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３.中山間地域･島しょ部連携インターンシップ 

 

（１）中山間地域･島しょ部連携インターンシップの考え方と仕組み 

 

 広島大学地（地）の拠点インターンシップは、地（知）の拠点の目標や活動方針に基づ

き、体験授業などを実施いただいている地域・自治体の皆様方と広島大学生物生産学部が

連携して、学生が一定期間地域や市町などで体験したり研修生等として働き、自分の将来

に関連のある地域体験を通じて地域に貢献する人材を育成しようとするものです。 

 とりわけ広島大学地（地）の拠点中山間地域島しょ部領域の共通テーマである「地域連

携から地方創生へ」の考え方を基本に、大学、地域、市町が協働して取り組む活動になっ

ています。 

 また、インターンシップは、教養ゼミ体験学習と特別講座を受講した学生が、より発展

的な体験学習をおこなうための教育科目になっており、自治体（市町）・地域と大学の連携

の下、学生が希望する地域体験を実施できる組織等を両者が調整しながら進める仕組みに

なっています。 

 

  具体的には、以下のような仕組みになっています。 

（１）インターンシップを通じて広島県内の地域の秀でた取り組みや活動を学生が主体的

に学び、少しでも中山間地域島しょ部に貢献できる活動を学生が展開することを基本にし、

地域志向型人材の育成にもつなげようとするものです。 

（2）実施期間は８月から９月で、生物生産学部の学生を中心していますが全ての学部の学

生を対象にしており、3日から 6日間地域に泊まり込んで活動を行います。 

(3)市町や地域が提案するインターンシップ活動を基本に、大学が学生のニーズとのマッチ

ングを行いながら、学生の主体的な活動につなげるよう調整しています。 

（４）市町や地域の方々は、インターンシップに臨む学生と対話しながら、学生のニーズ

に対応した研修に修正するなど、機動的なメニューが提供されます。 

 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/chiikitaisaku/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%86%e3%82%81%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e5%b8%83%e9%87%8e-2/
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中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 

インターンシップまでの流れ 
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広島大学中山間地域・島しょ部連携インターンシップ受け入れ地域 

 

受入れ先 人数 受入れ期間 

東広島市 トムミルクファーム ５名 8/17-21(3)､8/24-28(1)､9/14-18(1) 

三次市 ゆめランド布野 ３名 8/26－31 

安芸太田町 井仁  ６名 8/31－9/4 

世羅町 <幸水農園、向井農園、(株)恵> ６名 9/7－11 

JA 広島農青連 ２名 9/11－13 

東広島市 ファームおだ ２名 9/15－18 

呉市大長 大亀農園  １名 9/21－26 

大崎上島町 金原農園 １名 9/24－27 

大崎上島町 役場 ２名 9/26－30 

9 カ所 28 名  
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（２）受入地域における研修概要 

 

① 東広島市 トムミルクファーム 

１．インターンシップの概要 

 トムミルクファームは、東広島市豊栄町乃美にある地域で有名な牧場です。水稲、畑作、

酪農の複合型業からスタートし、現在は酪農、畑作、周辺農地の作業の請負、牛製品の製

造販売等をおこなっています。早くから牧場の持続的経営を考え、家族経営主体から雇用

労働型へシフトさせ、酪農を志す若者を多く雇用しています。牧場では、酪農業の他に自

社で搾乳した牛乳をつかった定温殺菌牛乳、ジェラート、プリンなどを製造、販売し、敷

地内にはまきばカフェも経営しています。体験型牧場として、一般客むけにバター作りや

子牛の哺乳体験、乳搾り体験、命と食べ物のつながりについての講義など様々な体験メニ

ューを提供しています。豊栄町の農業の担い手として、また地域の主要な観光名所のひと

つとして、重要な役割を果たしています。 

今年度は、8 月 17 日～21 日、8 月 24 日～28 日、

9 月 14 日～18 日の３回にわたって、4 泊 5 日の研

修を受け入れていただき、合計５名の学生が参加し

ました。インターンシップを通じて学生は、酪農や

農作業の実践や、６次産業化への実態を理解する、

高い衛生管理が求められる乳製品の製造現場を知

りたい、地方創生の基盤産業である１次産業従事者

の生の声を聞きたい、などを希望していました。 

 

