報告書

塩飽部隊プロジェクト PART6

花と昆虫の楽園キャンペーン

2018年11月吉日
四国夢中人 代表 尾崎美恵

2017年に塩飽諸島の活性化を目的として始まった「塩

くの御支援を受け、秋晴れの抜けるような青空と海をバッ

飽部隊プロジェクト」。これまで、京都大学の学生有志、

クに多年草のガウラを植え、バーベキュー、芋掘り、ミカン

香川県の四国夢中人、そして手島の自治会が共同で進

狩り、潮干狩り等、晩秋の瀬戸内海をボランティアの皆さ

めてきました。 今回で５回目を迎えるこのプロジェクトは多

んと一緒に思いっきり満喫しました。

実施概要
日

程

平成30年11月24日～25日 （2日間）
1日目 ： 植栽準備、味噌うどん、バーベキュー、芋掘り、焼き芋
2日目 ： 早朝潮干狩り、早生ミカン狩り、柿捥ぎ、植栽、学生による島民取材

場

所

香川県丸亀市 塩飽諸島 手島
（人口約20名、平均年齢約80歳、周囲10.9km）

宿 泊 先

手島自然教育センター （旧手島小中学校）

協賛企業

・農協食品（株）
・JA香川県「讃さん広場」
・（株）久保田麺業

協

・大学生分手島自然教育センター利用費（平成30年度丸亀市市民活動ステップアップ補助事業）
・フェリーでの往復苗運搬費、レンタル移植スコップ50ヶ、鍬4本（丸亀市緑のまちづくり協議会）
・活動期間中の丸亀港市営パーキング無料開放

力

差し入れ

・宇賀神知則氏
・島 民

後

香川県教育委員会

援

鶏むね肉12kg
バーベキュー用牛・豚・鶏・野菜、うどん鍋用野菜・鶏肉
味噌煮込みうどん40人前、名店ラーメンギフト6箱

甘酒、清酒
タコ、サザエ、アワビ、ナマコ、ミカン、柿、有機栽培野菜、アルコール類等

1

参加者
京都大学

県内ボランティア

農学部資源生物科学科4回生
池田 茉史 さん
農学部食料・環境経済学科4回生 岩男
望 さん

香川大学創造工学部創造工学科
香川県立高校英語講師／YouTuber
香川県立高校英語講師
百十四銀行
土庄町豊島在住
JA香川県
（株）久保田麺業営業部長

手島島民・出身者
手島安養寺住職
手島自治会長
手島自然教育センター長
島民
島民
島民Ｉターン （北海道）
島民
島民
丸亀市在住

大前
藤原
高田
浜本
吉田
蛯名
大倉
尾崎
藤原

観応 氏
当正 氏
正明 氏
満雄 氏
文二 氏
光男 氏
政敏 氏
和敏 氏
泉氏

メディア
四国新聞西讃支社

渡辺 敏史 氏

株式会社OIKAZE
株式会社OIKAZE／[grainco]
環境省中国四国地方環境事務所
四国事務所長
香川県農政水産部農村整備課
香川県企業立地推進課
（一社）共同通信社高松支局記者
京都大学OB
四国夢中人代表

上江洲弘智 氏
Ian Lus
氏
Austin Hill氏
大西 紘司 氏
北山 さだみ 氏
大倉 貴裕 氏
倉田 茂幸 氏
ご家族3名
相原 しのぶ 氏
臼井 俊行 氏
ご家族4名
宇賀神知則 氏
庄野 寿規 氏
土居 義昌 氏
佐藤
萌氏
岩澤 素子 氏
尾崎 美恵

メディア実績
四国新聞
「道を花々で美しく」

ReVision Auto & Mobility
「離島で考える地域交通のあるべき姿」
～瀬戸内海に浮かぶ人口わずか20人の離島～
https://rev-m.com/self_driving/1204sip20190108/

中国四国農政局香川県拠点
「香川ぴっぴ通信 第65号」
コラム：塩飽諸島の手島訪問
http://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kagawa/mail/backno_65.html

中国四国農政局
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第5回選定事例集（香川県版）
～人と自然が循環するモデルアイランドの創出～
http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html
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活動の様子
１

花の苗の
植栽

２

休耕地の
開墾

３

島の幸
収穫

香川県立香川丸亀養護学校の園芸班から寄贈されたガウラ約700株、コレオプシス約100株の花の苗
を植えました。島民の方々になるべく負担をかけないようにと園芸班担当の綾教諭が多年草で丈夫な
品種を選んでくれました。休耕地に植えた多年草のガウラたちは春に可愛い花弁で我々の目を楽しま
せてくれることでしょう。

今回は初めて休耕地にの開墾に挑戦しました。石や木の根っ
こがゴロゴロ埋まった土地は、人の手で耕すには難しく、ユン
ボのお陰でどんどん耕されました。改めて、機械の威力に驚
かされました。

