
第３回 社会貢献型インターシップ

「KURADASHI Challenge」報告書



■活動内容：①鹿児島県 種子島・与論島の農家にてサトウキビの収穫

②地域の魅力発信

■開催期間：２月17 日（月）～3月 10日（火）種子島

３月10 日（火）～3月 31日（火）種子島・与論島

■参加人数：大学生 18 名（1班3人ごと）

■実施企業：株式会社クラダシ KURADASHI地方創生基金

学生による農作業体験を通して、自然豊かな種子島・与論島の魅力を発信！

社会貢献型インターンシップ
第３回「KURADASHI Challenge！」IN種子島・与論島



KURADASHI地方創生基金設立背景（KURADASHI Challengeの狙い）

私たちはこの度、地域経済の活性化と社会発展に寄与
するため、KURADASHI地方創生基金を設立しました。

高齢化する農家の人不足問題は、社会問題となってい
ます。

※農林水産省2017年試算では約7万人の雇用就農者 不足

多くの人手不足により収穫できない産品があり、

※2019年11月12日時点

食品ロス問題が社会問題となっているのです。

そんな中、農家の食品ロス削減に貢献するべく、KURADASHI地方創生基金を設立し、
「KURADASHI Challenge」として、学生派遣を当該創生基金より支援しております。

※地方創生・地域経済活性化に興味のある学生に旅費交通費を支給し、地方農家へ派遣

1.学生収穫の担い手となり、収穫できない一次産品の収穫を可能にし、食品ロスの削減の実現
2.収穫産品のKURADASHI.jpでの販売
3.売上金の一部を地方農家及びKURADASHI地方創生基金に還元

以上から学生と地方農家をつなぐエコシステムを実現し、
地域経済の活性化を図ってまいります。

出典：農林水産省 平成30年度食料・農業・農村白書
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h30/attach/pdf/index-6.pdf

http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h30/attach/pdf/index-6.pdf


KURADASHI地方創生基金設立背景（KURADASHI Challengeの狙い）



参加者は協力いただいた農家の方の農作業を手伝い、
収穫において大きな貢献を果たしました。

種子島ではサトウキビの高い木は強風で曲がり、
与論島では土地が狭く
大型機械の導入が難しいため、
機械による収穫ができない農家さんもいます。

そのため手刈りで行う方もいますが、
重労働なため高齢者の方による農作業は大変です。

社会貢献型インターシップ「KURADASHI Challenge」の概要

農家に若い方があまりいない理由は、
島には大企業など発展した企業がなく、
また市役所などの公務員も就職を志願する人数が多い
と全員は行けないため、
若い人は島外に就職し、退職してから島に戻り
農家になるというケースが多いからだそうです。



「K U R A D A S H I Challenge」農家・自治体への効果

①未収穫作物の収穫による新たな収益の獲得

地方では、農業人口の高齢化による 未収穫作物の発生が増加しています。
そのような課題から、
若手の人手が必要な時期に一時的な人手として学生を派遣し、
未収穫作物を採ることで農家さんの新たな収入源にすることができます。

②関係人口の増加に貢献、若者を呼び地域振興に。

地元の方から見たら当たり前の風景でも、都心にいる学生から見ればと
ても価値のあるものに見え、地元の商品や土地に誇りを持つことができ
ます。
それをまた外部に伝えることで島の外からの流入人口が増加します。
第一回種子島インターン学生の中では、半年後にもう一度種子島に行っ
た学生もいます！
学生と地域との長期的な関係性を作り続けられます。

③地元の特産品の購買促進に。

スーパーだとよく、まとめて「鹿児島県産」と表記
されるため分かりにくいのですが、
安納芋、パッションフルーツ、島バナナ、じゃがいも、
牛肉などの様々な特産品があります。
ふるさと納税などネットから地域の応援ができます！



