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Ⅰ．はじめに 

 

■趣旨・目的 

本事業は、広島県やその近隣在住で島根県の地域づくりに関心を持つ方を対象として、コミュニティ・ビジネス

やまちづくり活動を通じた地域イノベーターを育成する「しまコトアカデミー ソーシャル人材育成講座」を開講し、

島根への関心層の拡大及び地域貢献を目指す方の育成、またそうした方々のネットワーク化を図るものです。 

受講生が講座参加を通じて、将来の島根県への移住を考えるきっかけとなること、島根県外に在住のまま、

島根県内の地域振興をサポートし、島根県内各地域との共同事業等に参画するきっかけとなることをめざしてい

ます。 

 

■対象者および参加条件等 

○ 島根県における地域づくり、コミュニティ・ビジネスなどに関心がある方で、島根県内での短期インターンシッ

プ（1泊 2日）を含む全 5回の講座の 8割以上に参加可能（うち、短期インターンシップ・最終発表への参加

は必須）な社会人、大学生の方。 

○ PCスキル及びインターネット環境のある方。 

○ 各会場までの移動が可能な方。 

 

■募集人数： 

○ 15人程度 

＊ただし選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。 

＊講座は「島根講座」受講生との合同開催となります 

 

■開催会場 

〇開催会場は毎回、以下の島根県内の地域づくりの現場を会場として実施します。 

講座 月日 会場名 参照 URL 

第１回 9/28（土） 
島根県浜田市 ennなど 

 http://shimapro.net/works/enn/  

第２回 10/26（土） 
島根県大田市 群言堂など 

 https://www.gungendo.co.jp/  

第３回 
11/23（土） 

-11/24（日） 
島根県江津市内各地 

第４回 12/14（土） 
島根県邑南町 レストラン香夢里など 

https://kamri.jp/ 

第５回 1/25（土） 
島根県益田市MASCOS HOTEL MASUDA ONSEN 

https://mascoshotel.com/  

＊各回の予定は都合により変更となる場合がございます。 ＊各回の集合場所は個別にご案内いたします。 

○ 島根県内での短期インターンシップ【第３回】 

➢ 具体的な訪問先につきましては、受講者のニーズや受入れ地域の状況により調整します。 

➢ 島根県江津市で短期滞在（1泊 2日）していただきます。 

http://shimapro.net/works/enn/
https://www.gungendo.co.jp/
https://mascoshotel.com/
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●主な会場のご案内 

第 1回 

島根県浜田市 
coworking space enn 他 

浜田市内の中心部、築 80年の建物をリ

ノベーションして開設したコワーキングス

ペース。 

＜アクセス＞ＪＲ浜田駅より徒歩 10分 

コワーキングスぺース enn 

http://shimapro.net/works/enn/ 

第 2回 

島根県大田市 
群言堂 他 

石見銀山という地域に根差し、暮らしの

中から生まれる様々な商品を提案。古

民家を再生した「暮らす宿」も運営。 

＜アクセス＞ 広島から高速バス「銀

山号」（約 2時館間 30分） 

群言堂… https://www.gungendo.co.jp/  

第 3回 

島根県江津市内

各地 

受講生のニーズや受入れ先の状況により調整します。 

第 4回 

島根県邑南町 
レストラン香夢里 他 

「A級グルメ」として邑南町における地

産地消の食ブランドを展開。 

＜アクセス＞広島市内から、自動車で

約 70分 

レストラン香夢里… https://kamri.jp/ 

第 5回 

島根県益田市 
MASCOS HOTEL MASUDA ONSEN 

益田市から発信する、地域に寄り添う

「ライフスタイルホテル」+地場産業と共

同する「クラフトホテル」。 

＜アクセス＞ＪＲ益田駅から徒歩 5分 

MASCOS HOTEL MASUDA ONSEN

… https://mascoshotel.com/ 

 

  

http://shimapro.net/works/enn/
https://www.gungendo.co.jp/
https://kamri.jp/
https://mascoshotel.com/
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Ⅱ．講座について 

