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社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは

地方創生やフードロス問題に興味がある学生が、人手不足に悩む地方農家での農業支援を通し、
地域課題やフードロスなどの社会課題について考える、社会貢献型インターンシップです。
参加学生の旅費・交通費や現地での滞在費、食費等は、地域経済の活性化と社会発展に寄与するため
に設立した「クラダシ基金」から支援しています。

クラダシチャレンジ実施の目的

活動中：未収穫品から新たな収益を生み出し、経済面で地方・農家を支えます。さらに、学生の派遣によ
り町に活気をもたらし、地域の魅力をSNS等で発信することでさらなる発展のパワーに繋げます。

活動後：学生が自治体や農家の方1人1人の温かみに触れ、地方・農業の魅力を体感することで、将来
のキャリア選択を通して地域に貢献しようという意識が芽生えます。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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クラダシ基金の概要

4

クラダシ基金とは

クラダシ自らが社会貢献活動を行うために
創設した基金です。

社会貢献型ショッピングサイト
「KURADASHI」上における一般消費者から
の寄付先の1つです。

地域経済の活性化と社会発展に寄与する
ための社会貢献型インターンシップ「クラダ
シチャレンジ」に掛かる、旅費、滞在費、食
費等は全てクラダシ基金より拠出していま
す。

▼参考URL
　クラダシ基金について

：https://www.kuradashi.jp/fund＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

https://www.kuradashi.jp/fund
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「クラダシチャレンジ」による農家・自治体への効果
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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・労働者人口の不足によって、未収穫作物の発生が増加しています。 
　香川県小豆島町で生産されているオリーブの収穫や選果には時間と人手が必要です。
　収穫作業の必要な時期に学生を派遣することで、未収穫による一次産品のフードロスが解決されると同時に、
　農家さんの新たな収益を獲得することができます。

②地方の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。
　そして、SNS等を利用して地方の魅力を発信することで、
　地方の関係人口の増加を図ることができます。

③地元の特産品の購買促進に

　小豆島町には、オリーブの他にも、潮の満ち引きによって現れる砂の道”エンジェルロード”
　や日本三大渓谷美と称される寒霞渓など様々な観光名所があります。
　そのような素晴らしい魅力を、活動を通してPRすることで、
　購買促進・観光客の増加を図ることができます。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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第11回社会貢献型インターンシップ
「クラダシチャレンジ」in 香川県小豆島町

■活動内容：① 香川県小豆島町（株式会社ヤマヒサ・ふるさと村）にてオリーブを収穫　　　　  　　　　　  ② 

山久醤油にてオリーブオイル搾油・醤油製造見学

                    ③ 小豆島町役場の職員の方と意見交換　　　　  

■開催期間：2021年10月25日〜10月31日

■参加人数：大学生6人

■実施企業：株式会社クラダシ （クラダシ基金にて運営）

#1. クラダシチャレンジとは

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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「クラダシチャレンジ」in 香川県小豆島町の概要

7＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

　瀬戸内海に浮かぶ香川県の離島、小豆島の南東部に位置す
る町で、人口は13,636人（2021年調べ）です。
　
　2021年版の「世界の持続可能な観光地 TOP100選」に選ば
れた地域でもあります。

　オリーブや醤油、そうめんや佃煮などが特産品として知られ
ています。

【小豆島町　　とは】

クラダシと小豆島町は 2021年10月22日に包括連携協定
を締結いたしました。

この度、包括連携協定を締結することにより、双方の資源
を有効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層
の活性化及び町民サービスのさらなる向上を図ります。

▼連携協定について詳しくはこちら
https://corp.kuradashi.jp/news/21-10-22-2/

https://corp.kuradashi.jp/news/21-10-22-2/
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#2.毎日の記録

