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掲載月 タイトル 投稿先（掲載誌等）

2014年6月
規制緩和適用小規模農林漁家民宿の統計に関する問題点－
京都府の情報公開制度から得られた視座－

日本農業市場学会『農業市場研究』第23巻1号
pp.44-50

中尾 　誠二

2014年3月
地域力再生における地域と大学連携の意義－「京都府北部地
域・大学連携機構」の設立と取組を事例に

日本地域政策学会『日本地域政策研究』第12
号、pp.19-28

滋野　浩毅

2014年3月
【書評】奥谷三穂『環境・文化・未来創造　学生と共に考える未
来社会づくり』芙蓉書房出版

『京都橘大学大学院文化政策学研究科研究論
集』（第８号）pp.113-117

滋野　浩毅

2014年3月
「成美大学におけるアクティブ・ラーニング型授業の導入とその
評価−『地域公共政策士』資格教育プログラム及び文部科学省
『大学間連携共同教育推進事業』の取組に関する中間報告−」

『成美大学紀要』第4巻第2号 pp.51-64 滋野　浩毅

2015年3月
（刊行予定）

地域組織と芸術団体の協働による自治体文化政策の可能性
－旧質美小学校活用の取組事例－ 日本文化政策学会『文化政策研究』第8号 滋野　浩毅

２．著書出版

出版月 タイトル 出版社

2014年4月 インバウンド観光テキスト
文部科学省　成長分野に於ける中核的人材養成
事業

矢島 正枝

３．学会発表

発表日 タイトル 学会名

2014年8月 「インバウンド観光に於けるホスピタリティ・マネジメント」発表 日本ホスピタリティマネジメント学会 矢島 正枝

2014年12月 日本文化政策学会　報告者 京都橘大学 滋野 浩毅
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１．論文



