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三重大学地域貢献活動支援	／	三重大学リサーチセンター

（平成30年度）

活動代表者
活動テーマ 自治体実施先（83自治体）

番号 所属 氏名

1 人文学部 塚本　　明 海女漁村の歴史的古文書の調査研究～志摩市越賀郷蔵文書の文化財指定に向けて～ 志摩市

2 人文学部 森　　久綱 エコフィードの利活用による地域酪農・畜産の振興 三重県

3 教育学部 伊藤　信成 東紀州地域の星空の観光資源化（神々が愛した星空発信プロジェクト） 熊野市

4 教育学部 魚住　明生 三重県発、科学技術に関わる地域人材を育成する産学官連携プログラムの実施 三重県、津市、四日市市

5 教育学部 須曽野仁志 「論理的思考能力を育成するプログラミング学習の教材開発と東紀州地域での
支援活動」

尾鷲市、熊野市、御浜町、
紀宝町

6 教育学部 平賀　伸夫 三重大学隣接中学校区の学校園における学習及び活動支援 津市

7 教育学部 大野　恵理 「東紀州地域における小学校外国語(英語)教育システム開発と支援活動」 尾鷲市、熊野市、紀北町、
御浜町、紀宝町

8 教育学部 市川　俊輔 科学的思考能力獲得のための高校生の探究活動の指導 三重県

9 教育学部 瀬戸美奈子 桑名市における不登校の未然防止の研究 桑名市

10 医学系研究科 山崎　英俊 歯科のない病院における口腔ケアの現状の把握と標準化の試み 三重県

11 医学系研究科 若林　英樹 地域社会参加型研究を通して地域の課題解決に取り組む 東員町

12 医学系研究科 市川　周平 地域住民の就労と治療の両立を促進するためのリテラシー教育プログラムの
開発と、地域での展開 名張市

13 医学部附属病院 矢野　　裕 まず予防！家族で取り組む糖尿病発症予防 三重県

14 医学部・医学系研究科
（自然科学系技術部） 中川　泰久 日常生活における身近なものと学校授業での知識をリンクさせる事の出来る

科学実験 津市

15 工学研究科 富岡　義人 町立小・中学校および公共施設の協調的運営とその建築的整備に関する研究 東員町

16 生物資源学研究科 中井　毅尚 三重県の中大規模木造建築設計者の育成と空き家対策 三重県

17 生物資源学研究科 酒井　俊典 伊賀地域における農地地すべり概成判断に向けた支援活動 三重県

18 地域イノベーション学研究科 三宅　秀人 伊勢市の一次産業に関する課題抽出 伊勢市

19 地域イノベーション学研究科 矢野　竹男
地域に根ざした人的並びに生物的資源の有効活用 
−大台町の地域観光施設を中心拠点とした健康長寿対策に関わる人材育成・
再教育の支援−

大台町

20 教養教育院 福田　知子 三重大学平倉演習林で採集された昆虫標本の市民によるカタログ化と成果発信 三重県

21 地域人材教育開発機構 松岡知津子 地域日本語ボランティア教師用教材「日本語ボランティアこれだけは！（仮）」の
開発 津市

22 地域イノベーション推進機構 石河　秀樹 三重大学地域イノベーション推進機構先端科学研究支援センター動物実験施設
と久居農林高校との実験動物飼育に関するインターンシップと校外学習の試み 三重県

