
社会貢献型インターンシップ

第14回「クラダシチャレンジ」in 北海道仁木町

クラチャレ感が伝わる写真

収穫物&参加者の写真など

第21回社会貢献型インターンシップ 「クラダシチャレンジ」
in 小豆島
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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、人手不足に悩む地域・農家を訪れ、作業支援や交流を

通して、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、学生が現地を訪
れることで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
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クラダシ基金の概要
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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、ソーシャルグッドマーケット
「Kuradashi」上における寄付先の1つです。

地域創生事業やフードバンク支援事業、教
育事業、食のサステナビリティ研究会の社
会貢献活動に活用しています。

▼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

https://www.kuradashi.jp/fund
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「クラダシチャレンジ」の目的

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。  
小豆島で生産されているオリーブの収穫は、手作業で行われるため、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食品ロスが解決される 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 
小豆島には、オリーブの他にも、
醤油などの特産品に加え、美しい自然など様々な見所があります。
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
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第21回 社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」
in 小豆島

■活動内容：①オリーブの収穫・選果・梱包

　　　　　　②小豆島町役場の方との意見交換

　　　　　　④SNS等を利用した地方の魅力発信

　　　　　　⑤ソーシャルグットマーケット「 Kuradashi」でのオリーブオイルの販売

■開催期間：2022年10月23日〜10月29日

■参加人数：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.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは  

＃クラダシチャレンジ in 小豆島

香川県スマート・フードライフ推進キャラクター
「たるる」
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香川県小豆島クラダシチャレンジの概要
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小豆島町は、瀬戸内海国立公園に浮かぶ小豆島の中央から東に
位置する、海と山の美しい自然に恵まれた町です。
小豆島町は日本のオリーブ発祥の地として、また、壷井栄の小説
を基にした映画「二十四の瞳」の舞台として、全国的に知られてい
ます。

小豆島町の産業は、醤油、佃煮、素麺などの食品産業が中心です
が、電照菊などの農業、大阪城築城からの歴史を有する石材業、
豊かな観光資源を活かした観光産業なども盛んです。

（小豆島HPより）

2021年10月小豆島町と株式会社クラダシは、包括連携協定を
締結いたしました。

2019年からオリーブの収穫を行うクラダシチャレンジを行ってお
り、小豆島でのクラチャレの実施は 4度目となります。

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

【小豆島　   とは】

＃クラダシチャレンジ in 小豆島

https://corp.kuradashi.jp/news/21-10-22-2/
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2日目のフェリーから見た夕
日は絶景でした！

3日目のオリーブ公園ではオリーブ記念館でオリーブにつ
いて学習しました。

魔法のほうきでみんなでキキになりました！

エンジェルロードで佐倉さんに水溜まりを
使って素敵な写真を撮っていただきまし

た！1番お気に入りの写真です！

5日目にシーカヤックをやらせていただき、
みんなでレースをしました！

6日目の最後の夕食には、血抜きを見せていた
だき木下さんから特大の舟盛りを出して頂きまし

た！すっごく美味しかったです！

小豆島の景色はいつ見ても綺麗で、朝や夕
方、夜に散歩をするのも最高でした！



＃3. 活動報告
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#03.活動報告

オリーブ収穫

～学んだこと～
● オリーブには多くの種類があり、品種により搾油率や用途が異なる。
● 海外のオリーブには病気がないのに対し、日本で栽培されるオリーブには病気があり、

その病気を予防する方法が明確になっていないため、毎年同じ量を収穫することができない。
● オリーブは一種類だけ植えても実がならず、他の種類と植えることで受粉し、実がなる。
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#03.活動報告
・オリーブ搾油見学

