村地域で起業するために必要なこと」 
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地域で起業するにあたり必要な⽀援とは  
起業に関して期待する支援について話が及ぶと、「変化することに対する地域の共通理
解が大事で、例えば町のご意見番になっている重鎮の方への根回しなどに協力してほし
い。それから活動拠点をどこにするかという時に、空き家、空き店舗はあるけれど、借
りようとしてもオーナーの了解を得るのに時間がかかるなどのタイムラグが生じる。こ
うしたことへの支援策があるといいのでは」と⼭下⽒。  
奥田⽒は「INACOME のビジネスコンテストはそうではないが、大抵のコンテストはス
ケールやスピード重視で、銀行の関心もそこにある。地域で起業するには、外への情報
発信と、起業者が地域に根を張るまでの動き、その両方への支援が必要だと感じる。チ
ャンスは田舎にある。お世辞でなく、起業者と地域をつなぐプラットフォーム、
INACOME の仕組みはいいと思う」と話してくれました。
齋藤⽒は「今取り組んでいる農業ロボットをつくるプロジェクトに公的な助成は受けて
いないが、地域で信頼を集めている行政にはぜひ“通訳”をお願いしたい。“農業者の平
均年齢が 67 歳という社会課題を解決するために、彼は自分で資金を集めて取り組んでい
る”などと、そういう通訳をしてくれると、地域での仕事の潤滑油になる」といいます。
さらに「農業ビジネスは可能性に満ちている。その拠点は東京でない方がいい」と参加
者を勇気づける力強いメッセージをいただきました。
そして最後には、ここまで進行してくれた⼩⾕⽒がトークセッションをしっかりと締め
くくります。
「これからの日本は間違いなく自律分散型の社会を⽬指さざるを得ない。各地がそれぞ
れの地域資源を生かして、規模は⼩さくても地域内で経済循環していくことが必要で、
そうした中では、奥田さん、齋藤さん、⼭下さんのような人たちの存在がますます重要
になってくる。今日はありがとうございました」（⼩⾕⽒）

①北海道中頓別町
「狩りができる起業家になってみませんか？ 〜有害鳥獣（エゾシカ）駆除の担い手確保、
地域資源と駆除した有害鳥獣を活用したビジネスの展開〜」
道北に位置する人口約 1,700 人の中頓別町。豊かな自然が広がる町ではエゾシカによる
酪農被害を抑えるためエゾシカ駆除を推進し、成果を上げていますが、狩猟者の高齢化が
進んでおり、2025 年には精力的な駆除ができなくなると危機感を募らせています。狩猟
だけで生計をたてることは難しいために担い手の確保が難しいことから、食⾁加⼯やレス
トラン開業など、地域資源を活用したビジネスと掛け合わせることで、有害鳥獣の駆除を
持続可能な取り組みにしたいと考えています。
実はプレゼンテーターも移住者で、中頓別町は移住者にオープンな、子育て世帯にも暮
らしやすい制度が整った町だと力説。マッチング後は狩猟免許の取得経費の補助や、商
⼯会、金融機関と連携した起業支援を行うとアピールしてくれました。

②新潟県胎内市
「棚⽥を保全する人材の確保」  
新潟県胎内市は人口約 2 万 9,000 人で、チューリップフェスティバルや星まつり、ス

第 2 部 農山漁村地域からのプレゼンテーション（5 地域 6 事案） 
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キー場など観光にも力を入れています。農業は就業者の約 10％を占める⽋かせない基
幹産業の一つですが、農業従事者の高齢化率は 80.3%ととても高くなっています。
市では今、魅力的な景観を見せる大切な棚田が危機に瀕しているといいます。農業者の 
高齢化のほか、田んぼの形がいびつで⼩さいため機械による効率的な作業ができないこ
と、高付加価値農業のノウハウが乏しいことを、担い手不足の原因としてあげていま 
す。  
プレゼンテーションでは、例えば水稲単作からの脱却による高収益化、スマート農業推進、
観光との連携など、職業としての農業の魅力向上に資するアイデアを募集。応募者には、
2018 年に実に 93 年ぶりに開学した農大、新潟食料農業大学をはじめ、住⺠や関係機関と
の橋渡しを市が積極的に行うことなど、継続的な起業サポートを約束しています。  

③静岡県静岡市-1
「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」  
静岡県と静岡市が共同して、市内有東木地区での「茶園農作業労務お手伝い参加型ビジ
ネス」と、⽟川地区での「荒廃農地の観光農園利用促進型ビジネス」を誘致していま
す。
両地区は傾斜地でのお茶の生産が中心の中⼭間地域。⼭々と茶園、集落が調和した美し
い景観を有しています。静岡茶の代表ブランド「本⼭茶」や世界農業遺産「水わさび伝
統栽培」など地域資源が豊富で、広域からの交通利便性にも優れています。
しかし両地区では、農業者の高齢化や人口減少などで荒廃農地が増加し、良好な茶園景
観の維持が困難になりつつあるといいます。
プレゼンテーションでは「茶園を守る作業を楽しみながら手伝ってくれるようなビジネ
ス」と「農地を観光農園として復活させるようなビジネス」の展開を期待。必要な情報
提供、関係者との調整、様々な支援事業活用の提案など、県と市は積極的なサポートを
惜しまないと話してくれました。