23 工学研究科・
地域イノベーション推進機構 川口　　淳 地方自治体における防災・減災に関する地域課題解決のための活動支援 三重県、29市町

24 地域イノベーション推進機構 青木　正晴 地域防災課題解決に向けた地域実践活動の支援 三重県、伊勢市、松阪市、
伊賀市

25 地域拠点サテライト 山本　好男 中山間地の集落機能に関する調査と連携活動 伊賀市

26 人文学部 田中　綾乃 三重県におけるアートマネージメント養成プログラムの開発 三重県

27 教育学部 林　　朝子 外国人児童生徒の学びの継続を目指す支援活動  
−キャリア形成につながる大学見学ツアーの実施− 津市

28 医学系研究科 竹村　洋典 「地域でのアクションリサーチで、健康増進を改善する」 名張市

29 工学研究科 元垣内敦司 光技術による産学官の連携と地域産業の振興 三重県

30 生物資源学研究科 関谷　信人 三重大学オリジナル酒米品種「弓形穂」を活用した多気町地酒ブランド作り
への貢献 多気町

31 生物資源学研究科 松井　隆宏 東紀州サテライトを拠点とした地域プロジェクト型インターンシップ
プログラムの開発 三重県

32 生物資源学研究科 亀岡　孝治 東紀州におけるICTを援用した科学的柑橘栽培支援 三重県

33 生物資源学研究科 岡島　賢治 宮川用水のパイプライン内のタイワンシジミ詰まり問題解決に向けて 三重県

34 生物資源学研究科 飯島　慈裕 津のお米の味と品質を裏付ける生育診断・環境評価手法の開発と実践 津市

35 生物資源学研究科 伊藤　良栄 地域の農業水利施設管理の高度化と標準化言語を利用した汎用化 三重県、鈴鹿市

36 生物資源学研究科 吉松　隆夫 志摩の里海と海女文化を支える磯根資源の増殖のための取り組み 三重県

37 地域拠点サテライト 山本　康介 東紀州サテライトを拠点とした熊野地域の小中高の児童・生徒に対する
「木育」プログラムの開発と実施 三重県

38 教育学部 岡野　　昇 津市における「子どもの体力・運動能力向上のための推進活動」と
「教員の学びの支援ネットワークの構築」 津市

39 工学研究科 浅野　　聡 「伊勢河崎商人館」における展示計画を通じた景観まちづくり活動の推進 伊勢市

40 生物資源学研究科 野中　　寛 三重県のセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）事業の活性化支援 三重県

41 生物資源学研究科 立花　義裕 地元テレビ局や気象予報士との協働による三重の『気象力』向上プロジェクト 三重県

● 三重大学リサーチセンター

平成31年4月1日現在卓越型リサーチセンター
番号 センターの名称 代表者名

1 三重大学次世代型電池開発センター 工学研究科 教　授 今西　誠之

2 三重大学人間共生ロボティクス・メカトロニクスリサーチセンター 工学研究科 教　授 池浦　良淳

3 三重大学特異構造の結晶科学リサーチセンター 地域イノベーション学研究科 教　授 三宅　秀人

4 三重大学次世代型VLPワクチン研究開発センター 医学系研究科 教　授 野阪　哲哉

5 三重大学次世代創薬ゼブラフィッシュスクリーニングセンター 医学系研究科 講　師 島田　康人

6 三重大学コーディネート育種基盤創生リサーチセンター 生物資源学研究科 准教授 諏訪部圭太

平成31年4月1日現在若手リサーチセンター
番号 センターの名称 代表者名

1 三重大学モーションコントロールリサーチセンター 工学研究科 助　教 矢代　大祐

2 三重大学新たな需要を喚起する循環型農業リサーチセンター 生物資源学研究科 講　師 坂井　　勝

平成31年4月1日現在リサーチセンター
番号 センターの名称 代表者名

1 三重大学疾患ゲノム研究センター 地域イノベーション推進機構 教　授 山田　芳司

2 三重大学環境エネルギー工学研究センター 工学研究科 教　授 廣田　真史

3 三重大学地域ECOシステム研究センター 人文学部 教　授 朴　　恵淑

4 三重大学メディカルゼブラフィッシュ研究センター 医学系研究科 教　授 丸山　一男

5 三重大学脳解析センター 医学系研究科 教　授 成田　正明

6 三重大学マトリックスバイオロジー研究センター 医学系研究科 准教授 今中　恭子

7 三重大学ソフトマターの化学リサーチセンター 工学研究科 教　授 鳥飼　直也

8 三重大学次世代ICTリサーチセンター 工学研究科 教　授 成瀬　　央

9 三重大学バイオエンジニアリング国際教育研究センター 医学系研究科 教　授 島岡　　要

10 三重大学環境低負荷プロセスリサーチセンター 工学研究科 教　授 金子　　聡

11 三重大学建築環境技術リサーチセンター 工学研究科 教　授 永井　久也

12 三重大学複合的がん免疫療法センター 医学系研究科 准教授 宮原　慶裕

13 三重大学難病研究センター 医学系研究科 教　授 ガバザ　エステバン

14 三重大学海藻バイオリファイナリー研究センター 生物資源学研究科 准教授 柴田　敏行

15 三重大学先天性心疾患・川崎病センター 医学部附属病院 准教授 三谷　義英

16 三重大学スマートセルイノベーション研究センター 生物資源学研究科 教　授 田丸　　浩
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