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京都府立大学の「知」を活かし、
地域の未来を共に創るための拠点です

յր㺤劳עמ갾ゼ꾴脝ֻ㐌㔔ֿ潲긖כ㐌槉־׆
�勑匡٤ؕاظցַֹכ溪䞯ֿ姊ױ־؆ն☒ꌬ㐌㔔勑
匡ⱁꅎ٭ذ٤ج	,ZPUP *OTUJUVUF GPS 3FHJPOBM 1SPTQFDUT
ր勑ס
匡ցעյGVUVSFׂםעךQSPTQFDUTךն
QSPTQFDUTעր⯼	QSP
锶	TQFDU
̕㺤劳ցַֹכ䟨⽱ֿ

ր劔עמյր⺪茣䙎յ㸝匡䙎ցյךכ׆מյ鏿俙䓺ֵ
劳ם☭包ցס䟨⽱ױֵն
☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎעך٭ذ٤جյ勓㳔ס杅䖇ֵך侷舓〉כ㳔

气ס꿁ס锶ֻꫀ➳ך╚ס㕆ؠ٭٠عشؾגז嵛־յ㐌㔔ס
倀ⵊ٬婹⺮⚻簡מ㕈ׂטրכ׆ցׂטյ偆٭ةٞؿؠطַ
脝ֻ嵛ג־րסցׂטյ㐌㔔ס气朮魕徎סלם杅䙎雄❿
偆גꅙⳛכ侓瞬⪳⪫עמյׂטր❿⡑ցׂט㕈מ卥⮔
טցכץ鞏꾴闋尴䬎ֹրסյ㐌㔔ׂטցّطتب⚶ր獗ַ
յיכ糹⻉瘁ס㐌㔔ꅙ䶏ס皑㝕㳔⪫סյ☒ꌬ䍟ךױ蔷מׂ
勑匡㝂긖溷מ㺤劳יյ䭥籽⺪茣ם㐌㔔מׂט鬚桬ױն
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☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎ٭ذ٤جꩽ 㵢跥╽㛶
ⰶ㳔ꩽյ气⾀欎㘶璇㳔煝疴璇侷䱅
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溪鳉䌑潨ꁸֻג☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎעך٭ذ٤جյ勓䌑䍲坎չם嵛ⳛ鉿יז
גױն☭包芌䧯◜噺עיכյꅙ籽蔦岕✄杅⯁⚕氺٭ػِج,*31ِج
ِجն,*31גױ氺յꆻㅰ鉿ַ⚕סّٚءٞو嶮㜽鉿侓鞪吉煝疴⥎ꪛס٭ػ
מ偙չַי嵛鹀ךյ睗┞納יכُ٭طס┞簡סյ4%(T勓䌑䍲עך٭ػ
坎չ⮗םׇ־颉悍׀דגַյ䉖宐յ鉿侓舓〉յ㳔气לם㝂ׂס溺坎ׇמⲎ
ׂטהױⶾ⦍㒘סכ䉖宐ֽׄמ㴓岕䉖גז鉿יכն鞪吉煝疴◜噺גױ׀דגַ
նגױ׀דגַ❿둚ׂ雄מ溺坎ס㐌㔔יַחמ䧯卸סאյעך嗱阧ס偙ֵס
溺ס〈舓յ눢ꩽ坎䉖永匆陧ゼ⻄ס⫏ꌬ䍟☒מ䖥╚٭ف٤ْס٭ذ٤جյמ
坎כ䟨锶★䳕鉿ַגױն
┞偙յؙٛעךتؔن؛٤د㐌㔔鬚桬嵛ⳛ״עյ⪴⻎煝疴⺇阻煝疴מלם
٭ؤַյ偆״ג䱿ꅼמ䒣ⲇ⩧獗⚶ꉛס䧯卸朮饦⟛ס焒溷鬙氙ג气
ء٤زشُסכث٭ؼ噺⚕כ煝疴䧯卸סյ㝕㳔מככꁸַֻ٭ذ٭ؾؔظ
鉿ֹ坎չם⚕氺מ氺ַגױגնםֹס׆յ㐌㔔鬚桬嵛ⳛ٤دؙٛ嵛ⳛꄼ
նױֽיז䘼כַג׀ַי鬚桬潨䭰םֹםכ䨏ⲇⷫיַֽמյ㐌㔔י
նױג꿈ַַֽׂյבֹל

センター長
挨拶



Ⅰ調査・ソリューション
創出

Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ地域貢献・

地域連携

地域社会の
担い手となる
地域の公共人材

の育成

産学連携
リエゾン
オフィス

☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎע٭ذ٤جյ♀䌑䍲յ㝕㳔כ䍟宐10/յ鉿侓յ⚕噺瞏縕ׅյ
㐌㔔ס鞏꾴闋尴י״㝂䔅⺅ם篁ײ鉿גױַױיזն杅מ♀䌑䍲עյ
מ偙סյ鉿侓עכ׆ג״幾מ㝂閣溷ُ٭طסT)4%יַֽמ٭ػِجꅙ籽ס31*,
նױ䘼ַכעךסגזםמ⚶塌סⳈ䒣ַַיזכמ偙ס10/噺⚕יזכ
䈣皑غ٤ٚع٭ַَך؆ꅙ䶏ⶾ㴻篙ֿ٭ذ٤جյעך٭ػِجꅙ籽ס׆յגױ
㝕㳔تل٭ئؠشٛهق煝疴٬㵅鴫٭ذ٤ج	14$
ײ篁⺅סؔطبٜهػطتئס
նױֽי劻䔵כ׆ַׂיזױꫀ➳ֿ┞㺽幾סն♀䔿յ╋㝕㳔גױצ㳔מ
곓ׇֹ劔ֹל偙չյג꼾ַיז־־מ偙չյ⚕氺ג꼾ַיⲎמ٭ػِج
նגױַ
յ㐌㔔鬚桬㒘杅⯁煝疴"$53յ⺇阻עך٭ذ٤جյ☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎ־ס׆
煝疴յ㐌㔔ⱁ气䱿ꅼ◜噺	$0$�
㺽畤嚋┞յ㐌㔔鬚桬嵛ⳛי氙㳔ꅙ䶏瞏ꄼ
溷מꅼכַגַױי״䘼ױֽיזն

ⰶ٭ذ٤جꩽ 呵 僻㴤
⪪⪴侓瞬㳔ꌃ侷䱅

2019年度を
振り返って
新たな価値の
創造に向けて

事業概要図
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（１）ポートランド州立大学公共サービス研究・実践センター（CPS）
との国際事業