④静岡県静岡市-2
「地域資源を活かした新しい事業の創出」  
静岡市の中⼭間地域「オクシズ地域」における「農産物の高付加価値化」「交流・体験ビ
ジネスの創出」の視点での事業展開を起業者に訴えかけています。  
国や世界に価値を認められた農業、景勝地等の地域資源が豊富なオクシズ地域は、厳し
い営農条件や茶市場の価格低迷が⻑引くなど、将来の農業の維持・発展が危ぶまれてい
るといいます。  
こうした状況を打開するため、例えば「和紅茶」「茶割（お酒）」などお茶の高付加価値化
や、お茶以外の主力農産物であるわさびやみかんを活用したビジネスの新展開を期待。
また、内外からの来訪者に向けた「わさび収穫体験」「美しい茶園やわさび田を巡るウォ
ーキングツアー」などの地域資源を活用した交流・体験ビジネスをイメージしていま
す。県と市は、起業や移住に向けては充実した支援を行うとアピールしてくれました。 

⑤岡山県倉敷市
「ジャンボタニシに⼤集中！ 〜マイナスからプラスへの挑戦〜」
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約 48 万人と岡⼭県第⼆の人口を抱える倉敷市。市では今、ジャンボタニシによる稲の 
食害とピンク⾊の卵による農村景観の悪化が深刻な課題になっているといいます。  
このままでは稲作被害による収入減少が農家の生産意欲の低下につながるとともに、担
い手もそうした被害のある水田を避けるようになり、その結果、耕作放棄地が増加して
いくという悪循環に陥ることが懸念されています。  
そこで倉敷市では、ジャンボタニシを地域資源として捉え、プラスの価値を生み出せな
いかと発想を転換。食用、肥料、⿂のエサなどのビジネス展開を期待しています。  
プレゼンテーションでは、ジャンボタニシの加⼯技術や事業化に関するネットワークを
持つ人の参入を呼びかけ。市はジャンボタニシの捕獲をはじめ、起業支援金や充実した
移住サポートを行うと話してくれました。  

⑥⾼知県北川村
「日本で一番若者がチャレンジできる村にしたい！ 〜地域資源を活かした新たな事業
の創出〜」
高知県東部に位置する北川村は「ゆず」の生産が基幹産業で、県内でも指折りの生産量
を誇っています。人口は 1,200 人ほどですが、村の面積は約 196 平方キロと広く、
村内には、モネ財団も認める「モネの庭・マルモッタン」、生誕地にちなむ「中岡慎太
郎館」、美肌の湯として知られる「北川村温泉・ゆずの宿」などの観光資源がありま
す。
一般社団法人日本の農村を元気にする会の代表理事で、北川村副村⻑の野見⼭⽒が「日
本で一番若者がチャレンジできる村にしたい！」とプレゼンテーションしてくれまし
た。北川村の課題は「廃業も少ないが、新設事業所も圧倒的に少ない」こと。野見⼭⽒
は手作業中心のゆず生産の機械化・スマート農業化への取り組みや、地域の若者を集め
て活性化協議会を組織化するなど、新しい村おこしに奔走しています。⽒は「私たちと
一緒に日本一若者が挑戦できる村を創ってみませんか！」と、全国の起業者に熱く呼び
かけています。

プレゼンテーションの後、Zoom ブレイクアウトルームにて参加自治体の地域ごとにオ 
ンライン交流会を開催し、参加者同士で活発な意見交換がなされました。

第３部 オンライン交流会 
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３－５ イベント参加者へのアンケート結果 
＜アンケート分析結果＞N＝２０ 

 
 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

学生

農業者

起業者

民間企業

自治体職員

その他

国家公務員

メディア関係

起業⽀援関連事業

1 : あなたの活動・ご所属に近いものを選んで下さい。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

地域課題とのマッチング先を探すため

起業者や起業⽀援者とのネットワーキングのため

ご自身のビジネス・取組について参考となる情報を得るため

その他

2 : 当イベントに参加した動機目的は何か？
（複数回答可）
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0 1 2 3 4 5 6

INACOME HP
SNS（Facebook等）による広告・案内

Peatixによる案内
登壇者による案内

パソナ農援隊からのダイレクトメール
知人等からの紹介

過去のINACOMEウェビナーにおける事務局からの案内
その他

3 : 当イベントを何で知りましたか？

0 2 4 6 8 10 12 14

イベントに参加する前から既に加入していた

当イベントをきっかけに加入した

4 : WebプラットフォームINACOMEにはいつから加入していますか？

0 2 4 6 8 10 12

第１部 トークセッション

第２部 農山漁村地域からのプレゼンテーション

第３部 交流会

5：本日のプログラムで、最も役に立ったものは何です
か？
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8 : 農林水産省が進める起業促進策（Web プラットフォーム／ビジネスコンテスト等）に期待
したいことがあれば、ご記載願います。 