KURADASHI challenge 一日の流れ

朝から収穫をした後、お昼はみんなで海を見ながら新鮮な魚を食べたり、
休憩には農家さんと農業について話したりと、充実した一日を過ごせました。
作業内容はサトウキビの収穫、選別など。
農家の方に教えてもらいながら、農業が初心者の方でも安心してたのしく収穫できました！

サトウキビの台風による不作での離農増加、後継者不足や耕作放棄地の増加など、種子島という地な
らではの問題点や商品開発に関するお話や為になることをたくさん教えて頂きました。

一日の基本的な流れ

7:00 起床、準備

8:30 農作業開始

10:00 小休憩

12:00 昼休憩

15:00 小休憩

17:00 農作業終了

19:00 夕食

20:00 反省、ディスカッション

初めての農業や釣りをしたり、
都会ではなかなかできないことを密度濃く体験。

それらの活動のようすを学生個人のSNSで発信しました。



農作業体験 in 種子島 【サトウキビの収穫・苗付け・切断、花収穫】

種子島では多くの島民がモチ・コメ・安納芋を家で栽培しているそうです。
さとうきびの束は重いため体力的にもきつく、単純作業なので気が滅入りそうになることもあり

ました。しかし農家の方々が底抜けに明るく、常に場が盛り上げてくださったため、
くじけずに作業をすることができました。
出荷しない部分は、牛小屋にひいたあと堆肥と一緒に畑にすき込んで有効活用するそうです。
一芽苗の作業では、暖かく湿った部屋で育てられた苗をトレーに分ける作業をしましたが、苗に

はカビや農薬がかかっており、手がとても荒れたり、空気が悪くて気分が悪くなったりもします。
この環境下で25万本もの苗作業を手作業で行う大変さを感じました。

また、フリージアを摘む経験の中では、
球根だけを売る為に、花は全部捨ててしまうということも知りました。



農作業以外の活動 IN 種子島 【サトウキビから砂糖に】

新光糖業株式会社さんの工場見学に行きました。
ここでは、サトウキビから砂糖になる前段階の工程までしています。

堅いサトウキビを機械で何回にも分けて潰し、
そこからでる液を何度も抽出と分離をしていたのはとても見ごたえがありました。
また、自然環境に配慮しており最初から最後まででる熱やゴミなどを、
肥料など何かしらに使用していたので先進的だと感じました。



収穫以外の活動 in 種子島 【自然とのふれあい】

また種子島では、収穫作業以外にも、たくさんの感動を受けました。
高台から見る海は青く透き通っていて景色は素晴らしいものでした。
天気の良い日の夜には星が輝いていてプラネタリウムにいるかのようでした。

千座の岩屋という洞窟にも連れて行っていただきました。
自然にできた洞窟で、種子島の代表的な観光スポットの一つです。
洞窟内部に入るとそこからは海が見え、今までには見たことのない神秘的な空間が広
がっていました。

作業が休みの日には船釣りさせてもらいました。南の島特有な赤い魚などを釣ることが
できたので嬉しかったです。釣った魚を刺身にして食べると、獲った分感動しました。



農作業活動 ＆ 農業見学 in 与論島

サトウキビやインゲン豆の収穫に加え、サトイモ収穫と出荷作業の見学を行いました。

インゲン豆は曲がっていたり長さが足りないと規格外になり、販売できないため収穫しないそうです。
そのようなインゲン豆がたくさんあったので、実際に学生たちで収穫し、KURADASHIで売るとしたら

どのように売るか、農家さん方と詳しく話し合いました。
現在島内ではフードシェアリングが進んでいるものの、全国で規格外の作物が販売すれば

さらに農家さんの収益につながるため、今後のKURADASHIとの連携に希望が持てました。



農作業活動 ＆ 農業見学 in 与論島 （サトウキビ・マンゴー農家）

サトウキビは植えた後はさほど管理する手間もなく、収穫期まではほとんど放置できるほど、土壌
環境や多少天候にも強い作物との事で、手のかからないために兼業農家さんが扱いやすいようです。

