
掲載月 タイトル 投稿先（掲載誌等）

2012年11月
温泉の付加価値による温泉地活性化についての考察―地域
に根付く特性を活かしたモデル―

総合観光学会『総合観光研究』第11号 辻本 千春

2012年12月
京都府下の地方都市観光における ソーシャルメディア活用の
事例研究

成美学会『成美大学紀要』第3巻1号pp.15-26 Eric Hawkinson

2013年3月
Social Media for International Inbound Tourism in Japan：A
Research Model for Finding Effective eWOM Mediums（ソー
シャルメディアとインバウンド観光：口コミ発信分策）

『日本国際観光学会論文集』第20巻1号pp.41-48 Eric Hawkinson

2013年7月
小規模農林漁家民宿の開業における制度上の課題と今後の
方向－旅館業法の規制緩和と農林漁業者の定義をめぐって
－

共生社会システム学会『共生社会システム研究』
第7巻1号pp.276-290

中尾 誠二

2013年8月 高齢化社会におけるクルーズの観光振興に果たす役割
『東北亜観光学会国際学術大会論文集』7巻1号
pp.16-19

矢島 正枝

2013年8月 パノラマで国際観光マーケティング
『東北亜観光学会国際学術大会論文集』7巻1号
pp.103-108

Eric Hawkinson

2013年8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

2013年9月
アニメ聖地における巡礼者と地域の関係性に関する研究－富
山県南砺市城端を事例として－

観光学術学会 『観光学評論』第1巻2号pp.203-
226

片山 明久

2014年3月
〈書評〉奥谷三穂 2013年『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

滋野 浩毅

2014年3月 大型クルーズ船寄港による地域活性化の可能性
日本ホスピタリティ・マネジメント学会
『HOSPITALITY』第22巻1号pp. 20-21

矢島 正枝

2014年3月
情報社会の旅行者が文化政策に果たす役割の研究－コンテ
ンツツーリズムを事例に－

日本文化政策学会『文化政策研究』第7号pp.9-
26

片山 明久

出版月 タイトル 出版社

2013年4月 そろそろクルーズはいかがですか カナリア書房 矢島 正枝

2013年5月 京都の地域力再生と協働の実践 法律文化社 滋野 浩毅 共著

2013年7月 よくわかる環境教育 ミネルヴァ書房 滋野 浩毅 共著

2013年11月 農山漁村宿泊体験で子どもが変わる地域が変わる 農林統計協会 中尾 誠二  共著

発表日 タイトル 学会名

2013年7月7日
アニメ聖地における地域文化への共感の形成―富山県南砺
市城端を事例として－

観光学術学会 片山 明久

2013年7月7日
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 滋野 浩毅

2013年8月11日 大型クルーズ船寄港による地域活性化の可能性 日本ホスピタリティ･マネジメント学会 矢島 正枝

2013年8月21日 高齢化社会におけるクルーズの観光振興に果たす役割 東北亜観光学会 矢島 正枝

2013年8月21日 パノラマで国際観光マーケティング 東北亜観光学会 Eric Hawkinson

2013年10月12日
ヘルス／ウェルネスツーリズムによる地域活性化―高付加価
値化としての旅館再生―

国際観光医療学会 辻本 千春

2013年12月1日
住民自治組織と文化芸術活動団体との協働による自治体文
化政策の可能性について－京都府京丹波町旧質美小学校活
用の取組事例をもとに－

日本文化政策学会 滋野 浩毅

ＳＩＮＴ 2013研究報告書

３．学会発表

２．著書出版

１．論文等



実施日 タイトル 発表先

2013年4月18日 「人物天気図」掲載 両丹日日新聞 中尾 誠二

2013年4月19日 ホスピタリティと接遇研修 北近畿タンゴ鉄道おもてなしセミナー 矢島 正枝

2013年5月8日 「田舎力甲子園への出場に向けて」出張講義 京都府立南丹高等学校 中尾 誠二