7日間のスケジュール①（Day1-2）
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<Day1>

   7:00～11:40　  移動（東京→小豆島）

  12:00～13:00　昼食

  13:00～15:00　小豆島ふるさと村の方々と対談

　　　　　　　  小豆島の歴史学習
   

  15:00～15:30　チェックインなど

  15:30～17:30　自由時間

  18:30～　         夕食

  20:00～　         活動振り返り

（雨だったため午後からのオリーブ収穫は中止。）

                          　<Day2>

7:30～8:30         朝ごはん＆準備

8:30～9:30         オリーブ収穫

9:30～10:00       香川新聞取材

10:00～12:00     オリーブ収穫

12:00～13:00     昼食＆Seaカヤック体験

13:30～16:00    オリーブ収穫

16:00～17:30    オリーブ公園散策＆夕日を眺める

18:30～　          夕食

20:30～　          活動振り返り

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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7日間のスケジュール①（Day3-4）
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<Day4>

7:30～8:30 　　朝食＆準備

8:30～10:00　   醤トマト・醤菜栽培の見学

10:00～11:20 　山久醤油でオリーブ搾油
                          醤油作り見学

11:20～12:00 　山六醤油見学

12:00～13:00 　昼食

13:00～15:00 　町役場職員との意見交換会

16:00～17:30 　船ですなめり探し
           　　　    夕日を眺める

18:30～　　　   夕食

19:40～　　　  活動振り返り
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

<Day3>

7:30～8:30        朝食＆準備

8:30～12:00      オリーブ収穫

12:00～13:00     昼食

13:00～14:00     血抜き見学
                          現地の方との交流

14:00～17:00　 オリーブ収穫

18:30～　          夕食

20:00～　　　   活動振り返り

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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7日間のスケジュール①（Day5-7）

12

<Day6>

7:30～8:30 　　朝食＆準備

8:30～12:00 　 オリーブ収穫

12:00～13:00    昼食

13:00～17:00　観光
　　　（寒霞渓、銚子渓、オリーブ公園）

18:30～　　　  夕食

20:00～　　　  活動振り返り

<Day5>

7:30～8:30 　　朝食＆準備

8:30～12:00 　 オリーブ収穫

12:00～13:00    昼食

13:00～16:00　オリーブ収穫

16:30～17:00　オリーブ収穫

18:30～　　　  夕食

20:30～　　　  活動振り返り

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

<Day7>

5:50〜　　　小豆島出発
　　　　　　
　　　　　　移動
　　　　　　
　　　　　　解散
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 ▶ オリーブの収穫

初めてのオリーブ収穫体験、最初は戸惑うことが
多かったのですが、農家の方々からのオリーブの
話が面白く、今まで見ていたものとは違った視点
でオリーブを見られるようになりました。

オリーブは世界に300種あり、その内4種が小豆島
で栽培されていることを知りました。手摘みで収穫
しているのは、オリーブを傷つけないようにするた
めだと知りました。また、ひとつひとつ手でちぎって
選別する作業に膨大な時間がかかることを収穫作
業を通じて痛感しました。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

オリーブ農家さんたちの現状を知りました。若
手はおらず、シルバー世代に収穫を手伝って
もらっていて、作業が早い人を欲しがってい
らっしゃいました。
また、オリーブは今、小豆島以外でも生産でき
るようになっていて競争率があがっていること
も知りました。



#3. 記録 
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▶ オリーブの収穫

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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 ▶オリーブ搾油見学

フードロスを家畜の餌や作物の肥料にするなどして、小
豆島では資源の循環が当たり前のように行われている
ことを感じました。
この小豆島の取り組みから、オリーブの搾りカスを餌に
した魚や作物、あるいは残りカス自体が何かしらの形で
商品化される未来も遠くないのではないかと思いまし
た。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

オリーブオイル搾油の方法を初めて知りました。
オリーブの搾油作業は、機械で①洗う、②クラッシュす
る、③遠心分離・ろ過するという３段階にわけることがで
きると学びました。
また、搾油後のかすは豚のエサになることを教えていた
だきました。



#3. 記録 
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 ▶醤トマト＆醤油蔵＆醤油作り見学

■ 醤油蔵＆醤油作り
見学させていただいた山久（株式会社ヤマヒサ）では「木樽」仕込
みが行われていて、これは昔のやり方で、この仕込み方法を行っ
ているのは日本で1％以下だと学びました。搾りかすは牛のエサ
にすることも、伺いました。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

