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３－２－１ 受賞、著書、論文 

(1)李宗蒙、鵜飼修 コミュニティーレベルの基本計画

策定における地域診断法ワークショップ(RDWS)の効用

～彦根市下石寺町における事例報告～ 日本計画行政

学会関西支部一般社団法人日本計画行政学会関西支部

年報 37 号(2017 年度版)Ⅰ-1～Ⅰ-6 2019 年 3 月 共著

共同(副担当) 

(2)上田洋平・監修 山内エコクラブ「山内ふるさと絵屏

風」(2018 年度) 

(3)上田洋平・監修 八日市まちづくり協議会「八日市ふ

るさと絵屏風」(2018 年度) 

(4)上田洋平・制作手法監修 東京都荒川区編「ふるさと

絵本・ありがとうあらかわ(荒川区編)」(2018 年度) 

(5)上田洋平・制作手法監修 埼玉県秩父市編「ふるさと

絵本・ありがとうあらかわ(秩父市編)」(2018 年度) 

(6)上田洋平・監修 甲賀市竜法師「竜法師ふるさと絵屏

風」(2019 年度) 

(7)上田洋平・監修 日野町鎌掛「ふるさと鎌掛絵屏風」

(2019 年度) 

 

３－２－２ 学会発表 

(1)鵜飼修 保健師による健康まちづくりワークショッ

プ実践の可能性 日本公衆衛生看護学会第 8 回日本公

衆衛生看護学会学術集会講演集 122～ 2020 年 1 月 

単著 

(2)濱野裕華、鵜飼修 非専門職の母親たちが立ち上げ

た子育て支援活動事業の実態 日本公衆衛生看護学会

第 8 回日本公衆衛生看護学会学術集会講演集 148～ 

2020 年 1 月 共著共同(副担当) 

(3)麻原きよみ、佐伯和子、大森純子、永田智子、鵜飼修

他 地域特性に応じた保健活動推進のためのガイドラ

インの開発(第 1 報) 日本公衆衛生看護学会第 8 回日本

公衆衛生看護学会学術集会講演集 129～ 2020 年 1 月 

共著共同(副担当) 

(4)李宗蒙、鵜飼修 地域診断法ワークショップを活用

したまちづくり活動実践の要点 日本環境共生学会日

本環境共生学会第 22 回(令和元年度)学術大会発表論文

集 84～91 2019 年 9 月 共著共同(副担当) 

(5)鵜飼修、小島なぎさ 小学校高学年を対象とした総

合的な学習の時間で実践する地域学習プログラムの開

発日本環境共生学会日本環境共生学会第 22 回(2019 年

度)学術大会発表論文集 68～77 2019 年 9 月 共著共

同(主担当) 

(6)鵜飼修、小島なぎさ 地域診断法ワークショップを

活用した小学校におけるまちづくり学習プログラムの

効用 日本計画行政学会日本計画行政学会第 42 回全国

大会研究報告・ワークショップ要旨集 C1-2～ 2019 年

9 月 共著共同(主担当) 

(7)朝比奈遥、瀧健太郎、鵜飼修 多様化する琵琶湖の課

題に直面した「せっけん運動」の新たな展開―特定非営

利活動法人碧いびわ湖での議論を中心に― 日本計画

行政学会日本計画行政学会第 42 回全国大会研究報告・

ワークショップ要旨集 A2-3～ 2019 年 9 月 共著共同

(副担当) 

(8)新村佳嗣、鵜飼修 地域の「よりあい」における創造

性の研究－よりあいから未来をつくるにはー 日本計

画行政学会第 42 回全国大会研究報告・ワークショップ

要旨集 C1-1～ 2019 年 9 月 共著共同(副担当) 

(9)鵜飼修 地域診断法ワークショップを活用した小学

校におけるまちづくり学習プログラムの開発 日本計

画行政学会関西支部日本計画行政学会関西支部令和元

(2019)年度研究大会研究報告 1～4 2019 年 6 月 単著 

(10)鵜飼修 地域診断法ワークショップを活用した健

康まちづくりワークショップの開発 日本公衆衛生看

護学会第7回日本公衆衛生看護学会学術集会146 2019

年 1 月 単著 

(11)鵜飼修、小島なぎさ 地域診断法を活用した健康ま

ちづくりワークショップの開発 日本計画行政学会日

本計画行政学会第 41 回全国大会報告要旨集 93～96 

2018 年 9 月 共著共同(主担当) 

