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島
ぐらし

デザイン

AIR

幻の鉄道を復元

観光振興

島に伝わる大麦栽培

地域おこし協力隊
高松市では香川県下最多の５名の隊員が活動中（2019 年 3 月現在）
。
島と山と都市部、活動地域も取り組んでいることも隊員によってさま
ざまです。個性豊かな隊員と活動事業をご紹介します。

って なにしよるん？
男木島

めざせ！ 島暮らしクリエイター

藤村 佳朋

Fujimura
Yoshitomo

兵庫県出身 2018 年 12 月 活動開始

# デザイン # アート # キャラクター # 農 #DIY

地域交流施設「女木の里」
外構ペイント

島の交流拠点のブロック塀一面に、島民
も観光客も楽しめるイラストを描いてい
る。島ゆかりのモチーフが並ぶペイント
は 2019 年４月完成予定。

地域共同農園

フリーランスの
イラストレ ー
タ ー・デ ザ イ
ナー（京都）

香川県

お土産品パッケージ
ロゴデザイン

たかまつし

どんな制度？

都市部からの人材を積極的に受け入
地域力の維持・強化を図ることを目的
とした総務省の制度。人口減少や高齢
化が進む地方公共団体でのみ委嘱や
雇用ができ、2017 年度には全国で
4830 名の隊員が活躍している。おお
むね 1 年以上 3 年以下の任期後は、
就業や起業をして定住を目指す。

移住者目線で高松の魅力を発信

小瀧 恵理
香川県出身

Kotaki
Eri

2017 年 7 月活動開始

香川県高松市

高松市
移住前は……
旅行情報誌の
編集・ライター
（東京）

# 観光 # 情報発信 #SNS # グルメ

情報発信事業

村山 淳

Murayama
Jun

2017 年 7 月活動開始

#アート # 歴史 # サーカス # 人文学 # 山 # 森

地域文化祭へ出品

地域おこし協力隊って

定住を見据えて多業を実践中

福島県出身

60 年ほどの歴史がある女木島名物・か
たやきせんべいのロゴデザインをリ
ニューアル。フェリー待合所も兼ねる観
光施設「おにの館」で購入できる。

観光情報サイト運営委員

SNS やウェブサイトで市内隊員の活動 高松市の訪日外国人向け観光情報サイト
の様子を発信・PR している。香川県内 「エクスペリエンス高松」のコンテンツ
の協力隊と連携して香川の魅力を再発見 の企画や取材・執筆に携わる。高松の観
する「カガワ・デ・アチコチ」も。
光資源を体験という切り口で発信する。

Ishibe
Kaori

#畑

# 大麦

# 発酵

男木島における大麦栽培
麦麹食品開発事業
「オギとムギ」の開業準備

塩江町

移住前は……

島の景観を維持するため、休耕畑を借り 女木島と男木島の島民の作品展示や芸能
て農園の開墾を進めている。移住者や島 発表会が行われる女木地区地域文化祭に
の農業に関心のある島外の人、観光客が 「女木の里」のペイント案やこれまでてが
けてきた作品集を出品した。
利用できる農園になる予定だ。

れ、地域での生活や事業活動を通して

#食

高松市

めぎじま

石部 香織

東京都出身 2016 年 12 月 活動開始

おぎじま

女木島

2019 年中に麦麹食品店 OPEN 予定
移住前は……
クリエイティブ
関 連 企 業 で
WEB ディレク
ター（東京）
島の食文化にも強く影響している大麦を
栽培し「男木島ならではの食」を島内外
に届けるために麦麹食品の開発を行う。

