
平成２９年度 奥大和起業者育成事業

奥大和アカデミー

募集要項

平成２９年６月
主催：奈良県 奥大和移住・交流推進室

応募締切 ７月２１日(金)１８:００

（公開版）



はじめに
■趣旨・目的

「奥大和アカデミー」は、中京地域在住で奈良県奥大和地域の地域づくりや起業に関心を持つ方を対象

に、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の育成、奥大和地域への関心

層の拡大及び地域貢献を目指すUIターンを希望する方の育成を行うと同時に、地域と継続的に関わるこ

とができる関係構築の支援します。講座参加を通じて、将来の奥大和地域での起業や二拠点居住を含め

た移住につながるような、受講生と地域住民による共同事業等を目指しています。

■地域の課題になっている未利用資源を活かすモデルプランを考える講座

本講座では、奈良県奥大和地域の天川村で未利用のままとなっている資源や課題を活かしたローカル

チャレンジのためのプランを検討し、提案することを目指します。例えば、

・都市部企業等のサテライトオフィスを誘致

・人口減少が進む天川村西部地区における廃校（小学校校舎）利活用

・観光客の増加に伴う働き手不足が深刻化する洞川温泉の課題解決

などを題材として、プランを考えていただきます。

提案内容については、プラン発表後も必要な要件を満たすようブラッシュアップを行うことで、実現に

向けて行政からのサポートを受けることも可能です。

■対象者および参加条件等

◎奈良県奥大和地域における地域づくり、コミュニティ・ビジネス、起業などに関心がある方で、全６

回の講座（奈良県天川村内で1泊2日で行う《現地インターンシップ》を含む）に参加可能な社会人、

大学生の方。

◎PCスキル（Word）及びインターネット環境のある方。

■募集人数

１０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。

■応募締切と結果通知

締切／７月２１日(金)１８：００まで 選考結果通知／７月２５日(火)※電子メールでのお知らせとなります。

■実施スケジュールと開催会場 ※日程・会場等、都合により変更する場合があります。

講座回 月日 会場名 最寄り駅

第１回 ８月１１日(金・祝) 名古屋テレビ塔 ３F会議室
・地下鉄名城線・東山線「栄」駅

・地下鉄名城線・桜通線「久屋大
通」駅

第２回 ９月１６日(土)
名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
西館2階『社会連携ゾーンshake』 名古屋市営名城線

「名古屋ドーム前矢田」駅
第３回 １０月２１日(土)

名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
北館１階『MU GARDEN TERRACE』

第４回
１１月１８日(土)
～１９日(日)

奈良県奥大和地域（天川村）にて
インターンシップ

第５回 １２月１６日(土) 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
西館2階『社会連携ゾーンshake』

名古屋市営名城線
「名古屋ドーム前矢田」駅第６回 １月１４日(日)
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名古屋テレビ塔３F会議室 （ http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/index.html ）

会場案内地図【説明会 第１回・第２回、本講座 第１回の開催会場】

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁３-6-15先

◇地下鉄名城線・東山線「栄」下車3番もしくは4番出口を上がって徒歩3分

◇地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅下車南改札を出て4B出口を上がってすぐ
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（名古屋テレビ塔１F）

エレベーターで
３Fへ

http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/index.html


会場案内地図【本講座 第２回・第３回、第５回・第６回の開催会場】

名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
・西館２F 『社会連携ゾーンshake』【第2回、第5回、第6回会場】

（ https://www.meijo-u.ac.jp/social/shake/ ）

・北館１F カフェテリアレストラン『MU GARDEN TERRACE』【第3回会場】

（https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/dome/ ）

〒461-8534 愛知県名古屋市東区矢田南 4-102-9

◇名古屋市営名城線 名古屋ドーム前矢田駅下車、徒歩３分
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（名城大学ナゴヤドーム前キャンパス）

（西館２F
社会連携ゾーンshake）

（北館１F
カフェテリアレストランMU GARDEN TERRACE）

https://www.meijo-u.ac.jp/social/shake/
https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/dome/


講座について
■講座の概要

◎奈良県奥大和地域内をフィールドに、「現状を学ぶ基礎レクチャー」「対象地域における課題解決モ

デル（＝例：人口減少が進む西部地区における廃校の利活用、観光客増加に伴う洞川温泉の働き手不

足を解決する仕組み等）をテーマとするグループワーク」「現地インターンシップで得た学び、体験、

現地住民との新たなつながり」などを通して、プランの作成につなげます。

◎受講後に奥大和地域でのローカルチャレンジをめざす受講生の取り組みを支援します。

■プログラム内容
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奈良県 奥大和移住・交流推進室からのメッセージ