■講座の概要 

➢ 島根に関心を持つ方が、県内の地域が抱える課題や地域資源の可能性等に対する理解を深め、「自

分だったら島根でこんなことをしてみたい」「こんなプランで課題を解決してみたい」といった思いを「しま

コトプラン」としてまとめていきます。 

➢ 各回、地域の現場を訪問し、そこで活動する人にお話を伺いながら、受講生それぞれが地域とのかか

わり方を考え、さらにインターンシップで体験を深め、プランをブラッシュアップします。 

➢ 本プログラムの受講を通じて学んだことや感じたこと、今後の地域づくりに対する思い等を発表いただ

きます。 

 

■受講にかかる全体スケジュール 

日程 内容 会場 

8月 25日（日） 説明会 Port. Inc （広島市中区） 

9月 17日（火） 応募締切  

9月 20日（金） 選考結果通知  

9月 28日（土） 第 1回講座 enn （島根県浜田市） 

10月 26日（土） 第 2回講座 群言堂 （島根県大田市） 

11月 23日（土） 

～11月 24日（日） 

第 3回講座 

（短期インターンシップ） 
島根県江津市内各地 

12月 14日（土） 第 4回講座 レストラン香夢里 （島根県邑南町） 

1月 25日（土） 第 5回講座 MASCOS HOTEL MASUDA ONSEN（島根県益田市） 

 

■過去の受講生（東京講座・関西講座）の感想（修了後アンケートより）  

➢ 動く人、もの、場が好きな人達が集まっているしまコトは「動く場」でした。 

➢ Ｕターンを考えていますが、具体的なアクションにつなげることができそうです。 

➢ 出身者も知らない島根を知ることができて、より島根を好きになれた。 

➢ 頭の中の地域活性化イメージをプラン作成過程で具体化できた。 

➢ 色んな人との出会いや自分を振り返る機会が増えました。 

➢ 島根のすべてのことに興味を持つようになった。 

 

■過去の受講生（東京講座・関西講座）の活動の様子 
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■講師 メンター陣の紹介 

 

【講師】 

田中 輝美 氏 （ローカルジャーナリスト） 

島根県浜田市出身。山陰中央新報社に入社し、ふるさとで働く喜びに目覚める。琉球新

報社との合同企画「環（めぐ）りの海−竹島と尖閣」で 2013 年日本新聞協会賞受賞。 

2014 年秋、同社を退職して独立、島根を拠点に活動している。著書に『関係人口をつく

る−定住でも交流でもないローカルイノべーション』(木楽舎)『ローカル鉄道という希望-新

しい地域再生、はじまる』(河出書房新社)など。2018 年度ふるさとづくり大賞奨励賞受

賞。一般社団法人日本ジャーナリスト教育センター（JCEJ）の運営委員も務める。 

 

 

【特別講師】 

指出 一正 氏 （『月刊ソトコト』編集長 株式会社 sotokoto online 代表取締役） 

月刊『ソトコト』編集長。1969 年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。

雑誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。島根県「しまコトアカデミ

ー」メイン講師、奈良県「奥大和アカデミー」メイン講師、奈良県下北山村「奈良・下北山 

むらコトアカデミー」メイン講師、福井県大野市「越前おおの みずコトアカデミー」メイン

講師、和歌山県田辺市「たなコトアカデミー」メイン講師、高知県・津野町「地域の編集学

校 四万十川源流点校」メイン講師、岡山県真庭市政策アドバイザーをはじめ、地域の

プロジェクトに多く携わる。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「わくわく地方生活実現会

議」委員。内閣官房「水循環の推進に関する有識者会議」委員。環境省「SDGs人材育成研修事業検討委員会」

委員。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「人材組織の育成・関係人口に関する検討会」委員。著書に『ぼくらは

地方で幸せを見つける』（ポプラ新書）。趣味はフライフィッシング。 

 

【メンター・プログラムサポーター】  

（講座全体を通して、受講生一人ひとりに寄り添ったアドバイス・サポートをします） 

竹内 希 氏 （NPO法人てごねっと石見） 

群馬県沼田市出身。群馬県立尾瀬高校にて、地域活性化に触れ、まちづくりに関心を

持つ。大学でも主に人と人とのコミュニティづくりを学んでいた。在学中にしまコトアカデ

ミーに出会い、東京講座３期生として受講。インターンがきっかけとなり、４年前に現在も

務めているＮＰＯ法人てごねっと石見に就職し、島根にＩターンした。『伴走』をテーマに

創業支援から学校教育など、幅広い年代の方と関わりながら事業を行なっている。 

 

