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社長挨拶

- はじめに -

　私は徳島商業高校校内模擬会社 ComCom 代表取締役の三好彩

加です。校内模擬会社 ComCom は平成 23 年 6 月に「徳島の商

業活動を全国に広めていきたい。人と人とをつなげて新たな

ビジネスを作っていきたい。」という思いで「商品開発・販売

・情報ビジネス・観光」など様々な活動に取り組む模擬会社と

して設立しました。平成 24 年度「Glocal Prefecture 

Tokushima　～徳商 3G プロジェクト～」と題して、Google 社

と連携することに成功し、高等学校で唯一パートナーとして

認めてもらうことができました。平成 25 年度からは、「高校

生 ASEAN ビジネスモデル～カンボジアで学校を運営しよう～」

と題しカンボジアのプレイベン州にあるカンボジア日本友好学

園（友好学園・CJFS）と連携した活動を実施しました。さらにこの活動は現在、東京 2020 大会

のホストタウン活動の学生が行う全国モデル事例へとつながってきています。

　今年度は、徳島県美波町椿谷地区を舞台として人口減少問題にアプローチしました。活動テー

マは「未来へジャンプ！美波でジャンプ！～美波町まちおこしプロジェクト～」に決定し、笑

顔があふれる町にしたいという思いで取り組みました。徳島商業高校では、平成 28 年から「観

光ビジネス」を学びに取り入れており、全国高等学校観光教育研究大会の運営実施校になるなど、

観光教育に力を入れています。このような活動を続けていたところ、徳島大学の矢部教授から「徳

島県美波町で観光開発をしようと頑張っている人がいる。高校生たちのアイデアでどうにかで

きないか」との声かけをいただき、地元の方々と連携しながら取組をはじめました。元からあ

る観光スポットで地域活性化を図るのではなく人を集めたい場所、観光地ではない場所を観光

開発することで、ほかの場所にも応用できる活動になると考えています。美波町の魅力、それ

は「山」「川」「海」などの自然がたくさんあること。あたたかい人がいること。ゆっくりと流

れる癒しの時間。それらは、都市部では味わうことができない非日常を感じることができる場

所であるということです。観光客が訪れた際には安全に自然体験ができるよう映像制作を行っ

たり、私たちでは気づくことができなかった魅力や需要を調査するためにツアー調査を行った

りしました。その中で、交流人口が 2人から 130 人に増加するなど、この活動は着実に前に進

んでいることが実感できました。

　この 1年間、美波町の方々とたくさんの活動を行ってきた結果、地域を元気にするには地域

の事を一番に思っている人、一人ひとりの力が重要であると改めて感じました。活動を進める

ことで、交流人口 65 倍、定住人口 6.7％増加という結果と美波町長や徳島県からも高い評価を

いただくことができました。高校生だけでは考えつかなかったアイデアやご支援をくださった

美波町の方々、そして 3年前私たちと美波町が出会うきっかけを作ってくださった徳島大学の

矢部教授に感謝し、この活動をさらに前へと進め徳島県の地域活性化を図りたいと考えていま

す。
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1 現状把握・現状分析

- 現状把握・現状分析 -

1-1 プロローグ

1-2 一般的に限界集落が抱える問題点

1-3 現状調査

 私たちが美波町椿谷地区 (以下椿谷地区 )の人たちと出会ったのは 3年前である。学校に

「観光ビジネス」という科目が設定され、私たちビジネス研究部でも県内の観光について調

査を行っていたところ、徳島大学の矢部教授から「椿谷地区で“まちおこし”をしようと頑

張っている人たちがいる。高校生の様々なアイディアやノウハウを伝えて欲しい」とお願い

され、椿谷地区で観光開発を行っている春田さんを紹介されたことがきっかけである。そし

て、椿谷地区の予備調査を行い、「限界集落」では無いものの、「消滅集落」寸前という事が

分かった。

①産業の衰退（椿谷地区：陶芸教室が 1つあるだけ）

②空き家・空き地の増加

③高齢者ばかりになり活気がない（椿谷地区：伝統を受け継ぐことが難しくなる）

④災害リスクが上がる（椿谷地区：道路や家などの補修がなかなかされない）　など

　どのような「まちおこし」をすることができるか調べるため現状調査を行ったところ、椿谷

地区のプロジェクト開始時の課題が見えてきた。

①住民が減少している（もともと住んでいた住人 50 年前 40 名→昨年度 6名）

②人が来ない（1か月 2名程度）

③ライフラインが不十分（キャンプができそうなスペースには電気も水もない）

④高齢化が進んでいる（平均年齢　60 歳くらい）

美波町椿谷地区

美波町椿谷地区

空き地の増加 災害リスク

美波町椿谷地区



5 - 検証 -

1-4 SWOT 分析

Strength
 椿谷地区には、山や川などとても魅力的な自然がある。椿谷地区の川は、世界の川を旅する

 カヌーイストの野田知佑さんがその自然を気に入り、移住するというほど水が透き通ってい

 る。また、山には自然を活かしたアトラクションとしてジップラインがある。ここでは、年

 齢を問わず人気があるジップラインを椿谷地区の自然豊かな景色と共に体験することができ

 る。椿谷地区では、都会では体験することができない田舎だけの非日常体験が可能である。

 椿谷地区へ行くまでの道は、大型バスが通れないほど道路がとても狭く、整備が行き届いて

 いない。また、ライフラインが不十分な他、駐車場などの設備も十分でないため、多くの観

 光客を招くことができない。周辺にはコンビニエンスストアはもちろんのこと店舗は一切な

 く、公共交通機関がないことからアクセスが非常に厳しい状況である。

 近年、時間に追われずに余裕を持って人生を楽しもうという、スローライフ人口の増加がみ

 られる。スローライフを好む人は、沖縄の自然を好む人が多いというデータがある。そのた

 め自然が豊かな椿谷地区でも人を呼び寄せることができると考える。さらには、日本全体で

 ジップラインの人気が上昇しており、観光客も増加している。その観光客の多くが外国人で

 あり、日本の文化や自然を楽しむ外国人が年々増加している。

 「徳島県・祖谷にあるフォレストアドベンチャー」「兵庫、大阪、その他近隣県のジップライ

 ン体験型の自然施設」といった、椿谷自然体験施設とよく似た施設がある。観光名所でもあ

 るそれらの施設は、私たちにとって競合相手である。

Weakness

Opportunity

Threat
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2 仮説・企画

- 仮説・企画 -

2-1 問題提起・仮説

SWOT 分析を踏まえ、まちおこしをするための仮説を立てた。

仮説を実証するためのプロジェクトの流れは次のとおりである。

　最初は徳島商業高校の生徒や徳島大学の学生など若者から活動が始まった。そして、プロジ

ェクトを進める上で地域住民の協力が必要だと考え、呼びかけを行い仲間に引き込んだ。

　また、NPO の方にもご協力いただき資金の調達なども並行して行った。その後、町全体を巻

き込んで活動を行った。

「椿谷地区の自然を活かした新たな観光スポットを創出することで、

交流人口が増え、まちおこしできるのではないか」

調査活動 観光スポットの考案



- 仮説・企画 -

2-2 マーケットターゲットの設定
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条件から導かれたターゲット