2013年5月20日 「田舎力甲子園への出場に向けて」出張講義 福井県立奥越明成高等学校 中尾 誠二

2013年5月20日
「ニッポンの田舎を元気に！体験型教育民泊で地域の活性化
を」

(特)丹波･みわ広報誌114号 中尾 誠二

2013年6月8日 「アニメと観光の楽しみ方」 成美市民大学 片山 明久

2013年6月9日 「コンテンツと共に行う次世代型まちおこし」 学びフォーラム2013 片山 明久

2013年6月11日 四国４県グリーンツーリズム実践者交流研修会 四国グリーンツーリズム推進協議会 中尾 誠二

2013年6月14日 ソーシャルビジネスリーダーズ発表会（アドバイザー） 京都府北部地域・大学連携機構 Eric Hawkinson

2013年7月25日 「人物天気図」掲載 両丹日日新聞 片山 明久

2013年7月30日 「民泊で新しい経験」掲載 朝日小学生新聞 中尾 誠二

2013年8月1日
アニメによる地域振興－「敬愛」がつなぐまちを元気にする構
図とは

福知山ロータリークラブ 片山 明久

2013年8月3日 そうだったのかNPO！市民活動の始め方 きょうとNPOセンター 滋野 浩毅

2013年8月4日 「アニメ聖地巡礼の楽しみ方」 成美市民大学 片山 明久

2013年8月30日 「国道429号を考える住民参加シンポジウム」パネラー 国道429号改修促進同盟会 中尾 誠二

2013年9月6日
「京都式ソーシャル･ビジネスプログラム北部報告会」コメン
テーター

地域公共人材開発機構 中尾 誠二

2013年9月6日 福知山100人ミーティング 福知山市 滋野 浩毅

2013年9月12日 「ヘルスツーリズム―湯治現代風に復活」コメント掲載 日本経済新聞全国版『らいふプラス』 辻本 千春

2013年9月29日 福知山市市民協働推進会議シンポジウム 地域公共人材開発機構 滋野 浩毅

2013年10月18日 秋の夜長、みんなで考えnight！ 福知山青年会議所 滋野 浩毅

2013年10月21日 民泊等グリーンツーリズム研修会 南砺市（商工会・観光協会）利賀村支部 中尾 誠二

2013年10月23日 兵庫県養父市とがやま温泉「おもてなし研修」 養父市とがやま温泉協会 矢島 正枝

2013年10月23日
オピニオン・解説『取材ノートから』記事に、「医療観光につい
てのコメントが掲載された。

京都新聞 朝刊7面 辻本 千春

2013年10月24日 沖縄県における教育民泊と小規模グリーンツーリズム政策 京都府立南丹高等学校 中尾 誠二

2013年10月31日 若者と地域をつなぐ交流会 京都府中丹パートナーシップセンター 滋野 浩毅

2013年10月31日
インバウンドのためのネットの使い方「ネット口コミ グループ
ワーク：情報の受発信と共有の仕組み作り」

天橋立観光協会 Eric Hawkinson

2013年11月21日 コンテンツと共におこす観光振興の可能性 京丹後市公民館連絡協議会第2回研修会 片山 明久

2013年11月28日 大型クルーズ船寄港による地域活性化の可能性 福知山ロータリークラブ 矢島 正枝

2013年11月1日 京都府教育委員会研修会 京都府教育委員会 滋野 浩毅

2013年11月9日 日韓交流シンポジウム 成美大学 矢島/滋野

2013年11月17日 若者と地域をつなぐ交流会 京都府中丹パートナーシップセンター 滋野 浩毅

2013年11月25日 農林漁家民宿・民泊開業セミナー 京都府中丹広域振興局 中尾誠二

2013年11月27日 京都すばる高等学校高大連携授業 京都府立京都すばる高等学校 滋野/中尾

2013年12月3日 須磨樂店「おもてなし講座」 神戸市須磨区まちづくり課 矢島 正枝

2013年12月12日
「ゴーストタウンとシャッター通り」～国際経済バースペクティブ
で地域活性～

福知山ロータリークラブ Eric Hawkinson

2013年12月14日 養父市インバウンド観光シンポジウム 兵庫県養父市 矢島/Eric/中尾

2013年12月3日
「ヘルスツーリズム―ウォ―キングへ 湯治へ 薬膳へ―」記事
に「ヘルスツーリズム」に関してのコメント掲載

読売新聞西部本社版 朝刊 辻本 千春

４．その他（講演、寄稿など）



2013年12月7日 みやこびと未来ミーティング
地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究
会

