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■ごあいさつ 
原田涼 

東京生まれ  

前職：メーカー営業マン 

趣味：アクティビティ・ウクレレ 

 

身体を動かすことや 

物を作ることが好き 

 

協力隊着任日   ： 2016年7月1日 

協力隊任期満了日 ： 2019年6月30日 
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■四万十市へ来たキッカケ 
高校時代の友人を訪ねて・・・ 

 

夏は川遊びの観光業 

秋冬は山で林業 

 

食べ物はとれたて野菜に天然アユやジビエ 

・・・お客さんに四万十川の魅力を伝える 

・・・綺麗な川を守りたい、 
  その為の山の手入れが収入に 
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友人 

仕事 

 

 

遊び 

 

 

暮らし 

■四万十市へ来たキッカケ 
わたし 

仕事 

 

 

遊び 

 

 

暮らし 

自然 楽しい 環境対策 

とにかくポジティブ 

自然 楽しい  

低予算 

季節を満喫 

食事が豊か 

利己的(会社 給料) 

大量生産・大量消費社会の
ど真ん中 

自然を求めて遠出 
その時だけの楽しさ 
高予算  

三食外食 すべてお金
で解決 おろそか・・・。 
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■協力隊活動 

大事にしている事 

• 地域に溶け込む 

 

• 富山地区に埋もれている資源を見つける 

 

• 外から富山で使えそうな情報をあつめてくる 
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富山の課題 

• 人口減少・高齢化→若い人が残れない 

 

 

 

 

• とにかく草刈りが忙しい 

■見えてきたもの 

→産業がないから？ 
(必ずしも「サラリーマン＝安泰」ではない時代  

 「複業」スタイルは増加中、要はインターネット) 

子育てしにくい 
(都会でも内容は違えど同じ声・・・もはや国政レベルの課題) 

生活環境の維持管理に割かれる時間が多い 

忙しいと新しいことに挑戦なんてできない！ 
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■見えてきたもの 
富山の資源 

• 山 
山の課題は全国共通‼ 「材価が安い」 

全国・世界の林業から学ぶことはないか・・・ 

• 捨ててる部分に付加価値 

• 低コスト化 

• とっても合理的な生態系という自然の力 

     (スイスでの近自然林づくりの取組) 
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■見えてきたもの 
富山の資源 

炭焼き  

竹細工 

藁細工 

 

 

養蜂    

技術の継承は人から人 
途絶えたら復活は難しい 

環境が左右するニホンミツバチ 
富山は好条件！ 
銀座のミツバチプロジェクトなど 
世間で関心が高まっている分野 
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■2年間でしてきたこと！！ 
富山の課題 

除草作業が忙しい 

 

収入手段が少ない 

 

 

 

後継者不足 

提案・実行中 

ヤギによる除草活動＋α 

 

林業・特用林産物の勉強 

≫きのこ栽培・炭焼き・養蜂 

 

 

手仕事サークル準備中 

≫藁編み・竹細工 
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■2年間でしてきたこと！！ 

 忙しすぎる草刈りを面白くチャレンジ 

 

目標 

 ・草刈りの負担軽減  ・・・ 

 ・地区内外の交流促進 ・・・ 

 ・動物セラピー   ・・・ 

 ・富山を目立たせる  ・・・ 

除草 
イベント賑やかし 
癒しの提供 
SNS・メディア露出 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 
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• 出張実績 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 
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老人福祉施設でのふれあい 



• 出張実績 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 
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地域のお祭りでのふれあい 



• 出張実績 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 
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個人宅の除草 



• 話題性 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 
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四万十市広報「しまんと」表紙 

NHK高知 お昼のクローバー・こうちいちばん 



• 話題性 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 

15 

SNSインスタグラム 高知新聞 2017年9月3日 



• 課題 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 

飼育資金 
 

出張報酬だけでは足りないので 
空き缶回収で駆虫薬代・備品代を賄っています。 
空き缶提供にご協力くださっている皆さんありがとうございます。 16 



• 課題 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 

地区内への情報発信 

◆レンタル条件 
3頭まで貸し出せます。(何頭でも下記料金) 
 富山地区内 10日まで500円 
 富山地区外 10日まで5000円 
 ※レンタル中の世話や繋留作業は借りた人にして頂きます。 
 