■ 醤トマト
醤トマトという、醤油の搾りかすを肥料にしたトマト栽培について学びま
した。
搾りかすは窒素とうまみ成分が豊富なため、うま味がアップすることや、
トマトは塩害に強いため、それを活かして栽培していることを知りまし
た。
地元運送業者が地域活性化のために開始したと知り、運送業者の社長
であるにも関わらず、一次産業のことや小豆島のことを深く理解し、未来
へつないでいく姿勢に感動しました。
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 ▶醤油蔵＆醤油作り見学

■ 醤油蔵＆醤油作り
ヤマヒサとヤマロク醤油では、古くからの「木桶」仕込みをを用いて
おり、大変だけれども丁寧に作り上げる姿勢が、オリーブの手摘
みと共通する部分だと感じました。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

■ 醤油蔵＆醤油作り
ヤマヒサの社長さんと長い時間お話をする機会をいただき、
様々なことをお聞きしました。
現場の人ではありつつも事業主の視点から小豆島の人口減
少を始めとする課題に取り組んでいらっしゃる社長のお話はと
ても印象的でした。
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▶小豆島町役場での意見交流会

行政の方々が民間とも連携しながら移住や観光の
促進をしていることが分かりました。移住を考えて
いる人に向けたパンフレットがとても素敵だったた
め、これを認知させていくことが必要だと感じまし
た。

島の高齢化が顕著だと痛感しました。移住や観光に力
を入れている小豆島の取り組みを知ることができまし
た。島特有のコミュニティによって、移住者の中には、
合わずに出て行ってしまう人がいるという現状も知りま
した。

自分が想像していたよりも役場の企画部の方々はポジ
ティブに課題に対して取り組んでいることに驚きまし
た。
学生たちに意見を求めてくる場面はすごく切実になん
とかしてほしいという思いが伝わってきて、今の自治体
は厳しい立場に置かれているところが多いんだと改め
て気づけました。

役場の方々が沢山の資料を準備してくださったの
で、小豆島町の現状と未来予想がよくわかりまし
た。役場の方々は、人口減少を止めることよりも、
その減少度合いを小さくすることに焦点を置いてい
るのだと感じました。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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▶血抜き見学
津本式を体現した宿舎の副料理長の方にお話を伺うことができました。自分にできる
SDGsへの関わり方を考え極めることでここまで素晴らしいことができるのかと感動し
ました。
木下さんの話を聞いてから、ご飯がさらに美味しく感じるようになりました。国民宿舎
に限らず、料理人と食べる人との距離が近くなればいいのになと感じました。

宿舎の副料理長の方からお話を伺い、持続可能なまちづくり100選に選ばれている小
豆島のことを考え、彼なりのSDGsや料理に対する愛情がとてもよく伝わりました。自
分の信念を持ちながらも、地球にやさしい行動をすることは私たちが見習うべき姿勢
だと感じました。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

津本式魚のさばき方について初めて知りました。魚の血をうまく抜くことで、魚が腐ら
ず1か月以上食べることができることを学び、捨てずに長持ちさせて食べることが
SDGsに繋がるのだと感じました。「これが僕ができるSDGs。
やり続けることが大事」という副料理長の言葉が印象的でした。
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▶小豆島で働く方々との交流

宿泊先であったふるさと村の方と話して、島の人の価値観を垣間見ること
ができました。島に住んでいると、道も誰かが切り倒さなければ、消えてい
ることが当たり前。都会と真逆とおっしゃっていたことが印象的でした。一部
リモートワークに移行しつつある世の中とは全く無縁のこの島では、”働くこ
と”や仕事に関してもだいぶ価値観が違うんだろうなあと思いました。

#3. 記録 

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

車の送迎から島の面白い方の紹介、観光地の案内、さらには船に乗
せてくれて島や海の雑学を教えてくださる等、小豆島ふるさと村の佐
倉さんには本当にお世話になりました。このように、外から来た人を受け
入れてこんなにもサービス精神一杯で私たちを喜ばせてくれる人と初めて
出会いました。本当に感謝していると同時に、佐倉さんのその姿勢を尊敬
します。