しかしながら、昨今は東南アジアや中国からの低価格の作物との競争は激化しているようで、サトウ
キビの本来の価格にプラスして補助金が出ているらしく、国産作物の保護が行われているとの事、ま
た異常気象による雨の少なさがダイレクトに収穫量に影響する現状も伺い、手刈りをしながら、近年
よりも大きく育ったサトウキビに思いを馳せておりました。

与論島の1次産業における総出荷量30億円のうち、(20億円は肉用の種牛による畜産) 5億円を占める
サトウキビ収穫は機械化が進んでいて、農家の高齢化や一定以上の出荷量確保に大きな貢献があるそ
うです。それでも与論ではまだ手刈りも他の離島に比べたら多いとのことで、与論の方々のサトウキ
ビと共に育った経験を少しほど疑似体験させて頂きました！
農業は過酷でタフネスではあるものの、自然とのつながりや農家さん同士の強い結びつきによって成
り立つその美しさを、汗を流しながら実体験として感じました。
私たちの班は、くたくたになりながらも一日で1.5トンほども収穫を行いました！



農作業以外の活動 IN 与論島 【ビーチクリーン＆海ごみ啓発活動】

私たちは朝の6時半から毎日海岸清掃を行う活動に関わる中で、
綺麗な海を持つ与論島のごみ問題と、観光との関係に興味を持ちました。

その結果たくさんの島の方々にご協力いただき、以前の台風で壊れてしまっていた
「海ごみの拾い箱」を発案者の方とともに企画し、修理したのち海岸に設置しました。

制作にあたり、海岸清掃で回収したシーグラスやブイ、車の廃品をアップサイクルし、
観光客の方にもごみを拾った写真を投稿してもらえるよう、参加型にデザインしました。



農作業以外の活動 IN 与論島 地域活性×アップサイクル

『ビーチキャンドルナイト』を地元の方々と行いました。
ライブ配信したところ、７０名以上の方に見ていただきました。
アップサイクルにこだわり自分たちでキャンドルを作りました。

容器の瓶はリサイクルセンターから回収したもの、
中に入っている花は花農家さんから規格外のお花を頂いたもの、
干潮時に誕生する百合が浜の砂を海岸をイメージし入れました。
ろうそくの芯を取り換えれば何度でも使えるのでエコです！



ご協力くださった農家の方々

種子島では安納芋やサトウキビ農家、加えて与論島ではインゲン豆や花農家などの方にご協力頂きました。

今は繁忙期でどの農家さんも忙しい中ご対応頂いて、各農地でのトライアンドエラーを繰り返した

農法のこだわり等、生きた経験を共有していただき、素人の自分でもその奥深さに触れることができました。



南日本新聞社様に掲載されました！（３月25日掲載）



参加者の声 （種子島）

種子島での体験を通じて
新藤成一郎(東京農業大学 1年)

サトウキビの収穫から植え付けまでの行程を体験させていただきました。農家さんや工場の
方や役場の方、松田社長などとお話をして感じたことがあります。

１つは、農業が高齢化していて後継者不足に陥っているということです。このことは前もって
わかっていたことですが、実際に作業をしてみて、同じ作業を高齢者の夫婦２人でやっている
ことをしり、どれほど大変であるかということを改めて実感しました。

他にも、農作業を離れていく人が多くなることや、それにより人手不足に陥ってしまうことや
台風などの自然現象や気候の変化により収穫量が落ち、収入が左右されてしまうことなどを
お話を聞いてかなり深刻であることがわかりました。

安納芋やサトウキビは関東で見ることはないものなので、とても珍しいと感じました。

金賞を取った安納芋の焼き芋アイスがとても美味しく、関東でも学祭で売るなどして広めた
いと思いました。その際、使用する芋を店頭に置いて、生産者の動画を撮るか写真を置いて
種子島の農家を広めたり、生産者の顔が見られるようにして安心して買っていただけるように
したりと、今のもぐもぐプロジェクトでやっているような工夫をしていきたいと思います。