２．実習の内容 

 実習の内容は当日の作業状況によって異なりますが、主に以下のような作業や研修をお

こないました。 

 ・朝夕の餌やり 

 ・牛舎、羊・豚・山羊・ロバ小屋の掃除 

 ・牧草の刈り入れ、サイレージづくり 

 ・牛の人工授精の見学 

 ・搾乳や牛乳の低温殺菌工場の見学 

 ・牛乳瓶、プリン容器の洗浄 

 ・牛乳やアイスの填充、包装 

 ・まきばカフェでの作業 

 ・商品の配達作業 

 ・キャベツの収穫、キャベツの苗の植え付け 

 ・獣害柵の設置、等 
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② 三次市道の駅ゆめランド布野 

１．インターンシップの概要 

道の駅ゆめランド布野では、8月 26日～31日の 5泊 6日にわたってインターンシップを

受け入れていただきました。参加した学生は、生物生産学部の 1年生 3名です。 

インターンシップをおこなう上での地元との調整やスケジュールづくりは、三次市役所

や布野支所の方がおこないました。学生の研修を受入れてくださったのは、道の駅ゆめラ

ンド布野、大前農園の方々です。様々な立場の方々が、学生を受入れてくださり、日々の

活動に必要なサポートをしていただきました。 

主な研修内容は、道の駅にあるバイキング

や直売所、アイスクリーム売り場の接客、大

前農園でのイチゴの葉欠き作業、三次市と布

野町の観光資源の見学などです。 

宿泊先は布野町にある農家民宿「きこりの

家」に泊めていただきました。研修の後は、

民宿を経営しているご夫婦と夕食づくりや

色々なお話しをしたようです。 

インターンシップ最終日前日の夜は、インターンシップを受け入れてくださった方々に

よる歓迎会兼慰労会を開いていただきました。三次市や布野町の食材を使った様々な料理

をいただきながら、地域の方々と交流を深めることができました。 

 

 

２．実習の内容 

 学生は、道の駅ゆめランド布野にて以下のようなスケジュールで実習をおこないました。 

日にち 研修内容 

8/26(水) ・ゆめランド布野従業員、関係者の方々との挨拶 

・道の駅の案内と研修内容の説明 

・三次市観光(ダチョウの飼育場、アヤメの釣り堀、フルーツランド、 

 島根県との県境) 

8/27(木) ・大前農園にてイチゴの葉欠き作業(ビニールハウス 1棟分) 

・玉ねぎやアスパラガスの出荷作業のお手伝い 

8/28(金) ・バイキングのホールスタッフ体験 

8/29(土) ・バイキングの厨房スタッフ体験 

8/30(日) ・道の駅でお餅づくり  

・道の駅トレッタで開催されたイベント見学 

・三次ワイナリーの見学 

・バイキングのホールスタッフ体験 
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・インターンシップ受入側関係者による慰労会 

8/31(月) ・道の駅アイスクリーム売り場の接客体験 

 
 
③ 安芸太田町井仁地区 

１．インターンシップの概要 

 安芸太田町井仁地区では、８月 31日から９月４日までの４泊５日のあいだ、インターン

シップを受入れていただきました。参加した学生は、生物生産学部１年生３名、２年生１

名、総合科学部１年生１名、教育学部２年生１名の合計６名です。 

 インターンシップをおこなう上での地域での調整やプログラムづくりは、安芸太田町役

場の方がおこないました。研修を受入れてくださったのは、井仁地区および、いにぴちゅ

会の方々、井仁を担当する地域おこし協力隊の方です。地域の様々な方が、学生の日々の

活動を支援してくださいました。 

 主な研修内容は、棚田に流れる山からの水

路にたまった泥や枯れ枝を取り除く作業、無

人となった家に植えてある木の枝打ち作業、

井仁地区の周りにある獣害対策柵にからまっ

た雑草やつたを取り除く作業、ホンモコロ養

殖の水揚げ作業、ワークショップです。 

 宿泊先は、井仁地区にある小学校を再利用

した交流館です。日々の食事には、地域の方

との会食や安芸太田町役場の方がアレンジし

てくださった地元の飲食店で食事をいただきました。 

 研修中は、様々な地域の方が学生に声をかけてくださり、学生は今回の実習内容が地域

にとってなぜ必要な作業なのか、直接聞くことができました。限界集落とよばれる地域が、

どのような課題を抱えているのか、深く考えるきっかけになったようです。 

 

２．実習の内容 

 学生は、井仁地区で以下のような実習をおこないました。 

 

日にち 研修内容 

8/31(月) ・井仁の自治会、いにぴちゅ会、安芸太田町役場の方、地域おこし協力隊

の方と対面式。 

井仁地区についてのガイダンスを受ける 

・山に入って水路掃除 

9/1(火) ・民家に植えてある木の枝打ち、掃除作業 
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9/2(水) ・獣害対策柵にからまった雑草やつたの撤去、水路掃除 

・地域の方が作業をしやすいように山に倒れている木などを撤去 

9/3(木) ・前日の作業の続き 

・井仁で学んだことを考えるワークショップ 

9/4(金) ・ホンモロコ養殖池の清掃と収穫作業 

・ホンモロコの試食 

 

 

④ 世羅町 

１．インターンシップの概要 

 世羅町では、９月７日から９月１１日の４泊５日の間、インターンシップを受入れてく

ださいました。参加した学生は、生物生産学部１年生１名、４年生４名、文学部３年生１

名の合計６名です。 

 世羅町のインターンシップでは、世

羅６次産業ネットワークや世羅町役場

の方々が企画し、町内のネットワーク

会員が研修を受入れてくださいました。

農事組合法人世羅幸水農園に３名、株

式会社恵に２名、(有)世羅向井農園に

１名の学生がお世話になりました。宿

泊は、世羅の農家民泊でお世話になり

ました。まず、学生はインターンシップの開会式に参加し、その後それぞれのインターン

シップ先で研修をおこない、最終日に世羅ワイナリーでワークショップをおこないました。 

 学生はそれぞれの受け入れ先で多くの事を学び、初めての農家民泊もあり、充実した時

間を過ごしたようです。 

 