※参加者のクラチャレに関する SNS投稿の一例

SNS発信について

Instagram

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町



※参加者のクラチャレに関する SNS投稿の一例

SNS発信について

FacebookTwitter

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町



#4. 参加者の声



#　想像以上の大きな収穫を得た経験

総括して、小豆島の価値観を体感することができた経験でした。都会
の喧騒から離れた小豆島では、生き方や働くことに関する考え方も
違い、スローペースな感じがしました。自然も近い。ひと昔前の日
本ってこんな感じなのかもしれないです。自分の住んでいるところと
も、スウェーデンとも違う生き方を垣間見れたこと、帰ることができる
故郷ができたことは社会人が目前の自分にとって、意味のある収穫
が得らたと思います。
　他にも、島の生存をかけた戦略をかけて自治体が努力していること

を学べたのが良かったです。役場職員の方々との交流会を通じて行

政が考えている戦略が明確に見えて理解できたのも、小豆島のちょ

うどいい規模感があったからだと思います。

　小豆島の人は本当に優しかったです。満足いく収穫が得られたの

も、小豆島の人の優しさに支えられたからこそ。小豆島、また行きた

いなと思います。

【名古屋大学4年  成田龍斗】



# 持続可能な島

小豆島は、持続可能性を秘めていました。オリーブ収穫や搾油工場の見
学を始め、醤油工場、トマト栽培、旅館の厨房なども見学した 1週間。そこ
で感じたのが、「循環している」、「無駄が無い」ということです。
　例えば、オリーブの実や醤油の搾りかすは、家畜や魚のエサになりま
す。また、醤油かすは植物に必要な窒素分が多く含まれており、これを肥
料として利用する農業者さんもいました。
　宿泊していた宿の副料理長は、「津本式」という魚の血抜きの技術を
使って、魚を1か月保存できるようにしていました。この方法で、使いたい
時に使いたいだけ魚をおろすことができるので、食品ロスが出ることはあ
りません。「台風が来たりしても怖くない。これが僕ができる SDGsです」と
言う副料理長の姿がかっこ良かったです。
　私達が滞在する2週間程前に、小豆島町は、 2021年版「世界の持続可
能な観光地TOP100選」に選出されたそうです。小豆島には、私達が
SDGsを実現するためのヒントがありました。

【千葉大学3年　徳田祐子】



# 小豆島の特産品づくりとブランド

小豆島は小さな島ですが、様々な特産品が存在しています。クラダシ

チャレンジ期間中には特産品であるオリーブの収穫作業のほかに、

醬油工場の見学もさせていただきました。

小豆島の醬油は伝統的な方法で製造されており、大手メーカーと比

べても多くの時間と手間ひまをかけてつくられています。この大きな樽

の中でじっくりと時間をかけて造られた醬油は、希少価値が高いこと

や製造方法にこだわっていることでのメーカーとの区別化を図ってい

ます。このように質を重視した国内ブランディングが小豆島の特産品

の特徴だと感じました。

【上智大学2年　伊澤梨花  】



# 小豆島を「好き」になるということ

この一週間、小豆島に滞在して「好き」になることの難しさを実感しました。
私はこのクラチャレを通して小豆島の人達と交流し、観光だけにとどまらない小豆
島の魅力を知ることが出来たため、小豆島を好きになることが出来ました。しかし、
普通に観光だけで小豆島に来ていたら、と考えたとき、自分は小豆島を好きと明言
できるまでには至らなかっただろうと感じます。どんなサービスや場所においても
個々の「好き」の感情は大切で、その感情が無ければ継続してサービスを利用した
り、場所に訪れたりすることはあまり無いのではないかと考えます。そう考えると、ク
ラチャレには地域との交流などを含め、小豆島を「好き」になれる機会が沢山詰まっ
ていて、地域と人のつながりを作る上でとても良いプログラムだと改めて実感し、ま
たこのクラチャレに関わっている方々に感謝もしました。
事後課題では、私達のグループは小豆島の若者の関係人口を増やすことを課題に
立て、小豆島の深い魅力を知ってもらい、好きになってもらうためにはどうすればい
いかを考えました。思うように身動きが取れない時期ではありますが、実際に現地
に赴き、現地の人との対話や実際の経験・感じたことをもとに解決策を練ることが出
来たのはとても有意義であったと思います。

