
トカラ列島
村おこしボランティア2011夏
＜報告書＞

作成者：宮坂 大智（村おこしNPO法人ECOFF代表理事）

発行所：村おこしNPO法人ECOFF　東京都文京区本駒込2-4-12

2011年12月9日
報告書番号：TKR-2

村おこしNPO法人ECOFF　東京都文京区本駒込2-4-12　www.ecoff.org　info@ecoff.org　050-5809-3263 1



目次

はじめに 1

村おこしボランティア実施にあたって 1

活動報告 2

概要 2

各コースごとのボランティア概要 3

各コースごとの成果 6

会計報告 9

広報報告 12

広報の狙い 12

ECOFFの工夫 12

広報の結果 13

今後の方針 13

考察 14

引率：秋山梢による報告 14

引率：原島裕英による報告 15

ECOFF全体として 17

安全管理の取り組み 18

ECOFFの取り組み 18

中之島受け入れ農家による対策案 18

今後について 19

プログラムの日程と内容 19

トカラ列島村おこしボランティア＜報告書＞ 目次



学生インターン／リーダーの育成 19

ガイドラインの作成とオリエンテーションの実施 20

トカラ列島村おこしボランティア＜報告書＞ 目次



はじめに

村おこしボランティア実施にあたって
トカラ列島は、週2便のフェリーでしか行くことができない離島のなかの離島です。島国日本といえども、
これほど交通の便が不便な地域は他にはありません。

定期船が毎日就航していない離島は他にもたくさんあります。しかし、トカラ列島の場合はどの島に行くに
しても、鹿児島港（または名瀬港）まで行ってから、フェリーで一晩を過ごさなければなりません。

つまり、トカラ列島に行くためには、まず都市から港まで行くという手順があります。そして、港から一晩
をかけ、ようやく辿りつけるのが、トカラ列島なのです。ここまで説明すれば、いかにトカラ列島が物理的
にも心理的にも隔絶された場所にあるかということが理解できるかと思います。

現在、離島や山村は深刻な過疎高齢化に悩まされています。一方で、都市に暮らしている人々は田舎で暮ら
すことに夢をもっています。

--田舎は人手不足に悩み、都市では田舎での仕事に憧れを持っている。--

この点に着目し、長期休暇を利用して田舎での生活体験とボランティア活動をしてもらうのが、村おこしボ
ランティアの目的です。そして、受け入れ側は労働力を確保し、訪れる側は貴重な体験をすることができる
のが、村おこしボランティアによる効果です。双方に利益をもたらしていることも重要な点です。

冒頭に述べたようにトカラ列島は日本でもまれな厳しい環境を持っています。と同時に、豊かな自然と文化
を維持しているのもまれなことだと言えるでしょう。

トカラ列島も他の農村と同様、さまざまな問題を抱えていますが、村おこしNPO法人ECOFFでは、こうし
た地域でこそ、村おこしボランティアを実施し村を活気づけることが大切だと考え、ボランティアプログラ
ムを実施しています。最初の活動は2011年春期に試験的におこない、その後、2011年度夏期には中之島と
宝島の2ヶ所で合計3回のボランティア活動を実施いたしました。この報告書は、その結果を報告するもので
す。

なお、3回の活動のうち9月に実施された2回の活動は、台風の影響を受けたため日数が予定より短くなりま
した。また、活動後のスケジュールの関係上、全日程を消化せずに鹿児島に戻った参加者もいました。しか
しながら、全体的に受け入れ側からも参加者側からも高評価を得ることができ、実績に残る事業となったと
自負しております。

村おこしNPO法人ECOFF　代表理事　宮坂大地
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活動報告

概要

目的
十島村の地域活性化

学生の農業研修

場所 中之島および宝島

期間
2011年8月19日～28日

2011年9月2日～11日

対象 大学生、大学院生、短大生、専門学校生

内容 中之島または宝島でのボランティア活動および観光

＊ 中之島で2回、宝島で1回ボランティア活動を実施しました。
＊＊ 中之島では春のモニタープログラムに続き第2回め、第3回めの実施でした。
＊＊＊ 宝島では初めての実施となりました。

各コースとも定員を7名とし、各コース合計21名を今回のボランティアの定数として5月から募集を開始しま
した。結果、23名の応募がありましたが、4名が辞退したため実際の参加者は19名でした。

