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2020年度の事業内容

1. おみやげプロジェクト

【目的】
温泉地域でありながら、オリジナルのおみやげ商品が少ない塩江。塩江でしか手に入らないオリジナルのおみやげを生み出すプロジェクト。
おみやげ開発は、地域住民参加型のWSを通して制作する。WSを通し、地域住民と塩江の魅力を再発見・再確認を行う。また、内側にいる人
だからこそ作れる、外側から見ただけではわからない、塩江の魅力を伝える広報ツールとしての役割を担うものを生み出すことを目的として
いる。「おみやげ」は物にすることに囚われず、体験などの形に残らないものも含む。

【内容】
塩江小学校６年生　総合授業
地域のことを学び、地域の良さを発信していくことを目的とする小学６年生の授業にボランティア講師として関わり、子どもたちと一緒におみ
やげ作りや地域をピーアールするための活動に取り組む。

2. 地域協働事業

【目的】
これまで地域と協力隊とで継続してきた協働事業を通して関係性を構築する。

【内容】
●蕎麦・炭谷ゴボウの栽培
塩江小学校の総合的な学習の時間で蕎麦「高嶺ルビー」の栽培を行い、収穫後は製粉、そば打ちまでを地域の方と一緒に行う。また、安原地区炭
谷で「炭谷ゴボウ」の栽培を行っている有志の方々と協力し、ゴボウの栽培から販売までを行う。

●竹あかり・竹を使った制作展示等の応援
塩江の竹を用いた創作集団「しっちく」や、小学校の竹あかり作り、町内の竹あかりの展示作業の手伝いを行う。

●上西地区「いざ里山」市民活動支援事業
高松市農林水産課による５年間の補助事業「いざ里山市民活動支援事業」の事務作業、実地作業の双方を、上西地区住民に協力する形で進めて
いく。年１０回の活動を申請しており、月１回の里道整備事業とそれに伴う事務作業の多くを担当する。整備予定地区は旧上西小学校東側、
「桧」と呼ばれる地域の山林と里道である。

●上西地区の担い手の少ないお茶栽培を手伝い、おみやげ開発事業に繋げるための可能性を探る。

●廃校利用
塩江町内に複数ある廃校を地域住民、美術館、興味を持った外部団体やアーティストなどと一緒に今後の活用について検討して行く。

●４大まつりの手伝い業務
４大まつりなどの各種イベントを手伝う。観光協会からの協力要請の中で他業務に影響のでない範囲の運営、設営などを行う。

●デザイン業務
観光協会等からの要請に応じて、他業務に支障がでない範囲でフライヤー等デザイン制作の業務を行う。

●ものづくり・造形WSを通したイベント支援・居場所作り
・イベントでのものづくり講座の開催
・老人会等の居場所作り支援
・こども園等での造形WSの開催
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3. 一般社団法人トピカの事業協力

【目的】
一般社団法人トピカの一部運営、ワークショップの開催、広報、印刷物制作等への協力。

【内容】
一般社団法人トピカの事業を円滑に進め、塩江の活性化を目指す。

4. 情報発信事業

【目的】
協力隊の活動や、外側からは見えにくい、塩江の魅力を実際に住んでいる内側の目線で情報発信する。

【内容】
Facebook、塩江町協力隊パンフレットなどを中心に情報発信する。
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塩江小学校６年生 総合授業「ねむの木学習」

４月～６月：企画

今年の塩江小学校の総合学習「ねむの木学習」は、新型コロナ
ウィルス感染症への警戒が高まる中、スタートしました。
６年生の学習課題は「塩江町の魅力を外へ向けて発信するこ
と」です。
塩江町の四大祭りも中止となる中、人足が町から遠のいてい
く雰囲気を感じとることもありました。
こどもたちは「温泉盛り上げプロジェクト」をたち上げ、人が
たくさん集まらなくても塩江町の魅力を伝える方法がない
か、みんなで考えました。

① 企画を立てる前に、塩江歴史資料館の藤澤保さん
に、塩江温泉の歴史を教えてもらいに行きました。

② 自分たちの興味があること・得意なこと × 温泉パ
ワーを掛け合わせてアイディア出しを行いました。
● パンフレット制作チーム
● 顔はめ看板制作チーム
● PR看板制作チーム
● CM動画制作チーム
の４チームに分かれて制作を行うことが決定。

③ チームごとに企画書を書き、具体的な内容をつめ
て行きました。



パンフレット制作チーム

PR看板制作チーム

顔はめ看板制作チーム

CM動画制作チーム

1. おみやげプロジェクト

-4-

7月～9月：制作

顔はめ看板・パンフレット・呼び込み看板・CM 動画など、
自分たちの出したアイディアを実現するため、各グループ工
夫しながら制作を進めました。
感染症対策のため校外へ取材にいけない時は、電話取材をす
るなどして、町の情報を集めました。