日 時：10月31日（木）14時30分～17時 参加者：85名
講 師：西芝雅美氏 （ポートランド州立大学ハットフィールド行政大学院、行政学部長、教授）

森本健次氏 （株式会社南山城代表取締役社長、元京都府南山城村職員）
高坂博子氏 （静岡県富士市役所総務部防災危機管理課 防災対策担当上席主事）

コーディネーター
：川勝健志 （公共政策学部教授・センター副統括マネージャー）

睗�㎇,*31ע٭ػِجյ儨䌑յ勓כ٭ذ٤ج㎼
갾★嵣ⶾ㴻紛篙ג稌㎼َغ٤ٚع٭䈣皑㝕㳔
�$FOUFS�GPS٭ذ٤ج㵅鴫٬煝疴تل٭ئ⪳⪫
1VCMJD�4FSWJDF��♧┫յ$14־ⰶ٭ذ٤جꩽס
锞蚭게耘侷䱅ֽ䬲׀յ����䌑��劓��傽מ☒ꌬ
䍟⪪皑㝕㳔岺☭㎼갾ⵊ佻䴈◜噺יכꪛ⥎ױ
ؕطتئր־յ锞蚭侷䱅עך睗┞ꌃסն⯼ג
ס✄╭宐⛿סغ٤ٚع٭َˌ䮄䨏סؔطبٜهػ
ع٭յَ㕈鞪颉悍ֵֿ꾴כցˌׂטהױ
╚汔┾יכהױַײ⛿劄ך稌⪡ֿغ٤ٚ
յ4%(T䭥יַחמ芻再ַיצ峜潨嶨־
籽⺪茣םꪛ溪潨埉סח�ס潨埉ր⛿ײ籽ׄ
☭סי婞⪫כ⾔ցյր䌐ׂטהױ
מ㎼ꅙעךغ٤ٚع٭յَכײי锶־ցמ
䱰䫘✇ⶥ䌑סא־⯼镄掾מ皑ז
ֵֿ⺮婹ג׀י鉿ך✄╭宐⛿ֿׂטהױג
նגױ׀דגֽ需ַכ׆
䔿ס睗◝ꌃעךյ$14ֿꇃ��䌑♧┪מ

ג׀י❴䳀מ䖥╚〈蔦岕✄舓סյ傽勓ג
րׂטהױ☭包芌䧯ّٚءٞوꄼ璻յ
+B-P(P.Bցס⟵◗气تؔظٜؾقגֻ★
溫ׇי銨♣ն⟵◗气גױ٤鉿ַ٘بش
㚯꼾ַג☒ꌬ䍟ⷁ㻗㓻䔢㖪ס⩧舓〉ך槁㐂յ呎䑑
⚶獗ⷁ㻗㓻♣銨⺅紛䔢獗ꩽס喖勓⣌姌宋յ귿㼾澛
㶠㛶䉖舓〉ס둚㐣ⷆ㲳宋ע־յ☭包芌䧯ءٞو
י׀气מֹסלמ嵛ⳛס䔿סאֿצ㳔סךّٚ
ꫀם虘㟱כ㐌㔔⛿宐ך╚嵛ⳛגױյ־סַ
➳碎ׂםֹסלמ״ג䈰㝜־סַי
նגױ׀דג需ַֽ־皑㖪סבאյלם
䓜傽ע䌐傽־־מյ☒ꌬ䍟⫐㜽־��
◜סغ٤ٚع٭յَ׀דגⲎַׇמ偙չס⻏
ַחמ鞏꾴כ䟨聋סׂטהױס✄╭宐⛿־❛
גזֵךյ㝕㜟劔䟨聋עכ׆ג׀ך劔⪳צ㳔י
նױ䘼ַמֹ
	倀鬬⪪⪴侓瞬㳔ꌃ䈢⳧⣌䗄侷䱅


京都府公立
大学法人
国際化支援
事業
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（２）住民主体のまちづくりを支えるCPSの活動から学ぶ
大学専門人材のためのワークショップ

日 時：2019年10月30日（水）13時～15時 会場：稲盛記念会館２Ｆ会議室 参加者：12名
講 師：飯迫八千代氏

ポートランド州立大学公共サービス研究・実践センター(CPS)国際プログラムマネジャー

䓜עך٭ذ٤جյ$14ֿ謾畤䭥ח鞪吉٬煝疴٬侷芌4%ؗـؗؿס	4UBGG
%FWFMPQNFOU
⪫♣銨脢䈢⳧⣌䗄גױ״嵣㢼★յ潸◦ⶾⲇיַחמ
⪴侓瞬㳔ꌃ侷䱅նסא䩘㢼מ״յ$14־侷舓〉䬲臎յ㝕㳔ס㸗ꪎ舓〉
նגױ⥎ꪛوش٘بؠ٭٠סׄ⻔
┰ꫀכ㐌㔔ך脝ֻ偙םֹסלյΏ槏䗻$14ֿעך
84	وش٘بؠ٭٠
ؙع٤ْة٭أ٤&OHBHFNFOU־סַי ΐ✄⯜㐌㔔٤ؙסכ
شؘنٞو٬ؠشِظ㳔⫐鞪俠鉿ֹ㸗ꪎ☭包"1ؓع٤ْة٭أ
䔢ⰺסٜػ٘ب Α䩘岺סء٤ؔظٜلّ٭ز沼⛣✄닫84篁縨ꪛ溪ס
84ס�掾יַחמյ槏闋幾״塌⚶יכ陭阛גױն
٭زסח䔿յס٭ٔزؠٝם祔ⷃױ㢼־♑䉁箩♃ؠ٭ٝهتؕؓ
־锞蚭게耘侷䱅ס$14מյ劄䔿ׂח✑סחכץךꪨ⮔��י־⮔מّ
նגױ׀꼾ع٤ْؤס
Ⲏ脢ע־յր䍴יז需臝ׂׂםעךׄדյع٤ْٖؼٓסךو٭ٜء
ցגזֵך免ꪨםյ劔䟨聋Ⲏמ⟵煝ם䖩锡ֿכ׆ⳛׂמյ蔦䔾溷לם✑
ր册嫘ַם׀ךֿכ׆ֿםח偙כ焒ֿכ׆ֹ⻉⮂匡յ♀䔿׀כגַױח
潨溷⪴劔ס⯼◜עמꪛ㢼סعؠؘةٞوցրג׀ךֿכ׆ח䖥䒣ַ⻎䗄䭥מ
ֿ䖩锡גז־⮔ֿכ׆ֵךցր需ׂםךׄדכ׆舌ֿכ׆ֹ⻉׀ꓨ锡כד
䠊גցסכ䠊䞯ֿ䮕ׅגױն
勓⚕氺ֵכ׆ַֹכי״⮴ע潸◦מ䱱ס枱岞ֿגױֵךյ㳔㜽
㐌㔔כ㳔⫐סךꅙ䶏ַֹכסח⣨긖־յր皑㖪ֿ沌םꫀ➳脢ꪨַך
ַ偆מ־յַיꅙ䶏ꄼסכցյր㐌㔔־סꫀ➳䙎圸碎ם虘鮐מ־
❿⡑־סדׂחցַֹכゼַמ㸐יյ㳔צ⻉ֹ塌⚶䳀❵גױ׀ךն
	倀鬬ꖂ勎冨㲳٭ذ٭ؾؔظ٭ؤ٭ذ٤ج