• これから利用させていただくのでまだ分かりませんが、専門機関への質問や相談がで
きるとありがたいと考えています。 

• 地元で応援している中⼩企業に情報提供はしていきたい。 
• 起業・移住促進部課のある自治体はもっと登録してほしい。そして地域課題の発信を

してほしい。 
• 先に起業等を実践されている方からアドバイスを頂いたり、そういった方々の活動に

参加する機会の提供 
• いい取り組みだと思うので、もっと広めてほしいです。 
• 現在は情報収集の段階なので、オープンな情報の蓄積があると大変助かります。 
• 今のところ思いつかない 
• 特定の特産品や観光地のような既存の地域資源の活用を検討する企画だけでなく、地

域に埋もれている地域資源(知られていないインスタ映えスポットとかでは無い)を先に
行政側が探した後に企画化や発信した方が意味があり、財源の有効活用につながるの
で、そのような考え方で進めることを検討していただきたい。 

• 伴走支援 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

地域の関係者の紹介

資金提供者や活用可能な補助事業の紹介

事業フィールドの提供

その他

6：地域課題とのマッチングに当たり必要な⽀援策は？（複数回答可）

0

5

10

15

20

参加を希望する 参加を希望しない どちらとも言えない

7：今後もマッチングイベントを開催する場合参加を希望しますか？
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• 起業促進策：人的ネットワーク支援⽬的で起業者同士がくっついて、より強力な支援
ができるようにA)自社の強み（売）とB)自社の求めるノウハウ・技術（買い）を見え
る化して、INCOME内でシナジーが働くようにする。⇒あそこにいけばネットワーク
も作れると更に参加者が広く集う場になる。 

• パソナ様のはシンプル、フレンドリーで良かったです。 
• この取り組みをもっと大学生が知ったらもっとぶっ⾶んだアイディアが出てくると思

いました。 
• 一つの分野のみで地域課題を解決するのは非常に困難だと思います。できればあらゆ

るネットワークを駆使してのマッチングが必要だと感じています。 
• 参加してぜひ、フィードバックをいただき、次の行動につながるような支援をお願い

申し上げます。 
 
アンケート結果から、多くの参加者が次回以降の参加を希望しており、地域課題とのマッチン
グに関心があることが窺えた。また、より多くの自治体の当プログラムへの参画や、学生や多
様な関係者の知見及びネットワークを活用したマッチングについて提案する意見が見られた。 
 
３－６ マッチング  

◇公募結果、起業者概要 
一次募集 応募件数 12 件 マッチング件数 9 件 

⼆次募集 応募件数  ９件 マッチング件数 7 件 
 

◇応募状況及びマッチング結果 

地域名 
一次募集 ⼆次募集 合計 

応募件数 
マッチン
グ件数 

応募件数 
マッチン
グ件数 

応募件数 
マッチン
グ件数 

北海道中頓別町 1 0 2 0 3 0 
新潟県胎内市 3 2 0 0 3 2 
静岡県静岡市① 2 2 1 1 3 3 
静岡県静岡市② 3 2 2 2 5 4 
岡⼭県倉敷市 1 1 0 0 1 1 
高知県北川村 2 2 4 4 6 6 

合計 12 9 9 7 21 16 
 

一次募集 
応募件数 12 件 マッチング件数 9 件※起業者⽒名は 50 音順 
マッチング起業者の概要 
＜北海道中頓別町＞該当なし 
＜新潟県胎内市＞浅井 克俊 ⽒、成宮 毅 ⽒ 
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＜静岡県静岡市①＞林 直樹 ⽒ 
＜静岡県静岡市②＞岸 圭介 ⽒、杉本 朋哉 ⽒、林 直樹 ⽒ 
＜岡⼭県倉敷市＞林 直樹 ⽒ 
＜高知県北川村＞岸 圭介 ⽒、田中 寛人 ⽒ 
 
二次募集 
応募件数 9 件 マッチング件数 ７件（内訳）※起業者⽒名は 50 音順 
マッチング起業者の概要 
＜北海道中頓別町＞該当なし 
＜新潟県胎内市＞該当なし 
＜静岡県静岡市①＞石川 浩之 ⽒ 
＜静岡県静岡市②＞田中 寛人 ⽒、鷹取 浩一 ⽒ 
＜岡⼭県倉敷市＞該当なし 
＜高知県北川村＞、浅野 徳一 ⽒、木村 龍典 ⽒、眞鍋 勇貴 ⽒、茨木 久美子 ⽒ 

 
 

3－７ レポート提出内容  
各起業者のレポートは INACOME プラットフォーム上で公開した。レポートは当報告書の巻末
に参考資料として添付する。 
 

４． INACOMEビジネスコンテスト 
４－１ 実施内容 

農⼭漁村の活性化に資する起業者相互のネットワーク形成、ビジネスプランの発表および
ビジネスプランに対するフィードバック、優れたビジネスプランの顕彰を⽬的として
「INACOME ビジネスコンテスト」をオンライン開催した。 

開催日時 ：  
    予選大会 テーマ１：2021 年 1 ⽉ 30 日（⼟）10：00〜12：30 
        テーマ２：13：30〜16：00  
              テーマ３：1 ⽉ 31 日（日）13：30〜16：00  
    本選大会 2 ⽉ 13 日（⼟）13：00〜17：00  