また、第2期中之島コースには1回めの中之島コースに参加したECOFFスタッフの秋山梢が引率しました。
第3期中之島コースには引率はつけませんでした。今後は引率がいなくても実施できる現地の受け入れ態勢
の整備をすることと、学生の主体性を重視していく狙いがあるためです。

第1期宝島コースには第2期中之島コースと同様、1回めの中之島コースに参加したECFFスタッフの原島裕英
が引率しました。なお、原島は1回めのボランティアに参加したのがきっかけでECOFFのスタッフになった
経緯があります。宝島コースも次回からは引率なしでの実施をめざし、ガイドライン等を充実させていきま
す。それにともない、今後は学生インターンの受け入れを積極的にすすめていく予定です。

次ページより、各コースごとのボランティアの概要を記載します。なお、作業時間は日付がない場合はボラ
ンティア期間中での合計時間を示しています。また、時間はおおよその目安ですので正確ではございませ
ん。「-」と記されている箇所は記録がとれなかったものです。
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各コースごとのボランティア概要

第2期中之島コース第2期中之島コース
期間 2011年8月19日～28日

宿泊場所 中之島開発総合センター

受け入れ農家

・NPO法人トカラ・インターフェイス

・田中国照

・海游倶楽部

作業内容

・島らっきょうの収穫

・竹林の整備、間伐

・御池トレッキングコースの整備、修復

・中央線の掃き掃除

・田中国照氏の倉庫の改築

・足湯の東屋の製作

・温泉掃除

・インターフェイスの畑への肥料まき

・インターフェイスの畑にてトラクターでの耕うん

・インターフェイスの畑にて草刈機での草刈り

観光等

・御池トレッキング

・御岳トレッキング

・天文台での天体観測

・七ツ山海岸

・トカラウマ牧場

・ヤルセ農園

・田中国照氏の自宅での食事会

その他

出発前に事前説明会として、鹿児島市内で以下の場所へ行きました。

・黎明館

・鹿児島県立博物館

・トカラ・インターフェイス

参加者

日本大学（２名）、東京農業大学（２名）、日本女子大学（２名）、

法政大学（１名）、ECOFFスタッフ（１名）ー【計８名】

男：女 ＝ １：７
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第3期中之島コース第3期中之島コース
期間 2011年9月2日～11日

宿泊場所 中之島開発総合センター

受け入れ農家
・NPO法人トカラ・インターフェイス

・田中国照

作業内容

・竹林の伐採間伐と林道整備

・足湯の屋根及び台枠の建設

・中央線の清掃

・体験農場でのラッキョウの植付け、草刈り機の講習

・体験農場の整地、下草取り

・トラクターの体験

・ヤルセ農場でスターフルーツ、ショウコウみかんの収穫、ヤギ捕獲

・期間中の東区温泉の清掃

・開発センターの清掃

観光

・御池トレッキング

・御岳トレッキング

・天文台での天体観測

・七ツ山海岸での海水浴

・トカラウマ牧場での馬の観察と説明

・平瀬の遊覧と遠足

・御池のカヌー体験

・御岳登山

・囲炉裏小屋での島民との食事会

・中之島天文台での天体観測

その他

出発前に事前説明会として、鹿児島市内で以下の場所へ行きました。

・黎明館

・トカラ・インターフェイス

※鹿児島県立博物館は、台風による日程の変更の影響で、係員の案内がなくなったため

行きませんでした。また、第2期中之島コース参加者から、黎明館をじっくり見学した

かったという感想があったことも影響しています。

参加者

獨協大学（２名）、立命館アジア太平洋大学（１名）、東京家政大学（１名）、

文教大学（１名）、東京コミュニケーションアート専門学校（１名）ー【計６名】

男：女 ＝ ３：３

※４名の参加者が台風の影響により、開始から７日めの９月９日に修了しました。
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第1期宝島コース第1期宝島コース
期間 2011年9月2日～11日