 

  



5 

 

■ゲスト  

 

⚫ 栗山千尋 氏（Atelier Sunoiro代表） （第 1回講座） 

福岡県八女市生まれ。武蔵野美術大学卒業。ダウン症の人たちの制作の場「Atelier 

Element Present 」スタッフとなる。2014年島根県浜田市に移住。彼らと一緒に過ごした

穏和な時間、呼吸をするように生み出される作品と空気感が忘れられず、2016 年、

「Atelier Sunoiro」をはじめる。作品を通してダウン症の人たちの調和的な感性を伝えて

いる。 

 

 

⚫ 三浦大紀氏（シマネプロモーション創業者 しまコト東京講座メンター）（第 1回、第 5回講座） 

島根県浜田市出身。早稲田大学卒業後、国会議員秘書、ＮＧＯスタッフなどを経て、島根

県江津市のビジネスプランコンテストに応募。『課題解決プロデューサー部門』グランプリ

受賞。その後浜田市に移住。ＮＰＯ法人てごねっと石見に参画。地域プロデューサーとして

江津駅前商店街の空店舗をリノベーションした 52barの開業など、江津駅前再生に従事。

同団体は H26 年度地域再生大賞を受賞した。同年シマネプロモーションを起業。浜田市

内でコワーキングスペース「enn」を運営。 

 

 

⚫ 三浦類 氏（株式会社石見銀山生活文化研究所 広報／広報誌『三浦編集室』編集長）（第 2回講座） 

愛知県名古屋市生まれ。2011 年島根県大田市大森町に移住。会社広報として町の暮ら

しを発信するフリーペーパー『三浦編集室』を発行するなど、地域に根を張り暮らしを大切

にする企業理念に根ざした情報発信を行う。 

 

 

 

 

⚫ 寺本英仁 氏（邑南町役場 商工観光課 調整監）（第 4回講座） 

1971 年島根県生まれ。 94 年東京農業大学卒。島根県石見町役場（現邑南町役場）入

庁。邑南町が目指す「Ａ級グルメ」の仕掛け人として、道の駅、イタリアンレストラン、食の

学校、耕すシェフの研修制度等を手掛ける。 

小泉内閣時に発足した「地域産業おこしに燃える人」の第 3 期メンバーに選出。総務省地

域力創造アドバイザー。 NHK プロフェショナル仕事の流儀でスーパー公務員として紹介

される。現在、にっぽん A級（永久）グルメのまち連合アドバイザーに就任。 
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■開催スケジュール（予定は都合により変更することがあります。）  

