
教員の関係する地域連携事業一覧(2021年９月30日現在　RIC取りまとめ）

№ 教員名 事業名 事業内容 連携（関係）団体 実施場所 教員の役割 事業開始 事業終了

1 井原麗奈
東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者評価

委員会委員

令和2年度東京都江戸東京博物館外5施設指定管理者の管理運営業

務に係る評価
東京都生活文化局 東京都 評価委員 2021年6月 2022年3月

2 瓶内栄作
経営環境改善委員会 NTレポート（兵庫県内中

小企業の景況調査）

兵庫県内の兵庫県中小企業家同友会会員企業から収集したアン

ケートによる、中小企業景況調査の分析、評価、提言を行う。
兵庫県中小企業家同友会 兵庫県内全域 NT委員 2021年4月

3
河村竜也

中村　敏

城崎発演劇列車 JR西日本観光列車「うみやま

むすび」×スイッチ総研『絶景！！日本海！山
陰本線ローカル駅スイッチ』

豊岡演劇祭2021期間中にJR山陰本線「香住駅」「鎧駅」「餘部

駅」で演劇を観劇できる観光列車を運行

豊岡観光イノベーション、豊

岡市、兵庫県但馬県民局、豊
岡演劇祭実行委員会、JR西日
本ほか

豊岡市

香美町

プロデュース・アド

バイス
2021年6月 2021年9月

4 髙橋伸佳 「新たな旅のスタイル」促進事業
働き方改革とも合致したワーケーション等の「新たな旅のスタイ

ル」の普及により休暇取得の促進や分散化を促進するためのモデ
ル事業支援

観光庁 全国 アドバイザー 2021年7月 2022年3月

5 髙橋伸佳
世界に誇る観光地を形成するためのＤＭＯ体制

整備事業
魅力ある観光地域づくりのための指導、教育、研究など 観光庁 全国 外部専門人材 2021年6月 2022年3月

6 髙橋伸佳
地域の観光資源の磨き上げを通じた

域内促進に向けた実証事業

観光資源の磨き上げのための地域及び企業に対するアドバイス業

務
観光庁 全国

専門家

（アドバイザー）
2021年8月 2022年3月

7 髙橋伸佳 既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業
観光地域の再生に向け地域全体で取り組む施設の改修等の事業を

短期集中で強力に支援
観光庁 全国 スペシャリスト 2021年9月 2022年3月

8 髙橋伸佳 観光地域づくり研修なび 地域での人づくりに役立てられるよう各種研修を実施 (公社)日本観光振興協会 全国 講師 2021年4月 2022年3月

9 髙橋伸佳 東京都観光まちづくりアドバイザー
各地域が持つ観光資源を活用した観光まちづくりを展開すること

ができるよう指導・助言
(公財)東京観光財団 東京都 アドバイザー 2021年4月 2022年3月

10 髙橋伸佳 ＵＲまちづくり支援専門家制度
まちづくりの新たな視点としての「健康なまちづくり」の指導・

支援
(独法)都市再生機構 全国

ＵＲまちづくり支援

専門家
2021年4月 2022年3月

11 髙橋伸佳
京都府内における観光事業者への

ヘルスケア系事業の助言
京都府内における観光事業者へのヘルスケア系事業の助言 (公社)京都府観光連盟 京都府 観光アドバイザー 2021年6月 2022年3月

12 髙橋伸佳 ヘルスツーリズム認証制度
経済産業省が制度設計をした認証制度における認証制度の運用・

審査
ヘルスツーリズム認証委員会 全国 認証委員 2021年4月 2022年3月

13 髙橋伸佳 健康づくり・スポーツ振興委員会
東京都の健康づくり・スポーツ振興に係る総合経済団体としての

議論・政策提言
東京商工会議所 東京都 委員 2021年4月 2022年3月

14 中尾　清 大阪府泉南市都市計画審議会 泉南市における都市計画事業の審議 泉南市 大阪府泉南市 委員（会長） 2019年11月 2021年10月

15 中尾　清 大阪府泉佐野市観光政策・行政アドバイス 観光政策・行政アドバイス 泉佐野市 大阪府泉佐野市 泉佐野市特別顧問 2020年3月 2022年2月

16 中村嘉雄 豊岡ツアープログラム開発
一般的な外国人観光客向けのプロの受入れではなく、田舎の良さ

と日本の歴史・文化等を伝える観光コンテンツを開発する（日本
舞踊、三味線、習字、お茶、陶芸等）。

兵庫県立淡路景観園芸学校、

兵庫県立大学、豊岡観光イノ
ベーション、兵庫県但馬県民
局、豊岡市ほか

豊岡市他但馬地域
プロデュース及びビ

ジネス化支援
2021年6月

17 中村嘉雄 地方における事業承継（M&A）
養父市の企業をM&Aで承継した京都の企業と連携し、養父地域の

活性化に向けた取組を行う。
養父市商工会 養父市

アドバイスと地域活

性化支援
2021年6月

18 中村嘉雄
兵庫県内（特に但馬地域）の事業承継・第二創

業支援

大廃業時代を迎えた現状を踏まえ、少しでも兵庫県内（特に但馬

地域）における廃業を未然に防ぐため、中小企業の事業承継・第
二創業を支援する。

兵庫県事業承継・引継ぎ支援

センター、商工会、商工会議
所

兵庫県内

（特に但馬地域）
中小企業支援 2021年9月

19 平田オリザ （一財）地域創造理事
地方団体の文化・芸術による創造性豊かな地域づくりを支援する
うため、一般社団法人の非常勤理事として運営理事会、評議委員
会に参加し審議や評価、提言等を行う。