宿泊場所 オンリーワン・プロジェクト・ゲストハウス

受け入れ農家 ・NPO法人トカラ・インターフェイス（竹内・坂井）、他

作業内容

・種らっきょうの収穫

・島らっきょうの植えつけ

・畑の開梱

・畑の草刈り

・小中学校の草刈り（島民総出の奉仕活動にいっしょに参加）

観光

・海水浴

・荒木崎灯台

・前籠

・温泉入浴

・キャンプファイヤー

・金曜バレー参加

・フェリーとしま操舵室見学

その他

出発前に事前説明会として、鹿児島市内で以下の場所へ行きました。

・黎明館

・トカラ・インターフェイス

※県立博物館に立ち寄らなかった理由は、第3期中之島コースと同様。

参加者

広島大学（２名）、文教大学（１名）、慶応義塾大学（１名）、日本大学（１名）、

ECOFFスタッフ（１名）ー【計６名】

男：女 ＝ ４：２

※２名の参加者が台風の影響により、開始から７日めの９月９日に修了しました。
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各コースごとの成果

第2期中之島コース第2期中之島コース第2期中之島コース
活動内容 活動時間 成果

島らっきょうの収穫 ６時間 約100kgの収穫

竹林の整備・間伐 10時間
竹林内の小道を約50ｍ整備、20×20ｍの範囲の間伐を
行った

御池トレッキングコースの

整備・修復
10時間

壊れた橋を1本の修復、またもう流されたもう1本の橋の
残骸の片付けを行った

中央線の掃き掃除 10時間
道路わきの落ち葉等の清掃を約1ｋｍ行い、住民が安全
に通行できるようになった。

田中国照氏の倉庫の改築 12時間
約200本の竹を竹林から運び出し、切りそろえ、磨き、
天井に配置した

インターフェイスの畑への

肥料まき
1時間 肥料約350㎏を畑に撒いた

温泉掃除 - 西の温泉の清掃を期間中毎晩行った

インターフェイスの畑の耕うん 2時間 すべての畑で必要だった耕うんを完了させた。

インターフェイスの畑の草刈り 2時間 すべての畑の半分ほどの草刈りを完了させた。

御池トレッキング 2時間
普段トレッキングをしたことがない学生はトレッキング
を体験でき、経験のある学生も、中野島の独特の植生を
肌で感じることができた

御岳トレッキング 6時間
火山口を間近で見ることができ、普通の登山では得るこ
とのできない経験をした

天体観測 2時間
星空について学ぶことができ、中之島の満点の星空を満
喫することができた

七ツ山海岸 4時間
中野島の美しい海を、潜って魚やサンゴを見ることで感
じることができた

トカラウマ牧場 2時間
トカラ馬について学ぶことができ、実際に触れ合うこと
ができた

囲炉裏小屋での食事会 4時間
島の方たちと交流することができ、様々なお話を聞かせ
ていただき、島への理解を深めた。
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第3期中之島コース第3期中之島コース第3期中之島コース
活動内容 活動時間 成果

竹林の整備・間伐 - 足湯の東屋につかう竹を切り出した
体験農場の草刈り

2時間
6人以上の人手でいっせいに行うことで効率的に草刈り
をすることができた。

体験農場での
トラクター・草刈機体験

1時間
通常は扱う機会のないトラクターや草刈機を、指導者の
監督のもと体験することができた。

島らっきょうの植え付け 5時間 体験農場での次期に向けての植付けを全て完了すること
ができた。

チェーンソー体験 -
通常は扱う機会のないチェーンソーを、指導者の監督の
もと体験することができた。

ヤルセ農園での果樹収穫 3時間

スターフルーツ、早香ミカンの収穫をする。
農園内にヤギが入っていたため急きょヤギ捕獲作戦を実
行。
ガジュマルと柵に追い込み１頭を捕獲し、ヤギの餌とな
るクワの葉などを採取し連れて帰る。皆非常に興奮して
楽しい感じでした。

足湯の東屋の製作 10時間30分

残り二日なので急ピッチで作業を進める。足湯の枠が足
りなかったために日高登さんの竹林から太い竹を４本刈
り取らせてもらう。初めてのチェーンソーも体験する。
なんとか足湯を完成することができ、非常に嬉しい。

温泉掃除 - 東の温泉の清掃を毎晩行なった。
中央線の掃き掃除 3時間30分 1300mほど清掃をすることができた。

御岳トレッキング 2時間

意外ときつそうな感じだが、登頂時は皆非常に感動して
いた。また、火口にも降りることができ、硫黄の噴出口
や中央の源泉を見学。火口付近にある硫黄質の泥を持ち
帰り、美容パックをする模様。