２．実習の内容 

学生は、各受け入れ先で以下のような実習をおこないました。 

◇世羅幸水農園 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・原田会長から農園の概要説明を受け、圃場見学 

・11月に完成予定の加工場で使う梨の一次加工処理作業 

9/8(火) ・ワイン用ブドウの摘果、収穫作業 

9/9(水) ・梨の収穫作業 

・世羅町内の直売所や観光農園の見学 

9/10(木) ・町内の各農園から市場出荷される豊水梨の品質見合わせの様子を見学 
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・シナノゴールドの袋外し作業 

・豊水梨の収穫作業 

・ワイン用ブドウの摘果作業 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

◇株式会社恵 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・ワイン用ハニービーナスの摘果作業 

9/8(火) ・キャベツの収穫作業、選別作業、コンテナ詰め作業 

・ブドウの選別作業 

9/9(水) ・ブドウのバック詰め作業 

・玄米の袋詰め作業 

9/10(木) ・キャベツの収穫作業 

・水田のイノシシ対策用電気柵を張る作業 

・電気柵の漏電を防ぐための草刈り 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

◇(有)世羅向井農園 

日にち 研修内容 

9/7(月) ・ミディトマトの袋詰め作業 

・ブドウのバック詰め 

9/8(火) ・ミディトマトの道の駅への出荷作業 

・ブドウのビニール張り（台風対策) 

9/9(水) ・ミディトマトの袋詰めと道の駅への出荷作業 

・トマトジャムのシール貼りと直売所での販売 

・トマトジャム作り 

・ブドウの収穫と袋詰め 

9/10(木) ・台風で落ちたリンゴの収集と加工用・廃棄の選別 

・ミディトマトの挿し木 

9/11(金) ・世羅のグリーンツーリズムについてのワークショップ 

 

 

⑤東広島市 ファーム・おだ 

１．インターンシップの概要 

 農事組合法人ファーム・おだでは、9月 15日から 9月 18日の 3泊 4日の間、インターン

シップを受入れてくださいました。参加したのは、生物生産学部 2年生の 2名です。 
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 インターンシップでは、ファーム・おだの方々が様々な研修をさせてくださいました。

ファーム・おだの組織概要や事務所での作業、

米粉パン工房のお手伝い、アスパラ収穫、浮

き楽栽培の見学などです。また、近畿中国四

国農業研究センターと広島県農業技術センタ

ーの研究員の方がおこなった米粉パンのアン

ケート調査を手伝わせていただきました。宿

泊は、吉弘組合長のお宅に泊めていただきま

した。学生は、ファーム・おだの皆様との交

流から多くの事を学んだようです。 

 

２．実習のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/15(火) ・ファーム・おだの組織および事業内容、将来計画の説明 

・事務所にてレタスの売上集計および除草剤散布のデータ処理 

9/16(水) ・米粉パン工房「パン＆米夢」でパンの袋詰め、陳列、販売作業 

・米粉パンのアンケート調査の補助 

9/17(木) ・アスパラの収穫、および洗浄、選別、包装等の出荷調整作業 

・アスパラハウス内の草取り 

9/18(金) ・浮き楽栽培のレタスの苗を植えつける作業 

 

 

 

⑥ 呉市豊町大長 大亀農園 

１．インターンシップの概要 

 大亀農園は、呉市豊町大長で柑橘を中心に栽培をし、観光農園もおこなっています。経

営者の大亀さんは、地域を盛り上げる活動も積極的におこなっており、インターンシップ

では農作業体験だけでなく地域の行事やお祭り

にも参加させていただきました。 

 インターンシップは、9 月 21 日から 9 月 26

日までの 5 泊 6 日のあいだ受入れていただき、

宿泊もさせていただきました。参加した学生は、

生物生産学部の 2 年生 1 名です。参加した学生

は、しっかりメモをとりながら研修を受け、色々

なことを学ばせていただいたようです。 
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２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/21(月) ・奥様と夕食の準備 

・大亀さん夫妻、娘さんご家族と夕食をとりながら交流 

9/22(火) ・イチゴの苗植え作業 

9/23(水) ・御手洗休憩所豊町観光協会でお手伝い 

・御手洗にある乙女座(元映画館)で開かれたジャズコンサートのお手伝い 

 来場者のカウントやミカンジュースの販売など 

9/24(木) ・ブルーベリージャムづくり 

・植物の生理学についての講義 

・ケーブルテレビの番組試写会に参加 

・とびしま街道地域おこし協力隊の方と意見交換 

9/25(金) ・みかんの古い枝や秋芽、小さい実を切り落とす作業 

・翌日開催されるやぐら祭りの準備の手伝い 

9/26(土) ・やぐらの担ぎ手さん用の昼食の準備手伝い 

・お祭りの見学、やぐらの担ぎ手も体験 

・地域の方々と打ち上げをしながら交流 

 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 

１．インターンシップの概要 

 金原農園は、大崎上島町にある柑橘生産農家

です。シトラスかみじま内にハウスをもち、高

級かんきつのせとかなどを栽培しています。イ

ンターンシップでは、9月 24日から 9月 27日ま

での 3泊 4日のあいだ受入れていただきました。

現地との調整には、大崎上島町役場の方がご協

力してくださいました。 

参加した学生は、生物生産学部の 1 年生 1 名で

す。金原さんのお宅に泊めていただきながら、

柑橘生産の現状や今後の経営の在り方など、お話しを交えながら研修をさせていただきま

した。学生は、現場に行ったことで多くの事を学んだようです。 

 