日時 内容 講師 

【第１回】 島根県浜田市編 「わたしとしまねをつなげてみる」 

9月 28日 

（土） 

11:00～ 

16:00 

■オリエンテーション 

■レクチャー atelier sunoiro の取組紹介 

■レクチャー シマネプロモーションの取組紹介 

■グループワーク 「わたしとしまねをつなげてみる」 私自身の棚卸し 

田中輝美氏 

栗山千尋氏 

三浦大紀氏 

【第２回】 島根県大田市編 「わたしらしいしまねのつながり方をイメージする」 

10月 26日 

（土） 

11:00～ 

16:00 

■レクチャー 群言堂・石見生活文化研究所の取組紹介 

■グループワーク 「インターンシップの取材ポイントを探そう」 

三浦類氏 

竹内希氏 

【第３回】 島根県江津市編 「地域の未来をつくるプレーヤーに出会う」 

11月 23日 

（土）～ 

11月 24日 

（日） 

１泊２日で江津市のプレーヤーを訪問 
現地で活躍さ

れている方々 

【第４回】 島根県邑南町編 「わたしとしまねがつながるプランを考える」 

12月 14日 

（土） 

11:00～ 

16:00 

■レクチャー 邑南町の取組紹介 

■レクチャー 食の学校の取組紹介 

■グループワーク 「インターンシップの体験共有～プランのもとを考えよう」 

寺本英仁氏 

竹内希氏 

【第５回】 島根県益田市編 しまコトプラン発表会 

1月 25日 

（土） 

11:00～ 

16:00 

■受講生のプラン発表 

■講師、メンターからの個別アドバイス・講評 

■レクチャー「ソトコト流・『次の一歩のつくり方』」 

（希望者による懇親会） 

指出一正氏 

田中輝美氏 

三浦大紀氏 

竹内希氏 

■講座参加にあたって 

 本講座は、「しまねの課題解決の現場を訪ね・つながろう」をテーマに開催することから島根県内各地を会場と

しますが、毎回「現地集合・現地解散」となります。最寄の公共交通のアクセスや駐車場のご案内をいたします

が、会場との往復交通費及びランチミーティングの食事代は受講生のご負担となります。 

 

■講座のタイムテーブル 

島根県での活動現場を会場として、各回共通のタイムテーブルに沿って、現地ゲストによるレクチャー、ワーク

を進めていきます。（※第３回現地実習を除く） 

＜タイムテーブル＞ 

11:00 現地集合 

11:15 活動現場訪問～ランチ MTG 

（フォローレク＆グループワーク：インプレッション共有） 

14:00 レクチャー現地ゲスト：30 分 

14:30 ワーク：75 分 

15:45 発表：15 分 

16:00 終了：現地解散  
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■インターンシップ 【第３回 11月 23日（土）-24日（日）】 

島根県江津市内で 1 泊 2 日のインターンシップを行います。受講生が江津市を訪問し、市内で実際に活動す

る担い手や住民の方に話を聞き、実際に活動を体験します。 

インターンシップを通じて、受講生自らが地域課題や地域の価値、可能性などを発見する場をご提供いたします。 

 

日程 プログラム ねらい 

【１日目】 

11/23 

（土） 

AM 

 

移動 （広島県各地～江津市へ） 

地域コーディネーターによるオリエンテーションを

踏まえ、活動に同行。江津市における地域課題

を体感。翌日の活動ポイントを考える。  

 昼食（各自） 

PM 

 

オリエンテーション  

1日目活動 

夜 交流会  翌日の活動体験を案内する地元住民の方との顔

合わせ。   宿泊 

【２日目】 

11/24 

（日） 

AM 各自のテーマに応じた活動  社会貢献活動テーマと地域の課題解決ニーズの

間にある共通性やギャップについて活動を通じて

発見していく。 

※体験内容は、講座第１回・第２回でいただく希

望を踏まえて、メンター・コーディネーター・事務

局と調整致します。 

 昼食（各自） 

PM 各自のテーマに応じた活動  

夕 終了 

移動・解散 

（江津市～広島県各地） 

※ 実際の行程は第 1回・第 2回講座での希望を踏まえて調整します。 

※ 集合・解散場所は江津駅を予定していますが、詳しくは現地プログラムにてご案内します。 
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Ⅱ．受講者募集説明会 

◆開催日時 

令和元年 8月 25日（日） 14時 00分～16時 00分 

 

◆主な内容 

➢ ゲストトーク  

➢ 講座説明と Q／A 

 

◆会場 

Port. inc  （広島市中区本川町 3丁目 1番 5号シーアイマンション 2F (入口は川沿い側)） 

◇アクセス 

ＪＲ「広島」駅より：広島電鉄江波線・宮島線 「本川町」電停下車徒歩 6分 

ＪＲ「横川」駅より：広島電鉄江波行き 「寺町」電停下車徒歩 5分 

バス「広島バスセンター」下車徒歩 15分 

バス「広瀬町」「本川町」バス停下車徒歩 6分 

アストラムライン「県庁前」駅下車徒歩 14分 

◇マップへのリンク ↓ 

    https://www.port-inc.jp/access/  

 

◆定員  25名 （参加費無料） 

◆ゲスト 

➢ 田中輝美氏（ローカルジャーナリスト しまコト広島・しまね講座講師） ※プロフィール：P４参照 

 

➢ 三浦大紀氏（シマネプロモーション創業者 しまコト東京講座メンター）※プロフィール：P５参照 

 

 

 

 

 