平瀬遊覧・遠足 2時間30分

急きょ古橋さんが平瀬に船を出して連れて行ってくれる
という提案をしてくれたため、皆で昼食をもって無人島
にいき、カツオトリや貝採りなど磯遊びをする。
生活リズムもとれ、島での生活も徐々に慣れてきたよう
に思える。

天体観測 2時間
天文台は観測条件は悪かったものの、望遠鏡のシステム
が最新になったためリング星雲やM13などを観測でき、
都会では見えない星々を観測できた。

七ツ山海岸 4時間 海水浴、磯遊びをして楽しんだ。

トカラウマ牧場 1時間
園川さんからトカラ馬に関する説明を受ける。皆が馬に
触れることができ、島の非日常的な自然を体験できた模
様。

囲炉裏小屋での食事会 5時間
島の方たちと交流することができ、様々なお話を聞かせ
ていただき、島への理解を深めた。
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第1期宝島コース第1期宝島コース第1期宝島コース第1期宝島コース

日付 活動内容
活動
時間

成果

９月５日

種らっきょうの

収穫
3時間

２Ｒの広さの畑において種らっきょうの収穫作業を行う。合計９

３㎏の種らっきょうの収穫を行う。種らっきょうは食べることも

出来るので試食も行う。味は普通のらっきょうと変わらず。

９月５日
畑の開墾 -

午前中に収穫した種らっきょうを植えるための１反の畑の開墾作

業（線引き、肥料撒き畝づくり）をおこなった。

９月５日

らっきょうの植

え付け
-

終わった所から種らっきょうを植え付けていった。種らっきょう

の植え付け作業全ては終わらず２アール分を翌日におこなった。

９月６日
らっきょうの植

え付け
-

前日にのこった２アールの畑に種らっきょうの植え付け作業を行

う。６日と７日の作業で6日に収穫した種らっきょうのうち４３

㎏の種らっきょうを畑に植え付け作業終了。 

９月７日 畑の開墾 3時間

手つかずの２．５畝の広さの畑の開墾作業をおこなった。畑に転

がっている木の枝や根、石の片づけをおこない、片づけた所でト

ラクターをかけ畑を使える状態にした。トラクター操作は参加者

６名全員がホストの監督のもと体験した。

９月９日

畑の開墾 -
広さ２畝の畑で枝・石・木の根などを片づけトラクターをかけ開

墾をした。
９月９日

らっきょうの植

え付け
4時間

２畝のうち午前中３時間で０，７畝で作業終了。残り１，３畝を

午後継続作業し２畝の畑にらっきょうの植え付け終了。

９月１０日 畑の草刈り 2時間

２畝に広さの畑を草刈り作業。野菜の苗を植えられる状態にして

１時間程で作業終了。その後、別の畑に移動し１畝の広さの畑で

草刈り作業。１時間程で草刈り終了。

９月１１日
小中学校の草刈

り
-

島民参加の奉仕活動、小中学校の草刈りに参加させて頂きまし

た。島民の一員となり奉仕活動を行いました。
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会計報告

会計の詳細は添付資料をご覧ください。

なお、３つのプログラムすべての合計の収支は以下のとおりです。

収　　入：¥376,500-
支　　出：¥196,233-
収支差額：¥180,267-

差額のうち、寄付金¥159,500-を除く¥20,767-を事業収益として計上します。
すべての差額は、今後の活動資金として適切に運用させていただきます。
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プルカ トレンツ

タイトル

Lectus Diam
郵便番号 

Nulla Dolor 4321 Rhoncus Tempor
日付 11/09/02
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広報報告

広報の狙い
広報の第一の目的は参加者を確保することです。しかしながら、村おこしボランティアの広報にはそれ以外
の効果があります。それは、以下のとおりです。

１．トカラ列島の広報
２．農業に感心をもってもらう
３．地域活性化に感心をもってもらう

ECOFFの工夫
上述の狙いを実現するために、ECOFFでは以下のような工夫をおこないました。

１．パステルカラーや、柔らかなデザインをとりいれたウェブサイトとポスター、パンフレットの制作
２．プロモーションムービーの多様による、視覚的にうったえる広報活動
３．全国の大学ボランティアセンターや農学部へのポスター、パンフレット送付
４．インターネットの活用（Facebook、mixi、YouTube、Ustream、Twitter、ameblo、他）