①水洗い ②粉砕・撹拌 ③遠心分離機・ろ過

〜学んだこと〜
● 撹拌した搾りかすは捨てずに牛や豚、鳥の餌になる。
● 品種や熟れ具合によって風味や苦味が異なる。理想は品種や熟れ具合を分けて作りたいが、手間を考えるとできない。
● 実からオリーブオイルになるのは、わずか10%ほど。
● 海外とは生産量と品質の差で値段の差が大きくある。（海外の方が安く、日本の方が高い）
● 新漬けは実そのものを売ることができるので、ロスはないが漬物製造業の許可が必要であり、設備も大変なので手間が

多い。

・普段は出来上がった加工品しか
見ていなかったので、食品が作ら
れる過程（手間や苦労）を見ること
によって食品のありがたみを改め
て感じることができました。また、若
い世代が賢い消費者になり、食品
の持続可能性について考えていか
なければならないと思いました。
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#03.活動報告

醤油工場見学

〜学んだこと〜
● 醤油は大きく分けて、「発酵→圧搾→火入れ」の工程を経て作られる。
● 発酵させる樽は100年以上使い続けられており、そこには醤油づくりに欠かせない多くの微生物が住み着いている。
● 樽ごとに住んでいる微生物が違うため、味や風味が微妙に異なる。
● 搾りかすは動物の餌として再利用している。　SDGs
● マルキン醤油では焼却によりエネルギーに変換し、工場で再び使われる（全体の約3割）。

圧搾 搾りかす発酵
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#03.活動報告

意見交換会 皆さん、
真剣な面持ち…！

特に印象に残っているのは、観光客と
事業者だけでなく住民のことも考える
「持続可能な観光地100選」に小豆島
町が2年連続で選ばれたということで
す。役場の方々も私達の意見も求めて
くださり、互いに意見を交換し合う非常
に内容の濃い時間になりました。

小豆島町役場の方々から小豆島の
現状の説明をして頂き、
移住政策など首都圏とは異なる
課題などを知ることができました。



Confidential

17All Rights Reserved,

#03.活動報告

津本式究極の血抜き

～学んだこと～
● 津本式の血抜きを行うことで、一般的な血抜き処理の場合よりも長期の保存が可能になる。
● 長期保存が可能になったことにより、食べ切れず捨てることがなくなる。
● ふるさと村の厨房で出たゴミは養豚所で豚の餌になり、ゴミを削減している。



#4. 参加者の声
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#04.参加者の声①

 島のぬくもりに包まれた7日間

私が参加した第21回目クラダシチャレンジin香川県小豆島で、私は時を忘れるほ
どの充実した7日間に「ぬくもり」を深く感じました。

例えば、快く迎えてくださった島民の皆様。毎日様々な部分でサポートしてもらい、
私たちはとても楽しく感動的な7日間を送ることができました。時にわがままを聞い
てもらい予定を変更してもらうことさえありました。
また、温暖な気候や豊かな自然。天候が優れないこともありましたが、過ごしやす
い気候と美しい自然、毎日晴れ晴れとした思いでした。
そして一緒に参加した学生のみんな。みんなの優しいぬくもりを感じながら手を取
り合い笑顔で生活をすることができて幸せでした。
収穫も、機械的に収穫するのではなく、毎日新鮮な気持ちでオリーブやオリーブの
なる木のぬくもりに触れながら収穫を楽しめました。

充実した7日間、感謝しかありません。小豆島、必ずまた帰ります。

【中央大学4年 上野竜空】

　作業中のピン写真一枚
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#04.参加者の声②

 ありがとう小豆島

私が今回のクラチャレへの参加を決意した理由は、クラダシが行っている、地方創
生、フードロス削減などへの興味もありましたが、小豆島に行ってみたいという気持
ちからです。
小豆島で過ごした7日間では、オリーブの収穫、搾油工場、醤油工場の見学、意見交
換会など、貴重な経験をさせていただきました。そして、たくさんの出会いがありまし
た。クラチャレメンバーだけでなく、佐倉さん、クラダシの社長さん、他の島民の方々、
たくさんの方々との出会いがこの7日間をかけがえのないものにしてくれたと感じてい
ます。