 会 場 ： オンライン（Zoom）  
応募テーマ： テーマ 1「一次産業の関係人口拡大・担い手対策」  

          テーマ 2「地域資源活用型商品・サービス開発」  
           テーマ 3「フリーテーマ（例：鳥獣被害対策・地域活性化事業等）」   

応募総数 ： 総数 309件  
  テーマ 1）71件、テーマ 2）91件、テーマ 3）147件  

出場者数 ： 予選大会 33 名、本選大会 13 名  
             ※本選大会出場者には全国連携ビジネスコンテスト枠選出場者 1 名を含む  

観覧者数  ：  予選大会280名（2 日間のべ）、本選大会206名 
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４－２告知・募集⽅法  

INACOME ウェブサイトでコンテストの開催告知を行ったほか、専用ページを作成し
てビジネスプランの応募および観覧申込を受け付けた。  
また、チラシを作成して大会関係者による配布、農林水産省によるプレスリリース配信
を行った。その他Facebook広告を中心に告知を実施した。 

 
応募受付期間：2020 年 11 ⽉ 18 日〜2021 年 1 ⽉ 4 日  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜チラシ＞ 
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＜本選⼤会リーフレット＞ 
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＜事業構想⼤学院⼤学への記事掲載＞ 
マッチングイベント及びビジネスコンテストのPRを事業構想オンラインnewsにて掲載。また
会員へのメルマガにも本内容を情報配信して頂いた。 
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４－３ 評価基準等  
応募のあったビジネスプランは、書類選考により予選大会出場者を選定。選定にあたっ
ては「実現可能性」「新規性」「持続性」「地域への貢献性」を基準に評価した。  
予選大会でのピッチ（1 人 5 分+質疑応答）により本選大会出場者を選定。本選での
ピッチ（1 人 7 分+質疑応答）により各賞の授賞者を決定した。  
なお、起業者が客観的な評価を得られるように、エントリー者全員に事務局からビジ
ネスアイデアのブラッシュアップに関するフィードバックを実施した。 
 
〈予選⼤会審査員〉  
テーマ 1「一次産業の関係人口拡大・担い手対策」  
金⼭ 宏樹（株式会社シカケ 代表取締役） 
斎藤 潤一（一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団） 代表理事） 
佐川 友彦（ファームサイド株式会社代表取締役/阿部梨園マネージャー） 
 
テーマ 2「地域資源活用型商品・サービス開発」  
伊藤 順（株式会社キースタッフ 代表取締役副社⻑） 
⼩池 昌孝（6 次産業化プランナー） 
向後 武彦（農事組合法人和郷園副代表理事） 
 
テーマ 3「フリーテーマ（例：鳥獣被害対策・地域活性化事業等）」 
太場 次一（デジタルハリウッド大学教授） 
宮川 将人（くまもと☆農家ハンター代表） 
村岡 浩司 （株式会社 一平ホールディングス代表取締役社⻑） 
 
 
〈本選⼤会審査員〉 ※敬称略  
及川 智正（株式会社農業総合研究所 代表取締役会⻑ CEO）  
島田 由⾹（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役人事総務本部⻑）  
進藤 かおり（株式会社パソナグループ 常務執行役員）  
松本 謙（株式会社ファーマーズ・フォレスト 代表取締役社⻑）  
 

4－4 出場者・受賞者  
①本選⼤会出場者（順不同・敬称略）  
〈農林水産業への関係人口対策〉  

浅井 克俊    継ぎたい日本がみつかる「ニホン継業バンク」  
石川 浩之     日本初！農福連携人材マッチング農 Care   *優秀賞 
岸 圭介    スマート体験農園システムの開発と拡大展開  
平⼾ 裕⾺     第三者継承の支援 *特別賞  
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〈地域資源活用型商品開発〉  
古賀 碧     「球磨焼酎粕×微生物」で持続可能な農業へ *優秀賞  
⼭本 雄万     ウニ畜養で磯焼け対策と循環型社会の実現へ   *特別賞 
中⾕内 美昭   農業×テクノロジーでプラスチックをつくる  *特別賞 
沢井 拓    「新シルク経済圏」構想  
  

〈フリーテーマ〉  
大熊 充     75歳以上のおばあちゃんたちが働ける会社   *最優秀賞 
渡部 真之助   森林で行うサバイバルゲーム事業  
福島 大悟    まめな手形プロジェクト  
橋本 隼佑    ジャンボタニシ駆除サービス  
  

〈全国連携ビジネスコンテスト枠〉  
INACOMEビジネスコンテストとの連携を希望するコンテストを全国から公募し
た結果、下記ビジネスコンテストとの連携をすることが決定した。下記ビジネ
スコンテストにおいて、農⼭漁村地域の地域資源を活用し、 INACOMEの趣旨に
最も合致していると評価されたビジネスプラン発表者が INACOMEビジネスコン
テスト決勝大会に出場した。  
選出者：⼩島 慎太郎  シカ⾰から始まる、持続可能な⾥⼭づくり  

  
 