䓜ֿ٭ذ٤ج䌑䍲勒מ溪鉿عشٝؠشهⶾ㴻紛篙阾䗻⺴כ⛺翝♕ׄյ
նגױ鉿ַ⟥溪ס䧯卸סյⶾ㴻◜噺杅겏ׂטהױסغ٤ٚع٭َ
յעךյ睗ꌃꜗ䔿䴈⫐㵼ס٭ػِجյ䬲臎עך睗ꌃסعشٝؠشه
յַ⻉צ㳔סյ傽稌♃箩❛◜㵅鴫סחסׂטהױס傽勓כغ٤ٚع٭َ
焒锶⪴劔גױն
稌㎼ْؓٛ יכהױַײ⛿┞稌⪡עغ٤ٚع٭َסאֵמ٤䈣إٝ؛
焒ױַיն勓⺴עךյَסغ٤ٚع٭笴��䌑סׂטהױגמ婹⺮
4%(Tס镄掾־䯚ֻ潲מככյ傽稌ססח㐌㔔ס㵅鴫◜❛箩♃յ4%(T
免♣ס־׆ס⛿宐╭✄ֵסׂטהױס偙脝ֻױն

（３）ブックレットによる情報発信
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ブックレットNo.7『人がまちを育てる～ポートランドと日本の地域～ 』

編 著：京都府立大学京都地域未来創造センター
出版社：公人の友社 定価 1000円＋税

ポートランド州立大学公共サービス実践・研究センター（CPS）
国際協定締結記念号

飯迫⼋千代coによるコメント



主な事業を報告します
2019年4月1日～2020年3月31日

7

地域社会のあるべき姿をもとめて、地域の諸課題を解決するための総合的研究と、
その成果に基づく政策提案、多様な機関と連携したソリューション（解決策）の創出
に取り組んでいます。

京都府内の地域振興や産業・文化の発展等に貢献することを目的として、府内各地の自治体、NPO等からの
提案に基づき、地域貢献型特別研究（ Academic Contribution To Region ）を実施。府内各地で本学教員が、
地域課題解決に向けた調査研究を行っています。
2019年度は、京都府内市町村等から58件の提案があり、本学教員とマッチングが成立した研究に対して、審
査員による審査会を経て24件を採択。府内各地で成果発表会を開催して、成果の発信にも努めました。

n 地域貢献型特別研究（府大ACTR）

Ⅰ調査研究・ソリューショ
ン創出

研究課題 提案者 担当教員

1 地域文化財を活用した山間地区コミュニティの維持方策の研究 修学院学区郷土誌研究会・
京都市左京区役所

上杉 和央
准教授(文)

2 舞鶴地域の高大連携、世代間交流による文化資源を活かした地域振興 舞鶴地方史研究会・京都府
立東舞鶴高校

東 昇
准教授(文)

3 夜久野末窯跡群を中心とした地域の文化遺産の調査と活用 福知山市文化スポーツ振興
課

菱田 哲郎
教授(文)

4
京都府産もち米を利用した水あめの開発は京生菓子文化の継承・発展
に資する

吉富会・京都府農林水産技
術センター農林センター

佐藤 洋一郎
特別専任教授

(文)

5 関西文化学術研究都市建設が精華町に与えた効果・影響に関する研究 精華町企画調整課 川勝 健志
教授(公)

6 与謝野町の持続可能な行財政マネジメントシステムに関する研究 与謝野町企画財政課 川勝 健志
教授(公)

7 京都府内の基礎自治体における災害時外国人支援体制の構築のための
調査研究 城陽市国際交流協会 松岡 京美

准教授(公)

8 絶滅したと考えられた京都固有在来ブドウ品種‘聚楽’の復活と新たな
利用方法の確立

京都府農林水産技術センタ
ー農林センター

板井 章浩
教授(生命)

9 産業関連情報の総合的集約とそれを用いた地域産業情報支援および情
報発信産業支援サイトのあり方と活用方策 城陽市商工観光課 岩﨑 雅史

准教授(生命)

10
京都府産宇治茶の独自性と優位性を確保・発展させるための茶の生産
性及び樹勢データに基づく収量予測の研究

（公財）京都府茶業会議
所・京都府農林水産技術セ
ンター農林センター

久保 中央
教授(生命)

11
地域森林資源の継続利用に向けた資源の地理的把握及び施業履歴の可
視化とニーズに合う原木供給体制の構築

京丹後市農林整備課・京丹
波町農林振興課・京都府農
林水産部林務課

神代 圭輔
准教授(生命)

12 府立大学で育成した「洛いも」の精華町における特産農産物化に向け
た安定生産および総合的な利用技術の開発 精華町産業振興課 伊達 修一

講師(生命)

13 京の伝統野菜「九条ネギ」の病害虫総合防除に向けた調査研究
京都府農林水産技術センタ
ー生物資源研究センター・
京都府農林水産技術センタ
ー海洋センター

辻 元人
講師(生命)

14 京丹波町産の一般流通製材と長ビスを用いた新たな木造構法の開発 京丹波町総務課 田淵敦士
准教授(生命)

15 精華町における森林ゾーニングと森林管理保全指針の作成 精華町産業振興課 長島啓子
准教授(生命)

16 京都府の水産物の活用による北部地域活性化と子どもの食育
京都府農林水産部　食の安
心・安全推進課、農産課、
水産課

東 あかね
教授(生命)

17 3D＋1.5D情報印刷を応用する視覚障害者のための感じる府立植物園
の実現 京都府立植物園 細矢 憲

教授(生命)

18 19 世紀末～20 世紀初頭のアフリカ・セーシェル諸島における宮津出
身写真師の活動及び作品調査とその成果公開

宮津市教育委員会・宮津商
工会議所

松田 法子
准教授(生命)

19 食事の満足度を高める日本料理店の建築環境に関する調査研究 ㈱平八茶屋 松原 斎樹
教授(生命)

20 大堀区における地区防災計画の策定と住民の防災意識の変化の検証 大堀区自治会 三好 岩生
助教(生命)

21 京都特産農産物の産業振興に向けた成分の優位性に関する分析
城陽市農政課・京都府農林
水産技術センター農林セン
ター

森本 拓也
助教(生命)

22 食品ロス削減に向けた社会実験研究－精華町の実態を踏まえた効果的
な施策に向けて 精華町環境推進課 山川 肇

教授(生命)

23
宇治市・西小倉地域（近鉄小倉駅周辺）における市民との協働型まち
づくりのあり方検討 宇治市都市計画課

青山公三統括マ
ネージャー(京
都地域未来創造
センター)

24 ICOM京都大会2019に向けたVirtual Field Museum of Kyotoの開発 - 椎名 隆
教授(生命)



☒ꌬ䍟⪧䋮䉖ס־❸꾙⺇ׄյ䉖舓〉ס侓瞬䓺䧯מꫀⲙ阋鉿ַגױն
����䌑䍲עյΏ㜽㎼☭㺇⛿脢㸐瞬յΐמء٤ؔظ٤ؒنغؗٚؠ䉖ס땋ⲇⵊ溪⟤סعؠؘةٞو

ⱁ陭յΑ⦍׀偙侉긞31"噺ⳡ蔦ⳛⵊמ气氙䙎⻔┪־⮔מُ٭طסח�סյ舓〉劔䗄ס٭ز
ّ阛��⻏מ㸐յ侓瞬סׂט佻䴈⩰鉿◜❛ס鞪吉յؓع٭آ٤鞪吉յ◜噺⚕氺מ㸐ⲙ阋ם
յ⪪⪴侓瞬㳔ꌃ٭ٔة٭ؾն✄⯜귱㻗⪪┩簡䭇ُגױ鉿ַל 哜⸮骅⬭侷䱅յյ㸯屴⟵⺶٤ج
倀鬬٭ذ٭ؾؔظ٭ؤ٭ذ٤ج㵉〉侷䱅յꖂ勎冨㲳٭ذ