(12)李宗蒙、鵜飼修 地域診断法ワークショップを活用

したコミュニティーレベルにおける基本計画の策定 

日本計画行政学会日本計画行政学会第 41 回全国大会報

告要旨集 120～123 2018 年 9 月 共著共同(副担当) 

(13)鵜飼修、小島なぎさ 小学校における地域まちづく

り教育手法の開発 日本計画行政学会日本計画行政学

会第 41 回全国大会報告要旨集 116～119 2018 年 9 月 

共著共同(主担当) 

 

３－２－３ 研究会、講演会、特別講義等での

発表 

(1)鵜飼修 2020.3.3 農業・農村活性化サポートセンタ

ー「野洲市研修会」野洲市総合防災センター 

(2)鵜飼修 2020.2.4 「近江八幡市平成 31 年度ふるさと

学習実践交流会」近江八幡市島小学校 

(3)鵜飼修 2020.1.10 第 8 回日本公衆衛生看護学会学

術集会「地域診断を生かした健康まちづくり～保健師活

動とまちづくり活動の連携」松山市総合コミュニティセ

 

３－２ 教員の活動 
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ンター 

(4)鵜飼修 2019.11.8-9 「持続可能な地域の未来づくり

に向けた SDGs リーダー研修」クレフィール湖東 

(5)鵜飼修 2019.8.7 「県小学校教育研究会生活科部会 

県総合的な学習の時間部会 合同夏季研修会」草津市立

市民交流プラザ 

(6)鵜飼修 2019.8.4 「東近江市大規模ほ場整備ワーク

ショップ事前研修会」東近江市役所 

(7)鵜飼修 2019.5.18 「野洲市生活支援体制整備事業に

おける研修会」野洲市健康福祉センター 

(8)鵜飼修 2019.4.16 「東近江市コミュニティビジネス

セミナー」東近江市福祉センターハートピア 

(9)鵜飼修 2018.11.23 「稲枝の未来を考えるワークシ

ョップ「稲枝ルネサンス」」稲枝商工会館 

(10)鵜飼修 2018.11.6 「温暖化「適応」セミナー 「適

応」と SDGs はビジネストレンド！」マイドームおおさ

か 

(11)鵜飼修 2018.7.31 「金沢大学社会教育主事講習」

金沢大学 

(12)森川稔 2019.1.22 「NPO 人育ちプロジェクト講義」

認定特定非営利活動法人しが NPO センター 草津市立

市民交流プラザ 

(13)森川稔 2019.2.7 「大津のまちの歴史と成り立ち」

(大津市立長等小学校地域学習講義)長等小学校 

(14)森川稔 2019.6.11「平野の歴史について」(大津市立

平野小学校地域学習講義)平野小学校 

(15)森川稔 2019.12.12 「これからのまちづくり ～ 私

の「土の人」として取組から～」(おやじのたまり場～セ

カンドライフサロン～)大津市市民活動センター 

(16)上田洋平 2020.2.22 ３県合同移住フェア「トーク

ショー」ＯＭＭビル 

(17)上田洋平 2020.2.6 高島経済会「SDGs セミナー」

エルブライド寿光苑 

(18)上田洋平 2020.1.22 高島ロータリークラブ「例会」

可以登楼別館 

(19)上田洋平 2019.12.8 彦根長浜地域連携協議会「学

生の地域貢献活動報告会」聖泉大学 

(20)上田洋平 2019.11.26 滋賀県レイカディア大学草

津校地域文化学科 41・42 期「地域コミュニケーション

論②」沖島コミュニティセンター 

(21)上田洋平 2019.11.12 滋賀県レイカディア大学草

津校地域文化学科 41・42 期「地域コミュニケーション

論①」滋賀県長寿社会福祉センター 

(22)上田洋平 2019.11.5 城西国際大学「教職員研修」

城西国際大学 

(23)上田洋平 2019.10.27 日野町鎌掛「ふるさと鎌掛の