町内のお店に電話取材した
内容や、観光パンフレット
を参考にしながら、塩江町
の案内パンフレットと、釣
り情報のパンフレットを作
成しました。

塩江町のキャラクター、ピ
カちゃんとかばりんを使っ
た、顔はめ看板を作りまし
た。大きな模造紙に絵を描
き、パネルに貼り付けまし
た。

廃材だった古い板にやすりがけ
してきれいにして、ペンキで塩江
のおすすめを描きました。

音楽室で楽器演奏して動画で流す音楽か
ら自分たちで制作しました。
道の駅周辺のお店を紹介するためロケを
行う予定でしたが、コロナの影響で校外
学習ができなかったため、自分たちで人
形やセットを手作りし、ipad で撮影し、
動画を制作しました。
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9月～10月：のれん制作

行基の湯の周辺に飾る、のれん作りを行いました。
塩江をイメージした絵を布に描き、透かしの加工をして染色をしました。ホタル、イノシシ、山や川、花火、雪など、塩江をイ
メージしたカラフルなのれんが完成しました。

① 描く前のエクササイズ
絵を描くのが苦手という人たちが、リ
ラックスして描けるように、上手に描
かなくても良いことを伝え、大きな紙
の上で線や模様を描くワークショップ
をすることからはじめました。

② 布に描く
用意したのれんの布に、特殊なのり
で絵を描きます。のりは布に滲みま
す。紙に描くようにはうまくいきま
せんが、それが予想に反して面白い
表現になっていました。

③ アイロンで焦がす
のりが乾いたら、アイロンを当てて
描いた部分を焦がしていきます。

④ 焦げ目を洗って透かしにする
アイロンで焦がした部分をよく洗
い、布の繊維の一部を抜きます。
描いた部分が透明になりました。

⑤ 染色
化学染料で染色をしました。こども
たちから希望をとり、青、緑、紫の色
で染めました。

完成！
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11月～1月：展示・設置

これまで制作したものを、道の駅周辺で展示・設置しました。行基の湯ではのれんの展示。パンフレットや顔はめ看板は道
の駅や周辺の店舗・施設にご協力いただき、設置・配布しました。一部のパンフレットや看板は町外のお店でも設置して
いただきました。
お客さんからの反応も好評だったため、行基の湯の方から 5年生の作った竹あかりも一緒に展示して、クリスマスのライ
トアップを行ったらどうかとご提案いただき、新たなイベントの開催につなげることができました。
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11月～2月：まとめ・発表の準備・フィードバック

2 月に行う総合学習の発表に向け、これまでの活動のまとめ、発表資料の作成を行いました。
ただやりっぱなしにするのではなく、ご協力いただいた店舗・施設の方たちに取材をし、お客さんたちの反応を聞いたり、
改善点や新しいアイディアはないか聞いたりする活動も行い、今後の活動の参考にできるようにしました。

いつもは保護
者や関係者を
招いての発表
ですが、今年は
コロナ対策で
zoom発表とな
りました。

活動の結果・効果など

今後の課題

・今年度の計画では、当初、昨年度のこどもたちと制作したてぬぐいなどのおみやげを、マルシェなどに出店し、販売することも検討していたが、今年は
コロナウィルスの影響もあり、イベントが軒並み中止。見通しの立たない状況だったため、販売する「もの」を制作するよりも、ピーアールするための「こ
と」、無形のおみやげをつくる方針に切り替えた。また、今年はこどもたちから「おみやげを作りたい」という意見が出てこなかったこともあげられる。こ
どもたちのアイディアをなるべく尊重する活動にしたかったため、無理矢理こちらの目的を押し付けないように気をつけていた。

・コロナウィルスの影響に左右されないプログラムの組み立てが必要
・フィードバックを得て終わりではなく、活動中にさらに改善していく流れが必要。
・こどもたちのアイディアを尊重することは大切だが、チームごとの制作内容がばらばらだったため、一つ一つを丁寧に見てアドバイスする時間をとる
ことができなかった。次年度は工夫したい。
・取り組む作業が多かったため、こどもたちが本当に楽しんで活動できていたのか、疑問が残った。広く浅い作業にするのではなく、もっと充実した内容
にするために、みんなで意見交換をしたり、工夫していく時間が必要だった。
・CM動画の公開が今年度中に間に合わなかった。来年度につなげたい。
・まとめの発表準備で、先生を悩ませていた。先生には年度始めに企画書をもとに、課題→課題解決→制作進行→まとめの活動と、具体的な目的も含めて
提案しているのだが、答えがない活動をどう発表の形に落とし込んでいくかが難しいとのこと。先生の考えも丁寧にお聞きしながら、その都度活動の目
的をすり合わせていくことが必要と感じた。