私たちは広報においては視覚がもっとも大切だと考えています。そこで、まず、学生がターゲットなので可
能なかぎりポップなデザインのウェブサイトとポスター、パンフレットを制作しました。また、見ていてス
トレスのないプロモーションムービーの制作もおこないました。

ポスターやムービーは最初に作ってしまえば、あとは誰にでも広報活動ができるという利点があります。ま
た、視覚的な広報のため、幅広い学生に興味を持ってもらうことができます。

また、私たちは全ての人にボランティアに関わるチャンスがあるべきだと考えています。そこで、３．に示
してある通り、都内だけでなく全国の大学のボランティアセンターや農学部へ直接資料を送付しました。

さらに、現代ではインターネットを活用できなければ効果的な広報結果は得られません。そこで、私たちは
最新の、かつ大多数に指示されているSNSを活用し、広報をおこないました。
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広報の結果

クチコミ インターネットインターネットインターネットインターネット

10

9999

10 検索 mixi 情報サイト 他10

5 2 2 2

上の表は、クチコミとインターネットで何人が応募したかを示しています。また、インターネットの下の表
は、具体的にどのようなソースから情報を得たかを示しています。

これによると、クチコミもインターネットも半々であることがわかります。今後とも両方重要視しながら広
報する必要があるとわかります。また、以外にも「検索」が上位に上がっていることは注目すべきです。
ウェブサイトのアクセス解析によると「ボランティア・募集」などのキーワードで今回のボランティアを
知った人が多いと推測できました。

日々のSEO（サーチエンジン最適化）対策の積み重ねが功を奏したものです。今後もウェブサイトをこまめ
に更新していきます。

一方で、各地のボランティアセンターや農学部に送付した資料は直接的には効果が薄かった模様です。今回
はしらみ潰し的にボランティアセンターに送ったのですが、今後は輸送費やCO2排出量の観点から、もっと
ターゲットを絞った送付が必要と考えられます。

結局はクチコミがもっとも効果的であるという結論に至りました。

今後の方針
今回の成果と反省を活かし、クチコミとインターネットを中心に広報を行う方針です。
加えて、ボランティアセンターへの送付の数を減らし、関連する部活動やサークルあてのダイレクトメール
の送付を増やすつもりです。

対象となる参加者に直接うったえられる方向での広報をすることで、ムダのない活動をおこないます。
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考察

引率：秋山梢による報告
今回、トカラ列島でのボランティア活動の成果として挙げられるのは、島への労働力の提供ができた事と、
参加者自身が貴重な経験を得られた事です。

具体的な島への労働力の提供としては、ある程度の人数がいるということが大きな力となり、成果をあげる
ことができました。

例えば、ラッキョウの収穫などは１人で行えば100㎏収穫する為に１週間ほどかかりますが、今回は8人で
作業をすることにより１日で終えることができました。畑への堆肥撒きも350㎏もの量を1時間程度で撒き
終えることができました。また、台風などで流された橋の修復作業では、参加者に技術はなくとも、重いが
れきの撤去を協力して行うなど、人数が大きな力となり復旧作業に貢献しました。これは、普段少人数で作
業を行っている方たちにとって、とても大きな力となったと思います。

また、学生たちと作業することはにぎやかで楽しい、という声も農家さんから聞くことができました。

農作業以外にも空いた時間を利用して、さまざまな島の観光スポットに学生を連れて行って頂きました。そ
の事によって参加者はこの島への理解が深まり、愛着もわきます。連れて行った島の方は、自分の島の魅力
を再発見できるという効果もあります。

参加者は、農作業や竹林の整備など普段の生活では体験できないことが経験でき、とても充実したボラン
ティア活動をすることができました。

また、10日間もの間、衣食住を共にし、ほとんど学生たちの力で生活をすることによって、団体生活の中で
の自分の役割をそれぞれが見つけ、社会性が身につきました。学生たちにとってはボランティア活動のみな
らず、生活すべてが新鮮で刺激的な活動となりました。