体験しなければわからないこと

嶋 洋平（東京農業大学１年）

種子島のサトウキビ収穫を手伝わせてもらいました。普段何気なく食べている砂糖の原料は
自分の身長を優に超え重量もあるため収穫の大変さを知りました。

しかし、そのサトウキビだけでは農家の方々の生計をたてるのは難しく工夫が必要だと感じま
す。

種子島の方々はよそ者の自分たちを家族のように接してくださり、都会ではあまりない島の良
さを感じました。

金銭的なものではなく、自然のよさ、新鮮なもののよさ、人の心の豊かさを売りにして若者を
増やし移住促進するのはどうだろうかと思いました。



参加者の声 （種子島）

種子島の自然と農業

大貫千尋 （明治大学 2年）
種子島での10日間の農業体験は、とても貴重な体験でした。
晴れの日には、澄んだ空気の中雲ひとつない満点の星空を眺め、
雨の日には海が荒れる様子を見るなど、種子島の自然の様々な顔に出会いました。
また、はじめての農業体験は、大変さもありつつ、とてもやりがいのあるものでした。
感じた課題としては農業を行う事と、続ける事の難しさです。
単価が比較的安い農作物で利益を上げるためには、沢山作らないといけない上、
工場の倉庫や機械の維持費・人件費・ガソリン代などの経費がかかります。
その中で人口減少、高齢化の問題があり、農業を継続して行う事は難しく感じました。
また、温暖化に伴い、暖かい場所で育てられる作物の特別さが減っている事も学びました。
島国は立地の点から特産品が作りやすい・ブランド化しやすいという特徴があります。
そのため種子島で作り、商品化する6次産業に力を入れる事ができたら、その特産品を目当てに観
光客が増えるなど、良い影響が生まれるのではないかと考えます。

資源のありがたみ
高野あすか （東京農業大学 2年）

外に出て少し歩いてみるとさとうきび畑があちこちに広がっており、自然とその土地に暮らす人々
の繋がりを身近に感じられました。種子島で1番機械化が進んでいるさとうきびですが、
まだまだ人力での作業も多く高齢化や人手不足を深刻に感じます。昔は全て人力での作業だったと
思うと、種子島の発展を支えてきた先人達の苦労を考えずにはいられません。
普段当たり前のように口にしている砂糖。
その原料が今まで誰の手でどのように育てられ、作られているのか、考えたこともありませんでした。
今回は短い期間でしたが労働力として生産に攜わらせていただき、資源のありがたみを身をもって
知ることができました。
食品ロスを減らすためにも収穫から加工、口に入れるまでの体験型の観光ツアーのようなものが
必要だと考えます。
約10日間温かく迎えてくださった島の方々、本当にありがとうございました。



参加者の声 （与論島）

地域の課題解決に対し、自分は何ができるのか
荻野 皓海 （都留文科大学４年）

農業知識は0ですが、島の天候や経済、文化が農業にどう影響を及ぼしているのか深く知ることが
でき、大変学びとなりました。

特にインゲン豆農家を初めて３年目になる方の畑で実際に播種、ビニールハウスの骨組みの設
置などを手伝わせてもらいながら、与論島特有の気候に合わせた農法の試行錯誤を伺い、
経営としての農業のタフさ、そして面白さを学びました。

印象的だったのは、島では販売チャネルが限られ、販売する手段が農協のみのため、農協と密
接な関係を築くことで成り立っているというものです。農協では集荷した農作物を統一規格として各
等級に合わせて選別するため農家さんの顔が見えません。すると消費者との直接のフィードバック
を得られず、農法に活かす機会がなくなってしまいます。

これは問題なのではと農家さんに伺ったところ、特に駆け出し農家さんにとっては、農協を通すこ
とで、品質の担保や出荷の責任、販売量に対する収入が安定して見込めるため、自分の安定した
経営ができるまでの準備として非常に助かっているというものでした。