 

 



93 
 

２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/24(木) ・柑橘農業経営についてのお話を伺った 

9/25(金) ・イノシシ対策柵の補修 

・ハウスせとかの摘果 

・デコポン、はるみの摘果 

9/26(土) ・日南、菊間中生の摘果 

9/27(日) ・段々畑のデコポン、はるみの摘果 

 

 

 

⑧ 大崎上島町 役場 

１．インターンシップの概要 

 大崎上島町役場では、産業観光課の皆様が 9 月 26 日から 9 月 30 日の 4 泊 5 日の間、イ

ンターンシップを受入れてくださいました。参加した学生は、生物生産学部の 2年生、2名

です。 

 大崎上島町では、修学旅行生を積極的に受

入れ島の活性化につなげようとしています。

今回のインターンシップでは、大崎上島町役

場の方がアレンジしてくださいました。また、

研修中は町内の方々にもお世話になりました。

学生は、地域に密着した町職員の仕事に触れ

ることができたようです。 

 

２．研修のスケジュール 

日にち 研修内容 

9/26(土) ・地区の祭りに参加し、みこしを担ぎ島内を巡行した 

9/27(日) ・地区の祭りに参加し、みこしを担ぎ島内を巡行した 

・午後からあるけんかみこしや神事を見学 

9/28(月) ・大崎上島町役場で地域の事について学ぶ 

・修学旅行生受入れのための駐車場規制を職員とともに行う 

・島内の名所見学 

9/29(火) ・修学旅行生受入れの業務手伝い 

 入島式会場の掃除、整備、横断幕を持って学生の出迎え 

先生方と各民泊先を回り、学生の体験内容の様子を記録 

(写真撮影、ビデオ撮影) 
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9/30(水) ・前日に引き続き、修学旅行生の活動内容を記録 

・離島式の会場準備、横断幕を持って学生の見送り 

 

 

 

 

（３）学生の研修報告概要 

 

① 東広島市 トムミルクファーム 

・生物生産学部２年生 

 食品科学コースを選択しており、生産現場のなかでも乳製品など衛生管理が厳しい食品

を扱うところに参加したいと考えた。また、トムミルクファームは６次産業化に取組んで

おり、牧場、加工場、観光地としての様々な側面をもつため多様な経験ができると思った。 

 最も印象に残ったのは、牛乳の殺菌工場で、低温殺菌のため１日がかりの作業で重労働

であった。安全な牛乳を提供するために、牛乳が通るパ

イプを毎回洗浄し、組み立てていた。官能検査で試飲し

た牛乳は、特有の生臭さがなく、口当たりがまろやかで

驚いた。消費者は安いものを求めがちだが、商品になる

までにどのような手間がかかっているか、そのうえで品

質の高さを知ってもらうことが必要だと思った。 

 

・生物生産学部２年生 

 将来、就農することはあまり考えていないが、地域創生や地域おこしに関わることをし

たいと考えており、農業や酪農、漁業などの１次産業に従事している方の話を直接聞く機

会がほしかった。インターンシップを通じて、机上の空論で物事を知ったような口をして

も意味がないことを改めて思った。農作業は天候に左右され、自分の思うようにいかない。

雨が降ると土がぬかるみ、うまく機械が動かず手直

しの作業が増えた。トムミルクファームでは、酪農、

畑作、加工品づくりなどを組み合わせた経営をして

いる。年間の作業内容を維持し、収益の確保につな

げているように感じた。一方、沖社長と話しながら、

トムミルクファームや地域を支えていく人材の育

成に苦労しているようにみえた。今回のインターン

シップを受入れてくださったのは、沖社長が日々悩

みながら、それでも何とかしようと努力されているからであると感じた。 

 研修を通じて、地方創生や地域おこしに必要なのは地域に根付いた農業や酪農などの１



95 
 

次産業だと思った。日本全体のことを考えると単に農業従事者や人口を増やすだけではな

く、半農半〇や週末の農作業体験といった様々な形で農業や地域に関わる人を増やす必要

がある。消費者が農業の持つ生産面での機能だけでなく多面的な機能についてより深く認

識することは、地域の一次産業を盛り上げていくことにもつながると考える。 

 