■福野 博昭 奈良県 奥大和移住・交流推進室長

ふ く の ひ ろ あ き

今回のアカデミーでインターンシップ先となる天川
村には、1300年の伝統を誇る洞川温泉、ユネスコ世
界遺産である大峯奥駈道（おおみねおくがけみち）
や、芸能の神様としても知られる天河大弁財天社な
ど、知ってほしい地域の宝がたくさんあります。ぜ
ひ知ってもらい、感じてもらって、一緒に新しいこ
とを作っていきましょう！

１９６０年奈良市生まれ。奈良県職員。ならの魅力創造課、南部東部振興課などを経て、現在奈良県地域振
興部奥大和移住・交流推進室長。数年前に雑誌の取材をきっかけに坂本大祐氏と出会い、東吉野村の未来を
話し合い、構想をふくらませた結果「 OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINO」を誕生させた。公務員といいな
がら職場にはほとんどおらず、常にあちこち動き回りながら人と人をつないでいる。面白い！と思ったこと
は、すぐに実現させるべくスピードとプロデュース力を発揮。
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講師・メンター紹介

１９６９年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。国内外のソーシャルな動きにいち早く
注目し、ソーシャルグッドな取り組みやそこに関わる人、コミュニティを精力的に取材。近年は、ソー
シャル人材を育成する講座の講師としても人気を博している。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、島根県「しまコトアカデミー」メ
イン講師、高知県文化広報誌『とさぶし』編集委員、静岡県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員
長、広島県「ひろしま さとやま未来博２０１７」総合監修、長野県長野市WEBメディア『ナガラ
ボ』編集長をはじめ、地域のプロジェクトに多く携わる。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』
（ポプラ新書）。

■指出一正氏 ＜メイン講師＞『月刊ソトコト』編集長／株式会社木楽舎 取締役

―受講を検討されている方へのメッセージ―

奈良県の奥大和エリアは、いま私がもっとも注目しているローカル・
ムーブメントの中心地域です。広大な面積を擁するそれぞれのまちに、
地元の楽しさを編集し、発信する人たちが移り住み、集う環境が広
がっています。奥大和の土地の持つ豊かな底力と、多様な人と人が交
流することで生まれるあたらしい価値観。「奥大和アカデミー」の講
師を務めさせていただいて２年目、ますますワクワクしています。奥
大和の魅力をみんなの視点で見つけ、盛り上がる講座です。拍車がか
かる「奥大和らしいおもしろさとかっこよさ」のチャレンジをご一緒
しましょう！

１９７５年 大阪府大阪狭山市出身。都市部で働いていたところ、身体を壊したのを機に、山村留学で
中学生の頃に暮らした東吉野村へ移住。村に在住し、商品や店舗のデザインなどを手がけ活躍中。生活
は正反対になったが、自分にしかできない仕事へとシフトできた今の生活が気に入っている。現在は
県・村・移住したクリエイター陣とタッグを組んでつくった「OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINO」を
運営中。

さしで かずまさ

■坂本大祐氏 ＜ 本講座メンター＞
さかもと だいすけ

―受講を検討されている方へのメッセージ―

今、都市部から地方へ、色々なもの、こと、ひとが動いています。そ
の最前線のひとつである「奥大和」という奈良県の南部東部地域には、
たくさんのリソースが手付かずで残っています。そんなリソースを活
用しながら、このアカデミーを通じて、都市部と地方、どちらにも軸
足を持ちながら暮らし、働く、新たな流れを、みなさまと一緒につ
くっていきたいと思います。
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開催スケジュール 内容・会場等、都合により変更することがあります。

説明会①（＠名古屋テレビ塔３F会議室
：名古屋市内）

７月５日(水)

説明会②（＠名古屋テレビ塔３F会議室
：名古屋市内）

７月１１日(火)

応募締切７月２１日(金)

選考結果通知７月３１日(月）

第１回 講座（＠名古屋テレビ塔３F会議室
：名古屋市内）

８月１１日（金・祝）

第２回 講座（＠名城大学
「社会連携ゾーンshake」：名古屋市内）

９月１６日(土)

第３回 講座（＠名城大学
「MU GARDEN TERRACE」：名古屋市内）

１０月２１日(土)

第４回 現地インターンシップ
（＠奈良県天川村）

１１月１８日(土)～１９日（日）
（１泊２日）

第５回 講座（＠名城大学
「社会連携ゾーンshake」：名古屋市内）

１２月１６日(土)

第６回 プラン発表（名城大学
「社会連携ゾーンshake」：名古屋市内）

１月１４日（日）
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講座内容（全６回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第１回】できること×やりたいこと×地域のニーズからプランの種を考えてみる

8月11日
(金・祝)