しおのえちょう
移住前は……
歴 史 学、言 語
学専攻の大学
院 生。人 文 学
研究者（東京）

現代サーカス創作拠点
「ShionoéAIR」立ち上げ

( 一社 ) 瀬戸内サーカスファクトリーが
かみにし
塩江町上西地区の廃校と空き家を整備し
て現代サーカス滞在制作施設とする企
画・運営の中心的業務を担う。

※AIR（アーティスト・イン・レジデンス）とは、異な
る文化環境に招聘されたアーティストが一定期間その
土地で滞在しながら創作活動を行うこと

ハーブ園造園

塩江温泉鉄道「ガソリンカー」
塩江四大祭りや催し物サポート
復元実行委員会

市民が気軽に立ち寄れるハーブ園を目標
にハーブや野菜を栽培。地域の気候に合
う植物を選定しているところ。エッセン
シャルオイル抽出実験も行っている。

温泉郷として栄えた塩江町で 1929 年
から 1941 年まで運行したガソリンカー
の資料調査や模型復元作業に取り組んで
いる。2019 年にはアート化事業も予定。

地域×アート×こどもをつなぐ

移住前は……

相曽 晴香

こども向け体験
施設でデザイン
業務やワーク
ショップの企
画・運営（静岡）

Aiso
Haruka

静岡県出身 2018 年 12 月活動開始

# デザイン # イラストレーション # 山 #こども

塩江町地域おこし協力隊
活動紹介パンフレット制作

隊員や活動を広く知ってもらおうと、地
域の内外に向けてパンフレットを制作。

現代サーカス創作拠点
「ShionoéAIR」
ロゴデザイン
協力隊が立ち上げに関わった団体のロゴ
デザインを担当。

塩江さくらまつり
お花見弁当看板制作
お祭りで販売するお花見弁当の立て看板
を制作。

これからの事業
●地域住民と一緒に新しいおみやげを生
み出す事業「しおのえガチャポン」
●現代サーカス創作拠点「ShionoéAIR」
ヴィジュアルイメージ制作

さ く ら ま つ り（4 月）
、ホ タ ル ま つ り
（6 月）、温泉まつり（8 月）、もみじま
つり（11 月）を中心に地域イベントの
運営などに携わっている。

塩江地域おこし協力隊共同事業
「いざ里山」市民活動支援事業
地域住民主体の里道整備事業（高松市補
助事業）の実地作業とそれに付随する事
務作業を担当。山遊びのできる里山にし
ようと山林整備をしている。

塩江小学校 郷土学習支援
小学校の地域学習の時間に地元特産の蕎
麦を栽培。収穫、製粉、そば打ちまでを
児童や地域の人と一緒に行っている。
すみ や

伝統野菜・炭谷ゴボウ保存会
塩江町安原地区炭谷でのみ栽培されてき
た伝統野菜を次世代に残そうと、有志と
協力して栽培から販売まで携わる。

最新情報はこちらでチェック！
各地の隊員が SNS やウェブサイトを通して活動の記録や移住情報を発信しています。

塩江町

塩江温泉地域おこし協力隊

こんなところです

おみやげづくり
ワークショップ
開催します

徳島県との県境に位置する高松の奥座
敷。2018 年秋に日帰り温泉「行基の
湯」、2019 年 4 月には塩江美術館が
リニューアルオープン。週末やイベント
シーズンには行楽客でにぎわう。

地元の学生や地域の
人と一緒に奮闘中

女木島

女木島地域おこし協力隊

こんなところです
外構ペイントは
壁をきれいにす
るところから

「鬼ヶ島」の愛称で親しまれる、高松
港からフェリーで 20 分の離島。春に
は 3000 本の桜が山頂まで連なり、夏
にはビーチで BBQ が楽しめる、ワン
デートリップにぴったりの島。

男木島

オギとムギ ogi to mugi

Web

こんなところです

店舗内装は島民や香川県
内の協力隊の手を借りて

高松港からフェリーで 40 分の離島。
瀬戸内国際芸術祭の開催から移住者
が増えて、休校していた小中学校も
再開。私設図書館や飲食店がオープ
ンするなど活気にあふれている。

高松市

Web

香川県高松市 地域おこし協力隊

こんなところです
日本一小さな県・香川の県庁所在地。
四国の玄関口として栄え、通勤・通
学や転勤などで日常的に人の出入り
がある地方都市。離島と過疎地域が
あるため協力隊が設置されている。

香川県高松市

地域おこし
協力隊
2019

高松市内の観光
や文化・歴史に
ついて取材中
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