そして、このような出会いができたことも、経験も思い出も全て小豆島を選んだからだ
と感じました。クラチャレに携わってくださった島民の方々やクラダシの方々への感謝
とともに、7日間過ごした小豆島にも感謝しています。
また必ず小豆島に足を運びたいと思います。

【都留文科大学3年 岩瀬尚希】

　作業中のピン写真一枚
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#04.参加者の声③

この体験を多くの人に伝えたい

小豆島でオリーブが採れるということは知ってはいたのですが、一粒ずつ手で収穫
しているということは知りませんでした。日本のオリーブは値段が高いということは
よく言われているのですが、それは小豆島の農家さんが一粒ずつ真心を込めて収
穫しているからであると知ることができました。このような大変さは食べる側にはわ
からない苦労であるため、私たちが発信することで沢山広めることができたらいい
と感じました。

一週間小豆島に滞在したことで自然と触れ合うことや人とのかかわりの大切さを知
ることができました。人が多くなく、セカセカしていない環境であるからこそ、滞在中
に星を見たり、朝日を見るような自然体験ができたのではないかと感じました。

自分が体験した話を多くの人に伝え、同じような体験を沢山の人にしてほしいと感
じました。

【名古屋女子大学3年 木村帆香】
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#04.参加者の声④

 来た人にしか分かる事のできない小豆島の魅力

インターネットで「小豆島」と検索すると沢山の魅力的な観光地や食事などが出てく
ると思います。ですが、私はこの7日間を通して魅力的な観光地や食事をも超える
様々な魅力を感じることが出来ました。

例えば、島の方々の暖かさです。案内していただいた佐倉さんをはじめ、島の方々
は遠くから来た何も知らない私たちに、島の魅力や人生の学びも教えてくださいま
した。関わってくださった全ての方々との出会いが私の人生の宝物になりました。
また、観光地はもちろん素晴らしい景色ばかりだったのですが、私はバスから見る
海や山の景色、散歩をしながら見る朝日や夕日、みんなで寝ながら見るプラネタリ
ウムのような星や流れ星など日常に溢れてる魅力が非常に印象に残っています。

島の方々との出会いや日常に溢れる絶景など、首都圏にはない日常を感じること
ができるのは、来た人にしか分かる事のできない魅力だと感じました。また、行った
人がこのような魅力を伝えていくことも大事だと思いました。

【中央大学3年 鈴木琴南】

　作業中のピン写真一枚
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#04.参加者の声⑤

 私の心のふるさとになった、小豆島

クラダシチャレンジ in 小豆島に携わってくださった皆様、7日間ありがとうございま
した。

私は小豆島について、有名な観光地・オリーブの名産地・素麺の名産地という知
識しかありませんでした。しかしながら実際に小豆島での7日間を通して、エンジェ
ルロードやふるさと村近くの海辺、街中に芸術作品を溶け込んでいる瀬戸内国際
芸術祭などの素晴らしい景観を見たり、新鮮な海の幸のお料理を頂いたり（私は
生魚を食べることが苦手なのですが、小豆島で頂いたお刺身はとてもおいしく、毎
食お刺身を頂けることを楽しみにしていました。）、温かい人々に出会ったりと小豆
島に行かなければ体験する事ができない、知ることができないことをたくさん経験
することができました。小豆島についてより深く知ったことによって、小豆島が心の
ふるさとになり、自分のふるさとのために何かしたいと自分ゴトのように強く思うよう
にもなりました。

また必ず心のふるさとである小豆島に帰って、感動した素晴らしい景色を眺めた
り、毎日私たちの案内をしてくださった佐倉さんをはじめとして、小豆島の人々に近
況報告をしたりしたいです。