◆一緒に貸し出す物 
 日除け・寝床用の小屋・繋留用のロープと杭 
 
除草・愛玩にご依頼お待ちしてます。 
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• 課題 

■2年間でしてきたこと！！ 

地域おこし草食隊 〜耕作放棄地対策・穏やかな人の輪を紡ぐために〜 

飼育メンバー募集 

当番制でおこなっている日常の
糞掃除、安否確認をしてくれる 
メンバーを募集しています。 
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■2年間でしてきたこと！！ 
提案・実行中 

ヤギによる除草活動＋α 

 

林業・特用林産物の勉強 

≫きのこ栽培・炭焼き・養蜂 

 

 

手仕事サークル準備中 

≫藁編み・竹細工 
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富山の課題 

除草作業が忙しい 

 

収入手段が少ない 

 

 

 

後継者不足 



■2年間でしてきたこと！！ 
林業・特用林産物の勉強 

県立林業学校の短期課程受講 

林業で地域おこしの先進地視察 

特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 

鳥取県智頭町 森ノ学ビ舎 

地区の先生に習う 

竹細工 
藁細工 
ミツバチを飼う 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 

【講習会でのポイント】 
• 山や遊休地、既存のハウスを利用した栽培は投資・維持費を抑えて栽培可能 
• 将来性が期待できる品目を選択 
• 単一品目の大規模栽培ではなく、時期・労働力・地域性(樹種)を考慮し無理のない
範囲で開始する 

• 個人よりも集落一体で取り組むことで産地化・安心食材の差別化が図れる 

林業学校資料抜粋 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 

林業学校資料抜粋 

きのこ別適用樹種 

22 カシ コナラ アカメガシワ シイ サクラ 



■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 

林業学校資料抜粋 

アラゲキクラゲの特徴 

• 国内流通の９７％以上が中国産 
    （中国産は乾燥のみ、価格高騰が見込まれ国産ニーズが高まる）  
• 健康食ブーム！国産ニーズに生産が追いつかず 
• 原木栽培の適用樹種が幅広く、管理の手間が少ない 
• 病虫害が少なく、栽培がしやすい 
• 温暖な地域に適している 
• 伐採後の葉枯らしが不要(生木の方が発生良好) 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 

林業学校資料抜粋 

なめこの特徴 

• 原木に針葉樹が利用可能 →間伐材の活用可 
• 葉枯らし不要(１０日以内のコマ打ちを推奨) 
• ヒノキの切株でも栽培できる！ 
 しかも・・・ 地下部が大きく、５年程発生 
     季節を選ばす植菌が可能 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜きのこ編〜 
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キクラゲ・なめこ・しいたけを5つの樹種にコマ打ち 

それぞれ林内・学校グラウンド・ハウスに配置してホダギの経過を観察中！！ 



■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 

• 捨ててる部分に付加価値 

• 低コスト化 

• とっても合理的な生態系という自然の力 

     (スイスでの近自然林づくりの取組) 

【ポイント】 
• 間伐材を炭焼きに回すことで、間伐作業の作業費用を有効活用できる 
• カシだけじゃない、樹種によってさまざまな特徴がある 
• 燃料以外の利用法にも注目 
• 植林しなくても原木が手に入る！ 

26 



■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 

林業学校資料抜粋 

黒炭の利用方法 
 浄化用・消臭剤・調質材・土壌改良材・火薬・調味料 
 金属用研磨材・絵画用コンテ・製鉄・化粧用品 
 防音効果 etc 
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参照：ブログ「木のメモ帳」 額のまつえだHP 大山レーヴHP あかぎ園芸HP  



■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 

林業学校資料抜粋 

樹種別の特徴や需要(黒炭のみ) 
 クヌギ ：茶道用の菊炭  
       松 ：鍛冶屋の精鍛 
       竹  ：消臭・浄水 
    ヒノキ ：消臭効果大 粉にしやすい 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 
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■2年間でしてきたこと！！ 

林業・特用林産物の勉強   
特用林産物で地域おこし 〜炭焼き編〜 
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1窯目の収穫 
カシ・雑炭 約120kg 
木酢液   約6L 
炭の粉   1袋 
師匠の笑顔  

2窯目の収穫 自力で挑戦 
竹炭 
松ぼっくり 
カンナくず 
等、オブジェ炭に挑戦 
市役所1階に飾って頂きました。 



■2年間でしてきたこと！！ 
林業・特用林産物の勉強 

先進地視察   

視察先：鳥取県智頭町 
 森林率93％ 林業が主産業  
 ↓ 
 衰退、限界集落 
  ↓ 
  「森ノ学ビ舎」発足・「百人委員会」発足 
  ↓ 
  林業が活発化・自治意欲が旺盛  
  ↓ 
  ↓ 
  UIターンが増加  
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■2年間でしてきたこと！！ 
林業・特用林産物の勉強 