②予選⼤会出場者（順不同・敬称略）  
〈農林水産業への関係人口対策〉  

元木 嵩人   耕作放棄地を活用したバーチャル農園ゲーム  
浅井 克俊   継ぎたい日本がみつかる「ニホン継業バンク」  
石川 浩之   日本初！農福連携人材マッチング農 Care  
眞⼭ 昌     子どもと作る町限定 EC サイトで地域活性化 
岸 圭介      スマート体験農園システムの開発と拡大展開  
荒井 祥平    生産者と消費者が家族のようにつながるｵﾝﾗｲﾝ農業ﾄﾘｯﾌﾟ「go to farm」 
古市 邦人   農⼭村と料理人を繋ぐ「サーカスキッチン」  
田中 昂太郎  第一次産業人材かぶきもんのプロデュース 
坂上 真美     共感動画クリエイター育成マッチング事業 
平⼾ 裕⾺   第三者継承の支援  
桃原 ⾥沙   能×農シェアリング  
  

〈地域資源活用型商品開発〉  
古賀 碧   「球磨焼酎粕×微生物」で持続可能な農業へ  
⼭本 雄万   ウニ畜養で磯焼け対策と循環型社会の実現へ 
中⾕内 美昭   農業×テクノロジーでプラスチックをつくる 
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沢井 拓     「新シルク経済圏」構想  
保坂 君夏   ⼭菜生産による耕作放棄地の再生利用  
⼜江原 恭彦  地域遊休資産の共同財団事業  
大⻄ 克直   ⼟をつくる季節の和菓子  
今出 健太    へしこ 2.0 ⾰新的な⿂の糠漬け開発で丹後の糠漬け⽂化を世界へ 
須崎 裕    農家レストランを地域のプラットフォームに！  
神松 幸弘   幻の⽢葛を復活し、生産・加⼯・流通をする  
田中 寛人   カイコ×温泉＝お肌のイノベーション！  
  

〈フリーテーマ〉  
大熊 充    75 歳以上のおばあちゃんたちが働ける会社  
奥野 成樹     オリジナルワインが作れる！体験型オーナー制ぶどう園 OKUNARY  
渡部 真之助  森林で行うサバイバルゲーム事業  
木村 龍典   科学的分析による地域食材の食味の可視化 
岩崎 孝司   特産品イベント前売券販売「収穫祭ネット」  
⻑⾕川 恵一  自然を活用し、サバイバル研修で地域活性化 
野城 菜帆   Sea Net -漁場データ収集システム-  
福島 大悟   まめな手形プロジェクト  
橋本 隼佑   ジャンボタニシ駆除サービス  
⾕森 太輔   ウェブ上でジビエの在庫管理・販売システム  
関 脩大    農業はエクササイズ？市⺠農園×農 ZAP の提案  

 

授賞ビジネスプランの紹介  
■最優秀賞（敬称略）  
75 歳以上のおばあちゃんたちが働ける会社  
    ⼤熊 充(福岡県うきは市)    
75 歳以上のおばあちゃんたちが働く会社。おばあちゃんたちが働くことで「生きが 
い」と「収入増」を作ります。おばあちゃんたちの得意と特性を活かした「食」と「料
理」とともに、おじいちゃんと若者もタッグを組み、高齢者と若者農家 30 農園以上と
のコンソーシアム(共同体)を作ります。超高齢化が進む福岡県うきは市の農村で、多世
代で協力して働く「協働」の農村づくりを実現します。  
  
■優秀賞（敬称略）  
⽇本初!農福連携人材マッチンク農゙ Care  
    ⽯川  浩之(愛知県豊橋市[愛知県東三河地域およひ静゙岡県遠州地域])    
人手不足で困っている農家と就労機会を得たい障がい福祉事業所を、請負型でウェブマ
ッチングする日本初のサービスです。システム化することで、従来から農福連携の課題
であった人件費を大幅に削減でき、農作業マニュアルがあるので安心・安全に就職まで
サポートできます。  
  



37  

 
「球磨焼酎粕×微生物」で持続可能な農業へ  
    古賀碧(熊本県熊本市)  
  
球磨焼酎粕で培養可能な光合成細菌を、大量に培養するためのキット「くまレッド」の
研究・開発・販売を行っています。付加価値の低い「焼酎粕」を利用することで、光合
成細菌を安価に提供することが可能です。この事業を通して、焼酎粕が宝となり、農水
畜産業の生産性・品質向上のみならず、環境に配慮した安心安全な食を世界中の人々に
届けます。  
 
 
 
■特別賞（敬称略） 
第三者継承の⽀援  
    平⼾ 裕⾺(愛媛県松山市）  
新たな第三者継承の形を提案します。我が社は継承元の農業経営者を斡旋し、継承先 
(新規就農者)は一旦、我が社に入社してもらい、新規会社を設立し「子会社の社⻑」と 
いう形で就農します。第三者からサポートを行い、将来的に子会社の売却という形で独 
立を⽬指してもらいます。元ある承継と新しい承継を掛け合わせ、チームで就農すると
いった形と継続的な経営支援を提供します。  

 
  