【聖心女子大学3年 倉本悠里】
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#04.参加者の声⑥

家族のような存在に

小豆島で過ごした7日間を通して、今私は家族が増えたような気持ちでいます。誰1
人として知っている人がおらず不安だった1日目から、日を追うごとに急激に打ち解
けていく感覚はとても不思議なものでした。

オリーブの収穫では、農場で働くおじさんやおじいさんたちとの他愛もない会話か
ら島に生きる人のぬくもりを感じ、観光や工場見学ではご厚意で沢山の場所に連
れて行ってもらい、動物にエサをあげたり変わった食べ物を食べたりと、小豆島な
らではの経験もたくさんさせてもらいました。またこの7日間の中で、時には夜遅くま
で将来のことやこのクラチャレについて、仲間や島の方、社長さんと会話を弾ませ
ることもあり、表面上だけではない深い関係を築くことができました。

それらを実現させてくれたのは他5人のメンバーはもちろん、宿舎や農園の方々、
佐倉さんや、クラチャレを企画運営してくださっている方など、とても多くの人のおか
げであり、本当に良い経験をさせてもらったことに感謝しています。また必ず小豆
島の「家族」のもとへ戻ります！

【筑波大学 4年 塩川大輔】



#5. 事後報告会
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第21回社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」  in 小豆島
参加者による事後報告会を行いました。

■日時：2022年12月8日 17:00-18:00

■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 小豆島」参加学生
　　　　　小豆島町の方々
　　　　　ふるさと村の方々　
　　　　　クラダシ社員

■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

＃クラダシチャレンジ in 小豆島
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#02

課題とその解決策

#02.a
課題と今回の方向性

#02.b
「しごと」の観点から

#02.c
「ひと」の観点から

#02.d
「まち」の観点から
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#02.a
課題と今回の方向性
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Confidential

S 強み

O 機会

W 弱み

・青々とした山や海
・比較的温暖な気候
・豊富な一次産品
・国際的に認められた観光地
・聖地巡礼地
（・人が良い！）

・少子高齢化
・人口減少による担い手の不足
・ゴミの分別や排出量
　ー住民意識

・島へのアクセス
・一部的な食品ロス
・オリーブを使った商品の価格設定

・国内人口減少による労働力不足
・原材料費および輸送費高騰
・近隣他島の観光地の人気拡大

・社会貢献活動の機運の高まり
　ーSDGs
・アフターコロナ
　ー国内旅行/インバウンド需要

島内の課題について。 #02.a 課題と今回の方向性

T 脅威

・豊かな自然と豊富な資源で、国内外からも注目をあつめる島（町）。
・一方で、少子高齢化や小豆島町特有の課題も。
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Confidential

各重要課題を3カテゴリーから個別にアプローチ。 #02.a 課題と今回の方向性

しごと ①施策

ビジョン達成へ

ひと ②施策 まち ③施策　

人が集い、元気なまちを目指して

出典：小豆島町 .『第２期小豆島町の総合戦略』 .令和2年版,2020,https://www.town.shodoshima.lg.jp/material/files/group/6/dai2ki_sogosenryaku.pdf（閲覧日22年10月31日）

小豆島町の達成状態

~「しごと」を通じてひとを豊かにし、「ひと」を通してまちを創り、理想の状態へ。 ~

● 小豆島および小豆島町が取り組むべき課題を「しごと」「ひと」「まち」の観点に分けた。
● それぞれの観点から、解決策一例の提案に取り組む。

https://www.town.shodoshima.lg.jp/material/files/group/6/dai2ki_sogosenryaku.pdf
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#02.b
「しごと」の観点から
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● 生産者インタビュー
● 当該商品の作り方（収穫からお客様に届くまで）
● 小豆島の景観
● 島民の方々の様子