・こどもたちは活動を通して、地域の人と交流し、地域の中での活躍できる場をつくることができたと感じる。また、実際にお客さんの反応を聞くことで、
やりがいを見つけることができたようだ。

・コロナ禍で塩江町内の祭りなどのイベントは全て中止となったが、のれんの展示などを行うことで、訪れた人が距離を保ちつつ楽しむ場所をつくるこ
とができた。人足が遠のく状況の中で、色とりどりののれんがはためき、賑やかになったとお店の方達から評価をいただいた。訪れた人たちからも、「こど
もたちが頑張っていることに元気をもらえる」「のれんが素晴らしいので、売っていたら買いたい」などの声をいただいた。



昨年に引き続き、塩江の伝統野菜である「炭谷
ゴボウ」の栽培・高嶺のルビーという品種の
蕎麦の栽培に関わりました。今年は、小中学校
の食育の授業にも活動が取り入れられ、小学
校 3 年生と中学校 1 年生も一緒に活動が行
われました。
炭谷ゴボウの収穫では、急斜面で１メートル
近く穴を堀り、ゴボウを掘り出す作業にみん
な苦労していましたが、楽しそうに汗を流し
ていました。
高嶺のルビーの栽培は、種まき、草抜き、収穫、
脱穀、蕎麦打ちの過程を全て、こどもたちが体
験します。
小さな 3 年生と中学生がサポートし、地域の
方のお手伝いもあって、無事体験を終えるこ
とができました。

昨年に引き続き、上西の細井地区のお茶栽培のお手伝いをしました。栽培をするご夫婦との関係性も深まり、茶葉を分けて
いただき、手づみの緑茶作り、紅茶作りの実験をすることができました。
2年目の挑戦で少しずつ茶づくりの知識が増えてきました。今年はコロナ禍の中、イベント開催は控えましたが、次年度は
少人数での茶摘み体験や、緑茶作り体験ができるように準備を行いました。

2. 地域協働事業
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炭谷ゴボウ・蕎麦の栽培

上西お茶栽培



昨年に引き続き、塩江マイスター振興会のみなさんと一緒に、小学校 5年生の竹あかり・竹箸づくりの活動の応援を行い
ました。作られた竹あかりは 7月に教福寺にて、地元の竹あかり有志団体「しっちく」のライトアップイベントで展示され
ました。また、12月には行基の湯にて、6年生の暖簾と一緒にクリスマスのライトアップイベントで展示されました。

上西地区の里山整備・内場ダム周辺の竹切り
の活動の応援を今年も行いました。
作業後に参加者みんなで食べる昼食づくりの
お手伝いをメインに行い、地域の方との交流
を深めました。

上西小学校の校庭の畑で野菜の栽培やラベン
ダーの栽培のお手伝いをしました。
作られた野菜やラベンダーは上西小学校で行
われるイベントなどに利用されました。

桜のライトアップイベ
ントでの行基の湯の暖
簾制作や、塩江地区コ
ミュニティ協議会の依
頼で道の駅の案内看板
のデザインを行いまし
た。

2. 地域協働事業
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竹あかり・竹箸づくりの応援

上西地区 いざ里山支援事業

廃校利用

デザイン業務



● 塩江中学校 草木染めWS（8/27)
塩江中学校からの依頼で、夏休みに行う郷土学習として、塩江町で取れる草木と、温泉水を使った草木染めのWSを行いま
した。

● 上西ふれあい会 マーブリング・カード作りWS（7/1・7/8）
上西ふれあい会で、マーブリングの体験と、その用紙を使ったメッセージカード作りのWSを行いました。
制作したカードは、塩江で活動予定のアーティストとの交流に用いられました。

2. 地域協働事業

ワークショップ
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● サンドイッチブック作りWS（7/25）
地域の方少人数を対象に、塩江の自然の素材を使った誰にでもできる絵本づくりのWSを行いました。