（１）八幡市委託「八幡市政策研究型職員提案事業に係る指導業務」

（２）宇治市委託及び府大ACTR ※2年目
「宇治市・西小倉地域における市民との協働型まちづくりに関する調査」

本センターが取り組んだ調査研究

�䌑潨ס勓噺ⳡ"$53עיױ׀חמյ㐌ⶓס⪢┾䊝מ㸐ع٭آ٤ؓ鞪吉	笴����玭ꏕ䉘
㵅偡蔹ױ
٭آ㝕锺埛ؓ٤ס甦ס׆ך╚ס׆նגך㎇椙סױױך笴��יⶾⲇ䕑ס蔦岕篁縨עն㎇椙ג
偙ֿ8FCؓס���י㸐מ����յ⪢ꏕ䉘俙סյ㎇瞩脢׆כגױײ雧ع٭آ8FCؓ٤ַ楻עךع
նגױ׀㎇瞩꼾ךع٭آ٤
յրꄼ㳔鴤ֿⷩ♑סלםյրꇓ鴤ֿ栄ַցր鵕⮗ֿ┮➬ցיַחמꄼ欎㘶★סյ㐌ⶓ־篙卸ع٭آ٤ؓ

각ցր蔦黨黆ꄼ鉿鴤栄ַց瞏סꇓ鴤ֿ栄ַמכ׆㸐䟨锶ֿ㝂ֵׂגױնגױ뉭⽟ꁊ俠⤫ס鞏꾴עךյ
ր㸯⠡ס椓ꫀס곰㎪宜摾ցր魦ַ▋מַցր뉭⯼䌮㖪ֿ摾ַց瞏ס䟨锶ֿ㝂ֵׂגױնסא♑յ
气嵛欎㘶긖ך捇㵬לםֻ⤫ס㝂ׂס䟨锶ֵֿֿגױյ⪢✄עיכր⛿ײ籽ַׄגցכ☭ֿ��
⯼뉭מն杅גױ�㎇㵅偡وش٘بؠ٭٠ינ⫆⚶⼴㖥ס篙卸ع٭آնؓ٤גױ׀덺מסֽ
俠⤫מ㸐י⪽✄溷䳀呾י⮂յ㵅㝂ַ鞪吉גךնֽםյסع٭آ٤ؓס׆겏阛✑噺מ气⾀欎㘶璇㳔煝
疴璇ס㽒煝疴㵍ׇמⶾⲇ꼾גױ׀ն✄⯜귱㻗⪪┩٭ذ٤ج簡䭇ُ٭ٔة٭ؾ倀鬬յ气⾀欎㘶璇
㳔煝疴璇㽒䀷게⺮⬭侷䱅յ寏氭䛒槏㲳٭ذ٤ج煝疴〉

ワークショップの様⼦
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ך鞪吉ס״ג嗱阧ײ卽篁ס⟵煝⻎⪳סꌬ䍟䉖永匆䮴蕟ⶾ⚶ֿ鉿ֹ䉖永匆☒־�䌑䍲⾔♤ע鞪吉ס׆
ؓנ䉤劳㸨סյ♀䔿כ❿雄סיַחמ⟵煝סךױ׆מ煝⟵䬎䓜ꌃ㹾סն☒ꌬ䉖ꯙׂ䍟⫐��䉖永匆
匯☒ꌬ䉖מגױնגױ鞪吉鉿ַء٤ٛؓكיַ⻔⮂מյ⪢䉖永匆מככ鞪吉㵅偡ع٭آ٤
永匆舓〉煝⟵䨾յ㼾㻗澛䉖永匆䮴蕟ⶾ⚶ء٤ٛؓكס鉿גױַםն
䉖永匆ס鞪吉עךյրꄫ⮗ַםס갧㺽煝⟵ցր㟕䙎ס硄槏舓٤٘ب٭يزٓס둚״煝⟵ցր"*

㐌㔔鞏ס⯁塌硄槏煝⟵ցր㐌㔔ⷩס〈煝⟵ցր┞薭舓٭بٚطٛס䝠㖥䪫銉ַ偆לםP5յ31"յ(*4*
꾴嗱阧煝⟵ցր鉿侓◜噺وشٚؠتסغٜل煝⟵ցր鉿侓篑ㅰُع٤ْةؾ煝⟵ցր焝劻⚈氠舓〉ס煝⟵
סאצ煝⟵䬎ֹ☭包ס煝⟵ց瞏չס偆םג煝⟵גױ⮂ֿث٭ؼסն
煝⟵⚕氺ꆻㅰ㣗〉⚶䍟䌪煝⟵䬎䓜鞏ꩽյ䉖永匆⥎╭ֿ⚶ꌬ䍟䉖永匆䮴蕟ⶾ☒עث٭ؼ⟵煝ס׆

նגױםככ׆ַׂי儙מײ卽篁ס煝⟵阛氺סյ䌐䧯�䌑䍲♧ꮳ饗韢ך煝⟵䬎䓜鞏ꩽ瞏ס
✄⯜귱㻗⪪┩٭ذ٤ج簡䭇ُ٭ٔة٭ؾ

（３）京都府市町村振興協会委託
「令和３年度以降の研修・人材育成支援事業実施方針案作成業務」



（４）城陽市府大ACTR「産業関連情報の総合的集約とそれを用いた地域
産業情報支援および情報発信産業支援サイトのあり方と活用方策」

㓻갅䉖ע╽崵䈢匆յ㸊氭匆յ㶠ꓩ匆յ귱驟匆מ✶⻉ס靎气אֽֽ־��
䌑ס婸劓ֿ篑ꇃֿױַיյ❸撬יכ僀匆ס⻏媘ֿ虝懍ׂ䠊յסא㒼
呧鱳ֻג⚕噺ꪨꅙ䶏ֿ䖩嵛溪ױַֻעכ؆նמյ㝕锺埛ꪛ溪מ⛘
ֹ偆םג⚕噺皑㐌濪չכꅼ鉿╚ךסךյֿت٤ٔزتؾةلמ┪♧ךױ׆
䌮ֿעכ׆ꪨꇙֵַױ؆նםֹסא枱岞ֵמ㓻갅䉖ס־❸꾙ֿյ⚕
噺ꪨס堦廌םמ	KPJOU
նך✑⯜סعؕئ氙噺佻䴈םֹ
勓煝疴עך⚕噺ء٤ٛؓكꄼסعؕئי包倣םכ䝠㖥ס겏־㢼ױ״

��獗סյ儨䌑䍲ךסגױ鞪吉㵅偡ء٤ٛؓكי㸐מ��獗עն勓䌑䍲ג
յ䲔鼥卥⮔篙卸ס鞪吉ء٤ٛؓكיն籽ַױםמ��獗כ⻉
㓻갅䉖ע勓䌑䍲��劓♧ꮳג㴞䧯ֿة٭ً♃箩ס⮔ն��獗גױꈷ⹌䝠㖥׀
氙噺佻䴈عؕئ	+P*O5
עךׄגն杅嫘䌮㖥嵛ⳛױַי薭⪪ꪛ┞יכ
גײ⮂怐ם꽄鞪鱩ֻتجؠؓ����ך�ꅸꪨ瓦䍲־յ⪪ꪛֿךַם
նױַי臝ַכ
㝕㳔םַֹם־⮔עך㐌㔔סעךם㎦곓מ✇䍲潲긖ֿגױյ倀