　10 ～ 30 名程度の中規模団体

　　（子どものグループや大学サークル、町内会や会社などの団体客を想定）

　障がいを持つ方の団体

　　（支援学校や授産施設、障がい者団体を想定）

～ 2-2-1 マーケットターゲット設定の条件～

①大型バス以外の車両

②10 台程度しかない駐車場の広さでも対応できる

③予約制が好ましい（常勤で雇用することが採算面から難しい）

④近隣他施設とターゲットの差別化を図りたい

～ 2-2-2 マーケットターゲット設定について～

　ターゲットの設定については、物理的・地理的条件と、運営する際の採算性との両面から

検討を行った。椿谷自然体験施設は、道路の幅の問題から大型バスを受入れることが難しい。

また、椿谷自然体験施設の体験可能プログラムの対応可能人数の関係から、30 人を超える人

数を一度に受入れることも難しい。一方で、ジップラインなどのプログラムを安全に体験し

ていただくためには、最低 3名のスタッフを配置する必要がある。その採算を考えた場合、

7名以上 30 名までの中規模団体客を受入れることが適当であると判断した。また、1年間を

通じての運営を考えた場合、70 団体（1団体 15 名）の受入れを行うことにより採算にのる。

そのためには、10 ～ 30 名程度の中規模団体や障がい者団体のファンを作り、年 1回程度の

活動の場として活用してもらうことが有効であると考えた。

中規模団体

　私たちは、これまでにも小学生対象の自然体験プログラムを行ってきている。その立場か

らも、椿谷自然体験施設周辺の自然環境やジップラインは魅力的なフィールドである。また、

大学生からはゼミの交流キャンプに活用できるという意見や、訪日外国人にとっては、他で

は体験できないフィールドであるとの意見があった。

障がい者団体

　私たちは沖縄水産高校とのつながりにより毎年参加しているキャリア教育合宿でマーケッ

トターゲットを設定するためのヒントをもらった。それは「アクセスサーフ」という、障が

いを持つ方でも海を楽しむことができるプログラムである。例えば、通常では海を楽しむこ

とが難しい肢体不自由な方にも、水に浮く車椅子などを用いて海を楽しむ機会をつくること

ができた。　

　次に、沖縄の仲間たちと「肢体不自由な方のためのツアー」を企画・実践した。このツア

ーから得たことは、その人に適した補助さえあれば、これまで体験が難しかったことも体験

可能となることが分かった。そして、体験していただいた障がいを持つ方は、大きな感動を

得ているように思えた。この経験から、体験できるのは「海」だけでなく、工夫すれば「山」

や「川」などにも変化させることができるのではないかと考えた。

マーケットターゲットとのつながり



- 仮説・企画 -

2-3 マーケティングミックスの策定
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　ターゲットを「中規模団体」と「障がい者団体」に設定し、椿谷地区のまちおこしを目標に

マーケティングミックスを策定し、体験などの価値について検証することにした。

①『ホスピタリティ』：顧客に寄り添うサービス

②『エンターテインメント』：ワクワクする非日常体験

③『プリヴァリッジ』：貸切やお客様の要望にきめ細かくアレンジする特別な時間と空間

　マーケティングミックスを策定する前提条件として、椿谷自然体験施設の「ファン」の増加

を目指すことで一致した。そのため、顧客満足の実現を目指し、ホスピタリティ・エンターテ

インメント・プリヴァリッジを重視したサービスを提供することとなった。

商品計画（サービス提供内容）：椿谷自然体験施設における体験プログラム

晴天時プログラム：ジップライン、川遊び、ピザ作り体験、

　　　　　　　　　バーベキュー、露天風呂　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

雨天時プログラム：陶芸、郷土料理作り体験、ゆず絞り体験、

　　　　　　　　　みかん絞り体験、木工体験　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

提供価格：ジップライン体験料

　　　　　　　　　　　　1人あたり 4,000 円（7～ 15 名）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000 円（16 ～ 30 名）

　　　　　施設利用料　　

　　　　　　　　　　　　1人あたり 1,000 円　

　　　　　　　　   　バーベキュー  1,500 円　

販売経路：Web・電話・FAX での予約受付

販売促進：専門家の協力のもと VR やプロジェクションマッピ

　　　　　ングの作成を行い、校内や他県のイベントで上映

　　　　　口コミ・マスコミ活用

調査活動 中規模団体 障がい者団体

川遊び

ピザ作り体験

上映ジップライン



- 仮説・企画 -

2-4 企画の流れ
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役割分担

　　観光スポットを創出するため「徳商チーム」「美波チーム」で役割分担し、それぞれの

　担当を決めた。

　　徳商チーム：施設整備（安全ビデオなどの制作）

　　　　　　　　マーケティング調査（中規模団体客）

　　　　　　　　障がい者誘致に向けた基本調査活動

　　　　　　　　活動プログラム開発

　　　　　　　　広報活動（映像制作、マスコミ活用、プレゼンテーションなど）

　　

　役割分担後、施設整備からスタートし、中規模団体を対象としたマーケティング調査、障が

いを持つ方を対象とした基本調査活動、さらに広報活動の準備を進めた。これらの活動の中で、

椿谷自然体験施設が観光スポットとなり得る魅力があるかどうか、観光スポットとして運営が

可能かどうかについて実践・検証する。

　美波チーム：施設整備（ジップラインの拡充、周辺施設の整備（遊歩道・看板）

　　　　　　　ピザ窯、BAR など）

　　　　　　　予約システムの構築

　　　　　　　プレオープンに伴う顧客対応、データ取り

マーケティング調査 施設の整備（ピザ釜）
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3 実践

- 実践 -

3-1 施設整備

 　観光スポットを創出するため、プロジェクトに必要な「人・もの・資金」の調達を行った。

　資金調達：農林水産省「農山漁村振興交付金」への採択（年間 800 万円）

　人の調達：美波町　まちおこし協力隊の椿谷地区への派遣

　施設整備：ジップライン周辺施設整備（遊歩道）とジップラインの増設　ピザ窯　　BAR

　　　　　　遊歩道　など

 ①ジップライン周辺の施設整備と増設

　　事前調査の段階では、獣道を上らなければジップラインにたどり着くことができなかった

　　ため、スタート地点へ登る遊歩道作りおよび看板の設置を行った。スタート地点に近づく

　　につれそれぞれデザインが違った 15 枚の看板を設置し、移動する際に楽しめるようにし

　　た。さらにジップラインも 1コースから 4コースに増設し、対象者に合わせ距離や難易度

　　を選べるようにした。

 ②ピザ窯

　　耐火レンガやパネルを用い、本格的なピザ窯を手作りし、横には燻製用のスペースも設置

　　した。このピザ窯では、ピザ１枚を約２分で焼くことが可能なため、参加者に新たなプロ

　　グラムの提供が可能になった。普段、家では体験できない本格ピザ作りやパイ作り、燻製

　　作りができる施設が出来たため、人気プログラムになることが予想できる。

 ③BAR

　　この施設は、徳島美波地域活性化協議会のメンバーが手作りし完成させた。そこで、まず

　　は倉庫施設の改修を行い、地域の人々が集える BAR を作った。昼間、施設整備を行い夜語

　　り合う場所として活用した。この施設は、地域内での交流人口の増加に貢献すると共に、

　　ツアーなどへ参加した人たちの憩いのスペースになった。

施設がいつできたかの写真

役割分担から徳島美波地域活性化協議会のメンバーが中心となり、周囲の施設整備を行った。
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～ 3-1-1 安全ビデオの制作～

