農林水産省の起業促進プラットフォーム「INACOME」
○ 平成30年秋に農山漁村において地域資源を活用した多様なビジネスの創出を促進するための起業促進プロジェクト 「ＩＮＡＣＯ
ＭＥ」（イナカム）を始動。
○ 情報交換を通じてビジネスプランの磨き上げや互いに切磋琢磨できる環境を整備するとともに、起業に関する施策の情報発信
やビジネスプランコンテスト等を実施。令和４年度は令和５年２月18日にビジネスプランコンテストを開催。
○ 令和元年９月末にはオンライン上で起業者や起業支援者が交流できるプラットフォームを開設し、
Webプラットフォーム
令和４年９月現在の加入者数は約2,000名。
https://inacome.jp/
○ 令和２年からは、起業者と地域課題のマッチングプログラムを実施。
プラットフォームの概要・機能

プラットフォームの活用事例
事業展開に必要な
パートナーを探す場として活用
⇒ 市場分析やデザインを強化したい地
域起業者からの相談を受けて、事務
局がプラットフォーム加入者から候補
者を紹介。その後、事務局、相談者、
候補者で合意点を模索。

令和３年度開催のビジコンの様子
コミュニティ機能

メンバー＆支援者検索

動画セミナー

自分のニーズに合った地域内外のコ

全国の同業者や、地域の起業者・支援

起業や事業拡大に役立つセミナーを

ミュニティに参加して情報交換できる！

団体・有識者と

自宅で受講できる！

ー

ー

ー

繋がることができる！

実例記事

イベント案内

個別相談

全国各地の起業・新規事業展開の

経営支援や資金調達支援など

起業支援団体の専門家や

成功事例を学べる！

様々なイベントの情報が手に入る！

現役の起業家に経営相談できる！

ー

ー

ー

（10名のファイナリストによる発表）

（審査の様子）
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R3年度INACOMEビジネスコンテスト受賞事例（農山漁村発イノベーション関係）

さくらい きょうこ

櫻井 杏子（株式会社INGEN）千葉県松戸市
産地の師匠の栽培指導と若手をつなぐIT

・栽培指導をカルテ・オンライン化するIT「農の
相棒Mr.カルテ」を開発。
・生産量・品質に大きな影響を与える「病害虫予
防」について、指導者の防除等栽培歴をあらか
じめアプリ内で共有。
・指導者にリモートでの相談が可能で、新規就農
者が抱える悩みを解決し、新規就農者の離農を
抑制。

わたなべ

しんのすけ

渡部 真之助 氏((株)フォレストーリー）栃木県壬生町
伐採予定地で行うサバイバルゲーム事業

・山主に活用されていない山を借りてサバイバル
ゲームフィールドに構築し、サバイバルゲーム
のイベントを開催。
・参加料の一部を山主に還元し山林管理費に充当。
・地域資源を活用して新たな収益源を生み出し、
適切な山林管理を行うことができる仕組みの構築
を図る。
本ページの写真等の出典：ビジネスコンテストにおける各者発表資料等
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」について
む

ら

「ディスカバー農山漁村の宝」とは、自立した「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」
の実現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化、所得向上に
取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信することを通じて他地域への横展開を図る取組
■ 受賞体系（第８回選定）

■ 平成26年度の開始以来、249件を選定
●第６回選定（R1年度）から個人部門を選定。第８回選定（R3年
度）から有識者懇談会委員ごとの特別賞を新設するなど、新たな
選定方針により実施。

選定
件数
グランプリ
（GP）・
部門賞等

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

(H26)

(H27)

(H28)

(H29)

(H30)

(R1)

(R2)

(R３)

23

27

30

31

32

36(５)

32(４)

38(４) 249(13)

G

G

G

－

G

P

１ G

特別賞３

P

１ G

特別賞４

P

１ G

特別賞５

P １

特別賞５

P １

部門賞５

P １

部門賞５

P １

計

G

P ７

部門賞等15 部門賞等42

（ ）は個人の選定件数

■ 有識者懇談会により選定地区を決定
●有識者懇談会には、有識者のほか、内閣官房長官、農林水産
大臣、地方創生担当大臣、内閣官房副長官が御出席

■ 総理大臣官邸で選定証授与式と交流会を開催（R３）

有識者懇談会委員
あん・まくどなるど
今村 司
織作 峰子
田中 里沙
永島 敏行
林 良博（座長）
藤井 大介
三國 清三
向笠 千恵子
横石 知二

上智大学大学院教授、慶應義塾大学特任教授
（株）読売巨人軍代表取締役社長
大阪芸術大学教授、写真家
内閣総理大臣からグランプリ
農林水産大臣政務官、内閣府副大臣
事業構想大学院大学学長、(株)宣伝会議取締役
内閣総理大臣、内閣官房長官等
受賞者への楯贈呈
と記念撮影
と選定者で全体記念撮影
俳優、(有)青空市場 代表取締役
■ 知名度向上等に向けて多様な取組を実施
国立科学博物館顧問、東京大学名誉教授
(株)大田原ツーリズム代表取締役社長
オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ
フードジャーナリスト、食文化研究家
（株）いろどり 代表取締役社長
16
専用WEBサイト、SNSによる情報発信
これまでの選定地区が一堂に会したサミットの開催
（五十音順、敬称略）
（平成31年４月～）