（一財）地域創造 東京都 理事（非常勤） 2005年4月



№ 教員名 事業名 事業内容 連携（関係）団体 実施場所 教員の役割 事業開始 事業終了

20 平田オリザ 豊岡市文化政策担当参与
豊岡市の芸術文化政策の基本戦略、文化芸術による地方創や若者
世代の誘引戦略についての助言を行う。

豊岡市 豊岡市 参与 2015年4月

21 平田オリザ 宝塚市政策アドバイザー
文化芸術を生かした地方創生についての助言、小中学校の自己表

現力向上事業（コミュニケーション教育ワークショップ授業）の
実施

宝塚市 宝塚市
文化政策アドバイ

ザー
2017年7月 2022年3月

22 平田オリザ 枚方市文化芸術アドバイザー
文化芸術を生かした地域創生についての助言、小学校でのコミュ

ニケーション教育ワークショップ授業の実施
枚方市 大阪府枚方市

文化芸術アドバイ

ザー
2018年7月

23 平田オリザ 西宮市政策アドバイザー 市民会館（アミティ・ベイコムホール）の機能更新について提言 西宮市 西宮市
文化政策アドバイ

ザー
2019年10月

24 平田オリザ 赤穂市市政特別アドバイザー
文化芸術を生かした地域創生、文化政策、教育政策について指

導・助言
赤穂市 赤穂市

文化政策アドバイ

ザー
2020年8月

25 平田オリザ 兵庫県長期ビション審議会
県が策定した「21世紀兵庫県長期ビジョン」審議会において、現
行ビジョンを点検・評価するとともに、新ビジョン策定に向けた
調査・研究・助言を行う。

兵庫県 兵庫県 審議会委員 2020年

26 平田オリザ 富士見市文化芸術アドバイザー
文化芸術を生かした地域活性、文化政策、教育政策について指

導・助言
富士見市 埼玉県富士見市

文化政策アドバイ

ザー
2021年5月 2023年4月

27 平田オリザ
SDGSの達成に向けた共創的研究開発プログラ

ムアドバイザー

「SDGSの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤
立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築）」につい
て、マネジメントチームに参加し、本プログラム運営にあたって
の助言を行う。

国立研究開発法人科学技術振

興機構 社会技術研究開発セン
ター

東京都
プログラムアドバイ

ザー
2021年4月 2023年3月

28 藤野一夫 八尾市芸術文化振興審議会会長
①芸術文化振興に関する条例の骨子について、②（仮称）第3次八

尾市芸術文化振興プラン案について、市長の諮問を受け、審議
し、答申を行う。

八尾市 大阪府八尾市 委員（会長） 2021年5月 2023年3月

29 藤野一夫 吹田市文化審議会会長
第二次吹田市文化振興基本計画の策定について、市長からの諮問

を受け、審議し、答申する。また市の文化政策の進行管理を統括
する。

吹田市 大阪府吹田市 委員（会長） 2021年7月 2023年3月

30 藤野一夫 豊中市文化芸術振興会議 豊中市の文化振興ビジョンに則り、文化政策の進行管理を行う。 豊中市 大阪府豊中市 委員 2020年9月 2022年8月

31 藤野一夫 横浜市新たな劇場整備検討委員会 横浜市の新たな劇場整備について検討し、市長に諮問する。 横浜市 神奈川県横浜市 委員（副座長） 2022年6月 2024年6月

32 藤野一夫 大阪府市文化振興会議委員 大阪府及び大阪市の文化振興計画を策定し、進行管理を行う。 大阪府、大阪市 大阪府、大阪市 委員 2020年4月 2022年3月

33 藤野一夫 東大阪市文化芸術審議会委員
東大阪市文化政策ビジョンを策定し、市の文化政策の進行管理を

行う。
東大阪市 大阪府東大阪市 委員 2021年4月 2023年3月

34 藤野一夫 堺市文化審議会
第２期堺文化芸術推進計画の目標の達成度、効果に対する検証・

評価を行う。
堺市 大阪府堺市 委員（副会長） 2021年7月 2023年6月

35 藤野一夫 (公財)尼崎市文化振興財団外部評価委員会
(公財)尼崎市文化振興財団外部評価委員として、評価指標を作成

し、定期的に外部評価を行う。
尼崎市 尼崎市 委員（会長） 2019年4月 2022年3月

36 藤野一夫 京丹後市文化芸術振興審議会
京丹後市文化芸術振興審議会において、同市の文化芸術振興基本

計画策定の学術的支援を行う。
京丹後市 京都府京丹後市 委員 2021年9月 2022年3月

37 藤本　悠 但馬地域の学校におけるICT教育支援事業
小学校から高等学校までの教員を対象としたICT教育の支援を行

う。

新温泉町中高学校長連絡会、

浜坂高校
浜坂高校

意見交換・アドバイ

ス
2021年7月

38 藤本　悠
養父市および豊岡市におけるオープンデータ構

築支援事業
養父市と豊岡市におけるオープンデータの推進を支援する。 豊岡市、養父市、朝日航洋 未定

自治体職員に対する

ワークショップなど
2021年7月
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39 藤本　悠 但馬地域における地域課題とシーズ探し
三市二町の様々な地域を訪れ、地元の実業家や自治体職員などか

らそれぞれの地域の課題や課題に対する取り組みを取材する。

豊岡市、養父市、朝来市、香

美町、新温泉町
但馬地域内 取材と情報発信 2021年5月

40 藤本　悠 コウノトリ米についての各国語版絵本の作成
海外輸出しているコウノトリ米について輸出先の人々にコウノト

リ米に関する取り組みを知ってもらうため、石光商事が取引して
いる各国の言語で絵本を作成する。

但馬醸造所、石光商事 未定
総合的なマネジメン

ト
2021年8月