・生物生産学部２年生 

 トムミルクファームでは、６次産業をしており、畜産、農業、加工、販売の全てを経験

できると思い参加した。研修では、キャベツの植え付け作業が一番大変であった。天候が

悪く、畑の土のコンディションがよくなかったため、手直しの作業がたくさんあった。牧

場での作業は、初めてだったが牛に抵抗なく触れるようになり愛着がわいてきた。 

 農作業は単純作業が多いが、作業が長時間なので大

変であった。農作業を少ししただけで、大変だと口に

するのはよくないと感じた。天候によって当日の作業

を考えるのは当たり前だと思っていたが、実際には天

候と出荷の時期を考えて細かなスケジュールを立てな

がら作業をしていた。とても経験が必要な仕事だと感

じた。トムミルクファームで働く方々が、この仕事が

好きで、経営をよくしていこうと努力されていた。若

い社員も多いトムミルクファームには、魅力があると

感じた。 

 研修中、地域で開かれた豊栄・川内・福富の地域を活性化させようと協力して取組んで

いる会議に出席させていただいた。中山間地域に住む方がどのような危機感を持っている

か、直に感じることができた。研修を通じて、中山間地域について改めて深く考えるきっ

かけとなった。 

 

 

 ② 三次市道の駅ゆめランド布野 

・生物生産学部１年生 

 インターンシップに参加し、中山間地域の魅力

やそこで生活する人々の喜びや苦労を知りたい

と思った。また、「働く」ということを実際に体

験してみたいと考え参加した。研修を通じて、地

域の方が様々な苦労や失敗をしながら、よりよく

していこうと工夫をしていることがわかった。大

前農園では、水のあげかたによって病気がイチゴ

に蔓延しやすくなるため、水を含むシートの上に
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苗をおいている。道の駅ゆめランド布野では、お客様に何度も来ていただけるようなバイ

キングにするために日々新たな料理を検討していた。また、団体客がスムーズにバイキン

グを楽しめるように提供方法を検討するなどしていた。そのような姿をみながら、失敗し

たら次は成功に近づくように自分で考えてやってみることや、今の状況に満足せずに挑戦

することが大切だと感じた。 

 

・生物生産学部１年生 

 道の駅ゆめランド布野でインターンシップを希望したのは、販売や接客、農作業など様々

な活動を体験させていただけるからである。研修を通じて、農家の仕事の大変さ、経験か

ら工夫を重ねていくこと、働くことの大変さと楽しさを知ることができた。大前農園では、

イチゴ栽培の水のあげ方に工夫をして葉から葉に病気が移るのを防ぐようにしていた。道

の駅ゆめランド布野では、高齢者の方のためにバ

イキングの料理をバランスよくつめたお弁当を家

に届けるサービスを始めようと準備をしていた。

また、直売所では、職員の方が台の上に乗りきら

ない商品が、車いすを使うお客様の邪魔になるた

め、すぐに移動するよう心掛けていた。アイス屋

さんでは、生乳からアイスを製造しているため、

衛生面にとても気を使っていた。ここで働いている方たちが、色々なことに配慮しながら

仕事をしていることを知ることができた。 

 また、布野の方たちは、客様とのやり取りや、私たちへの対応の仕方がとても親切であ

った。私たちには、明るく話しかけてくださり、差し入れや歓迎会まで開いてくださった。

布野の方たちの温かさを感じる６日間であった。インターンシップを受入れてくださった

感謝を忘れず、何かの形で道の駅ゆめランド布野に関わっていきたい。 

 

・生物生産学部１年生 

 インターンシップに参加したのは、夏休みを利用して色々なこ

とに挑戦してみようとおもったからである。道の駅ゆめランド布

野を希望した理由は、体験内容が最も豊富で充実しているからだ。 

 インターンシップを通じて強く感じたのは、三次の方たちの温

かさであった。どこへ行っても、みなさんが気さくに接してくだ

さり、すぐに環境になれることができた。また、道の駅ゆめラン

ド布野では、初めての取組みとして団体客用に２階でバイキング

をおこなった。インターンシップに来た私たちに、こうした初め

ての取組みのホールスタッフを任せてくださり、とてもうれしく

思った。６日間の体験で、三次の方々がとても優しい方たちであ
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ると感じた。人とのつながりや優しさを感じられる三次の魅力を、もっと発信できたらい

いと思う。 

  

 

 

③ 安芸太田町井仁 

・教育学部２年生 

生物生産学部の「中山間地域・島しょ部連携特別講座」で安芸太田町役場の方の講演を

聞き、人口減少や高齢化に直面している地域の現状を直接行って知りたいと感じて参加し

た。研修を通じて、集落を「人が住めるところ」として維持していくには、水路の維持管

理、空き家の手入れ、獣害対策など様々な作業

が限りなくあることがわかった。棚田百選に選

ばれている井仁の棚田だが、生産者の体力が衰

え、耕作放棄せざる得ないところも増えている。

体験を通じて、中山間地域の過疎化や高齢化問

題の対応策は、手探りの状態で「地方創生」の

手立てとして明確なものがないと感じた。現在

おこなわれている対策も、現時点では良策かど

うかの判断ができない。ただ、地域に住む人が最後までここに住んでいてよかったと思え

る地域づくりが必要なのだと感じた。自分なりにできることを今後も考えていきたいと思

う。 

 