実施日 タイトル 発表先

2014年1月15日 「地域プロデューサー養成講座第3回」講演 丹波市　柏原住民センター 滋野　浩毅

2014年1月26日 「八島ダイアローグ2013　NPOをさぐる講座」対談者 まいづるRB　八島アートポート 滋野　浩毅

2014年1月28日 「教育民泊とインバウンド観光の推進に向けて」講演 福知山観光協会 中尾　 誠二

2014年1月 「ホスピタリティ接遇研修」講師
北近畿タンゴ鉄道・御馳走列車「赤松・青松」アテ
ンダント研修

矢島　正枝

2014年2月 「インバウンド観光の現状」発表
文部科学省　成長分野に於ける中核的人材養成
事業

矢島　正枝

2014年2月9日 「舞鶴市コトおこしチャレンジ塾」コメンテーター 地域公共人材開発機構　舞鶴市商工センター 滋野　浩毅

2014年2月27日 「新しい人材と協働を考えるフォーラム」コーディネーター 京都府中丹パートナーシップセンター 滋野　浩毅

2014年3月7日 「新たな協働型社会に向けて私たちのできること」 地域公共人材開発機構　成美大学 滋野　浩毅

2014年3月9日
「『京の景観パートナーシップ事業』による地域と大学間連携事
業報告会」講演

大原うぶやの里活性化推進協議会　成美大学 滋野　浩毅

2014年3月23日 「守山市市民参加と協働のまちづくりフォーラム」基調講演 守山市　北消防署 滋野　浩毅

2014年4月
「市民アイデア買い取り事業」の平成25年授賞与者に係る会議
ファシリテーター

市民交流プラザふくちやま 滋野　浩毅

2014年5月22日 「教育民泊と田舎力甲子園」講演 福知山ロータリークラブ 中尾　 誠二

2014年5月29日、6月5日 成美大学成美高校高大連携授業　講師 成美大学 滋野　浩毅

2014年6月～2月 「とれインとれイン」コメンテーター FM丹波 滋野　浩毅

2014年6月2日 「多自然地域におけるツーリズムと田舎力甲子園」出張講義 京都府立網野高等学校 中尾　 誠二

2014年6月28日 福知山市アイデア創造わくわくワークショップ 福知山市　市民交流プラザふくちやま 滋野　浩毅

2014年6月30日 「農林漁家民泊開業セミナー」講演 京丹後市 中尾　 誠二

2014年7月19日 「首都圏での民泊、受け入れ先の広域確保カギ」コメント掲載 日本経済新聞 中尾　 誠二

2014年7月31日 「山陰海岸ジオパークガイド認定講習会」講演 豊岡市 中尾　 誠二

2014年8月 「田舎力甲子園」パネラー 成美大学 矢島　正枝

2014年8月11日 広域連携事業第3回研究会　コーディネーター
京都府中丹地域課題解決　舞鶴市西駅交流セン
ター

滋野　浩毅

2014年8月20日 「TOKYO MORNING RADIO：TOKYO DICTIONARY」出演 J-WAVE 中尾　 誠二

2014年8月25日 「但東町体験型教育旅行民泊研修会」講演 豊岡市 中尾　 誠二

2014年8月26日 京丹後市高齢者大学院「対話を通じ他者を理解する」　講師 成美大学 滋野　浩毅

2014年9月 京丹後市高齢者大学院「ハンマーモデル・利き脳理論」講師 成美大学 矢島　正枝

2014年9月16日 「民泊の魅力と経済効果について」出張講義 京都府立南丹高等学校 中尾　 誠二

2014年9月24日 兵庫県立氷上高等学校大学連携授業　講師 京都県立氷上高等学校 滋野　浩毅

2014年9月27日 京都府立西舞鶴高等学校高大連携授業　講師 京都府立西舞鶴高等学校 滋野　浩毅

2014年9月30日 広域連携事業第4回研究会　コーディネーター
京都府中丹地域課題解決　京都府綾部総合庁
舎

滋野　浩毅

2014年10月
成美市民大学≪駅前シリーズ≫「ハンマーモデル・利き脳理論」
講師

成美大学 矢島　正枝

2014年10月17日 「秋の夜長みんなで考えnight2」　ファシリテーター 福知山市青年会議　サンプラザ万助 滋野　浩毅

2014年10月18日 福知山100人ミーティング　ファシリテーター 京都府北部地域・大学連携機構　成美大学 滋野　浩毅

2014年10月22日 兵庫県立氷上高等学校大学連携授業　講師 京都県立氷上高等学校 滋野　浩毅

2014年10月23日 成美市民大学≪駅前シリ―ズ≫「市民活動論」講師 成美大学 滋野　浩毅

2014年11月 成美市民大学≪駅前シリ―ズ≫「ライフプラン」講師 成美大学 矢島　正枝

2014年11月4日
成美市民大学≪駅前シリ―ズ≫「”話し合い”が地域を変える」
講師

成美大学 滋野　浩毅

2014年11月6日 京都府立綾部高等学校高大連携授業　講師 成美大学 滋野　浩毅

４．その他（講演、寄稿など）



2014年11月17日 「里山民泊セミナー」講演 福知山市 中尾　 誠二