絵屏風完成発表会」鎌掛公民館ホール 

(24)上田洋平 2019.10.3 (財)地域活性化センター「第

31 期全国地域リーダー養成塾一般研修」大手町サンス

カイルーム 

(25)上田洋平 2019.9.2 明石市立高齢者大学校あかね

が丘学園「ふるさと創造コース」明石市生涯学習センタ

ー 

(26)上田洋平 2019.8.26 びわこ学院大学「地域共生論」

びわこ学院大学 

(27)上田洋平 2019.6.26 山科精器株式会社「SDGs 研修

会」山科精器本社 

(28)上田洋平 2019.5.28 滋賀県レイカディア大学草津

校地域文化学科 40 期「地域コミュニケーション論②」

南比良公民館 

(29)上田洋平 2019.5.14 滋賀県レイカディア大学草津

校地域文化学科「地域コミュニケーション論①」滋賀県

長寿社会福祉センター 

(30)上田洋平 2019.4.12 草津東高校「総合的な探求の

時間・SDGs とは何か」草津東高校 

(31)上田洋平 2019.4.3 滋賀県立大学「公開講義記念講

演」滋賀県立大学 

(32)上田洋平 2019.2.21 近畿環境パートナーシップオ

フィス「自治体職員のための SDGs 勉強会 in 長浜」長浜

市役所 

(33)上田洋平 2019.2.19 大阪教育大学付属池田高校

「SDGs 講演会」大阪教育大学付属池田高校 

(34)上田洋平 2019.2.10 山内エコクラブ「ふるさと絵

屏風フォーラム」あいこうか市民ホール 

(35)上田洋平 2019.1.31 滋賀 SDGs×イノベーション

ハブ「第 1 回しがハブセミナー」コラボしが 21 

(36)上田洋平 2018.12.11 甲良町「老壮大学」甲良町公

民館 

(37)上田洋平 2018.11.30 (財)地域活性化センター「第

30 期全国地域リーダー養成塾一般研修」大手町サンス

カイルーム 

(38)上田洋平 2018.11.17 ひこね生涯カレッジ「理論・

実践講座」高宮地域文化センター 

(39)上田洋平 2018.9.6 びわこ学院大学「東近江の地域

学・地域共生論」びわこ学院大学 

(40)上田洋平 2018.6.29 滋賀県レイカディア大学草津

校「後期必修講座」滋賀県長寿社会福祉センター 

(41)上田洋平 2018.6.23 ひこね生涯カレッジ「問題発

見講座」高宮地域文化センター 

(42)上田洋平 2018.6.18 長浜市公園新町自治会「勉強

会」長浜市公園新町集会所 

(43)上田洋平 2018.6.13 神奈川県足柄下郡教育界社会

科部研究会「講話」湯河原小学校 

(44)上田洋平 2018.6.12 西原衛生安全大会「記念講演」

IMY ビル 

(45)上田洋平 2018.6.9 ひこね生涯カレッジ「問題発見

講座」高宮地域文化センター 

(46)上田洋平 2018.5.10 滋賀県レイカディア大学米原
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校「後期必修講座」滋賀県立文化産業交流会館 

 

３－２－４ 研究資金・補助金等 

(1)鵜飼修(2017) 博報財団第 13 回児童教育実践につい

ての研究助成「地域診断ワークショップを活用したまち

づくり学習プログラム・ツールの開発」、2017 年～2018

年度 260 万円 

(2)麻原きよみ、鵜飼修ほか(2016) 地域特性に応じた保

健活動推進ガイドラインの開発、2016 年度～2018 年度 

分担研究者 400 万円 

(3)上田洋平(2018) 受託研究・近江八幡市「沖島・びわ

こ教育旅行観光プログラム作成事業」2018 年度 100 万

円 

(4)上田洋平(2019) 寄付講義・彦根商工会議所「世界遺

産のまちづくり・人づくり」2019 年度 100 万円 

 