わたし自身が現地に行き、一番感じたことは、一緒に参加したメンバーやお世話になった島の方たちなどと
繋がりはかけがえがなく、とても大きなものであるということです。

そこに会いたい人がいるから、またトカラ列島に来たい。
普段はできない経験ができたから、トカラ列島のことを人に伝えたい。

そう思えるのではないかと思います。このボランティア活動は一見、一時的なもののよう見えますが、今回
参加してくれた学生がトカラ列島のことを周りの人に伝えたりすることで、トカラ列島の知名度が上がった
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り、学生自身が将来また島に来てくれる可能性もあり、長い目で効果を見ることのできる活動だと確信して
います。

トカラ列島を活気づける為にも、学生に貴重な経験をしてもらうためにも、ECOFFでは今後もトカラ列島で
のボランティアプログラムを更に良いものにしていき、広報宣伝もさらに工夫してたくさんの参加者に来て
もらえるように努めて参ります。

引率：原島裕英による報告

私がトカラ列島に行くのは2011年３月の中之島でのボランティア活動につづいて２度目で、宝島に訪れるの
は初めてのことでした。

宝島で実施するECOFFのボランティア活動は今回が初めてだったので、どのような活動になるか全くわから
ず、出発前は正直不安でした。しかし実際に宝島に行ってみると、受け入れ先の竹内さんご夫妻や、坂井さ
んがしっかり活動をサポートして下さったので出発前の不安はあっという間に消えていきました。

宝島での８日間はあっという間に過ぎていきました。

作業ではトラクターの運転や畑の開墾作業などさまざまなことをしました。普段経験できないことばかり
だったので、参加者は最初は戸惑っていましたが徐々に慣れていきました。島民の方たちも私たちの作業を
優しく見守って下さり、私たちボランティア参加者を家族のように思ってくださっているのが伝わってきま
した。

作業後は毎日海水浴に行きました。海水浴以外にも色々な場所に連れて行ってくださいました。参加者全員
が宝島を満喫していました。「帰りたくない」「今度は他の島に行ってみたい」そんな感想も聞きました。
参加者、島民それぞれが様々なことを考え、学んだ今回のボランティア活動。私はそのなかで参加者、島民
それぞれが得られるこの活動の利点を見つけました。
 

１．参加者側の利点
①   普段の生活の見直しのきっかけ
村おこしボランティア参加者の多くは普段は都会にで暮らしています。行きたいところには電車やバスなど
を使えばすぐに行け、欲しいものもすぐに買える。そんな生活をしています。しかし、今回おとずれた宝島
では、何をするにもフェリーがなくてはできません。フェリーが来なければ行きたいところにも行けない。
食料もない。島の人達はそのような生活をしています。

実際、最終日におこなったバーベキューでは島の方が食料をくださる場面もありました。島ではそのように
皆が助けあいながら生きています。参加者にとっては、普段の自分達の便利な生活の見直しと人々の優しさ
や温かさを感じる機会になりました。
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②   普段できない体験がたくさんできる
野菜の苗を植えたり畑を耕したりということは都会でもできるかもしれません。しかし、今回のように一か
ら畑を開墾したり、トラクターに乗ったりという経験はできません。また、作業以外の面では海で沖合の方
まで泳いだり、なかには１０メートルも潜水した参加者もいて貴重な経験ができました。作業面でもその他
の面でも普段できない経験ができる貴重な機会になりました。
 
③   ボランティア活動の場所がトカラ列島
これだけで参加者にはこの活動に参加する利点があります。今回の参加者の中にも「トカラ列島に行ける」
ということ自体をを楽しみにしている参加者もいました。また終了後には「次は他の島のボランティアに参
加したい」と言っている参加者もいました。トカラ列島で農業体験が出来るということ。それだけで参加者
は満足することができるといえます。

 
２．受け入れ側から見た利点。
①   人手の確保
島では畑が荒れ果ててしまい、畑を使いたいと思っても荒れた土地を開墾しなおすには人手がないとできな
いことが多々あります。しかし、ボランティアの力を借りることにより、人手を確保し畑を使えるようにす
ることができます。今回の活動でも、荒廃した畑の開墾作業があり、ボランティア参加者の力によって開墾
を完了させることができました。
 
