
平成２２年度　教育プログラム一覧 
 
・科目一覧 

分類  科目名  日程  講師 

政策能力プログラム 
10 ポイント 

（京都府立大学） 

第一種 
（基
礎） 

政策評価 I 

前期 

火3  窪田好男 

自治体政策特殊講義  月4  窪田好男、増田寛也 

市民参加論  水5  青山公三 

公共政策実習 I 

後期 

月3  青山公三、大田直史、窪田好男、中島正雄 

公共政策実習 II  木3  窪田好男 

政策評価 II  火3  窪田好男 

第二種 
（応
用） 

地域社会論特講 I 

前期 

金4  青山公三 

公共政策論特講 I  水4  大島和夫 

政治学特講 I  月5  佐野亘 

政策評価特講 I 

後期 

火5  窪田好男 

政策評価特講 II  火5  窪田好男 

地域社会論特講 II  金4  青山公三 

自治体行財政革新 
能力プログラム 
10 ポイント 

（京都府立大学） 

第二種 

地方財政論特講 I 
前期 

水5  川瀬光義 

行政法特講 I  月5  大田直史 

地方財政論特講 II 

後期 

水5  川瀬光義 

行政法特講 II  月5  大田直史 

環境政策特講 II  火4  川勝健志 

「地域公共マネジメン
ト」履修証明プログラ

ム 
10 ポイント 

（同志社大学） 

第二種 

公共政策論（立法政策
論） 

春学期 

木5  武蔵勝宏 

都市政策論  火6  新川達郎 

経営哲学  水6  内田康雄、西口泰夫 

現代社会起業論  月7  今里滋 

社会保障政策論  火5  芝田文男 

地域インターンシップ1  火2  谷口知弘 

地域インターンシップ2  集中  山口洋典 

地域インターンシップ3  火4  西村仁志 

地域インターンシップ4 
集中  今里滋 

地域インターンシップ5 
秋学期 

地方財政政策論  月5  伊多波良雄 

http://colpu.org/pdf-colpu/2010seisaku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jichitai.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010shiminsanka.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010koukyo1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010koukyo2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010seisaku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_toku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010koukyo_toku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010seiji_toku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010seisaku_toku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010seisaku_toku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_toku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chihouzaisei1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gyosei_toku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chihouzaisei2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gyosei_toku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010kankyo_toku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010koukyo5.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010koukyo5.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010toshiseisaku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010keieitestugaku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gendaisyakai.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010syakaihosyo.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern3.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern4.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern5.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chihouzaisei.pdf


事業継承(1)  春学期 
集中 

中田喜文、桑木小恵子 

事業継承(2)  秋学期  中田喜文、河口充勇 

「食農政策士」 
履修証明プログラム 

10ポイント 
（同志社大学） 

第二種 

現代社会起業論 

春学期 

月7  今里滋 

食科学・食育論  火5  大谷貴美子 

現代農業経営・政策論  木6  今里滋、中村貴子、古野茂実 

公共性論  秋学期  火5 

今里滋 地域インターンシップ4  春学期 
集中 

地域インターンシップ5  秋学期 

現代有機農業論 I  春学期 
土  長澤源一 

現代有機農業論 II 

秋学期 

自立・自給型生活論  集中  歌野敬 

食農政策科学論  木6  今里滋、新川達郎 

オーガニック生活・社会
デザイン論  集中  今里滋、塩見直紀、杉本節子、森小夜子、

上田寿一、ℱ�島五兵衛 

地域政策形成能力 
プログラム 
10ポイント 
（龍谷大学） 

第二種 
6単位 

地域開発論研究 
パートナーシップ論研究 

前期 

隔週
水
67 

白石克孝 

地方政府論研究 
隔週
土
12 

富野暉一郎 

公共政策論研究 
隔週
金
67 

土山希美枝 

非営利セクター論研究  後期 
隔週
水
67 

深尾昌峰 

都市政策論研究  2010年度は不開講 

第二種 
4単位 

NPO/行政インターンシッ
プ I・II    集中  大矢野修、白石克孝 

地域研究発展演習 I  前期  火
45  土山希美枝、深尾昌峰 

地域研究発展演習 II  後期  火
45  富野暉一郎、堀尾正靱 

環境管理システム論研究    集中  土山希美枝 

協働型〈つなぎ・ひき
だす〉対話議論能力プ

ログラム 
10ポイント 
(龍谷大学) 

 
第二種 
6単位 

NPO地方行政研究特別演
習  前期 

隔週
土
12 

富野暉一郎、河村能夫  

http://colpu.org/pdf-colpu/2010jigyo1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jigyo2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gendaikigyo.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010syokukagaku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gendainogyo.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010kokyosei.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern4.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikiintern5.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gendaiyuki1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gendaiyuki2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jiritsu.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010syokunousei.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010syokunousei.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010syokunousei.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chihouseihu.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010kokyoseisaku.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010hieiri.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gyosei_npo.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010gyosei_npo.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikihatten1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikihatten2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010kankyokanri.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010npo_chihou1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010npo_chihou1.pdf