13：00～
16：30

１．オリエンテーション 10分
２．レクチャー① 15分
「奈良県天川村の地域課題と活動・そして人を知る」 奈良県天川村

３．トークセッション 45分
「天川村村長と語る。奥大和アカデミーにできること」

ナビゲーター 福野博昭氏 奈良県奥大和移住・交流推進室長
ゲスト 車谷重高氏 奈良県天川村長

坂本大祐氏 商業デザイナー 講座メンター
４．チェックイン 100分
５．レクチャー② 20分
「OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINOが描く未来」 坂本大祐氏 商業デザイナー
講座メンター

６．グループワーク 20分
「私がやってみたいコト、関わりたい課題・人・コトを考える」

17：00～ 懇親会（希望者のみ）

【第２回】 ローカルチャレンジ・プランをつくろう―１

9月16日
(土)

13：00～
16：30

１．レクチャー 20分
「奈良県天川村の地域課題と活動・そして人を知る～西部地区編」奈良県天川村

２．トークセッション 30分
「ケーススタディ：OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINO・起業前にこう動いた」
坂本大祐氏 商業デザイナー 講座メンター
福野博昭氏 奈良県奥大和移住・交流推進室長

３．プランを一緒に考えるプロジェクトグループ＆メンバーの発表 20分
福野博昭氏 奈良県奥大和移住・交流推進室長

４．プロジェクト別グループワーク 120分
1）プランの方向性を考える 2）プランのコンセプトを考える

５．グループ発表と講評 20分

17：00～ 懇親会（希望者のみ）

【第３回】 ローカルチャレンジ・プランをつくろう－２

10月21日
(土)

13：00～
16：30

１．レクチャー① 20分
「ローカルヒーロー達の時代」 指出一正氏 ソトコト編集長 メイン講師

２．レクチャー② 20分
「奈良県天川村の地域課題と活動・そして人を知る～洞川地区編」奈良県天川村

３．トークセッション 40分
「奥大和を動かすローカルチャレンジ～現地インターンシップ先での発見を
活かすには？」
指出一正氏 ソトコト編集長 メイン講師
坂本大祐氏 商業デザイナー 講座メンター
福野博昭氏 奈良県奥大和移住・交流推進室長

４．プロジェクト別グループワーク 140分
1）プランの柱を考える～ひと・もの・コト・お金～
2）現地インターンシップ先でやりたいことを考える

５．グループ発表と講評 20分

17：00～ 懇親会（希望者のみ）
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講座内容（全６回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第４回】 現地の課題解決モデルケースを訪ね、学ぶ・プランを検証しよう

11月18日(土)
～19日(日)

1泊2日 指出講師、坂本メンターほか、現地の実践者の皆さん、地元の皆さん

【第５回】 ローカルチャレンジ・プランを磨こう

12月16日
(土)

13：00～
16：30

１．グループワーク 160分
1）現地インターンシップレビュー
2）プランのブラッシュアップ

２．グループ発表と講評 20分

17：00～ 懇親会（希望者のみ）

【第６回】 プラン発表

1月14日
（日）

13：00～
15：00

１．受講生発表と講評 105分
２．修了証 授与 15分

15：30～ 懇親会（希望者のみ）

※講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。
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現地インターンシップ内容（【第４回】１１月１８日(土)～１９日(日)）

１１月１８日(土) ＜１日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

9：30
近鉄「大和八木」駅
集合 車移動

◎移動用車両に乗車し、移動します。
◎指出講師、坂本メンターからの実習テーマについてのお話
◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
①課題モデルの現場訪問（例：活用を考える廃校校舎等）
②訪問地域で活躍してる人、注目の取り組み
③上記①②に関連する資源、場所など。
・活動現場の見学。
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎交流会

11：00
天川村へ到着

オリエンテーション

正午 昼食

13：00～
17：00

現地訪問

夜

夕食・村のみなさん
との交流会

宿泊

１１月１９日(日) ＜２日目＞

行程 プログラム 内容/ねらい

7：00 朝食 ◎現地訪問
【現地訪問の狙い】
①訪問地域で活躍してる人、注目の取り組み
②上記①に関連する資源、場所など。
・活動現場の見学。
・キーパーソンのお話＋受講生インタビュー