滋野 浩毅

2013年12月15日 若者と地域をつなぐ交流会 京都府中丹パートナーシップセンター 滋野 浩毅

2014年1月15日 地域プロデューサー養成講座第3回 丹波市 滋野 浩毅

2014年1月16日 御馳走列車「丹後赤松＆青松号」接客スタッフ研修 北近畿タンゴ鉄道おもてなしセミナー 矢島 正枝

2014年1月26日 八島ダイアローグ2013 NPOをさぐる講座 torindo 滋野 浩毅

2014年1月24日
スポーツ観光実践セミナー「天草ヘルスツーリズムの宿泊施
設経営改善と地域活性化の事例」講演および進行

成美大学ニューツーリズム研究所 辻本 千春

2014年1月29日 教育民泊とインバウンド観光の推進に向けて 福知山観光協会 中尾 誠二

2014年2月26日
「平成25年度創造性豊かな中核的ツアープランナー育成プロ
ジェクト」報告会

文部科学省 矢島 正枝

2014年2月21日
中丹新ビジネス創出交流会スポーツ観光セミナー「スポーツ
客誘致のビジネス化を目指して」講演およびファシリテーター

京都府中丹広域振興局 辻本 千春

2014年2月9日 舞鶴市コトおこしチャレンジ塾 地域公共人材開発機構 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 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 滋野 浩毅

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

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29日
農山村地域におけるインバウンド観光教育－兵庫県養父市お
よび香美町小代における実践事例

関西観光教育コンソーシアム教育事例発表会 Eric Hawkinson

2014年3月23日 市民参加と協働のまちづくりフォーラム 守山市 滋野 浩毅

2014年3月29日 Intro to Augmented Reality Enhanced Educational Materials
The 6th International Symposium on Digital
Technologies in Foreign Language Learning

Eric Hawkinson

5.委員
2012年4月～
　　　 2016年3月

文部科学省「創造性豊かな中核的ツアープランナー育成事
業」

総括委員長 矢島 正枝

2011年4月～現在 京都府由良川水系整備計画検討委員会 委員 矢島 正枝

2013年4月～
　　 　2014年3月

京都府舞鶴市都市計画審議会 委員 矢島 正枝

2012年9月～
　　   2015年9月

京都府舞鶴港港湾審議会 委員 矢島 正枝

2013年12月～
　　    2015年11月

京都府福知山市景観審議会 委員長 矢島 正枝

2011年4月～現在 兵庫県養父市 ツーリズムアドバイザー 矢島 正枝

2012年1月～
　　　 2014年3月

兵庫県朝来市観光基本計画策定委員会 委員長 矢島 正枝

2014年1月～
　　　 2015年12月

兵庫県豊岡市ジオツーリズム（玄武洞） 検討委員 矢島 正枝

2008年8月～現在 京都府 地域力再生活動アドバイザー 滋野 浩毅

2012年5月～
        2014年3月

京都市100人委員会 委員 滋野 浩毅

2013年2月～現在 福知山市都市計画審議会 委員 滋野 浩毅

2013年8月～
        2014年3月

綾部市都市計画道路網見直し検討委員会 委員長 滋野 浩毅

2012年8月～現在 国道9号福知山道路地域活性化委員会 委員長 滋野 浩毅

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(質評価)」

評価員 滋野 浩毅

2010年5月～現在 NPO法人四条京町家 副理事長 滋野 浩毅

2011年2月～現在 NPO法人北近畿みらい 顧問 滋野 浩毅

2012年8月～現在 NPO法人きょうとNPOセンター 理事 滋野 浩毅

2013年2月～現在
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

2012年11月～
　　　 2013年3月

福知山市農山村活性化懇話会 委員 中尾 誠二

2011年9月～現在 福知山市地産地消推進協議会 委員 中尾 誠二

2013年9月～現在 福知山環境会議 幹事 中尾 誠二



2010年8月～現在 共生社会システム学会 理事 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