３－２－５ 社会への貢献（各種委員会など） 

(1)鵜飼修(2019)大阪経済大学 非常勤講師 

(2)鵜飼修(2019)滋賀県 やまの健康 推進懇話会委員 

(3)鵜飼修(2019)河瀬中学校・高等学校運営協議会委員 

(4)鵜飼修(2019)彦根市農山漁村再生可能エネルギー協

議会委員 

(5)鵜飼修(2019)下石寺町自治会「町づくり委員会」アド

バイザー 

(6)鵜飼修(2019)令和元年度東近江市わくわく市民活動

支援補助金審査委員会委員 

(7)鵜飼修(2019)令和元年度東近江市コミュニティビジ

ネススタートアップ支援事業 審査員 

(8)鵜飼修(2019)東近江市コミュニティビジネス相談会 

アドバイザー 

(9)鵜飼修(2019)滋賀県農業・農村活性化サポートセンタ

ーアドバイザー 

(10)鵜飼修(2018)2018 年度東近江市わくわく市民活動

支援補助金審査委員会委員 

(11)鵜飼修(2018)2018 年度東近江市コミュニティビジ

ネススタートアップ支援事業審査員 

(12)鵜飼修(2018)東近江市コミュニティビジネス相談会 

アドバイザー 

(13)鵜飼修(2018)下石寺町自治会「町づくり委員会」ア

ドバイザー 

(14)鵜飼修(2018)荒神山ファンクラブアドバイザー 

(15)鵜飼修(2018)愛知県 2018 年度地域コミュニティ活

性化アドバイザー 

(16)森川稔(～2019)長浜市市民協働推進会議委員委員長 

(17)森川稔(～2019)草津市景観審議会委員 

(18)森川稔(～2019)公益財団法人滋賀県市町村振興協会

懇話会委員 

(19)森川稔(～2019)平野小学校運営協議会委員 

(20)森川稔(～2019)レイカディア大学(米原校・草津校)

講師 

(21)森川稔(2019)甲賀市市民協働事業提案制度審査会委

員 

(22)森川稔(2019)滋賀県商店街振興組合連合会・商店街

活性化推進調査・研究事業「石山商店街アクションプラ

ン 2020 地域と創る“暮らしのひろば”持続可能な商

店街をめざして～」の策定(2020.3) 

(23)西岡孝幸(2019)地域雇用活性化支援アドバイザー 

滋賀労働局 

(24)西岡孝幸(2019)大津市産業化支援コーディネーター 

(25)上田洋平(2019)滋賀県文化審議会委員 

(26)上田洋平(2019)滋賀県生物多様性しが戦略専門家会

議委員 

(27)上田洋平(2019)地域の元気創造・暮らしアート事業

選考会議専門評価員 

(28)上田洋平(2019)滋賀県政策研修センター近江地元学

研修コーディネーター 

(29)上田洋平(2019)彦根市総合計画審議会委員 

(30)上田洋平(2019)彦根市シティプロモーション戦略運

営本部委員 

(31)上田洋平(2019)湖南市都市計画審議会委員 

(32)上田洋平(2019)湖南市景観アドバイザー 

(33)上田洋平(2019)国土交通省丹生ダム建設中止に伴う

地域整備に関するファシリテーター 

(34)上田洋平(2019)ふるさと水と土保全対策推進懇話会

委員 

(35)上田洋平(2019)滋賀県農業・農村活性化サポートセ

ンターアドバイザー 

(36)上田洋平(2019)関西広域連合都市農村交流アドバイ

ザー 

(37)上田洋平(2019)滋賀移住・交流促進協議会会長 

(38)上田洋平(2019)愛荘町自治基本条例推進委員会委員

長 

(39)上田洋平(2019)東近江市近江匠人認証制度審査会委

員 

(40)上田洋平(2019)小江戸彦根町屋活用コンソーシアム

運営委員会委員 

(41)上田洋平(2019)環境省近畿地方ESD活動支援センタ

ー企画運営委員会委員 

(42)上田洋平(2019)長浜市地域活力プランナー活動報告

会コメンテーター 

(43)上田洋平(2019)米原市社会教育委員副委員長 

(44)上田洋平(2019)米原市ルッチまちづくり大学チーフ

コーディネーター 

(45)上田洋平(2019)彦根商工会議所地域交通研究会委員 
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(46)上田洋平(2019)環びわ湖大学・地域コンソーシアム

