
● 三重大学地域貢献活動支援（令和2年度）

	地域との相互友好協力に関する協定等	／	公開講座等	／三重大学地域貢献活動支援

活動代表者 活動テーマ 自治体実施先
（73自治体） 備考番号 所属 氏名

1 人文学部 吉丸　雄哉 忍者活劇体験のプログラム開発による地域振興 伊賀市 継続
（２年目）

2 教育学部 瀬戸美奈子 桑名市適応指導教室における不登校の子どもへのキャリア教育 桑名市 継続
（２年目）

3 医学系研究科 冨本　秀和 地域における認知症患者の早期診断と地域包括ケアへの紐付の試み 玉城町 継続
（２年目）

4 医学系研究科 宮田　千春 小山田総合施設群を拠点とした介護老人保健施設における地域性を踏まえた
看護職・介護職の教育プログラムの開発 四日市市 継続

（２年目）

5 生物資源学研究科 松村　直人 鈴鹿川等源流の森林づくり活動の支援 亀山市 継続
（２年目）

6 生物資源学研究科 酒井　俊典 東紀州地域における自然災害に対する防災・減災支援活動 御浜町 継続
（２年目）

7 地域創生戦略企画室 坂本　竜彦 「地域の海をよく知る地域の人が地域の子どもたちに海を教える」～三重県南
部における地域産業振興と結びつけた自然資源を活用する地域人材育成事業 

南伊勢町、尾鷲市、
紀北町

継続
（２年目）

8 生物資源学研究科 中島　　亨 生産者と学生が協働で作り出す新しい稲作経営のかたち 津市 継続
（２年目）

9 生物資源学研究科 金岩　　稔 大内山川に生息する放流アユ比率の時空間変化 大紀町 継続
（２年目）

10 生物資源学研究科 内迫　貴幸 三重県の素材生産に占める高付加価値材（S材）の流通調査と林業への還元 三重県 継続
（２年目）

11 地域拠点サテライト 紀平　征希 伊賀市の小学生の食生活の現状把握と改善プログラムの開発 伊賀市 継続
（２年目）

12 地域創生戦略企画室 アヴシャル
恵利子

津市栗真町屋地区における耕作放棄地解消のための産学官連携プロジェクト
の推進 津市 継続

（２年目）

13 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 継続
（3 年目）

14 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 継続
（3 年目）

15 教育学部 魚住　明生 三重県における『未来の科学技術イノベーター』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

継続
（3 年目）

16 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、
大台町、大紀町、
紀北町、御浜町、
紀宝町

継続
（3 年目）

17 教育学部 平島　　円 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 継続
（3 年目）

18 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）教育のシステム開発と支援活動 尾鷲市、熊野市、
紀北町

継続
（3 年目）

19 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 継続
（3 年目）

20 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 継続
（3 年目）

21 医学系研究科
（自然科学系技術部）

小川　　覚
（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 継続

（3 年目）

22 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 継続
（3 年目）

23 地域イノベーション学
研究科 三宅　秀人 伊勢市周辺地域１次産業の農商工連携・６次産業化サポート事業−伊勢市の

農業へのIoT導入と高品質化への取り組み− 伊勢市 継続
（3 年目）

24 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 継続
（3 年目）

25 教養教育院 福田　知子 三重大学平倉演習林で過去に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 継続