槏鄋⻉ׂױֹךّ٭ز闋尴כג׀ך蔦鬘ױַיն勓䌑䍲ס䔿ء٤ٛؓكס
鞪吉ֿ偆㒘芝捨ס䔔꼸ך┮ⶥ⮔מכ׆ֵךⲎֻյ㓻갅䉖סꪛ溪ֿ⩰ס׆ꩽ劻
ꪨגמ嫘갧溷מꅼ鉿־כ׆յ匡䌑䍲♧ꮳ勓煝疴类籽䖩锡ֿ
նױַי脝ֻכֵ ✄⯜气⾀欎㘶璇㳔煝疴璇㽒게⺮⬭侷䱅 	倀鬬
յ귱㻗
煝疴〉٭ذ٤جյ寏氭䛒槏㲳٭ٔة٭ؾ簡䭇ُ٭ذ٤ج┩⪫

Webページの概略図
http://www.city.joyo.kyoto.jp/joint/
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（５）精華町府大ACTR
「関西文化学術研究都市建設が精華町に与えた効果・影響に関する研究」

ꫀ锞倀ⵊ㳔銉煝疴ꌬ䉖㳔煝ꌬ䉖ע☒ꌬ䍟յ㝕ꮄ䍟յ㞃虘澛
նױֵךꌬ䉖ַי״䐭陭٬俠⤫ֿꅼמ꯶㐌╁ֿגױמ
勓煝疴עךյꫀ锞倀ⵊ㳔銉煝疴ꌬ䉖㳔煝ꌬ䉖ס╚䖥ؙٛؓך
גֻ┰מյ㳔煝ꌬ䉖䐭陭ֿ窢襪永鬙侓מ❛◜ꌬ䍟窢襪永☒ֵ
ⲯ卸٬䔔꼸יַחמ嗱隍雧גױײն
ⶾⲇꓭցׂטהױր־յꪛ溪◜噺脢ע篙卸յ窢襪永סא

鞪ꇖյ栃蔦鬙徎牞⟛ֿכ׆ג׀ך㳔煝ꌬ䉖䐭陭ס俠⤫מ㝕׀
ׂ㶐┰כ׆גյגױյ╚䖥٭ذتٚؠր窢襪٬锞勎崵㐌ⶓց
ַי⮂䧯卸ֿס㴻┞ס篙卸յ瓭㙟Ⲏ瞏ג״噺皑㐌靕㸬ꅼ⚕ס
ր瞣峒煝疴㳔㏡ꌬֵך❛◜յ⩰鉿גױնגױ־ֿכ׆
䉖ց⺅ס篁סאכײ䧯卸יַחמ嬟鼛嗱阧ג篙卸յ窢襪永ֿ
♀䔿յ㳔煝ꌬ䉖יכ鬙侓溷蔦皑卸ך┪ג寛עס״յ
氙噺겏畤כ☭㴻濪ֿכ׆ֵך獏ぃגױն
♀䔿ס㳔煝ꌬ䉖窢襪永ס溪㺤יַֽמյ氙噺겏畤כ☭㴻濪

镄掾סׂטהױגכ㺤劳㎫䖩锡ֵֿכ脝ֻױն
✄⯜堦暷٭ذ٤ج־煝疴〉倀鬬յ⪪⪴侓瞬㳔ꌃ䈢⳧
⣌䗄侷䱅



（６）城陽市府大ACTR「京都府内の基礎自治体における災害時外国人
支援体制の構築のための調査研究」

����䌑�劓ס侉婞⪜硄岺ס偡鉿⺇ׄյ䍟⫐ךյ鏫ꅎ噺յ♃饦ꀸ噺גזַכ噺甦ך㜽㎼☭Ⲩ⦍脢ס⺇ׄ⪜
㸐䗎סך⚶㐌㔔獗✄յ蔦岕עמյ㵅갾ךױס㐂┮ע侓瞬ס㎼םכ㕈潒ס⪛ׄ⺇յֿױַיזױ㢼ֿ
❴䝠㖥䳀㸐מ㜽㎼☭⛿宐ֽׄמյ捇㵬免מն杅ױ槁枱ֵַֿ׀յ㐌㔔ꪨ呬䈼ֿ㝕ֽי⚈מ
佻䴈✄⯜ס俠⤫עյ㝕ם׀鞏꾴ױֵٛךחכץסն
յ㓻갅䉖غ٭篁ٛ⺅ס㝂倀ⵊ⪴气㜽㎼☭佻䴈ס⫏յ☒ꌬ䍟עך٭ذ٤جյ勓י㸐מ槁枱גֹ׆

㎼갾★嵣ⶾ⚶յ☒ꌬ䍟㎼갾ס־٭ذ٤ج䳀呾⺇ׄյ☒ꌬ䍟ס勑俠⤫㐌㔔ֽׄמ佻䴈✄⯜俠⤫״ג
նגױ鞪吉煝疴鉿ַס״גמ־僻⚂匛鞏꾴ס
氺ס陭翝٬ꆻㅰ阳絊٭ذ٤جյΐ捇㵬免㝂阋靣佻䴈鞪吉㵅偡ع٭آ٤ؓס✄յΏ䍟⫐蔦岕ױ

ꄼיյ捇㵬免㜽㎼☭佻䴈ס槁枱כ鞏꾴僻גױמ־նיאյ♀䔿ס偙瞬יַחמյ☒ꌬ䍟⫐ס蔦岕
յ����䌑םכ䐤劻ע⚶⼴յ㖥ֿגךյ䟨锶★䳕鉿ֹ◙㴻⼴㖥ך饗⚶ؠ٭٠عشؾס⚶㎼갾★嵣ⶾ✄
䍲מꪛ⥎◙㴻ךն
✄⯜ꖂ勎冨㲳٭ذ٭ؾؔظ٭ؤ٭ذ٤ج倀鬬٬⪪⪴侓瞬㳔ꌃ千㼾☒耘⬭侷䱅
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勓鞪吉煝疴עյ㝕㳔ֿ皑㐌☒ꌬ䉖䈱☒ⶓך����
䌑䍲מ皑גזֿ┪הր䈱☒٬㐌㔔ס־倀ⵊ溪⟤٬
类䪩عؠؘةٞوցכꅙⳛֽיյ����䌑䍲־յ
勓㳔婹⺮㳔璇ס侷〉٬㳔气כյ٭ذ٤ج煝疴〉ֿꅙ䶏
նױַך؆篁⺅י
☒ꌬ䍟סⵌꌃ㻗ꪨ㐌ⶓע栃杅ס婹⺮倀ⵊֿ溪㺤ג