・生物生産学部２年生 

 生物生産学部の「中山間地域・島しょ部連携特別講座」で安芸太田町役場の方の講演を

聞き、限界集落と呼ばれる地域で住民の方や自治体、地域おこし協力隊の方がどういった

取組をしているか興味をもって参加した。体験を通じて、井仁地区の方々の行動力と問題

意識の高さを感じた。私はこれまで地元や東広島市内などで高齢化・過疎化などに悩んで

いる地域をいくつかみてきた。井仁地区の方々ほど「自分たちみんなで地域の問題を解決

しよう」という意識の高い地域は、他になかっ

たように思う。地域で取り組まれている、棚田

体験会や観光の取組、棚田オーナ―制度、獣害

対策、耕作放棄された棚田を利用したホンモロ

コ養殖は、井仁地区に住む方の気質・地域性が

あってこそ成り立っているように感じた。今回

のインターンシップは、井仁地区の現状を知り、

問題点やその解決に向けた取り組みをみるこ
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とができた。こうした地域には、単発に訪れるだけでなく、継続的にかかわっていくこと

が重要であると実感した。インターンシップでは、自分の知識や経験を蓄積するだけでな

く、再び井仁を訪れるきっかけにいたいと思っている。 

 

・総合科学部１年生 

インターンシップに参加し、自分の過疎地域に対する曖昧な思い込みを変え、就職に向

けて何かを感じたいと思いインターンシップに参加した。研修では、地域の方が獣害対策

に苦労していることや集落には若い人が少なく、地域を存続していくことに諦めの気持ち

を持つ人もいることを知った。一方で、過疎

地域に暮らしている方たちの日々の努力や優

しさに触れることができた。これまで過疎地

域が廃れていくのは仕方がないと考えていた

が、地域の方々が諦めずに頑張っている姿を

みて、自分の考え方を変えていく必要がある

と感じた。 

 

 

 

・生物生産学部１年生 

教養ゼミ体験学習で井仁に行ったことがきっかけで、今回のインターンシップに応募し

た。今回の水路掃除や鳥獣害対策柵など体力の必要な研修を通じて、地域に若い人が少な

く、人口が少ないことが集落を維持していくうえで大きな問題になっていると感じた。今

回のインターンシップは、短期的には地域の

役に立てたかもしれないが、地域では長期的

な若者の受け入れを希望している。地域の維

持活動に、若者が継続的にかかわれる仕組み

として、色々な人が参加しやすいアルバイト

などがあれば、自分はまた参加してみたいと

考えている。 

 

 

④ 世羅町 

・文学部 3年生 

 地理学を専攻しており、将来は地域の魅力を伝え、地域の維持・発展に貢献できる仕事

に就きたいと思っている。実際に現地に行き、地域の方々の苦労や努力を知り、自分の目

や体で地域の魅力に触れることは、今の自分にできる重要な経験になると考えた。また、
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中山間地域の農業振興において、6 次産業化など新

たな経営スタイルが必要だといわれている。6 次産

業化に積極的に取組んでいる世羅幸水農園で、これ

までの経緯や現状など詳しいお話をお聞きしたい

と思った。 

 研修を通じて、世羅の観光農園は新たな技術や取

組を積極的に取入れ、とても発展していると感じた。

実際に農作業を経験して、想像していたスローライ

フとは程遠いものであることもわかった。また、世

羅町の人口が高齢化にともなって毎年 200～250人減少し、2億 4000万円の消費がなくなっ

ている現実を知った。2015 年に開通したやまなみ街道の影響を受けて、これまでの主要道

路であった 184 号線の利用が減少し、その沿線に位置する多くの直売所などの利用客が減

少傾向にあることなども知った。インターンシップに参加することで、ただ訪れるだけで

はわからなかった多くの事を学び、世羅についてより理解を深めることができた。 

 

・生物生産学部１年生 

 これまで、教養ゼミ体験学習などで簡単な農作業体験をしたことがあるが、しっかり体

験したことはなかった。将来、農業関係の仕事に関わりたいと漠然と考えているが、一度

もきちんと体験をしたことがないのは駄目だと思い参加した。 

 研修を通じて、農業は消費者から見えないところで作業をしていることに気づかされた。

一度出荷したら、消費者がどのような表情で自分

がつくった作物を食べているのかわからない。向

井さんご夫妻は、お客様の表情がわからない農業

はあまり楽しくないと思い、ブドウ狩りやリンゴ

狩りができる観光農園を開業させた。お客様に直

接手に取ってもらい、食べてもらう姿をみること

が、農業を続けていくモチベーションになってい

ることがわかった。また、農家民泊でお世話にな

った永井さんは、いつもお客様と一緒に夕食を食べ、家族と同じように談笑して過ごす時

間を大切にしている。インターンシップを通じて、人と人が交流することの大切さを学ん

だように思う。生産者と消費者がもっとつながった農業のあり方を目指していきたいと感

じた。 

 

・生物生産学部４年生 

 卒業研究で世羅の農業を題材にしたいと考えており、世羅地域の農業の現状を学びたい

と思い参加した。 
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 研修では、梨やブドウを出荷するまで