（令和元年６月

@東京ミッドタウン）
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第８回選定）選定地区及び選定者位置図
中 国

【ブランド化・企業との連携】

No.27 岡山県 岡山市
植田 輝義
【環境保全・荒廃農地対策】

近 畿

【地産地消・地域づくり】

No.29 広島県 庄原市

株式会社敷信村農吉
【６次化・地産地消】

No.30 山口県 長門市
株式会社63Dnet

北海道

【スマート農業】

No.22 京都府 和束町
お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社

No.28 岡山県 新見市
草間台エコミュージアム推進協議会

北 陸

【６次化・輸出】

【食育教育】

No.01 北海道 北見市

株式会社白銀カルチャー

環境大善株式会社

【農村文化体験・若者の活躍】

No.23 大阪府 堺市

【伝統の承継・企業との連携】

No.17 新潟県 上越市

大阪府立農芸高等学校

月影の郷運営委員会

【森林林業・６次化】

No.24 奈良県 十津川村
空中の村

No.02 北海道 北広島市
北広島商工会「きたひろしま開拓
プロジェクト委員会」

01

03
05
02

【水産・伝統の承継】

04

【農村文化体験・食育教育】

No.18 石川県 羽咋市

【荒廃農地対策・鳥獣害対策】

No.03 北海道 当麻町

石川県漁業協同組合柴垣支所

No.25 和歌山県 田辺市

当麻土地改良区

06

株式会社日向屋

【６次化・ジビエ】

No.04 北海道 豊頃町

【ブランド化・輸出】

四 国

【６次化・地産地消】

No.31 徳島県 阿南市
黒川 真太郎
【森林林業・移住定住】

No.32 徳島県 神山町
神山しずくプロジェクト
【伝統の承継・輸出】

No.26 和歌山県 田辺市
那須 誠

株式会社ELEZO 社
【６次化・企業との連携】

07
09
16

18

青色：「ビジネス部門」選定地区

19

29

「高松盆栽の郷」推進協議会
【企業との連携・移住定住】
37 36

34

28

35

22

27
23

【６次化・景観保全】

No.11 栃木県 宇都宮市

11 12

株式会社ワカヤマファーム
【農福連携・６次化】

13
14
30

関 東

10

15

桃色：「個人部門」選定者

No.34 愛媛県 伊方町

08

17

緑色：「コミュニティ部門」選定地区

No.33 香川県 高松市

20

No.12 栃木県 小山市
株式会社いちごの里ファーム

24 21

33
32 31 25 26

【若者の活躍・荒廃農地対策】

No.13 東京都 目黒区
東京大学むら塾

愛媛県立三崎高等学校
「せんたんプロジェクト」

【企業との連携・６次化】

No.14 神奈川県 小田原市
一夜城ﾖﾛｲﾂﾞｶﾌｧｰﾑ・ﾏﾙｼｪ部会

【環境保全・鳥獣害対策】

No.35 高知県 本山町
吉延営農組合
九州・沖縄

【農泊・伝統の承継】

No.15 長野県 佐久市
【環境保全・地産地消】

SAKU酒蔵ｱｸﾞﾘﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会

No.36 福岡県 みやま市
みやま市環境衛生課
循環型社会推進係
【若者の活躍・地産地消】

No.37 佐賀県 伊万里市
佐賀県立伊万里実業高等学校
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部
【６次化・地産地消】

No.38 沖縄県 名護市
山原女性農業者の会

【環境保全・輸出】

No.16 新潟県 新潟市

東 海

38

【６次化】

No.19 岐阜県 飛騨市
有限会社牧成舎
【農福連携】

No.21 三重県 津市
一般社団法人
三重県障がい者就農促進協議会

【若者の活躍・６次化】

No.20 愛知県 岡崎市
安城農林高校エグプロ研修班
with岡崎市

No.05 北海道 陸別町
日向 優

東 北

【地域づくり】

No.06 青森県 中泊町
中泊町農産物加工販売施設
出荷者協議会
【水産・企業との連携】
【棚田保全】
No.07 宮城県 気仙沼市

気仙沼水産資源活用研究会
【農泊】

No.08 宮城県 蔵王町
蔵王農泊振興協議会
【棚田保全】

No.09 山形県 山辺町
グループ農夫の会
【食育教育】

No.10 福島県 喜多方市
福島県喜多方市教育委員会
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