大学連携政策事業推進委員会委員 

(47)上田洋平(2019)彦根３大学・大学間連携協議会・教

育連携部会委員 

(48)上田洋平(2018)彦根市シティプロモーション戦略策

定委員会委員長 

(49)上田洋平(2018)東近江市ブランド認定基準策定委員

会委員長 

(50)上田洋平(2018)米原市まいばら協働事業提案制度審

査委員会委員 

 

３－２－６ マスメディアとの対応 

(1)鵜飼修 2019.4.11 未来への地域特性見つけて 鵜飼

准教授 児童向け副読本を作成 中日新聞 地域共生セン

ター 

(2)鵜飼修 2019.11.13 「彦根ビール」来年にも誕生へ 

産学官が連携、新会社「彦根麦酒」創設 滋賀彦根新聞 

(3)鵜飼修 2019.8.18 「やまの健康」推進懇話会がスタ

ート 滋賀報知新聞 第 18503 号｜全県 ニュース 

(4)鵜飼修 2019 年 8 月 海の大運動会 南三陸町 now 

(5)鵜飼修 2019 年 8 月 海の大運動会 東北放送 

(6)鵜飼修 2019.8.23  UR 暮らしのカレッジ「まちづ

くりの専門家が訪問。団地のコミュニティスペース

は、まちを元気にする可能性を秘めている！」

https://www.ur-

net.go.jp/chintai/college/201908/000383.html 

(7)鵜飼修 2020.2.23 石寺産米粉どら焼き 優しい味 

県立大生が「月一」の限定カフェ 中日新聞 地域共生セ

ンター 鵜飼修准教授、西陽来さん(2 年) 

(8)鵜飼修 2020. 3.12 復興支援これからも 県大生「田

の浦を元気に」 中日新聞 近江楽座「田の浦ファンクラ

ブ」代表・長島宏祐さん(2 年) 

(9)鵜飼修 2020. 3.14 被災地 田の浦へ「鎮魂の祈り」

県大生 10 人キャンドル灯し黙とう 滋賀彦根新聞 近江

楽座「田の浦ファンクラブ」代表・長島宏祐さん(2 年) 

(10)上田洋平 2018.4.1 長浜の古民家でデイサービス 

NPO が開所 京都新聞 

(11)上田洋平 2018.12.3 さきがける科学人「過去を育

てて未来をつくる」 JST ニュース、科学技術振興機構 

(12)上田洋平 2019.3.12 彦根市の魅力戦略素案 策定

へ 22 日まで意見募集 読売新聞 

(13)上田洋平 2019.3.14 彦根の魅力発信へ戦略案 新

ロゴマーク、未来考える会議 京都新聞 

(14)上田洋平 2019.3.29 今日の BBC 滋賀創生ゼミナ

ール 地域活性化・SDGs の取り組み 京都新聞 

(15)上田洋平 2019.10.31 鎌掛の思い出 絵屏風に 日

野・地元住民ら半世紀前の集落題材 京都新聞 

(16)上田洋平 2019.11.12 昭和の八日市 絵屏風に「写

真にない光景 後世へ」 京都新聞 

(17)上田洋平 2019.11.13 「鍛冶屋太閤踊り」披露へ 県

立大で、秀吉時代のが今年復活 滋賀彦根新聞 

(18)上田洋平 2019.11.14 八日市 思い出の昭和 ふる

さと絵屏風 完成 中日新聞 

(19)上田洋平 2019.11.30 第一人者から「世界遺産」学

ぼう 初回はイコモス委員長 2 日～計 8 日 滋賀彦根新

聞 

(20)上田洋平 2019.12.3 世界遺産どう活用 県立大で

公開講座 中日新聞 

(21)上田洋平 20201.7 商店街の食材でマイ弁当づく

り 大津で 11 日催し（SDGs お弁当ラリー） 京都新聞 

(22)上田洋平 2020.1.10 手作りかるた 地域への愛着 

環境保護の思い込め「心象絵図」きっかけ 読売新聞し

が県民情報 