制作期間　平成 31 年 4 月 12 日～令和元年 5月 31 日

　私たちは施設整備における役割分担の一環で、安全装置着用の映像制作を担った。

この映像を制作することにより、ツアー参加者が安全にジップラインを体験でき、運営スタ

ッフの負担軽減を図りたいと考えた。

　　①全ての人にわかりやすく（必要な情報が正しく伝わる）

　　②見る人が飽きない（見る人の集中力がきれない）

　この映像を誰が見ても正しい情報が伝わるよう「メディア・ユニバーサル・デザイン」を

採用した。これは、読みやすく、見やすく、わかりやすいことを目指して作られるメディア

である。ターゲット層を団体客と障がいを持つ方に設定したことで、このメディアを導入す

るには様々な工夫が必要となった。

　①字幕の表示

　　　字幕をつけることにより耳の不自由な方への配慮と共に、映像だけで理解できない

    　ときの補助情報となる。

　②重要な装着動作を見やすく編集

　　　複数の視点からの映像を見せることにより、１度の視聴でも装着動作の理解が深まる。

　③ゆっくりと聞き取りやすい声でのナレーション 

　　　目の不自由な方や小さい子ども、高齢の方でも聞き取りやすくなる。

　④長すぎない映像

　　　映像が長いと集中力がなくなるため、見る人に情報を簡潔に伝わりやすくする。

　完成した映像は、8月より使用を開始した。今後、見ていただいた参加者や運営スタッフ

の意見を聞きながら、修正・改良を実施する。また、その他の映像制作としては、PR 用映像、

VR 映像の制作に取りかかっている。

ビデオ制作時のポイント

工夫ポイント

映像撮影 映像の一部
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3-2 中規模団体の受入れ

～ 3-2-1 研修キャンプ～

椿谷地区のまちおこしを行うにあたり、重視していることは次の通りである。

①ホスピタリティ

②エンターテインメント

③プリヴァリッジ　

　そこで、私たち自身がお客様におもてなしや感動、特別感を提供できるスタッフになる

ための研修を実施した。

研修内容

①フィールド調査を行う

②プログラムを体験し、状況を把握する

③聞き方トレーニングで、参加者に寄り添う

　フィールド調査では、川辺や山を歩き、参加者が実際に歩いているときのことを想定して

「フィールドにある可能性・遊び」と「フィールドに潜む危険性・リスクマネジメント」を

調査した。調査内容については、フィールドマップにまとめ全スタッフで共有した。

　プログラム体験では、ジップラインやピザ作りなど参加者を受入れた際に実施する内容を

体験した。また、ピザ窯作りにも参加し、塗装などを行った。

　聞き方トレーニングでは、参加者と関わる時に寄り添う方法などをトレーニングした。

「I（アイ）メッセージ」「アクティブリスニング」「フィーリングリミット」が大切であると

学んだ。「Ｉ（アイ）メッセージ」とは「私は」からはじまるメッセージのことで、他人のせ

いにせず、自分の言葉で伝えるということ。「アクティブリスニング」とは、相手の気持ち

を聞くことである。例えば、「抱っこして」と子どもが言った時に抱っこすることではなく、

「抱っこして欲しい」という気持ちをくみとることである。「フィーリングリミット」とは、

「スタッフが子どもの面倒を見られる限界ライン」のことである。

フィールド調査 聞き方トレーニング
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研修スケジュール

 

研修スケジュール

　初めてジップラインを体験した 1年生からは「最高の思い出として、心に残る場所だった」

や「ジップラインの楽しさをまだ体験したことがない人に体験してほしい」などの声があがっ

た。このように、私たち自身がおもてなしの方法について学び、身に着けることで実際に運営

を開始した際に、お客様に特別感を提供することができると感じた。

テント立て薪割り

研修の感想・効果

プログラムⅡ,Ⅲ,Ⅳ

プログラムⅡ,Ⅲ,Ⅳ

時間 実施プログラム 備   考 

6 月 1 日   

7：45 徳島市役所前 出発 7：30 集合 

9：30 美波町山河内 到着 荷物を一時保管する場所を用意 

9：50 プログラムⅠ オリエンテーションなど 

10：00 
同時進行プログラム：調理班・野外危険予測・   

     ピザ釜作り体験 

12：00 昼食  

13：00 
同時進行プログラム：調理班・野外危険予測・   

               ピザ釜作り体験 

15：00 テントを立てよう！ テント宿泊のグループに分かれて寝床を作る 

16：00 温泉 マイクロバスにて白い灯台へ 

17：30 ピザ焼き体験 グループに分かれて生地を伸ばす→トッピング→窯で焼く 

18：30 夕食  

20：00 プログラムⅤ 鈴鹿先生の講義、実践など 

   

6 月 2 日   

8：00 朝食  

9：00 
同時進行プログラム：調理班・野外危険予測・   

     ピザ釜作り体験 

11：00 テントの片づけ テント宿泊のグループに分かれて片付け 

12：00 昼食  

13：00 ジップライン体験 ハーネスをつけ体験 

15：00 片付け、荷物の積み込み等  

16：00 美波町山河内 出発  

18：00 徳島商業高校 到着・解散  

プログラムⅡ,Ⅲ,Ⅳ
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～ 3-2-2 小学生対象ツアー～

調査日時：令和元年 8月 8日（3泊 4日のキャンプの 1日プログラムとして誘致）

対　　象：小学生 24 名（一般公募）

主　　催：とくしまエコキャンプ実行委員会

　　　　　（徳商生はボランティアスタッフとして企画・運営を担当）

体験内容：①ジップライン 木に通したワイヤーロープに滑車を取り付け滑るプログラム

　　　　  ②川遊び　　　椿谷地区の日和佐川で魚釣りや川下りを行うプログラム

　　　　  ③ピザ作り　　椿谷地区にあるピザ窯を使ってのプログラム

調査方法：質問法

当日のタイムスケジュール

　　 9：20　鷲敷を出発（子どもたち集合場所）

　　10：00　椿谷自然体験施設に到着（プログラム 1：ピザ作り・川遊び）

　　11：30　昼食

　　13：00 ～ 16：00　（プログラム 2：ジップライン・川遊び）

小学生対象ツアー損益計算書 

 