に様々な技術や工夫があることがわか

った。ベリーＡという品種のブドウは、

糖度をあげるために摘粒をおこなって

いた。ワイン用ハニービーナスは傷んだ

実を取り除くことでワインの色に濁り

が出ないようにしていた。豊水梨の収穫

は、熟しているかどうかの判別が難しい

ものだとわかった。また、品質の良い梨を生産するための土壌改善の方法、防蛾灯の種類

による防蛾範囲の違いなど詳しいお話をお聞きすることができた。圃場ごとに梨の木の樹

齢が異なり、それによって実の付き方に違いがあることは興味深かった。梨の選果場では、

最新のセンサーを導入しており、中が傷んでいる梨をはじき、重さや糖度を測っていた。

市場出荷の際には、選果場で選別された梨をさらに人の目で見て品質のばらつきがないよ

うチェックしていた。世羅梨ブランドを守っていくための、細かな努力の姿を知ることが

できた。 

 

⑤東広島市 ファーム・おだ 

・生物生産学部２年生 

 中山間地域・島しょ部連携インターンシップは、これまで専門教育などで学んだことと

のつながりがあると感じ参加を希望した。ファーム・おだは、去年の教養ゼミ体験学習で

田植えをした地域であり、水稲以外にも様々な取り組みをしていると教えていただいてい

た。 

 研修では、多くの事を体験させていただいた。ファー

ム・おだの概要や地域の自治組織についてのお話しや事

務所でのデータ整理、米粉パン工房のお手伝いとアンケ

ート調査、アスパラの収穫から出荷までの作業、レタス

の浮き楽栽培である。 

 ファーム・おだの方たちと過ごすなかで、組織の活動

を維持していくには補助金が必要であり、いろいろと苦

労をして確保していることがわかった。法人化したメリ

ットの一つが、補助金を受けられやすくなったことだそ

うだ。皆さんと話していると、吉弘組合長のおかげとお

っしゃる方が多く、印象的であった。また、農作業を体

験して感じたが、少人数で作業をおこなっていることに驚いた。地域では、若者はもちろ

んのこと、人手が不足していること、小田地区を出て行かれる方が多いことが課題となっ

ている。ファーム・おだが設立されて、移住してこられる方もいらっしゃるが、それでも
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過疎化への危機感は大変強いと感じた。こういった点は、情報として知っていても実感す

ることが難しいため、インターンシップに参加してよかったと思う。 

 

・生物生産学部２年生 

 去年の教養ゼミ体験学習では、ファーム・おだに来て田植え体験をさせていただいた。

その時は、半日という短い時間であり、ファーム・おだの全体像を知ることができず、残

念であった。そのため、インターンシップに参加することに決めた。３泊４日の体験を通

じて、中山間地域の条件不利性について、自分なりの考えをもちたいと思った。 

 研修中に強く感じたのは、作業をされている方たちの高齢化である。農作業を体験して、

腰を曲げたり、重いものを運んだりする

作業がかなりあった。想像していたより

農作業は体力的にきつく、ご高齢の方に

は負担が多いことを知った。また、ファ

ーム・おだでは、市場で大量に流通して

いるものと価格競争が難しいという課題

を抱えていた。そのため、道の駅や地元

のホテル、レストランなどに「地元でと

れた食材」として販売先を開拓し、販売場所で差をつけている。 

 ４日間を通じて、中山間地域の暮らしを垣間見ることができた。大学の講義で中山間地

域について学習し、少しは理解したつもりであった。しかし、実際に行ってみると、便利

なものに囲まれている普段の生活とは全く違うことが実感できた。今回は、普段と異なる

環境がある意味新鮮であったが、若い人が中山間地域で生活するのは簡単ではないと感じ

た。こういった経験を通じた実感を得ることができ、中山間地域の改善に対するより親身

な考えを持つことができたと思う。今回のようなインターンシップの受け入れ機会を増や

すことは、ファーム・おだのように地域に根差して努力されている姿を理解する、良いき

っかけになると思った。 

 

 

⑥ 呉市豊町大長 大亀農園 

・生物生産学部 2年生 

 教養ゼミ体験学習や中山間地域・島しょ部連携特別講座を受けて、地域おこしに興味を

もつようになった。地域振興や地域おこしに関連する本を読み、インターネットで調べて

みたが、どのようなことが必要なのか、何が自分にできるのか、など具体的なイメージが

わいてこなかった。そこで、インターンシップに参加して中山間地域・島しょ部で生活す

る方たちと交流し、農作業や地域のお祭りなどを体験することで地域振興や地域おこしに

ついて自分なりの考えをもてるようになりたいと思った。 
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 研修では、イチゴやみかん栽培に関する農作業をし、植

物がどのようにすればよく育つのかについて専門的なお

話しを伺った。また、自分で作った生産物を使った加工品

づくりや地域の伝統行事であるやぐら祭りについてなど

様々なお話しをお伺いし、活動をさせていただいた。地域

おこし協力隊の方と意見交換ができたことも大きな収穫

であった。 

 研修を通じて、中山間地域や島しょ部の条件不利性を抱

えた地域が活性化するために、大学生の自分なら何ができるか、考えるようになった。ま

ず、目標としたいのは、大学生と地域をつなぐことである。具体的には、収穫期などの忙

しい時期に学生ボランティアの募集、大学の音楽サークルなどに乙女座でコンサートの開

催を呼びかける、サークルの合宿やイベントを大長でしてもらえるよう企画を立てる、な

どである。インターンシップに行く前は何ができるか漠然としていたが、実際に地域に来

てみて地域の方と交流するなかで、今の自分にできそうなことがイメージできるようにな

った。 

 