≪説明会へのお申込みは下記サイトからお願いします≫ 

   参加お申込み：PEATIX https://shimakotohs.peatix.com/ 

    説明会・講座内容へのお問い合わせ shimakoto@csri.jp  （担当：高木・藤原） 

＊受講をご検討の方は、是非説明会へのご参加をお勧めします。 

https://www.port-inc.jp/access/
https://shimakotohs.peatix.com/
mailto:shimakoto@csri.jp
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Ⅲ．応募について 

■応募方法 

 

１） 応募方法 

応募に際しては、しまコトアカデミーHP 講座情報ページ内「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応

募ください。 

講座の最新情報は、下記しまコトアカデミーFacebookページをご確認ください。 

講座情報 http://www.shimakoto.com/?page_id=6  

Facebook：http://www.facebook.com/shimakotoacademy  

 

２） 応募条件 

○ 島根県における地域づくり、コミュニティ・ビジネスなどに関心がある方で、島根県内での短期インターンシッ

プ（1泊 2日）を含む全 5回の講座の 8割以上に参加可能（うち、短期インターンシップ・最終発表への参加

は必須）な社会人、大学生の方。 

○ PCスキル及びインターネット環境のある方。 

○ 各会場までの移動が可能な方。 

 

３） 応募締切 

令和元年 9月 17日（火） 17時まで 

 

４） 選考方法 

受講にあたっては 、本事業の趣旨に基づき、応募書類を審査の上選考します。 

 

５） 選考結果のご連絡 

令和元年 9月 20日（金）まで 

 

  

http://www.shimakoto.com/?page_id=6
http://www.facebook.com/shimakotoacademy
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■受講料 

無料 

＊ただし、以下の経費は受講生の負担となります。 

・各回会場までの交通費（プログラムにより、車で会場間移動を行う場合を含みます。ただし、公共交通

機関のご利用により参加される場合は、会場間移動については対応いたしますので、別途開催前に

事務局にご相談ください。） 

・各回ランチミーティングにおけるランチ費用（1,000円～2,000円程度） 

・短期インターンシップにおける集合場所まで・解散場所からの交通費 

・短期インターンシップにおける食費、宿泊費（4,000円程度）、交流会費（3,000円程度） 

・最終回の懇親会費 

 

■お問い合わせ先 

応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。 

松江事務局 (㈱シーズ総合政策研究所)  

〒690-0824 島根県松江市菅田町 180番地 アイウォーク菅田ビル 3階 

TEL：0852-55-8450 

E-mail: shimakoto@csri.jp   （担当：高木・藤原）   

HP： http://www.shimakoto.com/   

 

■個人情報の取り扱いについて 

ご応募いただいた情報については、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。それ以外の目的での使

用はいたしません。 

※個人情報プライバシーポリシー：http://www.csri.jp/company/privacy  

 

■取材協力のお願いについて 

本講座は、しまコトアカデミーHPならびに Facebook、島根県 HP等広報媒体、雑誌「ソトコト」、島根県内メデ

ィアの取材等において、講座やインターンシップの活動状況を取材・掲載させていただく予定です。あらかじめご

了承のほどお願い申しあげます。 

なお、写真掲載等を希望されない方はご配慮いたしますので開講前にご連絡ください。 

 

■受講のキャンセルについて 

 やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、事務局まで、メール（shimakoto@csri.jp）またはお電話（0852-

55-8450（事務局・高木））にて９月 26日（木）までにご連絡ください。 

 

  

mailto:shimakoto@csri.jp
http://www.shimakoto.com/
http://www.csri.jp/company/privacy
mailto:shimakoto@csri.jp
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■事業主体 

島根県 地域振興部 しまね暮らし推進課 

〒690-8501 島根県松江市殿町 1番地 

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/chiiki/shimakoto/  

 

■事務局 

株式会社シーズ総合政策研究所・株式会社 sotokoto_online コンソーシアム 

〒690-0824 島根県松江市菅田町 180 アイウォーク菅田ビル 3Ｆ 

TEL: 0852-55-8450 （高木 藤原） 

shimakoto@csri.jp  

http://www.shimakoto.com/  

 

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/chiiki/shimakoto/
mailto:shimakoto@csri.jp
http://www.shimakoto.com/