◎グループワーク
【グループワークの狙い】

・2日間の学びの振り返り
・みんなの学びポイント、気づきポイントの可視化共有

8：30～
12：00

現地訪問

12：00～
13：30

昼食
地域のお土産購入な
どの自由時間

13：30～
15：00

現地訪問

15：00～
16：30

グループワーク

16：30出発 車移動

18：30
近鉄「大和八木」駅
解散

奈良県天川村で１泊２日の現地インターンシップを行います。その地域で実際に活動する担い手や住民

の方に話を聞き、活動を体験します。現地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

価値をみつけ、地域と自分の可能性を発見する場をご提供いたします。

※荒天等の場合は、日程を延期または訪問地域の再調整等を行います。

※講座の内容は受講生の希望・動向を考慮して、随時更新する予定です。



■受講者募集説明会

第１回 ７月 ５日(水)１９時００分～２０時３０分

第２回 ７月１１日(火)１９時３０分～２１時００分

◆第１回について

◇ゲスト

指出一正氏 月刊ソトコト編集長 講座メイン講師

福野博昭 奈良県奥大和移住・交流推進室長

◇主な内容

・講座の説明

・奥大和地域とローカルチャレンジに取り組む仲間たち

・受講希望者への相談対応

◆第２回について

◇ゲスト

車谷重高氏 奈良県天川村長

坂本大祐氏 OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINO 商業デザイナー 講座メンター

福野博昭 奈良県奥大和移住・交流推進室長

◇主な内容

・講座の説明

・対象地域・天川村のご紹介

・奥大和地域の動きと地域とのかかわりの見つけ方

・受講希望者への相談対応

◆会場（第１回・第2回）

名古屋テレビ塔３F 会議室

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-15先

http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/access/access.html

※詳しい各回のプログラムは、下記『奥大和アカデミー・フェイスブックページ』でご確認ください。

https://www.facebook.com/okuyamato.ac/

◆説明会への参加申し込み方法

① 『奥大和アカデミー・フェイスブックページ』に開設するイベントページでの参加表明。

https://www.facebook.com/okuyamato.ac/

② PEATIXサイト内『奥大和アカデミー』の各説明会ページからの参加申し込み

http://peatix.com/group/44133

《説明会についてのお問い合わせはこちら》

okuyamato＠csri.jp （担当：藤原、岡本）
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受講応募について

■応募方法

１）申請書類

応募に際しては、下記サイトの「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

◎奥大和アカデミー講座 講座情報ページ
URL： http://www.csri.jp/okuyamato

※講座の最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

◎奥大和アカデミー講座 facebookページ

⇒ https://www.facebook.com/okuyamato.ac/

２）応募受付期間

平成２９年６月１２日(月)～平成２９年７月２１日(金) １８:００まで

３）審査方法

受講にあたっては、本事業の趣旨に基づき応募フォーム記載内容を審査の上、選考します。

４）選考結果のご連絡 選考結果は、７月３１日(月)までに事務局からメールにてご連絡します。

■受講料・お支払い方法 次ページをご覧ください。

■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。

・アカデミー 事務局（株式会社シーズ総合政策研究所） 担当：藤原啓、岡本泰志

・E-mail: okuyamato@csri.jp

■個人情報の取り扱いについて

・ご応募いただいた資料および個人情報は、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。

・運営会社プライバシーポリシー掲載ページ

http://www.csri.jp/company/privacy

■取材協力のお願いについて

本講座は、Facebookページ、奈良県公式サイト等広報媒体、雑誌『ソトコト』、奈良県内メディアの

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

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。

11

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.csri.jp/okuyamato&h=6AQFiOECU
https://www.facebook.com/okuyamato.ac/
mailto:okuyamato@csri.jp
http://www.csri.jp/company/privacy


受講費について

■受講費について

受講費 10,000円

・講座資料費

・インターンシップのプログラムにかかる経費（ただし、下記「受講費に含まれない費用」は除く。）

＊受講費に含まれない費用

・講座後に実施する懇親会費

・インターンシップでの宿泊費、食費。

・通学交通費

・そのほか受講費以外の経費

■お支払い方法

下記期限までに参加費用（10,000円）を銀行振込にてお支払ください。

【お振込期限】

平成２９年８月９日(水)までにお振込みください。

※お振込先はお申込み時にご連絡いたします。振込手数料は恐れ入りますが各自ご負担下さい。

■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（okuyamato@csri.jp）にて８月９

日(水)までにご連絡ください。それ以降のキャンセルの際は、下表掲載のキャンセル料がかかります。
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平成２９年８月１０日(木) 開催前 申込み費用の30％

平成２９年８月１１日(金・祝) 開催当日
（無断キャンセルを含む）

申込み費用の100％

＜事業主体＞
奈良県 奥大和移住・交流推進室

〒634-0003 奈良県橿原市常盤町605-5
http://www.pref.nara.jp/1638.htm

＜運営事務局＞
ソトコト・シーズ ローカルプロジェクト事業部
（担当：藤原啓、岡本泰志）

〒104-0044 東京都中央区明石町11-15ミキジ明石町ビル 6Ｆ
E-mail: okuyamato@csri.jp
https://www.facebook.com/okuyamato.ac/

mailto:okuyamato@csri.jp
http://www.pref.nara.jp/1638.htm
mailto:okuyamato@csri.jp
https://www.facebook.com/okuyamato.ac/