②   トカラ列島をＰＲできる
トカラ列島の人々は普段自分たちの住む島のことを外に発信する機会が少ないと思います。しかし、このよ
うなボランティア活動を受け入れることによって、自分たちの島を参加者にむけてＰＲできます。参加者に
とっては再び島に来たいと思うだけでなく、ほかの島への興味もわくため、宝島でけでなくトカラ列島全体
のＰＲや集客率ＵＰにもつなげていくことができます。もちろん、参加者はその友人や知人にもトカラ列島
のことを伝えていってくれるため、この波及効果は参加者だけにはとどまりません。
 
③   島外の人とのふれあいのきっかけ
普段は島外の人とふれあう機会の少ない宝島の人々にとって、１０日間滞在するボランティアとのふれあい
はいい機会です。今回のボランティア活動では花火やバレーボール、奉仕活動を通したふれあいを楽しみ、
参加者は島民の輪に溶け込んでいました。

以上が今回のボランティア活動中に私が見つけたそれぞれの利点です。参加者側は作業もさることながら観
光や海水浴、花火やバーベキュー、バレーボール、島全体の奉仕活動を通じた島民との交流を本当に楽しん
でいました。このことから、参加者はボランティア活動だけではなく観光や島民との交流も楽しみにしてい
るという事がわかりました。

島民の方々からはが人手があつまり、普段できない作業をやってもらえて本当にありがたいとおっしゃって
いました。島民側はボランティア参加者に作業を提供し、その代わりに観光や島民との交流の機会も提供す
る。そうすることで参加者側は作業だけではなく交流も楽しむことができる。その形態が島民、参加者の要
望を叶えられる理想の形なのではないかと私は感じました。

今回、私たちは島に行ってボランティア活動をしただけですが、それだけでも地域活性化の種になっている
と感じました。これからもっとこの種を育てていくためにも、まずはたくさんの人にもっとトカラ列島や
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ECOFFの活動を知ってほしい。多くの人にボランティア活動に参加してほしいと感じています。そのために
参加者側、受け入れ側それぞれの要望や意見を聞きながら春のボランティア活動に向けた準備をして参りま
す。

ECOFF全体として
2011年度夏期の活動は、ECOFFにとって初めての「事業型ボランティア活動」となりました。2010年度の
春期に任意団体「村おこしNPO ECOFF」として試験的に中之島で実施したプログラムを改良し、中之島で
2回、宝島で1回、合計3回実施いたしました。

通常の農業ボランティアだと「ファームステイ」の形式になり、たったひとりで孤独に過ごす人も少なくあ
りません。このような農業ボランティアは敷居がたかく、ボランティア初心者ではなかなか手をだすことが
できません。一方で “仲間と一緒” なら参加しやすいとは思いませんか。ECOFFはそこに焦点をあてた活動
を企画・実施しています。 ECOFFのボランティアプログラムは、現場で初めて出会う人々が協力しあって
活動するという点に特徴があるのです。

また、プログラムを企画する段階で念入りな地域資源調査もおこなっています。調査をするとどんな地域に
も光りかがやく資源があることがわかりました。そんな資源を観光にいかし、ボランティア期間中にそれら
を参加者に案内するのもまた特色です。そうすることで参加者は「農業」だけでなく「村そのもの」に興味
をもってもらえるのです。

日本にある数多くの地域が過疎や高齢化などの問題をかかえています。そうした地域が人を呼びこむために
何よりも必要なものは “その地域を好きになってもらう” ということに尽きます。その点で、今回のボラン
ティア活動は成功したと確信しています。

今後も品質の高い活動、そして品質の高い参加者の確保をつづけられるよう、努力してまいります。
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安全管理の取り組み

ECOFFの取り組み
ECOFFがおこなう「村おこしボランティア」は、自然のなかでの体験を重視していますので、つねに万が一
の事態にそなえた準備が必要です。

そこで、ECOFFでは受け入れ側が守るべき取り決めを明確にすることにしました。特に危険をともなう活
動（登山や海水浴など）をする際には、後述の受け入れ農家による対策案を実施すると共に緊急時の連絡先
を確保したうえで行うなど、事故の抑制と非常事態時の動きに関して最善の判断をとれるようなガイドライ
ンを作成いたします。

