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はじめに
■趣旨・目的

津野町四万十川源流点エリアは、日本最後の清流「四万十川」の源流点をはじめ、豊かな
自然環境が魅力で、「知る人ぞ知る」観光スポットとなっています。ただ、アウトドア観光
が主体のため、天候やシーズンで観光客数が大きく異なることや、観光産業の担い手不足な
ども課題となっています。
「地域の編集学校 四万十川源流点校」は、四万十源流点エリアに新たな価値をつくるエ

リアリノベーションの担い手を養成するプログラムです。

地域の編集学校 四万十川源流点校の開講にあたって

『地域でトークイベントを重ねる中で、「編集」という行為が、従来の意味合いを飛び出し

て、まちづくりやコミュニティづくりに大きな作用をもたらしていることを感じています。

「まちを編集する」というフレーズは、地域社会や文化に多様性が求められ、さまざまな

年代や嗜好の人と何かを行うことが求められるこれからの地域づくりに、さまざまな世代や

関 心層をつなぐ共通言語としてうってつけです。

ソトコト流のソーシャルなまちづくりを「編集」という視点から学びながら、楽しく新し

いスタイルで活動してもらいたい。そんな思いをこめた講座として、「地域の編集学校」を、

僕の大好きな高知県津野町四万十川源流点エリアで開講します。』

2018年11月 ソトコト編集長 指出一正

①「地域の編集」の発想を学ぶ

「地域の編集」に精通した講師により、全国の先行事例や地域の編集方法を学びます。

②「地域の編集」の技術を学ぶ

地域を編集するためのスキルアップコンテンツを、現地実習も交えて経験します。

■対象者および参加条件等

◎地域づくり、ローカルプロジェクトなどに関心がある方で、全２回の講座（津野町内で開

催）に参加可能な社会人、大学生の方。

◎PCスキル（Word）及び自宅等にインターネット環境のある方。

■募集人数

２０人程度 ※応募者多数の場合は抽選といたします。

■応募締切と結果通知

締切／平成30年12月13日(木)まで 結果通知／12月14日(金)※電子メールでのお知らせと

なります。
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会場案内地図【説明会・講座】
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■説明会：第2回会場

葉山の郷 https://town.kochi-tsuno.lg.jp/tsunobura/tomaru/#tomaru03

〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野251-1

■第１回会場

せいらんの里 https://primenet2010.biz/seiran/

〒785-0411 高知県高岡郡津野町船戸4727

講座回 月日 会場名 備考

説明会
12月5日（水）
19時～21時

葉山の郷
（高知県高岡郡津野町永野251-1）

第１回
12月16日（日）
10時～17時

せいらんの里＆四万十川源流点エリア
（高知県高岡郡津野町船戸4727）

昼食代1,000円が必要です。

第２回
1月17日（木）
18時～21時

葉山の郷
（高知県高岡郡津野町永野251-1）

希望者は16:00からワークが可能で
す。

※日程・会場等、都合により変更する場合があります。実施スケジュール

https://town.kochi-tsuno.lg.jp/tsunobura/tomaru/#tomaru03
https://primenet2010.biz/seiran/


講座について
■講座の概要

◎本講座は、高知県津野町にある四万十川源流点とその周辺エリアで開講します。日本一の清流・四万

十川のはじまりとなるこの源流点エリアには、豊かな水と森、そして美しい里山の暮らしが根付いて

います。

◎そのエリアの宿泊交流拠点となっている施設が、『せいらんの里』です。地域が運営にあたっている

この施設は、老朽化に伴い新たに建築されることが決まっており、地域のみなさんとともに、場づく

りに関わってもらえる町内外のプレーヤーを求めています。

◎本講座では、四万十川の源流点にふさわしいすがたを守りながら、自然環境やローカリティとともに

ある、開かれたコミュニティと心地よい未来の暮らしのあり方について、講師に学びながらともに考

え、楽しみながら地域での実践にも関わっていける機会になることをめざしています。

■関連スケジュール
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説明会（＠葉山の郷）12月5日(水)

応募締切12月13日(木)

抽選結果通知12月14日(金)

第１回 講座（＠せいらんの里）12月16日(日）

第２回 講座（＠葉山の郷）1月17日(木)



講師・メンター紹介

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、静岡県「『地域のお店』デザイン表
彰」審査委員長、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。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。

■指出一正氏 ＜講師＞『月刊ソトコト』編集長／株式会社木楽舎 取締役

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。

1984年津野町生まれ。高校生時代に放送部でアナウンスや番組制作を経験した
ことから、卒業後はケーブルテレビ会社に就職し、取材を担当。結婚を機に退
職し地元津野町に戻り、現在は、小学生の息子と娘に癒されながら、津野町役
場で移住相談員として勤務。相談者のサポートや県外のイベントに出向き、移
住希望者と地域を繋げるお手伝いをしています。