 

⑦ 大崎上島町 金原農園 

生物生産学部 1年生 

 教養ゼミ体験学習のときに、金原農園でハウスせとかの摘果を体験させていただいた。

私と私の家族は「せとか」が大好きで道の駅で見つけると必ず買っている。金原さんはい

つでも来ていいよ、とおっしゃっていたので、インターンシップを利用して少しでもお手

伝いができないかと思い参加した。 

 現場に行ったことでわかったことがある。新しい市場

を拡大するために、ジャムやジュースなど加工品を作り、

6 次産業化に取組むことが推奨されている。しかし、現

場の人からすると、ジャムを作る時間的、設備的な余裕

はない。せっかく作ったみかんをジュースにするのはと

ても悔しいことなのである。 

 みかんづくりは外敵と自然災害との戦いである。1 日

目の晩に、イノシシが畑へ降りてみかんの木を根元から

ほじくり返していた。ミミズを食べに来たらしい。収穫

時期になれば、みかんを取っていくそうだ。イノシシ対

策として畑の入り口に金網をつけ、周りに電気柵を立て

ているが、それでも入ってくる。自然災害の話は、平成

3年の台風による被害についてお聞きした。台風によって海水が巻き上げあれ、木ごと腐っ
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てしまった。木を掘り起こして苗木を植えなおさなければならなくなった。 

 そして、高齢化と後継者の問題である。農業経営は、資本、技術、体力が必要だが、年

を重ねるごとに病気になったり、体力的に今まで通り畑を管理できなくなったりする。こ

れからの農業は、いかに省力化をするかにかかっているとお聞きした。そして、若い世代

に技術や知識を伝えていくことが重要だとおっしゃっていた。 

 研修を通じて、自分の知らないことがあまりにも多いことがわかった。現実を知らない

ままに、外部の人が地域活性化策として提案をしても農家の方からしたら実用的ではない

と感じた。私が地域の方のために何かできることは、即戦力にはならないかもしれないが、

収穫期などのお手伝いはできるのではないかと思った。 

 

 

⑧ 大崎上島町 役場 

・生物生産学部 2年生 

 中山間地域・島しょ部連携特別講座を受講した中で、特に過疎地域での行政の仕事に興

味をもった。現場に行って体験することで今までとは違ったことに気づいたり、感じたり

するのではないかと思い、参加した。 

 研修では、島の伝統的な祭りに参加し、民泊で修学旅行生を受入れるためのお手伝いを

させていただいた。修学旅行生の受け入れには、大崎上島町役場の方が修学旅行生を受入

れる島内の民泊先をアレンジしていた。民泊をしていただく家庭の確保には、大変苦労を

されているようであった。初めて民泊を受入れる家庭は、色々な不安があり、少しでも軽

減するために役場の方がアドバイスをし、詳しく説明をしていた。 

 研修中、島に住む大人同士、子供同士、

大人と子供が集まって話をしているよ

うな光景を多く見かけた。自分の地元で

はあまりみかけない光景であり、羨まし

いと感じた。また、一般に聞くよそ者に

対する白い目などは全く感じず、むしろ

温かさを強く感じた。大崎上島町役場の

三村さんは、研修中の指導だけでなく宿

泊もさせてくださった。田舎ならではのいいところやよくないところなど、包み隠さず教

えてくださった。講義ではわからないことを学ぶことができた。これからの過疎地域をど

のように活性化していくかという、難しい問題にどう取り組めばいいか。これからより深

く学んでいく決意を固めることができた。 
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・生物生産学部 2年生 

 以前から過疎が進む地域の振興について興味があり、現地での体験を通じてより理解を

深めたいと思った。1年生の教養ゼミ体験学習では、中山間地域にある三次の道の駅ゆめラ

ンド布野でお世話になった。今回インターンシップは、大崎上島町という離島地域でのプ

ログラムであり、これまでにない知見が得られると考え参加した。 

 研修を通じて、大崎上島町役場の方が心掛け

ているのは、住民との意思疎通であると感じた。

島の住民の方々は、過疎化や高齢化を深刻に考

えており、修学旅行生の受入れなど肯定的にと

らえている。しかし、持続的に受入れていくこ

とに対しては、難しさを感じる家庭も少なくな

いようであった。こうした課題に対して、職員

が受入れ家庭への訪問や対話を重ねていた。 

 今回の研修で最も強く感じたのは、離島地域社会の結びつきの強さである。祭りに参加

したときにみた光景は、住民同士がほぼ知り合いであるようだった。三村さんと島内をま

わっているときは、行く先々で知り合いに遭遇していた。知り合いにあう度に会話を交わ

しているのを見て、町の職員であるが、それ以前に島の住民なのだと感じた。行政と一般

住民の距離が近いような印象を持った。住民の要望と町職員の行動に乖離が起きにくく、

町の問題に対して一致団結しやすいのだろうと感じた。 

 

 