ウニ畜養で磯焼け対策と循環型社会の実現へ  
    山本 雄万(磯焼けが発生している全国の沿岸地域全域)    
地球温暖化による海水温上昇などが主な原因となり、増えすぎたウニによって海藻の 
森、藻場が食い荒らされる磯焼け問題。その解決策として厄介者となったウニを地元漁
業者から買い取ることでウニ駆除・間引き活動を促進します。また、厄介者のウニを陸
上で畜養することで地域特産品となる美味しいウニに変え、海の環境保全と地域漁業の
持続的発展を同時に叶える循環型ビジネスを実現させます。  

 
 

 
農業×テクノロジーでプラスチックをつくる  
    中⾕内 美昭(新潟県南⿂沼市／福島県双葉郡浪江町[浜通りエリア])    
非食用⽶を原料にバイオマスプラスチック・ライスレジンの生産を行っています。脱炭
素社会への転換に向け、政府は 2030 年までにバイオマスプラスチックを 197 万トン
導入することを⽬標としており、お⽶を資源と捉え、新市場開拓用⽶制度によりライス
レジンの原料⽶を生産することで⼆酸化炭素排出削減等の環境問題、お⽶の需要創出、
耕作放棄地対策、農業収入対策等の社会的課題の解決を⽬指します。  
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４－５ 本選⼤会観覧者へのアンケート結果 
＜アンケート結果＞N＝３８ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

起業者
農業者

金融機関・ベンチャーキャピタル
起業⽀援関連事業

民間企業（金融機関、起業⽀援関連以外）
学生

メディア関係
公務員
その他

Q1：あなたの活動・ご所属に近いものを選んで下さい。

0 5 10 15 20 25 30 35 40

参考となる情報を得るため

ご自身のビジネスとの連携先を探すため

その他

関係者・ご友人等が登壇するため

起業者や起業⽀援者とのネットワークを広げるため

Q2：当コンテストに参加した動機・目的は何ですか？
（複数回答可）

0 2 4 6 8 10 12

INACOME HP

Peatixによる案内

SNS（Facebook等）による広告・案内

その他

パソナ農援隊からのダイレクトメール

過去に当コンテストにエントリーもしくは観覧したことがある

過去のINACOMEウェビナーにおける事務局からの案内

知人等からの紹介

登壇者による案内

Q3：当コンテストを何で知りましたか？
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6 : 当コンテストの御感想もしくは、農林水産省が進める起業促進策（Webプラットフ
ォーム／ビジネスコンテスト等）に期待したいことがあれば、ご記載願います。 
・ どの案も課題解決に対して真摯な取り組みであると感じ、大変勉強になりまし

た。ありがとうございました。 
・ 1/30 開催の「地域資源活用型商品開発」に一般観覧者として参加。終了後、

登壇者と交流したかったので「交流会」にも出席したが、グループ分け、席替
えも行われず実現していない。改めて貴事務局を通じ先方とのセッティングを
お願いしたい。 

・ とても興味深く拝見させていただきました。登壇各社の農業を軸とした様々な
アプローチ方法での地域の課題解決を楽しみにしています。一方で昨年に比べ
てスタートアップ型のビジネスモデルを志向する企業が少なかったのが少し残
念でした。ソーシャル・スタートアップの参加によりビジネスコンテストがさ
らに盛り上がることを期待しています。 

・ PRで農や食に関わることが多かったもので、地元でも細々と農業活性のための
グループに入っています（コロナで今は殆ど休眠中なのですが）。今回、農水

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

今回のコンテストに参加する前から既に加入していた

今回のコンテストをきっかけに加入した

加入していない

Q4：WebプラットフォームINACOMEには
いつから加入していますか？

0 5 10 15 20 25 30

事業フィールドの提供

金融機関、資金提供者及び活用可能な補助事業の紹介

関係者とのマッチング

ビジネスプランを広くPRする場の提供（ビジコン、ピッチイベント等）

その他

Q5：ビジネスアイデアの実現に向けて、ご自身が必要と思われる
⽀援策は何ですか？（複数回答可）
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省のHPで知って拝見しました。前回の入賞者のプランを含め、いずれも新鮮
な視点、アイデアと、熱意あるプレゼンで楽しかったです。審査委員の方々の
視点、コメントもすばらしく、勉強させていただきました。 

・ "自身には直接的に関係のある内容ではありませんでしたが、非常に刺激を貰
いました。 

・ 恐らくこのイベントはマッチングの場として地方創生の関係者が多く参加（観
覧）すると思いますが起業を志す人自体を増やす為にも使えるイベントと感じ
ました。 

・ 全ピッチ、個人的には素晴らしいアイデアと感じました。個々に進めるのもあ
りとは思いますが、関連事業もあったように感じたので、例えばですが各事業
を傘下(事業部制のイメージ)にして横串で進めるやり方もありかなと思いまし
た。 

・ 凄く勉強になりました。ありがとうございました。 
・ これからも ビジネスプランコンテストの企画開催をお願いします。楽しみに

しています。 
・ 素晴らしい取り組みをされている方がたくさんおられると感じました。イナカ

ムの取り組みをより全国に発信する、もしくは秀でたプランをより市場にPR支
援するなど、より外の世界に情報発信して、繋いで頂けたらと思います。 

・ 農林水産業及び6次産業化が推進されるよう支援をよろしくお願いします。 
・ 真面⽬に、かつ夢のある提案ばかりで、すごく参考になりました。 
・ コンテスト後の交流の場がとてもよかったです。ありがとうございます。 
・ 発表の録画をYoutubeにあげて欲しい。繰り返しで見たい部分がある。それか