 
借方（費用） 貸方（収益） 

施設保守料 20,000 参加費 144,000 

昼食代 16,800 （6,000 円/人） 
 

人件費 30,000 
  

減価償却費 12,000 
  

交通費 54,400 
  

利益 10,800     

 
144,000 

 
144,000 

ジップライン：最初はジップラインの高さに驚き怖がっていた子どももいたが、一度滑る

　　　　　　　と「すごく楽しい！」「たくさん叫ぶことができて楽しかった」と言って何

　　　　　　　度もチャレンジしていた。

川　遊　び　：「すごい！水が透き通ってる！」「魚釣りが楽しかった。」という声がたくさ

　　　　　　　んあがった。また、帰りには「もう一度ここで川遊びしたい！」という声

              も聞くことができた。

ピザ作り体験：自分が作ったピザを食べて「おいしい！」「はじめて作った」といった声が

　　　　　　　聞こえた。

　

  アンケートの結果、大変満足 42％・満足 58％との結果が得られた。このことから、子ど

もの団体が、利用する価値があることがわかった。また、損益計算書から子ども 24 名の団

体をデイキャンプとして受け入れた場合、スタッフ 3名を雇用しても利益が 10,800 円計上

できる。

各体験に対する子どもたちの感想・満足度

マーケティング調査（中規模団体：小学生対象ツアー）

ジップライン記念写真

川遊び
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～ 3-2-3 オリンピック候補選手の受入れ～

調査日程：令和元年 8月 20 日

対　　象：オリンピック候補選手 15 名

主　　催：徳島県県民環境部スポーツ・文化局スポーツ振興課

体験内容：①ジップライン　木に通したワイヤーロープに滑車を取り付け滑るプログラム

　　　　　②川遊び　　　　日和佐川の清流で魚釣りや川流れ

　　　　　③バーベキュー　ドラム缶を半分に切ったものを使ってのバーベキュー

調査方法：質問法

当日のタイムスケジュール

   12：30　椿谷自然体験施設に到着 (プログラム 1：バーベキュー )

   14：00 ～ 17：00　（プログラム 2：ジップライン・川遊び）

   17：30　美波町出発

オリンピック事前キャンプ参加選手オフ日ツアー損益計算書 

 借方（費用） 貸方（収益）  

施設保守料 15,500 参加費 82,500 

昼食代 22,500 （5,500 円/人） 
 

人件費 21,000   
 

減価償却費 7,000   

利益 16,500   
 

 
82,500   82,500 

シップライン :「エキサイティング！」「乗る前は緊張したが、乗った後はすごく楽しか

　　　　　　　った。」「乗っている間は景色が見えて楽しかった。」

川　遊　び　：「こんなにきれいな川にはじめて入って興奮した。」「プール練習よりも多

　　　　　　　く泳いでしまった。」

バーベキュー：「川の近くでバーベキューをしたのははじめてだったが楽しかった。」

　　　　　　  「外で食べるご飯は、美味しいし楽しい。」

　アンケートの結果、大変満足 87％・満足 13％との結果が得られた。このことから、世界で活

躍する選手にとっても、椿谷自然体験施設は満足していただけるフィールドであることがわかっ

た。また、損益計算書から大人 15 名の団体を半日デイキャンプとして受入れた場合、スタッフ

3名を雇用しても利益が 17,500 円計上できた。

　ジップラインにおいては、装具の数が足りず参加者に待ち時間が発生する場面があった。

安全ビデオも日本語しかないため、活用できなかった。これらは今後の改善が必要である。

ジップライン

選手との集合写真

マーケティング調査（中規模団体：オリンピック候補選手）

各体験に対する選手たちの感想・満足度
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3-3 障がい者団体の受入れ体制の整備

活動日時：令和元年 8月 3日（1泊 2日のキャンプの 1日プログラムとして実施）

対　　象：知的障がい者 9名（付き添い 11 名）、小学生 15 名

主　　催：佐古自主防災組織

プログラム：①クッキング（非常食作り・豚汁などの炊き出し）

　実際に交流するまでは、どう接したらいいか、きちんとコミュニケーションできるかな

ど、不安が多かった。そのこともあり、障がいを持つ方との交流において事前にヘルプカー

ドの用意をしてもらうなどの工夫をした。しかしながら、いざクッキングなどのプログラ

ムがはじまると、スムーズにコミュニケーションを取ることができ、活動ができた。

②防災学習（宮城県女川小学校元職員による震災時の行動学習）

アンケート結果

　知的障がいを持つ方「ありがとう！このキャンプに参加してよかった！」

　介　　助　　者　　 「思っていた以上に積極的に行動することができました。」

①十分なコミュニケーションをとることができた。

②様々なプログラムへ安全に参加できるということがわかった。

　毎年行っている沖縄水産高校との交流では、福祉科とも連携しているため、今年も障が

いを持つ方との連携を考えた活動を行った。合宿では、沖縄水産高校の福祉科と海洋技術

科、徳島商業高校の学びを融合させ、SDGｓの課題を解決するビジネスプランを考えた。そ

れは、高校生が拾った海岸のゴミに含まれるシーグラスを用いて、障がいを持つ方がアク

セサリーなどを作り商品化するというプランである。プランを企画している中で障がい者

施設を訪問させていただく機会があり、どの程度の活動ができるか、どのような活動を行

いたいかを伺った。

～ 3-3-2 沖縄キャリア教育合宿における障がいを持つ方との交流～

　

　　マーケットターゲットの設定を受け、障がい者団体の受入れを目指すことになった。しか

  し私たちは、障がいを持つ方に対してのサポート方法などを知らなかった。そこで、障がい

　を持つ方との関わり方を学ぶために防災キャンプを佐古自主防災組織と連携し企画、実施した。

～ 3-3-1 防災キャンプによる障がいを持つ方との交流～　

 交流の様子  クッキング
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活　動　日　時  ：令和元年 8月 17 日～ 19 日

対応いただいた方：医療法人社会福祉法人　以和貴会  障がい者支援施設　ソフィア

　　　　　　      障がい者支援施設　更生ソフィア  知的障がい者 3名

                                                  施設の介護士 1名

主　　　　　　催：糸満キャリア教育シンポジウム実行委員会

実　施　内　容　：①施設の介護士とのお話

                 　（障がいを持つ方の状況、行動、関わる際の注意点）

　　　　　　　　　②障がいを持つ方とのコミュニケーション

　　　　　　　　　 （モノ作りが好きかのアンケート）

アンケート結果　

    物作りが好き…2名　　　物づくりをしない…1名

　物作りが好きな方や得意な方と会話をした際に、手編みの帽子を見せていただいた。その

方からは、「孫にあげるために作った」と笑顔でお話ししながらたくさんのハンドメイドグッ

ズも見せていただいた。

　これらは、私たちが実施する椿谷自然体験施設での体験プランにも応用することができる

と考えた。例えば椿谷地区の川で拾ったリバーグラスを用いてアクセサリーや写真立てなど

の制作体験などである。

　障がいを持つ方は「物を作ることができる喜び」「人にあげて喜んでもらえる喜び」が大

きいことがわかった。

　これまでのマーケティング調査や障がいを持つ方との交流を通して、グランドオープンに

向け障がいを持つ方に対応できる施設整備やスタッフ研修を行いたいと考え、専門機関との

連携を企画した結果、徳島県保健福祉部障がい福祉課障がい者活躍推進室の原内孝子室長と

連携できることになった。また、特定非営利活動法人とくしま障がい者就労支援協議会も紹

介していただき、協力いただけることになった。今後、視察を行い課題のリストアップを実

施する。課題解決後、障がいを持つ方を対象としたモニターツアーを実施する予定である。

～ 3-3-3 徳島県障がい福祉課、

　　　　　　　　　　　　とくしま障がい者就労支援協議会との連携～

施設の方のお話
物作りが好きな方と
沖縄水産高校の生徒
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3-4 広報活動