● 塩江中学校 親子参加WS（10/17）
塩江中学校からの依頼で、親子参加のカラフルバッジ作りのWSを行いました。

● 関係人口創出WS（10/4・11/29）
香川県地域活力推進課との共同事業。安川幸男氏（合同会社イキナセカイ代表、神戸大学客員教授）を招いて、塩江の昔をふ
りかえり塩江の未来を考える全２回のワークショップを開催しました。
第 1回目は塩江の町の人にそれぞれの「思い出の品」についてお話を聞き、昔の塩江町や暮らしがどんな様子だったのか、
みんなでふりかえる、対話式のワークショップ。第 2回目は、過去、現在、未来が混ざった仮想の塩江町のジオラマを作る
ワークショップを行いました。全回を通してワークショップデザインに携わりました。

● 絵本WS（3/7）
一般社団法人トピカのイベントで、武蔵野美術大学名誉教授の今井良朗氏を講師に招き、「ことばとイメージ」をテーマに
した絵本づくりのWSを開催しました。本来であれば、塩江町に講師を招いて開催する予定でしたが、講師が東京方面に住
んでおり、緊急事態宣解除前とうこともあり、講師はオンラインで、参加者は数人に絞り、上西小学校を会場に行いました。

2. 地域協働事業

ワークショップ
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・様々な活動を地域の方たちと一緒に行うことで、1年目よりも深い関係性を築き上げることができた。
・特に塩江小中学校とは、学校の中だけではできない活動を提供することができたように思う。学校と、地域の方たちとの
間に立ち、パイプ役を果たすことができた。

・関係性が深まる一方、関わる地域の方がだんだん固定化してきているように感じている。これまでの関係性を保ちなが
ら、まだ接触の少ない方たちとの関係性も今後構築していきたい。
・コロナ禍の影響でイベントの開催が難しい状況が続いているが、対策をした上で、可能な範囲での開催を続けたい。
・協力隊卒業後、関わり続けることの困難な事業もあるため、地域の方と相談しながら、慎重に関わり方をすり合わせてい
きたい。
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活動の結果・効果など

今後の課題

2. 地域協働事業



文化人類学者や空き家再生の専門家、芸術家などの 4名から成る、アーティストグループが塩江町を定期的に訪れ、塩江を
調査しながら長期的に作品制作を行うプロジェクト。アテンドや地域の方とのセッティングに協力しました。
今年度はコロナの影響で活動が縮小ぎみでしたが、PCR検査を受けた上で、町内の人とは限られた接触の止めるなど、工夫
した上で、調査や今後町内で開催することを前提としたWSやプレイベントを実施しました。

・外部からの視点が入ることで、新しい可能性を見つけることができた
・今回お引き合わせをした塩江町内の方たちも、外部からの視点が入ることで、自分たちの町の歴史や新たな可能性に触れ
ることができたように感じる

・コロナ禍の問題が続くことを想定とした計画が必要
・大きな助成金が今後はなくなるので、その上で活動を工夫していく必要
・FKSKのプロジェクト以外にも、トピカは様々なイベントを計画していく予定。地元の方たちも応援している中、限られ
た人員での運営の工夫
・今後ワーケーション事業の関わりも増えてくるので、引き続きサポートしていきたい

3. 一般社団法人トピカの事業協力
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アーティストグループ FKSKとの共同事業

活動の結果・効果など

今後の課題



2020 年 10月 22日　四国新聞　高嶺ルビー塩江で見頃
2020年 12月 12日　四国新聞　竹あかり・のれん展示について
2021年　広報高松 2月号　塩江町地域おこし協力隊特集
2021年　3月 7日　RNCラジオ 私の観た香川
2021年　3月 17日　ゆう 6かがわ　ぶらり発見

イベントに応じてチラシの制作や動画を制作し、町内外での配布・掲示、facebook 等で公開しました。

・広報物は自分自身でデザインしたものがほとんどなので、オリジナリティのあるものに仕上げることができた
・広報高松の効果は大きく、見たという方たちからご連絡いただくことが増えた
・四国新聞の記者さんと繋がりができ、今後も継続して取材していただく相談ができた

・SNSを有効活用できていないので、今後の運用方法を検討したい
・ご連絡いただく方が増えた一方、SNSなどから所属不明な方からのご連絡も増え、対応に困った
・ワークショップや小中学校の活動は参加者やこどもの肖像権の問題があり、活動の様子を気軽にSNSに投稿することが
難しい。特に小中学校の活動は過程が大切なので、小中学校と相談した上で、公開して行けるようにできればと思う
・四国新聞の方から、小中学校での活動を次年度から追いたいとご連絡いただいているので、学校とも相談した上で、記事
にしていただけたらと思う

4. 情報発信事業

-14-

活動の結果・効果など

今後の課題
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12/24 木 12/25 金 12/26 土

/

17:00̃20:30

13:00～15:30時間 場所

10/4

13:00～15:30時間 場所

11/29

イベントに応じた印刷物や動画の作成

メディア取材