㐌㔔ֵךյ栃蔦ס玷獓鉿◜ֿ骅㶠ױֵמն׆
יז䬎⮔呥䖥ꌃסؔطؼِٖؤ㐌㔔ע倀ⵊ鬙גֹ
㲽־䬎ַ䩘┮鳉ֹ⛘מյꇃ沷ⵊ٬둚벉ⵊֿגױ׀
籽ֿ곓ױַיזםׂն倀ⵊ鬙ס巆忶ؼِٖؤע
ؔطؼِٖؤյրֵךס銺ꃸⲎꅋסؔط
յַע粪䭥٬嵛氠ցסր倀ⵊ鬙כ粪䭥٬嵛䙎ⵊցס
סն����䌑�劓偡鉿ך鞏꾴׀闋尴יכ齡╋ף
侉婞倀ⵊ鬙⟛饦岺ךյ倀ⵊ鬙ס⟛㲽嵛氠מ㐌㔔
յ㐌䟨餟ֿכ׆״㺤ꪛꅼס镸⩱氙噺ׂט
㔔٬鉿侓٬㳔銉㝕㳔瞏סⶾ⦍◜噺ֿٜٓظ寛״
նױַי
倀ⵊ䌪㐌ג瓌黨מյ☒ꌬ䉖עյ����䌑䍲ך׆א

㔔ⱁ气勓ꌃء٤ٛؓكס䩘㢼מ״յ☒ꌬ䉖䈱☒ⶓ
㻗ꪨ㐌ⶓ╽㝂յ䌮岉⸮յ蛞茻յ깓뉉כⵌⶓ곶آ汛
㐌ⶓֽׄמյΏ⚻簡鉿◜׳㐌㔔倀ⵊ鬙ס鞪吉כ

鞏׃״䬎ַ䩘ס◜䧯յΐ⚻簡鉿✑סعشٝن٤ق
꾴䪻䳢յΑ㐌㔔倀ⵊ鬙嵛氠ג㐌㔔סׂט⩰뉮溷
⺅篁ס槁㐌鞪吉ꩽ䀷澛䌐䨯䉖٬◩䀁䉖٬㻗澛觡
䉖鉿ַגױն
ׂט㐌㔔כ㲽嵛氠⟛סյ倀ⵊ鬙מ鞪吉גֹ׆

ך㝂坎ע偡瞬յꫀꅙססꫀꅙמ㶔䱸ע
יזֿ┪צ־嶠ֿכ׆䬹❸מ杅䙎סյ㐌㔔ֵ
םמ脝ס㺤ꪛסך㐌㔔ס♑յעն♀䔿גױ׀
ꪛ溪ٜ٭صח䔢皑מյ㵅鴫גײⵊ雧ٜظֹٓ
նך㴻◙ַׂי״鞪吉煝疴ꅼםյ㵅鴫溷לם
✄⯜倀㳔ꌃ婹⺮㳔璇 ┪勾⾔㝠⬭侷䱅յꖂ勎冨㲳
倀鬬٭ذ٭ؾؔظ٭ؤ٭ذ٤ج

（７）京都市左京区府大ACTR
「地域文化財を活用した山間地区コミュニティの維持方策の調査研究」

⻑崎県平⼾市 世界⽂化遺産・春⽇集落拠点施設
「かたりな」でのヒアリングの様⼦



��劓�傽յ䍟⫐סחⴭ䭇ⶾ㴻䉖永ס舓〉ֽמ겏׀דגַױ䟨锶★
䳕鉿ַגױնױյ㴓岕䉖ꌬ䉖阛氺鞏⫐跥宋$53"־ր㴓岕䉖٬
锞㸯⠡㐌㔔ֽׄמ䉖宐סכⶾ⦍㒘ֵסׂטהױ偙嗱阧ցַחמ
նגױ䔿յ䟨锶★䳕鉿ַגַדגַי⼴䧯卸㖥סי
䟨锶★䳕עךյր㸗ꪎ溷ⲙ阋כׂדגַ鉿侓鞏꾴闋尴偙⻔䙎
锶ַךסד劔곓ַցַֹכ㛽ֵֿגז┞偙յր煝疴䧯卸鉿侓
鴇ם朮槏溷סכ〈ցր侷ַיؠشفغ٭ؔنכ־זמ㐌㔔
곐ֿꇶׂյ־ם־םⶾ饗瞏ס㖪ֿ䭥לםַׂמהցס鞏꾴䳀鱍ױ
յ⟥䝠㖥溪ס煝疴⫐㵼յ䧯卸סյ♑䉖永״յ"$53㢼גױնג
䉖永ס脝ַֹכַימֹםכ锡劳ס㛽גױֵն��劓�傽ꪛ⥎参加⼈数：16名

ⴭ䭇ⶾ㴻עכյ勓㝕㳔כ蔦岕✄٬⚕噺瞏ֿյ㐌㔔ֽׄמ嵛ⳛ鞪吉٬煝疴յ☭包芌䧯յ氙噺䮴蕟յ㐌㔔ׂט瞏坎չם⮔ꓩיַֽמ潸◦מⶾⲇכ׆潨溷ױַיכն����䌑䍲ס־ⴭ䭇ⶾ㴻ס紛篙俙עյ䍟⫐䉖永��⚂յ⪪溷塌ꫀ�⚂յ宐ꪨ⚕噺�⚂瞏ך����䌑�劓槁㐂նⶾ㴻紛篙䔿غٜ٭ؔنע悍肪瞏ס㖪סיכ嵛氠瞏מ⪴⻎煝疴յ⻄甦㷤饗⚶٬㣗〉⚶瞏ס氺յ颉悍⚶瞏ס颉䊘嵞ꇾלם鉿ױַיזնסא♑յⴭ䭇ⶾ㴻紛篙䉖永瞏סכ䥡鞻⚶٭ذ٤جꩽמⴭ䭇ⶾ㴻䉖永陧ゼס鉿ַյ눢ꩽ瞏סכ䟨锶★䳕鉿ױַיזն

n 「桜楓講座」の実施（年間4回）
府民を対象に本学教員の研究内容を紹介する講座を開催し、大学の研究の還元を図っています。

（２） 生涯学習講座の実施

n 京都府内市町村との懇談会

（１） 京都府内自治体等との包括協定制度

懇談会の様⼦

n 講演会等への講師派遣（地域文化セミナー）

Ⅱ地域貢献・地域連携

11

n 包括協定制度

自治体 公的機関等 民間
1 宮津市 京都府立林業大学校 大阪ガス株式会社
2 宇治田原町 林野庁近畿中国森林管理局 カゴメ株式会社
3 長岡京市 地方独立行政法人