～ 3-4-1 VR 映像・プロジェクションマッピング～

　8月に実施したマーケティング調査の結果を受け、グランドオープンに向けた広報活動が

重要であると考えた。そこで、椿谷自然体験施設の魅力を伝えるため「VR 映像・プロジェ

クションマッピング」を制作し、「マスコミ等を活用した広報」「イベントやプレゼンによる

広報」を行うことにした。

 　私たちは広報活動の一環として、プロジェクションマッピングや VR 映像などの制作を行

っている。この映像を制作することにより、現地に行かなくても、美波町の魅力を知って

いただくことができ、興味を持ってくださる方が増えるのではないかと考えた。

　最新技術によるインパクトのある映像を見てもらうことで、椿谷自然体験施設や美波町、

徳島県の魅力を知っていただくことで、実際に体験したい人が増えると考えている。

プロジェクションマッピング VR 体験

 

 

制作目的：美波町および椿谷自然体験施設の魅力を伝える 

 プロジェクションマッピング VR 映像 

使 用 機 材 

iPhone  

SONY HDR-300 

Panasonic AG-DVX200 

Insta 360 ONE X 

編 集 ソ フ ト 
Adobe Premiere Pro2019 

Resolume Arena 5 

Adobe Premiere Pro2019 

Insta 360 Studio 2019 

撮 影 日 9月14日 9月14日 

編 集 日 程 9月～10月 9月～10月 

特 徴 
多くの人が一度に体験可能 

一カ所ずつ映像を作る必要あり 

一人ずつの体験 

機材が小さいため持ち運び可能 

上 映 予 定 

観高サミット全国大会（ 12月） 

来年度イベントなどで上映 

徳商デパート（10月） 

まるごと徳島体感フェスイベント（11月） 

ホストタウンサミット（2月） 

制作 ポ イ ン ト 

・地域の特産物や人の魅力 

・自然やプログラムの楽しさ  

・音との融合 

・椿谷地区の自然を360度体感 

・ジップラインを360度体感 

 



～ 3-4-2 マスコミを活用した広報活動～
　今年の 6月頃には、施設整備がかなり進んできた。しかし、椿谷自然体験施設についての

知名度が低い。そこでパブリシティ戦略を立て、継続的にマスコミに情報を提供することに

より、世間に盛り上がりを作っていき、顧客獲得につなげようということになった。

　最初に農業新聞で特集が組まれた。

　2019 年 7 月 18 日農業新聞に椿谷地区のことを紙面に大きく取り上げていただいた。

タイトルは「過疎地でワイワイむら興し　遊びの拠点に　アスレチック。ピザ窯、ログハウ

ス 徳島県美波町　５戸の椿谷集落」である。ここまでは戦略通りの紹介となっている。現

在、ローカルテレビ局からの追跡取材を受けている。さらに首都圏キー局からの取材依頼も

来始めているため来年春のグランドオープンに向け、露出の機会を増やし顧客獲得につなげ

ていく予定である。

～ 3-4-3 イベントでのプレゼンや SNS を活用した広報活動～

　①イベントでのプレゼン

　　徳島商業高校は令和元年度の全国高等学校観光教育研究大会の運営実施校ということもあ

　  り、全国の先生方や生徒を対象に観光のプレゼンする機会をいただいた。また、徳島県と

    の連携による東京（八芳園）でのイベントでもプレゼンの機会をいただくことができた。

　  その他にも、沖縄などで行われるイベントの中でも紹介する予定である。

　広報を行うイベント
　　・2019 年  7 月 25 日　全国高等学校観光教育研究大会

　　・2019 年 10 月 26 日　徳商デパート

　　・2019 年 11 月 18 日　まるごと徳島体感フェスティバル

　　・2020 年  2 月  8 日　沖縄県キャリア教育シンポジウム

　　・2020 年  2 月 23 日　ホストタウンサミット

　

　②SNS を活用した広報

　　活動開始当初から、Facebook に「椿谷自然体験プロジェクト」というページを開設し、椿

　谷自然体験施設の状況を伝えている。さらに、予約システムを完備したホームページをアッ

　プし、お客様にとって便利なシステムにしていく予定である。また、マスコミと連動させな

  がら、Twitter や Instagram へのアップも予定している。

①「社会問題（少子高齢化）と商品（椿谷自然体験施設のサービス）」をつなぎ話題作り

   を行う。

②プレオープンの段階で期待感を持ってもらえる「空気作り」を行う。サービスだけで

  なく、物語を伝えることで、共感を喚起する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

③グランドオープンに向けて露出を増やし、盛り上がりを顧客獲得につなげる。
　

19 - 実践 -
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4 検証

- 検証 -

4-1 実践の検証

4-2 経営に関する検証

　人々が集い、笑顔が溢れる町になったとしても、赤字ばかりの経営になると時間の問題

で施設運営は継続できなくなる。そこで、椿谷自然体験施設の経営について検証する。

　仮説は「椿谷地区の自然を活かした新たな観光スポットを創出することで、交流人口が

増え、まちおこしができるのではないか」と設定していた。そして、プロジェクト開始前、

椿谷地区を訪れる人は 1か月に 2名しかいなかった。そこに、人を巻き込みファンを作り、

椿谷自然体験施設を作ることによって、その場所は「観光スポット」に生まれ変わること

ができた。8月の交流人口は 130 名（参加者数 112 名　スタッフ 18 名）、なんと 65 倍にま

で増えた。

①交流人口が 65 倍になった。

②人々が集い、笑顔が溢れる町になった。

③このプロジェクトで定住人口 6.7％増

人が集まるようになったきっかけは

①仲間（ファン）が自分事として参加している

②中規模団体を中心顧客にすることにより、経済的な採算性が高く無理のない運営

　ができている

③BAR など集いの場になる施設が完成している

④自然環境が良く、参加者の満足度が非常に高い

⑤貸切やきめ細かな対応による特別感を感じることができる

　地元住民や若い世代の人たちが、一緒になって施設整備や運営を行った結果、ファンが

増え時間があれば椿谷自然体験施設に集まるようになった。

　　日程　　　　　　内容　　　　　　　　　　　参加者数

　８月  ８日　　小学生受入れ　　　  　　　　　４０名

　　　　　　　　（関係者含む・マーケティング調査込）

　８月１０日　　一般民泊受入れ　　　　　　　　　３名

　８月１２日　　一般民泊受入れ　　　　　　　　　５名

　８月１８日　　デイキャンプ受入れ　　　　　　３５名

　８月１９日　　調査取材など受入れ　　　　　　　４名

　８月２０日　　オリンピック候補選手団受入れ　２５名

　　　　　　　　（関係者含む・マーケティング調査込）

　毎日のように人が集い、笑顔が溢れる町になった。さらに、地域町おこし協力隊として

椿谷自然体験施設の整備に関わってきた福岡出身の村上竜司さんは住民票を移し、定住者

となった。このことは私たちの想定を超えた「まちおこし」につながってきている。
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　一般的にアミューズメントパークやレジャー施設では、初期投資の金額が大きく、採算性