なお、ECOFFとしては事故が発生したからといって安易に登山や海水浴を禁止する考えはございません。離
島や山村での暮らしは自然のなかの暮らしです。そして、自然の中には安全と危険が入り交じっています。
事故が起こるのはもちろん好ましくありませんが、自然の中の危険と隣合わせで生活する体験にこそ、今後
の人材育成や、参加者の経験の役に立つと信じています。

このような活動を今後も容認していくために、ECOFFでは詳細なガイドラインを作成しています。なお、危
険を伴う活動の内容は各地域によって異なりますので、地域ごとにその地域にあるノウハウを取り込み、よ
り完成度の高いガイドラインを目指してまいります。

今後も皆さまのご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

中之島受け入れ農家による対策案
海水浴は毎回皆が楽しみにしていることもあるので、引率側の管理体制を整備する必要があります。

具体的には、引率を２名以上つけ、岸側、沖側からの監視をし、非常用の短管笛などを携帯すること。ま
た、遊泳前には個々の泳力を確かめ、海での危険、溺れた時の対処法などを教え、学生にバディを組ませて
お互いにも監視をさせることだと考えます。
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今後について

プログラムの日程と内容
【日程】
プログラムの日程については、これまで通り「９泊１０日」でおこなうつもりです。１週間では短すぎて作
業に慣れません。一方で、２週間ともなると参加者にとっては長く感じ疲労がたまってしまいます。合計４
回の開催で、この日程がよいだろうという結論に達しました。

【内容】
作業の内容については、今回のように「その時できる作業」をする方針でよいと思います。これは、農作業
が気候やその時の状況によって左右されてしまい、あらかじめ決定することができないからです。

しかしながら、農作業以外の内容つまり観光的な要素については、あらかじめ何をするのか決めた方がよい
でしょう。事前に決定できる事項については事前に決め、当日スムーズにおこなえるようにすべきです。

また、初日の鹿児島市内の観光については、見学箇所を黎明館のみにしたいと思います。第２期中之島プロ
グラムでは黎明館と県立博物館の２ヶ所で事前学習をおこないましたが、２ヶ所だと見学時間が十分にとれ
ないという問題が発覚しました。そこで、有料なためキッカケがないと入りにくい黎明館を事前学習の場と
し、県立博物館は希望者にだけ案内する方針をとるつもりです。

学生インターン／リーダーの育成
ECOFFでは、トカラ列島でのボランティアプログラムを参考に、さまざまな地域で適用できる仕組みを構
築しようと試みています。そのため、ECOFFはトカラ列島以外の地域でもボランティアプログラムを実施し
ていきます。

そこで、プログラムを円滑にすすめられるよう、そして学生の意識を強くできるよう、また、より実践的な
地域活性化につなぐことができるように全てのプログラムで学生の主体性を尊重していきたいと思います。

今後は学生インターンの受け入れを積極的におこない、そうしたECOFFで活躍するインターンが引率をする
形式を作りあげていきます。そうすることによって学生は経験を得ることができ、受け入れ側も安心して受
け入れをすることができます。一般の参加者の方にとっても、ECOFFの常勤スタッフが同行しないことで参
加費が安価になるという利点もあります。
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また、コースが増えインターンが不足する場合は、一般の参加者のなかからリーダーを選出し、各コースの
リーダーを集め簡易的な研修をおこなって補おうと思います。この場合のリーダーへの見返りについては今
後検討していきます。

ガイドラインの作成とオリエンテーションの実施
今回のプログラムは、参加者からも受け入れ側からもおおむね「成功」という評価をいただきました。しか
し、実際には海水浴中の事故や、自動車の破損などの問題も少なからずありました。

そこで、今回の反省を活かし、ECOFFでは受け入れ側のガイドラインを整備することにしました。内容
は、ECOFFと受け入れ側との同意事項や、実際の活動の流れ、参加者に任せられる作業の範囲などです。

また、先述のとおりに学生インターンもしくはリーダーによる引率を実施するにあたり、彼ら向けのガイド
ラインも同時に整備します。同様に、一般の参加者に対しても意識付けとして申込時の同意事項を整備し、
オリエンテーションの内容も実践的なものにしていきます。
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