・国産より質が劣る廉価外国産品の流入
・生産者工数と消費者認識のズレ

非適正
価格

低い
売上
利益

担い手
不在

課題

・外国製との違いや工程が見えれば「価格」に納得できるのでは。

仮説

解決策

１．店頭販売において味比べの機会を提供
　ー国産と海外産を見た目や味を比較

２．説明資料や動画を作って、消費者に見てもらう &SNS投稿

国
産

外
国

✓ 味（生）
✓ 匂い
✓ 大きさ　…

①オリーブ系商品の価格設定が適切であることを伝える。#02.b 「しごと」の観点から
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「プレミアム」
「スタンダード」を峻別

出典1.:株式会社やまひさ .「2021年度産(2022年出荷分）　自社農園栽培オリーブ油　 180g　×1本」,https://yama-hisa.jp/SHOP/8-1-1-2.html （閲覧日22年11月13日）

　　　　　　　　　　 2.香川県 .「香川県における官能評価」 .2019年4月26日,https://www.pref.kagawa.lg.jp/noshishozu/noshi_olive/oshirase/kannohyoka.html （同上）

　　　　　　　　　　 3.香川県 .「かがわオリーブオイル品質評価・適合表示制度」 .2021年1月29日,https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/olive/kfvn.html （同上）

　　　　　　　　　　 4.同上.『かがわオリーブオイル品質評価・適合表示制度実施要綱（ PDF：487KB）』.2021年1月29日https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12590/youkou.pdf （同上）

※①県産オリーブオイルに対する消費者の信頼を高める趣旨　②IOC(International Olive Council)規定

● 香川県が定める品質評価基準  に適合するには、国内規定のみならず国際規定  を一部満たす必要がある。

①参考：オリーブオイル製造の複雑なプロセスについて。#02.b 「しごと」の観点から

化学検査
挿し木

剪定

手で

収穫

病気チェッ
ク

病気チェッ
ク

搾油

官能評価 人の5感で判断

化学検査で判定できない部分

品質適合表示ロゴマーク
香川県  より

病気チェッ
ク

※①

所定の検査機関

紫外線吸光度（ΔK）

過酸化物価

紫外線吸光度（K270）

紫外線吸光度（K232）

酸度（酸価）

認定2021年度産(2022年出荷分）　
自社農園栽培オリーブ油 180g

株式会社やまひさ  より

※②

評
価
項
目

SAMPLE SAMPLE

選抜されたテイスターで構成されるパネル

評
価
項
目

ネガティブな属性（ex.カビ臭,ワイン臭）

ポジティブな属性（ex.フルーティ,苦味）

消費者

https://yama-hisa.jp/SHOP/8-1-1-2.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/noshishozu/noshi_olive/oshirase/kannohyoka.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/olive/kfvn.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12590/youkou.pdf
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#02.c
「ひと」の観点から
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関係人口
創出

お返しを
もらう

ウェイティング
リスト

課題

島内人口減少

国内人口減少

町内人口減少

繁忙期に
人財が足りない

オリーブ農家さん

解決策（具体案）

１．小豆島 若手版「シルバー人財センター」立ち上げ

２．全国の学生団体や大学と連携、
　　　　　　　町主催のワーキングホリデーに招待。

人財として
登録

学生団体（ボランティア系）

大学およびゼミ

連
携

・行政からみる島の課題発見 PJ
・SNSを通して街を発信しようPJ
・収穫体験してみようPJ

ワーホリ一例

②「島」を意識する人たち、「関係人口」を増やす。 #02.c 「ひと」の観点から

繁忙期（10月頭-12月頭）
のみ収穫のお手伝い
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クラダシのネットワーク
✓クラチャレ参加者など情報感度高い若手
✓顧客層の30-40代の方々

￥

～STUDIO～
Room2

マーケ
地域の魅力をど

う伝えるか

②参考：解決策を発展させた場合。 #02.c 「ひと」の観点から

ソーシャルファイナンス
-寄付/ベンチャーフィランソロピー/インパクト投資-

共同運営
JV

農家さん
お手伝い
駆け付け隊

● 「島民」と「得意・熱意を持つ人」が集まるハブを JV形式で設立、「関係人口」を創出へ。
● 「STUDIO」起点に多様なステークホルダーを巻き込みながら、小豆島に次のエコシステムを生み出す。