さしで かずまさ

■坂本大祐氏 ＜ ゲスト講師＞ 商業デザイナー
さかもと だいすけ
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■竹村弓理氏 ＜ローカル メンター＞ 津野町移住相談員
たけむら ゆり



12月5日(水) 19時00分～21時00分

◇メイン講師

指出一正氏 月刊ソトコト編集長 講座メイン講師

◇ローカルメンター

竹村弓理氏 高知県津野町移住相談員

◇地元ゲスト

谷脇さんご夫妻 せいらんの里 管理人

◇主な内容

・地域の特徴説明 津野町企画調整課

・スペシャルトーク メイン講師指出一正氏 『ソトコト流地域の編集 入門編』

・トークセッション 『津野町 四万十川源流点の魅力～関わることの楽しみ方』

・講座説明

・受講希望者への相談対応

■『説明会申し込み方法』

・「地域の編集学校 四万十川源流点校」フェイスブック内の説明会イベントページで参加表明で

受け付けます。

＊フェイスブックページＵＲＬ https://bit.ly/2B9OrQH
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受講者募集説明会

〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野251-1

■説明会会場

葉山の郷 https://town.kochi-tsuno.lg.jp/tsunobura/tomaru/#tomaru03

https://bit.ly/2B9OrQH
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/tsunobura/tomaru/#tomaru03


講座内容（全２回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第１回】四万十川源流点エリアを知る／関わりしろを発見する

12月16日
(日)

10：00～
17：00

１．四万十川源流点エリアの概要紹介 15分 津野町企画調整課
２．フィールドワークでの発見ポイント 15分 ゲスト講師 坂本大祐さん
３．四万十川源流点エリア・フィールドワーク 150分 メンター 竹村弓理さん
４．昼食 せいらんの里ランチビュッフェ 60分
５．レクチャー 奈良県東吉野を編集するオフィスキャンプ 坂本大祐さん30分
６．トークセッション 受講生と語る四万十川源流点エリアの魅力

竹村弓理さん 坂本大祐さん 20分
７．ワーク① フィールドワーク結果の棚卸し・発見ポイントの共有 90分

アドバイス：坂本大祐さん 竹村弓理さん
８．ワーク② プラン提言に向けた関心別チーム編成＋テーマ設定 30分

18：00～ 懇親会（希望者のみ）

【第２回】 四万十川源流点エリア 編集方針の提案

１月17日
(木)

18：00～
21：00

１．オリエンテーション 10分
２．レクチャー「四万十川源流点エリアを編集しよう」30分

メイン講師 指出一正さん
３．ワーク 「編集方針案をブラッシュアップする」 30分
４．編集方針案の発表 100分
５．講師メンター講評 20分

指出一正さん、坂本大祐さん、竹村弓理さん
６．地域の編集学校修了証授与

21：00～ 懇親会（希望者のみ）
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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

◎「地域の編集学校 四万十川源流点校」講座情報フェイスブックページ
URL： https://bit.ly/2B9OrQH 

◎「地域の編集学校 四万十川源流点校」受講申し込みページ
URL： http://urx.blue/NzO6

２）応募受付期間

平成30年11月20日(火)～平成30年12月13日(木) 18：00まで

３）選考方法

応募者多数の場合、抽選といたします。

４）抽選結果のご連絡 抽選結果は、12月14日(金)までに事務局からメールにてご連絡します。

■受講料

・受講料は無料です。

■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。

・事務局（株式会社パヴァナ・プレス・株式会社シーズ総合政策研究所） 担当：谷口涼、藤原啓

・E-mail: tsuno@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。

・事務局プライバシーポリシー掲載ページ

http://www.csri.jp/company/privacy
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＜事業主体＞ 高知県津野町企画調整課 〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野471番地1
TEL：0889-55-2311/FAX：0889-55-2022 https://town.kochi-tsuno.lg.jp/

＜事務局＞ 株式会社パヴァナ・プレス（ソトコト編集部）・株式会社シーズ総合政策研究所 （担当：谷口涼、藤原啓）
お問合せE-mail: tsuno@csri.jp

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.csri.jp/okuyamato&h=6AQFiOECU
https://bit.ly/2B9OrQH
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.csri.jp/okuyamato&h=6AQFiOECU
http://urx.blue/NzO6
mailto:tsuno@csri.jp
http://www.csri.jp/company/privacy
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/
mailto:tsuno@csri.jp