が悪いと言われている。そこで、椿谷自然体験施設では、ノウハウを持っている地元の住民

が中心となり多くの施設を自分たちで作っていった。また、運営する際にも、常勤職員を多

く配置すると、経営効率が下がり維持することが難しくなるため、常勤は最小限とし、予約

が入ったときに、自営業の方やフリーで動ける方にパートタイムで来ていただく方式を採用

した。

～ 4-2-1 ツアー収入について（施設利用料を含む）～

20名‐30 名の団体　ジップライン料金　3,000 円　食事代　実費　交通費　実費

10 名‐19 名の団体　ジップライン料金　4,000 円　食事代　実費　交通費　実費

〔計算例〕

 小学生対象ツアー　　　24 名　単価 6,000 円　合計 144,000 円

 ジップライン料金　3,000 円＋食事代 1,000 円 ( カレー、ピザ )＋交通費 2,000 円 ( バス借上 )

 オリンピック候補選手　15 名　単価 5,500 円　合計 82,500 円

 ジップライン料金　4,000 円＋食事代 1,500 円（バーベキュー）

～ 4-2-2 ツアー費用について～

施設保守料　　8,000 円＋500 円×人数　　　

昼食代　　　　実費

人件費　　　　半日　7,000 円／人　　　　1日　10,000 円／人

減価償却費　　150 円／回（ジップライン用ハーネス　500 回での交換想定）

　　　　　　　　　　　　（1人　1日　3‐4回体験するため、平均　500 円／人）

～ 4-2-3 ツアー収支について（目標：施設長（春田さん）が
　　　　　　　椿谷自然体験施設から年収 240 万円を得るには）～

　モデル例としてオリンピック候補選手のツアーから考察を進める。

3-2-3 で示しているように、15 名半日ツアー 1回での粗利益は 16,500 円である。

これは、パートを 3名雇用した場合の金額であるが、2名＋施設長とした場合、16,500 円

＋7,000 円＝23,500 円　となる。2回に 1回 3名雇用とすると、1回あたりの収入は 20,000 円

となる。

　目標金額である 2,400,000 円になるためには、年間 124 回（123．07）実施できれば達成で

きる数字である。つまり、1か月あたり 10 団体程度（半日ベース）を受入れできればクリア

できる。

120 回受入れたときの売上

　　　4,000 円×15 名×120 回＝7,200,000 円

120 回受け入れたときの経費

{(8,000 円＋500×15：施設保守 )＋(500×15：減価償却 )＋(7,000 円×2.5：人件費 )}

×120 回　＝4,860,000 円

　　　　　粗利益　2,340,000 円
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①リスクマネジメント：動植物や地形などフィールドに潜む危険の理解と回避方法

②フィールドの魅力：非日常体験につながる地域特性の理解と体験方法

③パーソンセンタードアプローチ：「I（アイ）メッセージ」「アクティブリスニング」

　　　　　　　　　　　　　　　などの手法を取り入れたお客様を中心にしたアプローチ

4-3 それぞれに対する検証

　メディアユニバーサルデザインを取り入れた映像を完成することができた。映像を見た関

係者からは「高校生が作ったとは思えないくらい本格的に仕上がっている」など高い評価を

いただいた。私たち自身にとっても、どのように工夫すれば見やすく、伝わりやすい映像に

できるかなどを学ぶ良い機会になった。今後の課題としては、インバウンドを意識した外国

語版（英語・タガログ語・クメール語など）を制作することである。

研修キャンプ

  本研修を通して、参加した私たちがお手伝いする立場から主体的に運営するスタッフへと

成長するきっかけになった。具体的には「ホスピタリティ」「エンターテインメント」「プリ

ヴァリッジ」をどのように実現していくかについての学びが大きかった。

　この研修を通して、お客様を安全にサポートして、満足のいくおもてなしを提供するこ

とができるようになったと実感した。さらに、スタッフとしての責任を再確認し、個々が

「他人事」ではなく「自分事」として関わるという意識の向上ができた。そしてこの学びは、

椿谷自然体験施設での活動や障がいを持つ方との交流をする際、「相手の気持ちをしっかり

と聞く（共感する）」ことにつながった。

中規模団体受入れ（小学生対象ツアー・オリンピック候補選手の受入れ）

　今回の 2つのツアーを通して感想などから、椿谷地区は他では体験できない非日常体験が

できる場所であることが実証された。また、2つのツアーのアンケート結果からは、非常に

高い満足感が得られたことがわかる。下記のように小学生からは大変満足 42％・満足 58％、

オリンピック候補選手からは大変満足 87％・満足 13％という結果が得られ、参加者が美しい

自然やジップラインなどのアクティビティ、スタッフの対応に満足したと考えられる。参加

者のアンケートや聞き取りからは、嬉しい言葉が多く手応えを感じた。

小学生のアンケート結果 オリンピック候補選手のアンケート結果

～ 4-3-1 安全ビデオの制作～

～ 4-3-2 施設整備から調査活動へ～
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次に改善点を示す