隔週
水
67 

白石克孝、金子裕一郎 

NPO地方行政研究特別演
習  後期 

隔週
土
12 

 

隔週
水
67 

白石克孝、松浦さと子 

地域開発論研究/パート
ナーシップ論研究  前期 

隔週
水
67 

白石克孝 

特殊研究（地域メディア
論）  後期  木5  松浦さと子 

第二種 
必修 

地域公共人材論研究  前期   
随時 

富野暉一郎、深尾昌峰 

地域公共人材論特別研究  後期  村田和代、深尾昌峰 

環境自治体ガバナンス
改革能力プログラム 

10ポイント 
（龍谷大学） 

第二種 

環境自治体評価指標  夏  集中  NPO法人環境市民 

地域開発論研究 
パートナーシップ論研究  前期 

隔週
水
67 

白石克孝 

持続可能な社会づくり1 
【研究】 

1012
月    NPO法人環境市民 

持続可能な社会づくり2 
【政策】  57月  月

34  NPO法人環境市民 

持続可能な社会づくり3 
【実践】  後期  集中   

 
・連携機関とマッチング実績（実践研修） 

分類  団体名  マッチング状況 

NPO ・公益団体 

特定非営利活動法人 アクセス－ 共生社会をめざす地球市民の会  ○ 

特定非営利活動法人 エクスクラメーションスタイル  ○ 

特定非営利活動法人 環境市民  ○ 

特定非営利活動法人 関西こども文化協会 
（つくるところ［京阪東ローズタウン共育ステーション］）   

特定非営利活動法人 気候ネットワーク  ○ 

特定非営利活動法人 木野環境   

特定非営利活動法人 きょうとＮＰＯセンター  ○ 

財団法人京都キリスト教青年会（京都ＹＭＣＡ）   

認定特定非営利活動法人きょうとグリーンファンド   

財団法人 京都市景観・まちづくりセンター  ○ 

http://colpu.org/pdf-colpu/2010npo_chihou2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010npo_chihou2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_media.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_media.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikikoukyojinzai1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiikikoukyojinzai2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010kankyojichitai.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010chiiki_partner.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku1.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku2.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku3.pdf
http://colpu.org/pdf-colpu/2010jizoku3.pdf
http://www.page.sannet.ne.jp/acce/
http://www.ex-style.jp/
http://www.kankyoshimin.org/
http://www.tsukurutokoro.net/
http://www.tsukurutokoro.net/
http://www.kikonet.org/
http://www.kino-eco.or.jp/
http://www.npo-net.or.jp/center/
http://www.kyotoymca.or.jp/
http://www.kyoto-gf.org/
http://machi.hitomachi-kyoto.jp/


特定非営利活動法人　劇研  ○ 

財団法人 京都市国際交流協会   

京都府地球温暖化防止活動推進センター   

特定非営利活動法人 古材文化の会   

特定非営利活動法人 コンシューマーズ京都（京都消団連）   

薪く炭くKYOTO ・株式会社Hibana   

特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所ecotone  ○ 

特定非営利活動法人 つくし倶楽部   ○ 

つくだ農園   ○ 

日本サスティナブル・コミュニティ・センター   

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク  ○ 

特定非営利活動法人 場とつながりラボ home's vi    

特定非営利活動法人 パンゲア  ○ 

琵琶湖・淀川流域圏連携交流会  ○ 

特定非営利活動法人 ユースビジョン  ○ 

特定非営利活動法人　和の学校  ○ 

企業・社会起業 

有限会社アイトワ  ○ 

京都ラジオカフェ株式会社   

長澤農園   

ハイアットリージェンシー京都   

株式会社アシスト   

株式会社アミタ持続可能経済研究所   

行政 
京都府   

向日市   

 

http://www.kcif.or.jp/
http://www.kcfca.or.jp/
http://www.wood.jp/kbank/
http://consumers-kyoto.net/
http://www.sinktank.org/
http://www.hibana.co.jp/
http://www.ecotone.jp/
http://www.ne.jp/asahi/otokuni/tsukushi/
http://tsukudanouta.naturum.ne.jp/
http://www.sccj.com/
http://npohatarakitai.net/
http://www.homes-vi.com/
http://www.pangaean.org/
http://www.bynet.jp/
http://www.youthvision.jp/index.html
http://www.wanogakkou.com/
http://www9.plala.or.jp/aightowa/
http://radiocafe.co.jp/
http://kyoto.regency.hyatt.jp/hyatt/hotels/index.jsp
http://www.ashisuto.co.jp/
http://www.aise.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/1255592712168.html
http://www.city.muko.kyoto.jp/