先進地視察   

森ノ学ビ舎 
 ・山林バンク運営  
    
 ・技術研修会  
    

 ・研修用フィールド  
  

山林を持て余している山主と小規模林業の 
施業者を繋げる 
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全国から先進的な技術者を招聘した研修会 
視野を広く保ちながら、個人の林業家をサポート 

新規の林業参入者に対し、技術習得の為の現場提供 



■2年間でしてきたこと！！ 
林業・特用林産物の勉強 

先進地視察   

百人委員会     
住民×役場 住民の企画提案、役場の予算立て、実行 
住民の自治意識が高まり、高校生などもUターンをするつもりで町外へ進学する。 
 

 ・住民の取組   ●中学生が作る街の観光パンフレット 
●ジビエの商品開発 
●高校生が作るバス停 
     藍染の技術継承・イベント 
    サドベリースクール(森の学校)支援 
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■2年間でしてきたこと！！ 
林業・特用林産物の勉強 

先進地視察   

感想 
 
個人個人がやってみたいことを町がバックアップ 
↓ 
住民が自分事として町の活性化に取り組んでいるように感じた。 
 
1次産業は現場主義で視野が狭くなりがち 
↓ 
新しい情報や技術を共有し、林家同士が切磋琢磨できる環境 
個人の林家が活発になることで、森林組合では採算が取れず施業されない 
小規模の山林にも人が入り、山林整備が進む。 
 
柔軟な取り組みを高知県でするなら・・・・ 
集落活動センターを活用すれば出来るように思えた。 
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■2年間でしてきたこと！！ 

地域内外の養蜂の達人・書籍から学んだこと！ 
・富山は二ホンミツバチの生息適地！ 
・農作物・野生植物の受粉に大貢献 

貯蜜エリアのみの採蜜作業は 

群れへの負荷を軽減、またすぐ
に蜜を集めてくれます。 

 

重箱式巣箱のつくりかたを習って
きました！ 

 
 
 

作り方ワークショップを開催予定 
日程や詳細は未定 

林業・特用林産物の勉強 

養蜂の勉強  
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■2年間でしてきたこと！！ 

採蜜後のカスになった巣 精製された蜜蝋 

蜜蝋を使った商品例 
木（家具・柱・板間など）・皮（財布・キーケースなど）用のワックス   
化粧品クリーム  ろうそく 
石鹸  蜜蝋ラップ（何度も使える食品ラップ） 
 
二ホンミツバチの蜜蝋相場  100ｇ 1200～3000円 
１箱当りの採取量 200g 

林業・特用林産物の勉強 

養蜂の勉強  
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■2年間でしてきたこと！！ 
提案・実行中 

ヤギによる除草活動＋α 

 

林業・特用林産物の勉強 

≫きのこ栽培・炭焼き・養蜂 

 

 

手仕事サークル準備中 

≫藁編み・竹細工 
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富山の課題 

除草作業が忙しい 

 

収入手段が少ない 

 

 

 

後継者不足 



■2年間でしてきたこと！！ 

富山に残る手仕事、工芸品 

こんなに残ってる！先輩たちの特技！ 
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■2年間でしてきたこと！！ 

富山に残る手仕事、工芸品 

こんなに残ってる！先輩たちの特技！ 
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■2年間でしてきたこと！！ 

富山に残る手仕事、工芸品 

草編み会発足！！ 

手仕事を習いたい若輩者 手仕事を教えられる大先輩 

興味のある方、 
一緒に先人の知恵を 
受け継ぎませんか～ 
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■これからしたいこと 
草食隊 

 ・レンタルヤギの継続 

林業と特用林産物 

 ・生態系に逆らわない林業での人工林手入れ 

 ・自生樹種・間伐材の有効活用（炭焼き・きのこ） 

養蜂 

 ・養蜂技術の向上（巣箱作り・設置場所）  

 ・蜜蝋活用の模索 

技術継承 

 ・くさあみ会で多世代間の交流促進と技術継承 41 



■これからしたいこと  
     ～定住にむけて～ 

「ちいさな木こり」ブランド立ち上げ 

 

木材以外の資源にも付加価値を付けて販売。 

都会に対し自然を感じる商材を提案することで、
山間地への関心を集める 

 

木材以外にも収益のある体制で、持続可能で自
立した林業を目指す。 42 



ご清聴ありがとうございました。 
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