朝焼けの西浦の海岸でタコや雲丹をゲット。畑では島民が丹
精込めて育てたミカンや柿や芋堀りを体験。そうして収穫した
食材をバーベキューやデザートにして頂きました。ジューシー
で新鮮な食材に自然の豊かさと島民の温かさを感じました。
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参加者からのメッセージ

事 の準 備 など、

たくさんの方々
のご協力で成

いろいろな離島の魅力を再発見したい

り立っているの
だということに

池田 茉史 さん
京都大学農学部資源生物科学科4回生／奈良県出身

（今更ではあり
ますが）気づき、

今回、初めて豊島に上陸しました。同じ離島なのに手島

企画で訪れる

とは雰囲気が全く異なり、豊島には豊島の魅力がありま

「手島」が普段

した。まだまだ日本には知らない島がたくさんあり、それ

の手島の姿とはまた違うのだということもわかりはじめた

ぞれに個性があるのだと思います。もっといろいろな島

ことが、今回個人的に学んだことでした。

日の出とともに始まった潮干狩り

に訪れて、手島の良さや日本の離島の魅力を再発見し
たいと思うきっかけになりました。やはり手島の良さはそ

ゆったりとした時間の流れ

の安心感にあるのではないかと改めて思いました。今回
も手島では花の苗植えを行いましたが、お忙しい中、島

上江洲 弘智 さん

の方たちの協力で準備もスムーズに進めることができま

香川大学創造工学部創造工学科1回生／沖縄県出身

した。また、潮干狩りではたくさんのウニを採集しました。
これが想像以上に美味しくて驚きました。また、焼き芋も

今回、香川大学の大場先生から紹介を受けてこの企画

ほっくほくで、とっても美味しかったです。今回も美味し

に参加させて頂きました。初めての参加でしたが、島の

い島の幸や、温かい島の方たちの歓迎で、心癒される

方々には、何度も手島に来ている農交ネットの先輩方と

自ら掘った芋の甘さを噛みしめる

訪問となりました。

同様に温かく迎え入れてもらえたことが嬉しかったです。

今回改めて、大

ふだんは大学やバイト先での同年代の人間関係がほと

学生のみなさん

んどでしたが、島ではいろいろな地域から参加してきた

の、島や島の人

人や島の方々など、多くの、しかも多様な世代の人たち

達に向けた“ま

と交流ができました。手島では、島に渡った時に立ち込

なざし”がとても

めていた霧が幻想的だったことや、新鮮な食べ物、夜の

優しい も のであ

宴会で年齢や国籍の壁も無く和気あいあいと話し合え

るなあ、と感じま

たほんわかした人間関係やたくさんの島の自然の豊かさ

した。

に感動しっぱなしでした。故郷の沖縄と同じような、ゆっ
たりとした時間の流れを感じました。また、多くの参加者
との意見交換の場が設け られてい た為 、学生ながら

初めての出会いと再会と
岩男 望 さん
京都大学農学部食料・環境経済学科4回生／神奈川県出身

様々な立場の方々と話す事ができ、新しい人脈を作るこ
ともできました。今後もこのイベントが続いてほしいと願っ
ています。

今回は、初の豊島訪問。同じ香川県、瀬戸内海の島で
あっても、フェリーの客層も、港や島の中の雰囲気もやっ
ぱり手島とは全く違うものだと実感しました。「普段やった
ことのないことをさせてもらえる」というのが、この企画の
魅力の一つだと思う のですが、豊島でのサバ イバル
（？）体験、手島での早朝潮干狩り体験など…今回も初
めてのことだらけで、ただただ純粋に楽しませていただ
きました、ありがとうございました。そして今回も初めての

方々とお会いすることが楽しく、また顔馴染みになった
方々と再会できることが嬉しかったです。個人的に企画
の前後にも手島に滞在したのですが、花の苗植え、食

参加者どうしの交流も醍醐味のひとつ
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四国の最前線の地で

行により、地域の活力が低下しつつあるため、この活性
化を図ることが農政上の重要な課題となっています。手

宇賀神 知則 氏

島での活動は解決のモデルケースの一つであるため、

環境省中国四国地方環境事務所
四国事務所所長

これからも微力ながらもお手伝いさせていただきます。

船内から観た島は、予想以上に
大きく感じました。初上陸。手製

コンパクトな大自然

灯籠の出迎え。港から徐々に現

臼井 俊行 氏

れる集落には、時を刻んだ家屋

赤く色づいた香川本鷹
と幻のトウガラシ「香川本鷹」の
赤い実がなった畑。心地よい陽気もあり、“良いところに

来たなぁ”が第一印象となりました。今回の活動は、メイ
ン通り沿いに養護学校生が育てた2種類の花の苗を植
えること。初日は畝が立ててあったのですが、2日目は、
自ら畝立て。土質の違いや石ころなどでとても苦労しま
した。藤原さんに感謝！滞在を通じて、尾崎美恵さんは
じめ、京都・香川大の学生、香川本鷹の生産・販売に携