2014年11月18日 福知山市新まちづくり計画策定市民懇談会第1回会議　講師 福知山市　市民交流プラザ 滋野　浩毅

2014年12月1日 「農家民泊意見交換会」講演 綾部かんばやしの里体験推進協議会 中尾　 誠二

2014年12月3日 「丹波地域まちづくり交流会」講演 兵庫県丹波県民局等 中尾　 誠二

2014年12月14日 「みらいを語る100人ミーティング」コーディネーター 福知山市夜久野町 中尾　 誠二

2014年12月26日 「ちーたび」中間報告会　コメンテーター 京都府北部地域・大学連携機構　成美大学 滋野　浩毅

2014年2月 「美しい福知山づくりシンポジュウム2015」コ―ディネーター 福知山市都市計画課 矢島　正枝

2015年2月1日 「いなかＩＪＵ者と古民家活用」講演 福知山市夜久野町奥区 中尾　 誠二

2015年2月3日 「知のデータベース研究者トピックス」掲載 京都府 中尾　 誠二

2015年2月5日 京都府北部地域・大学連携機構　職員研修　コメンテーター
京都府北部地域・大学連携機構　舞鶴市総合文
化会館

滋野　浩毅

2015年2月8日 「多自然地域の活性化について」講演 福知山市夜久野町 中尾　 誠二

2015年2月14日 京都ギャップイヤー事業合同成果報告会　コメンテーター 京都産業大学むすびわさ館 滋野　浩毅

2015年2月15日
第3回京の公共人材大賞プレゼンテーション大会＆表彰式「未
来ミーティング」　ファシリテーター

京都府公館 滋野　浩毅

2015年3月8日
「シンポジウムひと・まちが輝く地域づくりに向けて―地域資源
の活用と大学連携による地域の活性化」　報告者、パネルディ
スカッションコーディネーター

福知山市　三和荘 滋野　浩毅

2015年3月18日
平成26年度「京都ちーびす推進人づくり事業」　最終結果報告
会　討論者

まちのば 滋野　浩毅



5.委員
就任期間 委員会名 職名

2008年10月～ 京都府地域力再生プロジェクト アドバイザー 滋野　浩毅

2009年10月～ 福知山市都市計画審議会 委員 滋野　浩毅

2010年4月～ 京都府中丹パートナーシップセンター運営協議会 顧問 滋野　浩毅

2010年5月～ 特定非営利活動法人四条京町家 理事 滋野　浩毅

2011年2月～ 特定非営利活動法人北近畿みらい 顧問 滋野　浩毅

2011年3月～ 一般社団法人CSRプラットフォーム京都 運営委員 滋野　浩毅

2011年4月～現在 指定管理者選定委員会、事業者選定委員会 ツーリズムアドバイザー 矢島　正枝

2011年4月～現在 由良川水系河川整備計画検討委員会 委員 矢島　正枝

2012年1月～2014年3月 朝来市観光基本計画検討委員会 委員長 矢島　正枝

2012年4月～2016年3月 創造性豊かなﾂｱｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総括委員長 矢島　正枝

2012年7月～ 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター 理事 滋野　浩毅

2012年8月～2015年3月 福知山道路地域活性化委員会 委員長 滋野　浩毅

2012年9月～2015年9月 舞鶴港港湾審議会 審議委員 矢島　正枝

2010年8月～現在 共生社会システム学会 理事 中尾　 誠二

2013年2月～
里山の魅力を活かして地域間交流・定住促進を図るプラット
フォーム

代表 滋野　浩毅

2013年4月～ 一般社団法人京都府北部地域・大学連携機構 コーディネーター 滋野　浩毅

2013年4月～2014年3月 舞鶴市都市計画審議会 審議委員 矢島　正枝

2013年7月～2014年6月
平成25年度「地域公共人材育成のための資格教育プログラム
の社会的認証（質保証）」

評価員 滋野　浩毅

2013年9月～現在 福知山環境会議 幹事 中尾 　誠二

2013年11月～現在 一般社団法人国際観光政策研究所 理事・上席研究員 中尾 　誠二

2013年12月～2015年11
月

福知山市景観審議会 審議委員長・会長 矢島　正枝

2014年1月～2015年12月 ジオツーリズム（玄武洞）委員会 委員 矢島　正枝

2014年4月～現在 京都府南丹広域振興局農家宿泊型教育体験旅行調査会 研究員 中尾 　誠二

2014年5月～現在 丹波市  丹波発ニューツーリズム実行委員会 委員 中尾　誠二

2014年7月〜2015年6月
平成25年度「地域公共人材育成のための資格教育プログラム
の社会的認証（質保証）」

評価員 滋野　浩毅

2014年7月～ 大学コンソーシアム京都市政策研究推進委員会 委員 滋野　浩毅

2014年12月〜2015年9月 公益財団法人京都地域創造基金助成褒賞 選考委員 滋野　浩毅