【国際教養大学4年　塩津新雪】



#  素敵な出会いが沢山ありました。

小豆島でのクラダシチャレンジは ”人との出会い ”が沢山あった一週間で
した。まず、現地で私たちの担当をしてくださった佐倉さん。オリーブ収
穫以外の時間で色々な所に連れて行っていただきました。船を出してス
ナメリ（小さいイルカ）を探しに行ったり、醤トマト農家やヤマヒサの醬油
倉庫を見学したり、宿舎の厨房、そして小豆島観光など毎日想像を超え
た”出会い”がありました。
多くの人との出会いを通して感じたことは、 ”島民性”です。小豆島の
人々はのんびりしていて、時間に余裕のあるひとが多いという印象を受
けました。そんな皆さんと親しみを持って接することができ、自分の仕事
のことや考え方、小豆島について沢山お話を伺うことができました。まさ
に、「生の声」を聞くことができたと思います。
そして何よりも1週間ともに過ごしたメンバーとの出会いが私にとって大
切な糧となりました。4年生をはじめとし、留学経験のある人や就活中の
先輩など、向上心が高く、知識と教養のある人が集まり、とても刺激的
な時間になりました。

【上智大学1年　北条あおい】



# 行く場所ではなく帰る場所に。 

本活動で得た最も大きな学びは、『様々な生き方を許容してくれる場所
は、自分が思っているよりも多く存在する』ことです。
4月から社会人になる自分にとって、大きな取り返しのつかない失敗を
してもここなら受け入れてくれるという場所を知れたのは大きかったで
す。

人を能力や肩書きではなく、存在するだけで感謝しながら接してくれる
人がたくさんいる小豆島は過ごしていてとても気持ちがよかったです。
自分も人との接し方の部分でこの島の人たちから学ぶことは多くある
と思いました。

いつかのタイミングでまた小豆島に帰ろうと思います。

【名古屋大学4年　片野 湧稀】
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第9回社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」  in 京都府京丹波町と合同で、
参加者による事後報告会を行いました。

■日時：2021年11月19日 15:00-17:00

■場所：クラダシオフィス・オンライン配信

■参加者：「クラダシチャレンジ  in 京都府京丹波町」参加学生
　　　　  「クラダシチャレンジ  in 香川県小豆島町」参加学生
　　　　　京丹波町役場職員の方々
　　　　　小豆島役場職員の方々
　　　　　積水ハウス　岡本さん
　　　　　小豆島ふるさと村　佐倉さん
　　　　　クラダシ社員

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町
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事後報告会の開催目的：参加した学生が、現地の方との交流・収穫支援の活動を通して見出した　課題
への解決策を提案する

学生が見出した課題：定期的に小豆島を訪れる関係人口をさらに増やす必要性がある

関係人口を増やしたいが、現状は …
①小豆島について伝える情報が分散している

②小豆島にしかない魅力やコンテンツを発掘・

　発信できていない

③小豆島にまた行きたいと思わせる事が必要
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小豆島の関係人口増加のために学生が提案した解決策：

①小豆島について伝える情報が分散している

→ターゲットを大学生に限定

　インターネット上での発信を中心にツールを絞る（観光サイトや Facebook）

　コンテンツをマーケティング＝小豆島にしかない魅力を発信

②小豆島にしかない魅力やコンテンツを発掘・発信できていない

→小豆島にしかない魅力＝小豆島の人々

→人の魅力を押し出した民泊の推進と発信

③小豆島にまた行きたいと思わせる事が必要＝人・体験の魅力を伝える必要

→気軽に立ち寄れる場所・現地になじめる仕組みを提供：既存の民泊サービスなどを活用

　Facebook上でコンテストを開催：小豆島の人との交流体験を共有し、優勝者に小豆島旅を提供
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株式会社クラダシ

2014年7月

東京都品川区上大崎３丁目２−１ 目黒センタービル 5F

代表取締役社長CEO　関藤 竜也

社会貢献型ショッピングサイト「KURADHASHI」の運営

https://www.kuradashi.jp/　(ショッピングサイト)

https://corp.kuradashi.jp/（会社HP）

事業内容

社名

設立

所在地

代表者

URL

＃クラダシチャレンジ in 小豆島町

株式会社クラダシは、小豆島町以外の自治体でも支援を引き続き行なって参ります。

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。

https://www.kuradashi.jp/
https://corp.kuradashi.jp/