わる方、行政の方、報道の方、丸亀市・手島の方々と接
点をもち、手島の可能性を強く感じました。今後さらに輪

株式会社OIKAZE／焼菓子グレンコ[grainco]

香川本鷹を栽培されている高田さんにお会いするため、
初めて手島を訪れたのが11月1日。その後、青唐辛子と
葉唐辛子を収穫させていただくために手島に渡ったの
が11月12日。そして3回目の手島が11月24日、今回の
キャンペーン。11月だけで集中的に3回も手島に渡り、
すっかり手島の魅力に取り憑かれています。手島は徒
歩で歩いて回れる範囲に、きれいな海、山、畑、果樹園
などが全てあります。矛盾した言い方かもしれませんが、

が広がり、魅力的な島として、四国・全国の同じような地
域のお手本となるよう期待しています。それにしても、地
元の海・里の産物などでお腹一杯でした。楽しかったの
でまた参加したいです。ありがとうございました。

連携によるプロジェクトの広がり
庄野 寿規 氏
香川県農政水産部農村整備課 主任

今年の夏以来2回目の参加になります。港に着くと、夏
に植えた花々が咲き誇っている様が目に飛び込み、まる

でみんなを待っているかのようでした。参加者を見てみ
ると、前回の参加者から少し顔ぶれも変わり、手島を盛り
上げようという動きが徐々に広がっていることが感じ取れ
ました。今回、バーベキューでの鶏の丸焼きやワイン製
造といったアイデアはとてもすばらしいものでしたが、こ
れは横の連携が広がったからであり、改めて地区の活性
化 は一 人 ではでき な
いと思いました。農山
村及び離島地 区 は、
食料の安定供給だけ
でなく、農業生産活動

子どもたちも夢中で土に触れる

大自然がとてもコンパクトにまとまっています。また、風情
のある古民家や神社、お寺、そして廃校を活用した宿泊
施設、その全てが手島の歴史そのものであり、それらに
触れるたび、色々なことを考えさせられます。島での活
動は気づきや発見の連続です。一方、子どもにとっては
まさに大自然のテーマパーク。学校の教室に宿泊するこ
と、土に触れること、海でウニやナマコを獲ること、さつま
いもを掘ること、自分が獲った食材でBBQをすること、そ
の全てがキラキラとした夢のような体験だったようです。こ
の素晴らしい島のために何ができるか、少しずつ考え、
実践していきたいと思います。

を通じて国土・環境の
保全等の多面的機能
を有していますが、こ
缶ビールを使った鶏の丸焼き

島に向けた優しいまなざし

れらの地域は過疎化・

大西 紘司 氏

高齢化等の著しい進

百十四銀行
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私自身は尾崎代表や大

島の生活と風景そのものが資源

学生のみなさんが島でど
ういうことをするのか、そこ
に関心があって参加して

佐藤 萌 氏
共同通信社高松支局記者

いるところもあるのですが、

香川県に赴任して2年目、初めて手島を訪れました。普

たぶんそういった理由で

段は訪れることがない場所だからこそ、きっかけを与えて

島に来ている人は、私だ

くれたこのキャンペーンに感謝です。ゆったりした島の時

けではないと思います。そ

間と風景のなかで、花を植えたり芋を掘ったり、気持ちの

うであるとすれば、大学生

よい１日でした。離島の観光地化のためアート展示や新

のみなさんの存在がこの

しいカフェやホステルの開設などそれぞれ魅力的な取り

手島を舞台にした四国夢

組みが県内でもありますが、手島のキャンペーンはそこ

中人の活動の核である、

に集う人の魅力はもちろんですが「島そのもの」が目当

ということになるのでしょうが、その大学生のみなさんが

てになる個性的な取り組みです。人も天気も季節も、そ

島に向けたまなざしがとても優しいということに、この活動

の時の手島にしかないものを味わえるというのは、外部

の芯の強さが現れているのだと思いました。そういった優

の人間にはとても新しい経験で貴重なものでした。人口

しいまなざしを持った人が、これからの活動でさらに増え

一極集中で周辺部が過疎化するという流れもあるなか、

ていって欲しいなあ、と願っております。また、自分自身

島の生活と風景そのものが資源だというみなさんの姿勢

もそういったまなざしを持って島に来ることができるように、

に学ぶことは多いです。次の季節、植えた花がどんな風

少しずつですが、なってきているとも信じています。

に咲くのか楽しみにしています。

島の風景にシャッターを切る

花開く日がまた新たな楽しみになる
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