その他、外国人利用者からの施設への感想は次のとおりである。

　ジップライン…高さや長さもちょうど良く、安全で満足できた。

　BAR…雰囲気が最高。色々な飲み物を選べるのが良い。

　     手作りと聞いてすごいと思った。

　     ヒーターやカラオケ、ビートボックスも置いて欲しい。

①トイレ・着替え場所を活動場所の近くに設置する。

　　（現状、メイン活動場所から 300ｍ程度、川からだと 600ｍくらい離れている）

②子どもが体験できるジップラインコースを増設する。

　　（大人は 4コースあるが、子どもは安全面から 2コースのみである）

～ 4-3-3 障がい者団体受入れ体制の整備～

　障がい者団体は、マーケットターゲットの設定時に真っ先に出てきたターゲットではある

が、経験や知識の不足からなかなか受入れを実施するところに辿り着いていない。しかし、

防災キャンプや沖縄キャリア教育合宿時の知的障がいを持つ方との交流を通して、丁寧なア

クティブリスニングを行うことで、十分なコミュニケーションをとれることもわかった。さ

らに、料理やアクセサリー作りなど様々なプログラムに参加できるということがわかった。

　また、椿谷自然体験施設で障がいを持つ方の受入れを進めるため、徳島県保健福祉部障が

い福祉課障がい者活躍推進室室長の原内様や特定非営利活動法人とくしま障がい者就労支援

協議会理事長の松下様に連携をお願いした。打ち合わせを行った結果、年内に視察を実施し

来年のゴールデンウィークを目標として椿谷自然体験施設を活用した障がい者団体モデルツ

アーの実施を目指すことが決まった。

BAR ジップライン

クッキング 障がい者施設での体験



24 - 検証 -

～ 4-3-4 広報活動～

①VR・プロジェクションマッピング

　私たちは実際に VR やプロジェクションマッピングを制作するため、9月に撮影を行った。

現在編集を行っているが、撮影漏れや色合いの良くない映像があるという問題が生じた。

今後追加撮影を行い、椿谷自然体験施設を紹介できる映像を完成させる。

②プレゼンテーション

　全国高等学校観光教育研究大会では、全国の観光教育に携わる先生方にこのプロジェク

トについて知ってもらい、少しでも活動を広げるためのプレゼンテーションを行った。そ

して椿谷自然体験施設の創設者である春田さんからは「発表の声も良く、私たちの活動を

主張する力を持っている」との評価をいただくことができ、さらにこの活動を発信してい

きたいと思った。また、10 月 8 日には美波町長の前でプレゼンテーションを行い、町の理

解や応援の幅を広げることができた。

③SNS

　Facebook の「椿谷自然体験プロジェクト」では、ページを開設してからのツアーや受入れ

の様子を掲載している。投稿には、「いいね !」や「コメント」が徐々に増えてきているもの

の、まだまだ知名度は低い。このことからグランドオープンに向けては、効果的な情報発信

と興味を喚起する情報運用をしていく必要がある。そのため、椿谷自然体験施設の価値が伝

わる動画コンテンツを制作し、Instagram などの SNS に掲載していく。また、ターゲット層

である中規模団体や福祉施設の方などが検索した際に、検索上位にかかりやすくなるように、

ページ中で使うワードを選定する。

iPhone での撮影 VR 映像の撮影

Facebook のアカウント 掲載の様子

観光大会での発表 美波町長前での発表
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5 課題 

- 課題 -

5-1 研究を通しての課題・学び

椿谷自然体験施設の課題としては

①障がい者に対応可能なハード、ソフトの整備

②インフラの整備

③地元スタッフのトレーニング

④集客のための広報活動

があげられる。

これらの解決策として、

①福祉専門家などとの連携による施設の拡充やスタッフの研修などを検討中である。ポイ

　ントとなるのは、障がい者対応トイレの設置である。川への移動を車椅子でも可能にす

　るため、スロープを作ることも検討している。

②携帯電話の電波塔の誘致、周辺道路に対する幅拡張工事の自治体への働きかけを行うこ

　とを検討中である。さらに、ウッドデッキ・露天風呂・トイレ・キッチンなどの施設を

　増設する予定である。

③今後、障がいを持つ方の受入れを行うことを想定すると、スタッフトレーニングを行う

　ことは　重要課題となる。さらに椿谷自然体験施設の永続的な運営を考えると、地元高

校や福祉　関係者との連携が重要になってくる。

④パブリシティ戦略に従い、1つ 1つの広報活動を地道に行っていく。その中で、映像の

　制作や SNS をうまく活用していく。

5-2 この研究を通して学んだこと

　私たちは、この研究を通して多くのことを学ぶことができた。例えば映像制作では、見て

いただくお客様の目線で制作するという意識を学び、それに伴って知識や技術が向上した。

また活動を進める中で気づいたことは、「長所」と「短所」は表裏一体ということである。

一例をあげると、椿谷自然体験施設には非常に雄大な自然があり、これは大きな長所である。

一方、「大型バスが入れない」「携帯電話の電波状態も良くない」「土砂崩れが起こると孤立

するリスクがある」「お店が周囲に全くない」ということは短所である。しかし、この短所

があるからこそ、長所である自然が守られていると言える。そのため、どこまでの開発を行

うことが適切であるかは、非常に難しく地域の方も私たちにも迷いがある。

　その他、顧客満足度をあげるために「ホスピタリティ」「エンターテインメント」「プリヴ

ァリッジ」について学んだことは、この活動だけではなく多くの場所で活用できている。特

に「I（アイ）メッセージ」で伝えること、「アクティブリスニング」で相手の気持ちを丁寧

に聞くことは、私たちのコミュニケーション能力の向上につながったと考えている。

椿谷地区の川
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6 おわりに 

- おわりに -

6-1 まとめ

　今年度、 私たちはこれまで行ってきたカンボジアにおけるフェアトレードなど海外における取組や東京

2020 大会など全国レベルの取組に加えて地域密着型のプロジェクトにも力を入れてきた。 今回、 美波

町まちおこしプロジェクトを行う中で、 地域経済分析システム RESAS のビッグデータを用いて基礎調査

の一部を行った。 徳島県の人口推移を見たとき、 徳島県が抱える過疎化や少子高齢化問題の深刻さ

に衝撃を受けた。 実際 9月の知事による記者会見では、 人口目標について下方修正された。 人口減

少問題の深刻さを自覚したこともあり、 私たちが大好きな徳島県を少しでも元気にしたいという思いが原

動力の一つになり、 活動により力が入った。 その結果、 椿谷地区では、 近隣の観光客だけでなく、

外国人観光客やオリンピック候補選手などに訪問いただくことができた。 また、 徐々にではあるが、 椿

谷地区がマスコミに取り上げられる機会も増え始めている。 このことが、 美波町における椿谷地区の存

在感を大きくさせはじめている。

　本研究で学んだことを振り返ってみると、 10 名～ 30 名の中規模団体をターゲットとすることにより、 ツ

アー実施 1回あたりの総収入がわかりやすく、 支出の調整ができるため、 黒字運営ができやすいことが

わかった。 また、 今後は 1日プログラムや宿泊込みのプログラム展開を目指すため、 1 回あたりの客単

価の上昇が見込まれ、少ない回数のツアー実施でも利益を出すことが可能になると考えている。アンケー

ト結果を見ると参加者は、 椿谷自然体験施設で体験できるプログラム 1つ１つに対し、 高い満足度を示

していた。 また、 貸切システムであるため柔軟な運営が可能となっており、 参加者には特別な非日常

体験の時間を過ごしてもらうことができた。 また椿谷地区の観光開発を私たち高校生が主体となって行っ

たことも自信につながった。

　何もないところから観光開発を行い、 どんな地域でも一から人を呼び込める魅力のある観光スポットを

作り出せるというこのビジネスモデルを広めることができれば、 椿谷地区をきっかけに徳島県全体を元気