Room1
商品開発
オリーブや

醤油を使った新
商品提案

Room3 Room4

革新的な
アイデアで
未来を創る

イノベーション

#地域起業
#NFT

#体験旅行 #動画制作
#ライブ配信

#トレンド

・・

売上
鈍化繁忙期

人材不足

SNS活用
難

行政（町）が企業・地域の課題を集約

都市部
#学生#移住希望

#社会貢献
#得意領域

教育機関
文 文

島民
#学生#移住者

#活気#課題意識
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#02.d
「まち」の観点から
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③現状を認識してもらい、意識変容から。 #02.d 「まち」の観点から

課題

香川県内 市町別リサイクル率
ランキング（20年度）

土庄町　ワースト1位

小豆島町　ワースト2位

香川県内 市町別1人1日当たりの
ごみ排出量　ランキング （20年度）

土庄町　ワースト1位

小豆島町　ワースト3位

これは知らなかった。ショック。
島民の人も知らない人が多いはず

オリーブ農家さん

解決策（具体案）

１．小学校に「ゴミステーション」を設置。

出典:※1.香川県 .「市町別リサイクル率」 .2022年4月27日,https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/gomi/3r/recycle.html（閲覧日22年10月31日）
　　　　　　　　　　　※ 2.香川県 .「1人1日当たりのごみ排出量」 .2022年5月17日,https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/gomi/3r/weight.html（同上）

※1

※2

小学生が父母に
「分別の大切さ」を伝える。

2．島内小学生を対象に
「小豆島×ごみ削減」に関するポスターを作
成してもらう。

3.優秀作品を町広報誌に掲載。
幅広い層に

現状を認知させる。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/gomi/3r/recycle.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/gomi/3r/weight.html


Confidential

39All Rights Reserved,

● 学生世代・親世代・祖父母世代が「島のゴミに関する現状」を認知する。
● 見たり（広報誌）、聞いたり（自分の子供から）することで

「ゴミ処理」に意識が向く。

③参考 #02.d 「まち」の観点から

行動認知 興味 欲求 記憶

仮説

住民の意識変容

持
続
可
能
な
観
光
地
化

島
民
も
巻
き
込
ん
だ
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#03

期待される効果
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島内重要事項

しごと ①施策

少子高齢化

第一・二次
産業

観光業

・人材不足への対処
・体験→移住の可能性
・良い人流が生まれる。

・美しい景観を維持
・旅行者にとって好印象
→国際的な評価が維持、発展

ビジョン達成へ

ひと ②施策 まち ③施策　×

人が集い、元気なまちを目指して

出典：小豆島町 .「第２期小豆島町の総合戦略」 .令和2年版,2020,https://www.town.shodoshima.lg.jp/material/files/group/6/dai2ki_sogosenryaku.pdf（閲覧日22年10月31日）

×

※

「しごと」「ひと」「まち」の観点から小豆島をより魅力的に。#03.期待される効果

・「稼げない」を解消
・動画などを通して小豆島の名
産品を全世界へ発信
→国際的な評価
（ジャパニーズ・ブランド）

・こどもがまち作り関わる
・地域住民 ,移住者が住みやすく
・若年層の意識変容

・農業に接点を持つ若者が増え
る。
・イノベーションの可能性
→XR（アグリテックなど）

・観光客として来島
・新規開業（起業）

・観光客誘致による商品購入数
増加

・商品を通じて「小豆島」に関心
を寄せる。

・関心を持った人たちが移住
・収入が安定し、子供養育費の
懸念減少

https://www.town.shodoshima.lg.jp/material/files/group/6/dai2ki_sogosenryaku.pdf
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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　関藤 竜也

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」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

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。

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