京都市産業技術研究所 キッコーマン株式会社

4 精華町 株式会社京都銀行 特定非営利活動法人 

日本料理アカデミー

5 舞鶴市 京都市産業観光局
中央卸売市場第一市場

6 南丹市 一般社団法人京都経済同友会
7 久御山町 相楽東部広域連合 【覚書】
8 京丹後市 京都信用保証協会
9 京田辺市 

【覚書】
10 和束町
11 宇治市

1

共催団体名 開催日 学部 講師 参加人数

井手町 7/23 生命 東あかね教授 104

精華町 11/5 文 上杉和央准教授 29

向日市 12/1 文 山﨑福之教授 23

精華町 2/22 文 山﨑福之教授 20

合　　計 176

テーマ

高血圧を予防する食事と運動

京都を学ぶ　南山城編

万葉集を中心とした古代の文学・伝承

万葉集を中心とした古代の文学・伝承

1

開催日 時間 学部 講師 参加人数

6/8 生命 椿一典教授 90

6/29 文 鳴海伸一准教授 130

11/9 生命 高原光教授 106

11/24 公共 中島正雄教授 80

合　　計 406

テーマ

10:00
～12:00

よろず作ります
～化学を使って役に立つものを作る～
『方丈記』を読んで日本語の歴史を考える

京都の多様な森林と大学の森～演習林～

働き方の変容と現代労働法の課題

より多くの府民の皆さんに公開講座を受講していただきたいとの思いから、本学教員が、講師しとして地元
に出向いて講演を行う、市町村との共催セミナーです。



⽟ꁊ㐌㔔סַױ⛿ֽמ溺坎מⲎַ׀דגյ┞糿גّ٭أמյ
倀ⵊ笠ٜؠ٭ئ瞏ס悍㞍٬溪銨嚝ׂדגַך؆րؘنׇ־ց
嬐劓ꪛ⥎նגױյ气布㳔肪颉䍴מ勓㳔ٜؠ٭ئס䬲ַיյ㳔气ס册嫘
նױַיג♃箩מ溺坎ס嵛ⳛ䍟宐ס

（３） 本学学生による地域貢献活動
府民の方々のために「府立の大学」として役に立ちたいとの学生の声を受けて、地域の方々
が大学との関わりを持つきっかけづくりや、地域のイベントのお手伝い、地域情報の発信など
「地域と大学をつなぐ架け橋」を目指して、活動しています。

ةꌬ┩匛ٚ☒־յ嬐劓睗ꓭ剅傽��免ע؛ةٚת־ת־
⻔닫气٬偆⪜气⺇䝠㖥ع٤يؕסյⵌ㻗㐌㔔־ؘن؛
նױַי⟥ꏕ⫏㝕㳔呾סׄ
����䌑䍲עյ⺇닫气تؕفغؓסיׄ⻔嵣勎玷㳔
玷ع٭َٛסյ䍟皑ⶕ璇㝕㳔ס侷〉䬲ַגր㜭⚪ײ僻ׄ
նגױ氺⚕沁篁סלם杅겏ցتٜىٜذ٤ْס

n 京都地域未来創造センター 学生部会「かごら」

n 学生ラジオ部会「KPUKPU（かぷかぷ）ラジオ」
府民交流フェスタの様子

かごらカフェの様子

かぷらじ収録の様子

n 「水源の里 自然大学」 (共催：あやべ水源の里連絡協議会)の実施（年間5回）
糏ꌃ䉖עךꇃ沷٬둚벉ⵊֿꅼײյ⪴⻎气嵛ס粪䭥ֿ㎦곓ם枱岞מ潲긖ַי겏訒ր寊徎סꓧցכ⛺翝

♕ׄյ겏訒ס䮴蕟כ嵛䙎ⵊ㎫ַיז嵛ⳛס┞欎יכյךױ׆☒ꌬ䍟皑㝕㳔ס侷〉ֿ糏ꌃ䉖ך鉿יז
┞╚卲㸯٬┪偙չסյ㐌㔔⮗㝕ס蔦撬⟛饦כ׆ג溪锶ךꓧסյ寊徎י䧯卸溪銨ꄼס煝疴ג׀
鬪吾ס㲳לꇖכ⪴劔״גյꅙ籽颉䍴ր寊徎סꓧ蔦撬㝕㳔ցꪛ⥎גױն
勓ס٭ذ٤ج呵侷䱅⪪⪴侓瞬㳔ꌃֿ⪢✄ع٭ؾؔظ٭ؤס鉿ַյ颉䍴ס坎㲳⻄㐌㔔ס땋ⲇֻ⚻
ⳛ氺٬✑⯜ס溪⟤鉿ױַיזն
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☒ꌬ䍟╭⥎סր䍟宐★嵣ذتؘنցמ⮂㺤յ勓㳔ס㐌㔔鬚桬嵛ⳛס箩♃ꮩ㺲ꀸ㖪ꀸ氙朮ס鬦㛿 նױַיג⮂ؘنךցٜفؔطتؘنրⵌ㻗ֵַֽ⥎溺坎ֿꪛסյ㐌⩧ⵌ㻗ؙٛؓגז鉿לם

1

開催日 学部 講師 参加人数

第1回  6/7 生命 武田 准教授 67

第2回 7/12 生命 中尾 教授 46

第3回 9/18 人と自然の係わり合いの場としての里山 生命 大迫 講師 54

第4回 10/1 生命 糟谷 助教 50

第5回11/19 公共 桂  教授 97

314合　　計

会場 テーマ

綾部市内

自然に埋もれる地域の宝-ヒメザゼンソウの花ってどんなの？

昆虫を知り、護り、利用することの意味

里山にある様々な広葉樹を人間はどのように利用してきたか

森のもつ多面的価値－森を護ることの大切さを考える



（１）セミナーの開催

����䍲ס⪴ꄼעُ٭طր4%(Tױך
䌮םյ䙊ꅋֵךցׂח勑匡סה
ꪛ溪潨םT䭥籽⺪茣)4%ײֿ
埉ֵֿךյ┞偙ךյמֹסל蔦
岕✄ꆻㅰ⚕噺嵛ⳛյ獗⚶鞏꾴ס闋尴
ם־־סַַגזַי־嵛מ
יזםמֹ־臝ײ䜪ַֹכַ
槏䗻סT)4%י״յ侉ך׆אնגױ׀
嵛ⳛ噺ⳡסבאյצ㳔יַחמ
ِجꅙ籽镄䍴脝ֻס״ג־嵛מ
Ⲏֿס䐤⻏���⥎ꪛ٭ػ
նגױֵ
セミナー一覧

幅広い視野から、地域の諸課題に対する最新のトピックや政策動向を共有するた
めに、セミナーを開催しています。Ⅲ地域社会の担い手となる地

域の公共人材
の育成
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1

開催日 参加人数

第1回
8/22 120

第2回
9/2 81

第3回
10/31 85

第4回
12/21 132

第5回
12/26 55

473

新しい総合計画と地域創生がつくる京都府の
未来

西脇 隆俊氏（京都府知事）
※増田 寛也氏は急病により欠席

住民自身がまちの未来を創造するために
～能登SDGsラボのコトづくり・人づくり～

永井 三岐子氏（国連大学サステナビリティ高等研究所いしかわ・か
なざわオペレーティング・ユニット事務局長、能登SDGsラボ運営委員）

高木 超氏（慶應義塾大学政策・メディア研究科特任助教、SDGs-SWY
共同代表）

高澤  千絵氏（石川県志賀町地域おこし協力隊）
コメンテーター：桂 明宏（公共政策学部教授、 副センター長）
CD:鈴木 暁子（センターコーディネーター）

合　　計

SDGsと企業社会
―環境と開発のジレンマを解消できるか―

宮本 憲一氏（大阪市立大学名誉教授　元滋賀大学学長）
聞き手:川勝 健志(公共政策学部教授・センター副統括マネージャー)

SDGs推進における企業の役割

関 正雄氏（明治大学経営学部特任教授・損害保険ジャパン日本興亜株
式会社CSR室シニアアドバイザー）

荻原 靖氏（中小企業家同友会全国協議会専務幹事）
松原 裕樹氏（ひろしまNPOセンター専務理事・事務局長）
CD：鈴木 暁子（センターコーディネーター)