にすることができる。 また、まちおこしをしている自治体は全国にたくさんあることを知り、 このモデルケー

スを全国に広げたいとも思った。 想いのある地元の方々と地域の魅力を見つけることのできる部外者、

それらを活かすアイデアさえあれば、 地域によるカスタマイズの必要性はあるものの、 まちおこしを望む

様々な地域で実践できると考えられる。

　今回のまちおこしプロジェクトで様々な取組が行われ、 椿谷自然体験施設は観光スポットとして生まれ

変わりを遂げた。 とはいっても、 椿谷地区ならではの自然はきちんと保護したまま、 それを活かしての

プログラム運営には悩みも多い。 現在、 椿谷自然体験施設の運営は徳島美波地域活性化協議会の方

だけでもできるところまできているが、 まだまだ課題は残っている。 私たちはこの取組を行う中で、 「ま

たここへ来たい」 という言葉を聞いたり、 多くの人の笑顔を見たりしてきた。 その思いに応えられるように

椿谷のメンバーと私たちはこれからも、 椿谷自然体験施設が笑顔で溢れる場所になるよう活動を続けて

いく。
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7-1 今後の予定

7-2 連携企業一覧

令和元年　10 月 8 日　美波町におけるプレゼンテーション

　　　　　　　　　　　 情報交換会（美波町長　など美波町職員 5名が参加）

　　　　　　　　初旬　 VR 用追加取材（撮影）

　　　　　　　　中旬　 VR 編集

企業組合椿谷自然体験村の設立

　　　　　　11 月 18 日　まるごと徳島体感フェアへの参加

　　　　　　　　　　　　・椿谷自然体験施設を紹介するブース運営

　　　　　　　　　　　　・県知事などに対するプレゼンテーション

　　　　　　12 月‐3月　施設の拡充、冬場のプログラムの開発

　　　　　　　　　　　　広報活動

令和 2年　　4月　グランドオープンに向けての最終準備

　　　　　　　　　GW　　グランドオープン　

11 月　　  VR 映像完成

　　　　　徳島県障がい福祉課・障がい者就労支援センターによる視察

　　　　　徳商生と椿谷自然体験施設スタッフの研修合宿

今後整備予定の施設など

①障がいを持つ方々への対応可能なハードとソフトの整備

②ハーネスなどの器具を増やす

③トイレ・着替え場所を活動場所の近くに設置する

④子どもが体験できるジップラインコースを増設する

 ( 大人は 4コースあるが、子どもは安全面から 2コースのみである )

⑤BAR の充実　ヒーターなど

⑥地元スタッフのトレーニング

⑦椿谷自然体験施設の価値が伝わる動画コンテンツの制作

⑧障がい者団体モデルツアー企画の制作

活動連携　　　　　　　　　　　　　　　

　徳島美波地域活性化協議会　NPO 法人 TOKUSHIMA 雪花菜工房　徳島大学総合科学部

映像技術協力

　スターツプロダクション株式会社　  合同会社アースボイスプロジェクト

　パナソニック株式会社　ARI’s factory 

活動協力

　美波町役場　徳島県県民環境部スポーツ・文化局　徳島県保健福祉部障がい福祉課

　NPO 法人とくしま障がい者就労支援協議会　徳島県東京事務所　株式会社八芳園

　徳島県中小企業団体中央会　関西学院大学　農林水産省　佐古自主防災組織

　とくしまエコキャンプ実行委員会　



28 - 資料集 -

7-3 掲載記事一覧
 

メディア 種類 日付 内容 

  平成 30 年 7 月 22 日 徳商生軽食・菓子を開発  

  平成 30 年 7 月 23 日 企画多彩　機運盛り上げ   

  
平成 30 年 8 月 14 日 「徳島との懸け橋に」　徳商高訪れ交流 

 

  

平成 30 年 9 月 21 日 カンボジアの社会問題徳島商と連携解決策探る 

  

平成 30 年 9 月 22 日 徳島商高生カンボジア活動知事に成果報告 

  

平成 30 年 10 月 21 日 徳商高模擬会社第1席   

  

平成 30 年 10 月 27 日 上勝小児童接客学ぶ 徳商高生が指導 

  

平成 30 年 11 月 22 日 高度成長と笑顔の国  

  

平成 30 年 11 月 29 日 スイーツを共同開発   

  

平成 30 年 12 月 20 日 徳島でのイベント参加  

    

平成 31 年 1 月 29 日 水泳・カンボジア代表　県内での実施決定

 

    

平成 31 年 3 月 24 日 阿波藍の魅力発信  

    

令和元年 5 月 2 日 カンボジア展で徳島PR  

  

徳島新聞 

令和元年 6 月 24 日 レジ袋削減　活動開始  

    

令和元年 6 月 28 日 五輪成功へ包括提携  

   

令和元年 6 月 29 日 選手の頑張り伝える

 

    

令和元年 7 月 10 日 買い物「買い物でエコに」  

    

令和元年 9 月 7 日 高校生、世界に活動訴え  

  

令和元年 9 月 19 日 みなと学園生と徳商生 ボッチャで交流深める 

 

毎日新聞 平成 31 年 1 月 22 日 徳島商とカンボジア共同開発  

  

福島民報 平成 31 年 2 月 25 日 ラオスの選手と交流へ　飯舘中生が活動紹介

 

   

  

読売新聞 令和元年 9 月 7 日 消費者保護　若者へ継ぐ

朝日新聞 令和元年 9 月 7 日 世界の課題解決　徳島から 

四国放送 令和元年 6 月 26 日 レジ袋削減作戦について（ゴジカル） 

テレビ NHK  令和元年 7 月 28 日 商品開発について（NHKワールドキッズ） 

四国放送 令和元年 8 月 25 日 防災キャンプ実施について（24時間テレビ） 

新聞  

（ビジネス研究部掲載記事より抜粋）
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7-3 その他の活動

カンボジアにおける交通渋滞解決 カンボジアにおけるフェアトレード活動

ホストタウン特使としての取組 レジ袋削減プロジェクト

　カンボジアの大きな社会問題の一つに
交通渋滞がある。カンボジアの道路はフ
ランス領だったこともあり、ロータリー
型特有の交通渋滞である。この交通渋滞
を解決するために現地調査を実施した結
果、道路の合流方法の改良や交通マナー
の教育が重要であることがわかった。数
学オリンピック金メダリストの中島先生
や東北大学の田中先生に協力いただき研
究した。研究結果をカンボジアの公共交
通省の交通政策担当部長や教育省の長官
らに政策提言を行った。今後、小学校の
教科書に交通マナーについて取り上げる
との言葉をいただいた。

　平成 30 年に県知事からホストタウン
特使として委嘱を受けた。徳島商業高校
は、東京 2020 大会を盛り上げるため、
カンボジアの選手の受入れや両国の文化
やスポーツについての広報活動を行って
いる。東京の武蔵野大学で行われたホス
トタウンサミットや八芳園で実施された
ホストタウンショールームでも活動は大
きく取り上げられた。
　また、モスバーガーとのコラボを行い、
ホストタウンＰＲのモデルケースとなっ
ている。

　2050 年には、海の生き物よりも海の
ゴミの方が多くなってしまうという、問
題を目の前にして、何ができるか考えて
いたところ、レジ袋サクゲン作戦と出
会った。家庭で不要になった紙袋を集め、
レジ袋の代わりにするというシンプルな
活動だが、非常に良い取組だと考え参加
している。まずはこの部活動で集め、そ
の次に学校全体に呼びかけ紙袋の回収を
行った。地元のスーパーに協力をしても
らい紙袋を設置した。

   平成 27 年度より継続してきたカンボ
ジア日本友好学園への学校支援プロジェ
クトは、食品加工工場の仮稼働まで辿り
着いた。日本で製造するのと遜色ない衛
生的な加工ができることを確認した。日
本との法律の違いなどにより、本格輸出
販売は会社との連携が必要であるが、現
在調整中である。日本側では、大手豆取
り扱いメーカーや製菓業者、東京 2020 大
会関連施設など多くの企業が興味を示し
ている。
　これらの活動の成果は、2019 年 9 月 6
日に行われたＧ２０消費者政策国際会合
に招かれ英語での発表を行った。
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