実際に昨年度の決算書等を見せてもらい、農具や肥料、作物を育てるにあたってかかる諸々の
費用や、見込み収穫量に対する投資としての新たな農法にかかる費用、補助金、自分の給料設定
における税金処理を細かく知りました。
そこから、作物の品種の組み合わせによるリスク分散、何をリスクと見て経営判断を下すのか等、
詳しく説明していただきました。

これは、本土の地方農家さんが道の駅や直売サービスを活用するなどの選択肢がある考え方と
は大きく異なるもので、非常に興味深い学びでした。

一口に地方の課題解決といっても、各地には土着の文化や価値観、経済圏や問題とされるものが
異なり、寄り添った施策が必要であって、それは外からの視点では根底にある課題や心に刺さる解
決策は見出し難いものです。

自分は関わっていく市場に対して、「内」「外」の関係ではなく、圧倒的な当事者として並走して課
題の核の部分に寄り添い、そういった立場であるからこそ提言できる立場として貢献していきたい
です。



参加者の声 （与論島）

与論島の文化に根付く食品ロスやアップサイクルの考え方
尾山結花里 （専修大学 3年）

私は11日間の活動を通じて『あるものを捨てずに活かす』という考え方は与論島の文化だと感じた。
例えば、①スーパーで食品ロスコーナーを設置させていたり、
②廃車のドアノブを残し取っ手が必要な際の代用品として使うとことなどが挙げられる。
勿論、①に関しては廃棄コストがかかるから売る方が利益になる。
②に関しては、新品のモノを買うと輸送コストがかかる可能性があるからという理由で、
捨てないだけだという指摘もあると思う。
しかし、私はこれが単なるコスト削減や節約でに留まらないと感じた。
そのような視点で見てみると、制服のリサイクルや使用済み天ぷら油の回収場所があったりと
他にもあるものは捨てずに活かしていることを知った。
アップサイクルや食品ロス、リサイクルは
今や都会で1つの新しいムーブメントとなっているように感じる。
しかし、与論島の方々にとってこれは当たり前のように昔からやっている『あるモノを活かす』
という行為文化の1つに過ぎないのだと感じた。

農業を通じて感じた与論島ならではの工夫と経営努力
岸本華果（東京大学４年）

与論島で過ごした10日間で何度も意識させられたのは、栽培するものや方法は、気候や土壌、
消費地との距離など様々な条件を考えて選択された結果なのだということです。

例えば、インゲンは与論島の主要作物の一つですが、その背景には収穫時期と台風を直撃
する時期が被らず栽培しやすかったことがあるそうです。

島には山がなく風が強いため、ハウス栽培が好まれ、露地の場合はトンネルをして、さらに農
地をソルガムやネットで囲むことで風の影響を少しでも小さくしていました。また、同じく主要作
物のサトウキビは、pHが高く、保水性のないサンゴ由来の石灰土壌でも栽培しやすいそうです。

土地面積が小さめなので他の島に比べて手刈りの割合が高く、私たちも手刈りの作業を体験
させていただきました。そこそこなんでも育つ環境ではなく、厳しい環境だからこそ、工夫して経
営を成り立たせているということを感じました。



• 未収穫品から新たな収益を生みだし、経済面で
地方・農家を支えるだけでなく、学生の派遣により町に活気をもたらし
さらなる発展のパワーにつなげます。

地方・農業の良さに気づき、その日の農作業を頑張るだけでなく、
その後のキャリア選択や就職活動でも地方にプラスの影響を与えます。

株式会社クラダシは、種子島や与論島以外の自治体でも

地方創生基金を用いた支援を引き続き行ってまいります。

ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

KURADASHI Challenge 総括

KURADASHI 地方創生基金は、地域経済の活性化と社会発展に寄与するために
建てられました。

KURADASHI Challengeは、学生を地方自治体に派遣し、
学生と地方農家をつなぐエコシステムを実現することで
地域経済の活性化を図ってまいります。

• また学生に対しても、自治体や農家の方１人１人の温かみに触れることで
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