ら、このようなアンケートは無記名でやるべき。 
・ 学生側としても良い学習となった。農業を様々な視点から考え、問題解決や貢

献、ビジネス面だけではなく環境保全のためなど、企業それぞれも⽬標などが
あり興味深かった。学生としても、これからの農業に必要とされていることは
何か考えながら学習に励みたいと考えた。 

・ 起業後、事業を継続させる支援 
・ 勉強になりました。 
・ ありがとうございます。 
・ 個人的に、結果発表時のドラムロールはチープな印象を抱いたので不要かと感

じた。 
・ 実際に取り組まれているビジネスについて、また審査員の方のお話を聞くこと

ができて大変勉強になりました。自分がアイデア段階で、良さそうだと考えて
いたビジネスを形にされている方もいて、自分も負けないように良いものを作
っていきたいと思います。 

・ とても良い取り組みでした。また参加します。発表者として応募するかもしれ
ません。 

・ 自由に雑談できる場を提供して欲しい 
・ 凄く刺激を受けました。まず、やってみることから始めてみないと、何も始ま
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れませんので。これからの日本は⾊々な問題が積もっていますので、答えは一
つではありませんし、一つ一つ解決するための手助け、きっかけになる為に
も、続けていってもらいたいと思います。 

・ これからの1次産業の構築に向けた職人/技術者の育成を狙いとした取り組みを
多く取り上げてもらいたい。 

・ 発表者の皆様の熱意に感心しました。こんな若者達がたくさんいるので、日本
は、まだまだ大丈夫だと思いました！ 

 
アンケート結果から、応募者及び審査員に対する前向きなコメントが多くみられた。特
に、起業者のビジネスプランや審査員からのフィードバックが勉強になったという意見
や、ビジネスコンテストの継続開催を希望する意見などが複数寄せられたことからも、
当ビジネスコンテストは農⼭漁村や農林水産業に関心を持つ方にとって、ネットワーク
の形成や自身の活動のヒントを得る場になっていることが窺える。 
 
 

５． 新型コロナウイルス感染症が農山漁村での起業に与える影響等の分析 
５－１ 実施内容 
「新型コロナウイルス感染症が農⼭漁村での起業に与える影響調査」について、農⼭漁村の地
域資源を活用した起業に関して新型コロナウイルス感染症が与える影響を洗い出し、更なる支
援対策を検討するため、Google フォームを活用してアンケート調査を実施した。 
アンケート集計期間 ： 2020年12⽉1日〜2021年1⽉28日 
アンケート回収数   ： 269件  
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５－２ 調査結果・分析 
下記の通りアンケート結果を記載する。 
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Ⅲ.総括  
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Ⅲ   総括  
 
 

◇Webプラットフォームの改修・運営 
INACOMEプラットフォームの改修・運営に関して、昨年作成したコンテンツの情報の整理

及びSEO対策を実施し、WEBサイトUI・UXを改善させた。特に、ログイン前のページの充
実とログイン後のページの機能充実を中心に改修を実施した。トップページに情報を多く
掲載するよう改修したことにより、まずは会員登録しなくてもある程度の情報を得ることがで
き、サイト訪問者数の増加につなげることができた。今後は、関連記事や動画を多く掲載し、
事業により得られた知見をさらに蓄積していくことで、関心層やINACOME会員にとって有益
な情報に触れる機会を増やしていくことが重要である。 

 
◇Webプラットフォーム上での起業者相互の交流促進、ビジネスプランの磨き上げ 
Webプラットフォームログイン後の交流を促進するため、本年度はマイページのホーム

画面で会員をランダム表示させ、応援ボタンを押すことで会員同士が気軽に繋がれる機能
を構築した。また、マッチングオンラインイベントにおけるアンケートを通して、自治体
や地域の関係者とのマッチングを求める起業者が多いことが明らかになった。プラットフ
ォームを活用した交流をさらに活性化させていくためには、登録プロフィールを充実さ
せ、ＡＩ等により同じ関心を持つ関係者同士を自動でマッチングできるような機能も検討
していく余地がある。 

また、観覧者を対象としたビジネスコンテストのアンケートでは、他の起業者のプレゼ
ンテーション視聴のほか、審査員からのフィードバックや参加者同士の交流も自身のビジ
ネスプランの磨き上げに有効だったという意見が見られたことから、ビジネスプランの磨
き上げには、今後も様々な分野の起業家・専門家等によるフィードバックや参加者同士の
交流機会創出、より多くの起業者がプレゼンテーションする交流の場の設定などが効果的
であると考えられる。 

 
◇情報発信や広報における効果的な手法 
マッチングイベントやビジネスコンテストの広報に関して、SNS広告により多くの関心層に

直接情報を届ける手法が効果的であった。また、アンケートによると、登壇者や知人等からの
紹介や、INACOMEHP上での案内により知った方も多く、このことからも認知度向上のために
は様々な方法を通じてPRしていくことが重要であるといえる。 

