
櫻井 杏子（株式会社INGEN）千葉県松戸市

・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。

産地の師匠の栽培指導と若手をつなぐIT

さくらい きょうこ

・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。

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

わたなべ しんのすけ

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

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）
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「ディスカバー農山漁村の宝」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や所得向上に
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

む ら

あん・まくどなるど 上智大学大学院教授、慶應義塾大学特任教授

今村 司 （株）読売巨人軍代表取締役社長

織作 峰子 大阪芸術大学教授、写真家

田中 里沙 事業構想大学院大学学長、(株)宣伝会議取締役

永島 敏行 俳優、(有)青空市場 代表取締役

林 良博（座長） 国立科学博物館顧問、東京大学名誉教授

藤井 大介 (株)大田原ツーリズム代表取締役社長

三國 清三 オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ

向笠 千恵子 フードジャーナリスト、食文化研究家

横石 知二 （株）いろどり 代表取締役社長

（五十音順、敬称略）

有識者懇談会委員

■ 有識者懇談会により選定地区を決定
■ 総理大臣官邸で選定証授与式と交流会を開催

■ 知名度向上等に向けて多様な取組を実施

内閣総理大臣と選定地区の交流

●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

専用WEBサイト、SNSによる情報発信
（平成31年４月～）

これまでの選定地区が一堂に会したサミットの開催
（令和元年６月 @東京ミッドタウン）

農林水産大臣、内閣府大臣政務官と
記念撮影

■ 平成26年度の開始以来、286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。

■ 受賞体系（第９回選定）

内閣総理大臣、内閣官房長官等と
選定地区代表者で全体記念撮影

・（ ）は個人の選定件数

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
計

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R1) (R2) (R３) （R４）

選定
23 27 30 31 32 36(５) 32(４) 38(４) 37(4) 286(17)

件数

グランプリ
（GP）・
優秀賞等

－

G   P １ G   P １ G   P １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  ８

特別賞３ 特別賞４ 特別賞５ 特別賞５ 部門賞５ 部門賞５
優秀賞等

15
優秀賞等

15
優秀賞等

57

（写真は第９回選定、
令和４年12月）
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01

「ディスカバー農山漁村の宝」（第９回選定）選定地区一覧
む ら

05

09

07

10

11

18
20

21

22

24

35

30

37

34

08

緑色：「ビジネス・イノベーション部門」

青色：「コミュニティ・地産地消部門」

桃色：「個人部門」

31

17

15

1925

28

27

32

一般社団法人はなやまネットワーク

No.06 宮城県 栗原市

株式会社やまもとファームみらい野

No.08 宮城県 山元町

【復興、６次産業化、輸出】

【６次産業化、関係人口の創出】

東 北

八島 哲郎

No.07 宮城県 丸森町

【地産地消、関係人口の創出、６次産業化】

ユキノチカラプロジェクト協議会

No.05 岩手県 西和賀町

06

29

13

16

02

03

【農村文化体験、移住・定住】

関 東

きょなん株式会社

No.10 千葉県 鋸南町

【雇用、地産地消】

稲倉の棚田保全委員会

No.11 長野県 上田市

【農村文化体験、棚田保全、
農村環境・景観保全】

【輸出、棚田保全、雇用】

No.12 長野県 伊那市

稲作本店

No.09 栃木県 那須町

【６次産業化、地産地消】

12

No.20 京都府 伊根町

有田川町×龍谷大学

No.22 和歌山県 有田川町

【農泊、農村文化体験、地産地消】

【企業との連携、教育機関との連携、若者の活
躍】

近 畿

No.21 兵庫県 三木市

東播用水土地改良区

【農村環境・景観保全、教育機関との連携】

26

23

【棚田保全、デジタル化、農村環境・景観保全】

【ジビエ、森林・林業、
若者の活躍】

No.30 香川県 三木町

No.31 高知県 高知市

No.28 徳島県 上勝町

【６次産業化、農泊】

四 国

No.29 徳島県 海陽町

【水産業、デジタル化】

No.32 高知県 四万十町

【６次産業化、
企業との連携、雇用】

36

14

株式会社神子の里

No.14 石川県 羽咋市

【６次産業化、農村環境・景観保全】

北 陸

NPO法人越後妻有里山協働機構

No.13 新潟県 十日町市

【農村環境・景観保全、
スポーツとの連携、デジタル化】

里山総合会社山立会

No.15 石川県 白山市

【農業、ジビエ】

岡崎市ぬかたブランド協議会

No.17 愛知県 岡崎市

株式会社ココトモファーム

No.18 愛知県 犬山市

【６次産業化、農泊、棚田保全】

【６次産業化、農福連携、地産地消】

東 海

No.16 岐阜県 恵那市

株式会社恵那川上屋

【６次産業化、地産地消】

高木 幹夫

No.19 愛知県 大府市

【地産地消、伝統の継承】

【６次産業化、棚田保全、農村環境・景観保全】

No.25 岡山県 岡山市

【企業との連携、グリーン化】

中 国

No.23 鳥取県 鳥取市

【移住・定住、農村環境・
景観保全、若者の活躍】

No.26 岡山県 久米南町

No.27 広島県 三次市

【農業、６次産業化、雇用】

No.24 島根県 奥出雲町

【農村文化体験、グリーン化、
食育・教育】

No.01 北海道 網走市

【農業・水産業、農泊】

北海道

No.02 北海道 士別市

【６次産業化、若者の活躍】

No.03 北海道 恵庭市

【地産地消、デジタル化】

No.04 北海道 美瑛町

【農泊、農村環境・景観保全】

【農泊、農村文化体験】

No.36 鹿児島県 龍郷町 No.34 熊本県 小国町

【農村文化体験、地産地消、
関係人口の創出】 【６次産業化、農福連携、グリーン化】

九州・沖縄

No.35 鹿児島県 南九州市

No.37 沖縄県 今帰仁村

No.33 熊本県 熊本市

【農村環境・景観保全、
教育機関との連携】

04

33

計：37地区

大石 亘太株式会社リブル

かみかつ棚田未来づくり協議会

株式会社山南営農組合

高知商業高等学校

ジビエ商品開発・販売促進部

株式会社四万十ドラマ

NPO法人bankup

瀬戸内かきがらアグリ推進協議会

上籾みろく農場協議会

川西自治連合会

瀬川 知香

一般社団法人E’more秋名

株式会社沖縄UKAMI養蚕

天明環境保全隊

【６次産業化、荒廃農地対策、
農福連携】

オホーツク農山漁村活用体験型

ツーリズム推進協議会

株式会社イナゾーファーム

恵庭かのな協同組合

株式会社WakkaAgri

伊根浦地区農泊推進地区協議会

社会福祉法人小国町社会福祉協議会

一般財団法人丘のまちびえい活性化協会
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