（3 年目）

26 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の開発 津市、三重県 継続
（3 年目）

27
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 ）

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 継続

（3 年目）

28 
地域イノベーション
推進機構（地域圏防災・
減災研究センター）

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 継続
（3 年目）

29 
地域イノベーション
推進機構（地域圏防災・
減災研究センター）

上村　正典 地域防災課題解決に向けた地域実践活動の支援 三重県、亀山市、
鳥羽市

継続
（3 年目）

資料編
● 地域との相互友好協力に関する協定等 令和3年4月1日現在

開催学部 授　業　名 件数 総参加者数

人文学部 忍者の世界　他 8 363

教育学部 社会科教育　他 6 492

医学部 三重県の救急医療について　他 3 111

工学部 コンピュータのしくみ　他 14 540

生物資源学部 地球を掘る！～深海に眠る地球の謎～　他 4 145

計 35 1,651

出前授業（高等学校対象）

領　域　名 講　習　名 件数 総参加者数

必修領域 教育の最新事情１　他 6 315

選択必修領域 学習心理学から考える協同的アクティブラーニング　他 11 323

選択領域 日常生活と社会科学を結ぶアクティブラーニング実践　他 41 885

計 58 1,523

教員免許状更新講習

締　結　先　等 締結日
◆国の機関
　国土交通省中部地方整備局 H23.12.19
◆三重県
　三重県との災害対策相互協力協定 H17.12.21

　三重県との災害対策相互協力細目
　協定 H19.03.20

　三重県科学技術振興センター H19.03.23

　三重県との「医療」分野における
　連携に関する協定 H22.01.29

　三重県（防災危機管理部） H22.05.26

　三重県との実演芸術の振興等にか
　かる連携に関する協定 H25.09.12

　三重県総合博物館との相互協力協定 H26.02.26

　三重県とのみえ防災・減災センター
　設置に関する協定 H26.04.01

　三重県との国際会議の誘致に関す
　る協定 H28.11.22

三重県、公益財団法人三重県産業支
援センター、国立大学法人三重大
学、国立大学法人東京大学地域未来
社会連携研究機構及び学校法人みえ
大橋学園による地域活性化等に向け
た連携・協力に関する協定

H31.02.22

◆市町との相互友好協力等に関する協定
　尾鷲市 H14.12.02
　四日市市 H15.10.07
　亀山市 H16.01.27
　鳥羽市 H16.03.22
　朝日町 H16.06.09
　志摩市 H17.06.21
　伊賀市 H18.01.23

締　結　先　等 締結日
　津市 H21.02.20
　鈴鹿市 H22.06.30
　伊勢市 H23.01.27
　桑名市 H25.07.01
　松阪市 H25.08.29
　南伊勢町 H27.06.02
　玉城町 H28.10.05
　木曽岬町 H29.01.16
　明和町 H29.01.19
　東員町 H29.01.23
　大台町 H29.02.14
　紀北町 H29.02.14
　名張市 H29.02.20
　熊野市 H29.02.21
　御浜町 H29.02.21
　紀宝町 H29.02.21
　多気町 H29.02.24
　度会町 H29.03.27
　菰野町 H29.03.28
　いなべ市 H29.03.30
　川越町 H29.03.30
　大紀町 H29.03.31
◆教育・研究機関等
　和歌山大学 H16.11.30
　鈴鹿医療科学大学 H19.06.22
　三重県教育委員会 H19.11.30
　戦略的大学連携支援事業 H20.09.26
　朝日大学 H22.02.03
　名古屋大学・愛知教育大学 H24.04.24
　立命館大学 H25.08.28

締　結　先　等 締結日
　藤田保健衛生大学 H26.12.03
　三重県獣医師会 H27.03.27

　紀伊山系における大規模土砂災害
　に係る技術、研究開発及び教育の
　発展を目的とした連携・協力協定

H27.03.27

　三重県内の高等教育機関と三重県
　との「高等教育コンソーシアムみ
　え」に関する協定

H28.03.29

　東海地区国立大学法人の大規模災
　害対応に関する協定 H29.06.14

　鳥羽市立海の博物館指定管理団体・
　公益財団法人東海水産科学協会 H31.03.18

　三重大学生活協同組合 R01.10.15
◆企業
　（株）オートネットワーク技術研究所 H17.05.25
　中部電力株式会社 H17.09.14
　富士電機（株） H18.02.22
　（株）百五総合研究所、（株）百五銀行 H18.03.10
　日本政策投資銀行 H18.03.10
　（株）岡三ホールディングス H18.06.05
　（株）三重銀行、（株）三重銀総研 H19.05.28
　三井住友信託銀行（株） H19.11.01
　（株）第三銀行 H21.04.20
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） H21.07.09
　JAグループ三重 H21.11.12
　（株）シーエナジー H23.12.22
　日本メナード化粧品（株） H27.03.09
　（株）日本政策金融公庫 津支店 H28.03.31
　（株）モビリティランド H28.11.18
　ミキモトグループ R02.11.09

● 公開講座等（令和2年度）

開催部局等 講　座　等 件数 総参加者数
人文学部 市民講座　忍者・忍術学講座　忍者さらなる深みへ「松江藩の忍者」他 28 2,894 

教育学部 第47回定期観望会　他 4 124 

医学部・附属病院 アレルギー週間　市民公開講座　他 35 2,089 

工学部 工学研究科研究紹介「みんな見せます工学研究科」他 6 347 

生物資源学部
三重大学と地元企業との連携セミナー『三重県における農業ICTの利活用』 他　
第9回生物資源学研究科オープンラボ「コロナ禍をこえる生物資源学研究科の地域貢献」 他

5 408 

地域イノベーション学研究科 第12回地域イノベーション学に関する国際ワークショップ　他 1 97 

その他 みえアカデミックセミナー2020　他 441 10,007 

計 520 15,966 

公開講座等

33 34Mie University Mie University