 
◇ビジネスコンテストの開催 
ビジネスコンテストに関して、昨年度エントリー数の約3.7倍ものエントリーをいただい

た。上述した広報が効果的であったことが考えられるほか、「新型コロナウイルス感染症が農
⼭漁村での起業に与える影響調査」では、コロナ禍において農⼭漁村地域でのビジネスに契機
を感じていると回答した方が多く存在したことから、農⼭漁村における起業への関心が高まっ
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ていることが窺える。コロナ禍における働き方の多様化の促進により、都市にとどまる理由が
減り田園回帰の関心度は増している傾向にあり、地域課題をビジネスチャンスと捉え、社会貢
献をしていきたいという意思を持った方が増えていることは、農⼭漁村地域にとって機運であ
るといえる。 

さらに、今回は新型コロナウイルス感染症対策として、予選・決勝ともにオンライン開催と
したことで、地域ごとの予選会としなくてもエントリー者が参加しやすい環境を構築すること
ができたことから、予選をテーマ別開催として、地域に関係なく同じ問題意識を持った起業者
同士がビジネスアイデアを発表・交流できる機会とした。また、オンライン開催は観覧者も気
軽に申し込むことができることから、予選・決勝ともに昨年度を上回る観覧申し込みがあっ
た。 

一方、交流会では複数の参加者が同じルームに居合わせることから参加者同士が個別に交流
することが難しく、ビジネスマッチングの場としては効果が不十分であったといえる。新型コ
ロナウイルス感染症をめぐる状況も注視しながら、対面による交流の場を作ることで個別のビ
ジネスマッチングを促進していくことも重要であるといえる。 

農林水産省が主体的に関わることで参加者がメリットを感じる対応を講じていくことも
重要である。例えば農林水産省が管理するYouTubeチャンネルとの連携や、農林水産省が
提供するスマートフォン向けアプリケーションにおけるコンテンツ配信などの取組を通じ
て、起業者の地域における認知度向上や関係者とのネットワーク形成にも効果が期待でき
ると考えられる。 

 
◇起業者と地域課題のマッチングプログラム 
起業者と地域課題のマッチングプログラムに関して、マッチング結果やマッチングイベント

への参加者アンケート等から、地域の関係者とのマッチングを求めている起業者は多く、当プ
ログラムは農⼭漁村の地域課題とそれをビジネスの手法で解決する起業者とを結びつける上で
有効であることが明らかになった。今回、５地域中４地域が実際に起業者とマッチングしたこ
とからも、解決したい地域課題及び起業者への支援策を明確に示すことができれば、関心を示
す者とのマッチング可能性は十分にあるといえる。 

また、応募地域には専門家による個別支援を実施し、各地域の有する地域課題を明確にした
上で、起業者にもその内容が伝わるよう指導を受けたことがマッチングの要因にもなっている
と考えられる。地域側にとっても、自身の地域が持つ課題と地域資源を整理し、地域外に向け
て発信していくという新たな手法を取り入れることで、地域外の起業者と連携して地域課題を
解決する機運が育まれるきっかけとなった。 

一方、課題解決策を持った起業者がいる中、地域関係者との合意形成がとれずにマッチング
が成立しなかった地域もあり、マッチングに当たり、地域内の関係者が連携して起業者と地域
課題解決に取り組んでいくための体制を事前に構築していることが重要であるといえる。 
 

マッチングした後の継続的な事業展開のためには、地域と起業者との間で信頼関係を形
成していくことや、多様な外部人材の受入体制構築、地域の合意形成を図ることができる
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キーパーソンが関わっていくことなどが考えられるが、これらに関連した支援策の検討が
今後の課題であるといえる。 
 
◇コロナ禍における農山漁村の起業促進について 
 「新型コロナウイルス感染症が農⼭漁村での起業に与える影響調査」では、農⼭漁村の有す
る強みや今後の可能性として、自然資源や固有の地域性、ICT等のテクノロジーの活用などが
あげられている。また、コロナ禍をきっかけとして、ライフスタイルやワークスタイルも大き
く変化してきていることから、農⼭漁村における起業促進に当たり、起業者が地域内外の多様
な関係者とネットワークを形成し、ICT等の新たな技術や社会構造の変化等に対応した取組を
自発的に展開していくための支援策が求められているといえる。 

その点において、Webプラットフォームを通じた交流支援は対面での交流が制限されている
コロナ禍においても有効な方策であると考えられる。今後、多様な関係者がプラットフォーム
に参画し交流を活発化させるためには、マーケティング戦略や人材確保、資金調達等の各段階
において、自身のビジネスアイデアを発信しそのフィードバック及び連携相手とのマッチング
が可能な機会の創出が重要である。上記アンケート調査においても、多数の起業者が農⼭漁村
におけるビジネスについてチャンスが広がると回答しており、具体的なビジネスアイデアにつ
いて１６６件もの意見が寄せられた。これらのビジネスアイデア実現に向けて、上述した様々
な方策による支援とともに、関係者同士が情報共有しながらマッチングを図る交流機会の提供
等の支援を一体的に実施していくことが必要であると考えられる。 
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