サステナブルシティの挑戦
-ポートランドの住民主体のまちづくり-

西芝 雅美氏（ポートランド州立大学ハットフィールド行政大学院、行
政学部長、教授）

森本 健次氏（株式会社 南山城代表取締役社長、 元京都府南山城村職
員）

高坂 博子氏（静岡県富士市役所総務部防災危機管理課　上席主事）
CD:鈴木 暁子（センターコーディネーター）

テーマ 講師等



（2）人材育成にかかわる国際連携

アメリカ・オレゴン州にあるポートランド州立大学公共サービス研究・実践センター（CPS）と
知的ネットワークの交流を行っています。

勓㳔עךյ☒ꌬס㐌㔔ⱁ气מ鬚桬☭包芌䧯״גյր㐌
㔔ⱁ气☭包芌䧯ّٚءٞوցꪛ陭յ☒ꌬ䍟╚٬ⵌꌃ㐌㔔ך嵛鹀
٭٠عشؾיכ呾⫐☭ցס偙չր㐌焒סꓩ⮔ם坎չ
նױַי㺤ꪛّٚءٞو侷芌י⦐յⶾ圸碎ؠ
颉聋עך㐌㔔ⱁ气ס㕈勓溷焒餟כ䪫岺㳔لٝطמככש╚类
նր㐌㔔ױ嵣★סכ呾⫐☭ցסր㐌焒יז❈ّطتب
ⱁ气غٜ٭ؔن悍肪ցעך�岪�傽ס鉿瓦ךր㐌焒ס呾⫐☭ց
陧ゼյ✄닫ꄼי㐌㔔ך气׀焒䛒כ䈰㝜㳔ױצն
	㞺驟┩畍杅⚈侷䱅倀鬬


（4）「地域創生人材」育成
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ポートランド州立大学公共サービス研究・実践センター
（CPS）との国際交流協定締の調印式の様子(2018年度)

テ
レ
ビ
中
継
シ
ス
テ
ム
を

使
>
た
講
義

14

（3）2019年度京都府市町村振興協会委託「海外行政調査研究プログラム」
����䌑䍲סؓٛعت٭؛כصؕغע╚㸯㐌偙ꌬ䉖煝⟵ס㖪מꈷגױצնⲎ脢ע䍟┫��䉖永匆־��⻏ֿⲎյ☒ꌬ㐌㔔勑匡ⱁꅎ־٭ذ٤ج귱㻗簡䭇ُכ٭ٔة٭ؾꖂ勎┪䊚煝疴〉ֿⲎյ◜ⳡ㹾כ״糹⳰��⻏ס鞪吉㎒גךնױךصؕغ劄⮴מյِٖ־٤ى٤笴���द匯ס☭�նؙؓٚגך٤䉖أյؙؓٚ٤ֿסגז鉿מն姌גױַי峜潨יכ永┰㶐מ⣌䎘㙟ꅼסյ☭չ⤫偡陭陭ٛلـٛ偡陭ס廛岩嶨םؠ٭ؼٗն廛岩גױַיז鳉䬎סյ⛿宐너㵉⟛յ廛岩陧⪛㸬־����䌑ֿتفג蔦ⳛꆻ黨ⵊעך永ס׆նגױ陧ゼـشف٤ٜل٬ع٭ف廛岩永ס☭���
㐂מ槁㐌עך׆׆յךꌬ䉖ס☭┧��☭ע٤أ٤
ؕغ㵦╭ֿ؆둚千䌐豌عتٛػ٭ٔة⛿
٭ٞ٭ذրؕ٤ש⡑镸㳔❿סչ☭㐌偙蔦岕סص
յյ䉖䔢䨾陧מככⲎמցٜ٭ؠتٜ
䉖ꩽס٤أ٤ؙٚؓ־؆䨏汻ֽ臝גױ׀ն
ךؓٛعت٭؛նגױַ־⻔מ٤٭ؔؗסؓٛعت٭؛䔿յסאյי닫✄宐岪ך㐌㔔阋כյ弮寊㐌偙槁㖪ס䔿յꀸ珿ꅙ䶏ס٤أ٤ؙٚؓ

٭ٔة٭ؾն✄⯜귱㻗⪪┩簡䭇ُױ䘼ַכגז־둚彸鳉䍲ס؆溺סյⲎ脢׀ך㳔肪ֿם镸⩱瞏չյ㝂坎סյ㝕镸⩱㐌⽟ꁊ٭؟ٜؾꀸ珿ꅙ䶏յꀸ㵵宐岪յ⫙气⺪茣ؙ蔦ⳛꆻ黨סتفյ⟵镄㷋煝מ䖥╚לם䉖永匆յꀸ㻗匆ꌃס㸯锺埛╚עյ♀㎇עמն⪢✄溷גױצ镸⩱ꌬ䉖䨏汻㳔ג舓〉ꇖֿ瞬㴻ס┫⫬澵յ䉖ꌬ䉖陧ゼַֹכ٤ظ٭فס٤ꋗ㜽٭յ䈴㝕镸⩱ꌬ䉖ؗؔגױնגױצ㳔מ永ַי蔦簊٭؟ٜؾؙך٭؟ٜؾ气⺪茣ؙ⫙ַֹכء٤بشٖ؟ס���द瓦䍲ⷁ־٤٭յؗؔע 	倀鬬
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センターに設置された「産学連携リエゾンオフィス」は大学の研究活動等に関する情
報を社会に発信するとともに、共同研究、受託研究等の産学公連携の取組を推進し、そ
の成果を広く府民や社会に還元し、地域産業の振興、地域社会の発展に寄与することを
目的としています。
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センター長 宮藤 久士 副学長・生命環境科学研究科教授

副センター長 桂 明宏 公共政策学部教授

統括マネージャー 青山 公三 名誉教授（公共政策学部） 
龍谷大学大学院政策学研究科教授

副統括マネージャー 川勝 健志 公共政策学部教授

連携推進員（学部選出）

青地 伯水 文学部教授

川勝 健志 公共政策学部教授

小保方 潤一 生命環境科学研究科教授

勝山 正則 生命環境科学研究科教授

シンクタンク 
（調査研究）

企画調整マネージャー 梅原 豊 公共政策学部准教授

コーディネーター/上席研究員 鈴木 暁子

研究員 永田 恵理子

研究員 橋爪 さやか
市町村研修派遣職員（精華
町）　 
企画課兼務（主任）

産学連携 
リエゾンオフィス

所長
宮藤 久士

精華サテライトオフィス

副所長 椿 一典 生命環境科学研究科教授

コーディネーター(産学連携) 立川 正治
コーディネーター(産学連携) 木村 浩
コーディネーター(産学連携) 上田 薫 精華キャンパス

嘱託職員（知財担当） 太田 晴夫
地(知)の拠点による
地方創生推進事業
（COC＋)

特任教授 奥谷 三穂

客員教授
客員教授 小沢 修司 名誉教授（公共政策学部）

客員教授 長澤 淳一 前京都府立植物園園長

企画課

課長 山本 範子

副課長 溝前 元嗣

主任 下田 綾


