
京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
岡元 麻有 

おかもと まゆ 
写真 

 

所属 

肩書 
京町家ギャラリーbe 京都館長 

専門性 広報戦略・ブランディング。（文化、芸術分野、子育て支援、異文化交流が得意） 

手法 個別相談、訪問 

略歴 

兵庫県出身。京都市上京区在住。関西学院大学卒業後、広告代理店にて企業の販売促進を手掛

ける。社会調査士取得。独立し、起業。京町家で生活しながらギャラリーbe 京都で文化芸術活

動を発信。be 京都ポストカードコレクション委員長。エデュケーションプロジェクト委員長。 知

恵と力の WAFUKU コンテスト入選。国民文化祭京都 2011 企画委員選任。京町家まちづくりフ

ァンド第 1 号モデル事業認定。京都市産業観光局「京の山杣人工房」認定、CB・CSO アワード

ビジネスコンテスト奨励賞受賞。大学のまち京都公募委員（2016 年）。京都府文化ベンチャー

コンペティション近畿経済産業局長賞、京都信用金庫賞、MK 賞、リビング新聞賞受賞。京都市

上京区ふれあいネットサイト「カミング」にて業務委託を受け取材レポーター、編集、WEB 更

新、フリーペーパー制作を手掛ける。 

京都市プロジェクト推進室西陣活性化【にし ZINE】WEB 及び SNS にて情報発信担当。京都

市上京区役所ロビーにて「暮らしの文化プロジェクト-京の五節句と年中行事」コーディネート 

実績 
京都府地域力ビジネス推進員にて京都市エリア担当（2017 年、2019 年）。 

団体 PR動画の作成サポート。 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 栗田佳典 写真 

 

 

 

 

 

所属 

肩書 
特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 事務局長・理事 

専門性 
情報発信（講演による情報発信、SNS を利用した情報発信）、認定 NPO 法人申請、支援

者管理システムの導入、他セクターとの協働 

手法 ニーズを聞きながら、自団体の経験を共有。質問に答えるような形での助言。 

略歴 

2009 年 3 月立命館大学産業社会学部人間福祉学科国際福祉コース卒業 

2009 年 4 月認定 NPO 法人テラ・ルネッサンス入職 

2021 年 12 月特定非営利活動法人関西 NGO 協議会へテラ・ルネッサンスから転籍出向 

2022 年 4 月特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 事務局長に就任 

現在に至る 

実績 

【講演実績】 

京都府職員研修・研究支援センター、京都市市民活動総合センター、枚方市、尼崎市、京

都大学大学院、立命館大学、龍谷大学、京都府立西舞鶴高校、京都府立福知山高校、京都

市立桃陵中学校、亀岡市立亀岡中学校、国際協力機構（JICA）、京都生協、京都洛北ロー

ターアクトクラブ、京都紫明ライオンズクラブ、その他全国各地の教育機関、NPO など

累計 512 回の講演を実施（2021 年 11 月末日現在） 

 

【NPO 支援実績】 

2020 年 福島県内の NPO への個別コンサルティング（支援者管理や寄付募集について） 

京都市内、大阪市内の NPO への支援者管理や認定 NPO に関する相談応対 

Terra Renaissance Academia 2020（申請者所属団体独自イベント）「潜在支援者を新規

支援者へ～講演事業の展開と多様な支援メニューの成果と課題～」について NPO 担当者

向けに講演 

【個人表彰実績】 

受賞歴:第 1 回 アーユス NGO 新人賞 受賞(2013 年)  

備考 なし 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 黒田 香菜子 写真 

 

所属 

肩書 
一般社団法人わざどころ PON 代表理事 

専門性 

デザイナー 

地域づくり 

ちーびず 

インターネットや SNSを活用した情報発信・広報戦略・ブランディング 

地域づくり系イベントの企画・運営 

手法 

ワークショップ 

デザイン（印刷物、web） 

相談 

略歴 

・京都市立芸術大学工芸科染織専攻卒。年に数回、染織ワークショップの講師として、小

学校や地域のイベントに呼ばれる 

・在学中より、美術工芸品の展示販売の企画運営や、ご当地アイドルのプロデュースやグ

ッズの作成をする 

・卒業後、ブライダル会社にて、グラフィックデザイナーとして、web・紙（名刺から冊子

まで）・写真と、幅広く仕事をする 

・2014年から現在まで、フリーランスのデザイナーとして活動中。地域の事業者の広報媒

体（チラシ、名刺、web、冊子、など）が多い。 

・2015年（から３年間）南丹市地域おこし協力隊として「集落の教科書」の企画・編集・

デザインや、地域の特産品販売などで活動 

・2016年京都丹波ウエディングプロジェクト（京都丹波の景色や人を楽しむウエディング

フォトセレモニー）の事務局になる 

・2017年に地域のわざに出会えるお店「わざどころPON」をオープン 

・2018年「第５回地域の起業家大賞」優秀賞受賞 

・2019年工房見学ツアーを本格化 

・2019年「第８回京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）京都信用金庫賞受賞 

・2020年「一般社団法人わざどころPON」立ち上げ。代表理事。 

実績 令和元年度協働コーディネーター（本庁） 



備考 

＜相談＞ 

・地域づくり系補助金の書類作成 

地域おこし協力隊や、京都府の行政職員として働いたこともあり、まちづくり系の活動や、

補助金などの仕組みについても理解している。 

・クラウドファンディングの実施 

２度挑戦し達成。１つは店舗改修費として、１つは地域の記録冊子作成のため、どちらも

１００万円弱を獲得。 

＜印刷物＞ 

・名刺・チラシ・はがき・ショップカード・リーフレット・冊子・のぼり・パッケージ・

シール・ラッピングカー などを過去に作成。伝えたいことにあわせたツール提案が得意 

・地域づくり系の冊子は過去に５冊作成。地域住民の会議からセッティング。 

＜web＞ 

・作家のポートフォリオページ、子育て関係のNPO、旅行会社、花屋、など企業のプロフ

ィールページ などを過去に作成。 

・FacebookやInstagram、ラインなどSNSを活用した集客も相談可能 

◯デザイン系の使用ソフト 

・photoshop 

・illustrator 

・Premier 

※webサイト作成は、ワードプレスをベースにしたものをお受けしています。 

 

・一般社団法人わざどころ PON https://wazappon.link/ 

・南丹ガール（複数人で運営している地域メディア） https://nantangirl.me/ 

・ふっと、なんたん（地域の人に焦点をあてた旅行サイト） https://futto-nantan.link/ 

 

https://wazappon.link/
https://nantangirl.me/
https://futto-nantan.link/


地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 高橋
た か は し

 博樹
ひ ろ き

 写真 

 

所属 

肩書 

〇NPO法人テダス 理事長 

〇NPO法人京都匠塾 理事長 

〇地域活動サポート協会コネクトきょうと 代表 

〇総務省地域力創造アドバイザー 

〇関西広域連合都市農村交流アドバイザー 

〇全国 NPO事務支援カンファレンス 世話人 

専門性 

団体設立、法人格、組織運営、事業評価、会計、所轄庁手続き、協働、行政との関

係性づくり、交付金申請、事業受託、企画立案、ファシリテーション、仲間集め、

クラウドファンディング、SNS活用、広報、移住・定住、 

略歴 

1971年、大阪市生まれ。神戸大学・建築学科卒業後、同大学院・博士前期課程に入り、

8年間の学生生活を謳歌。その間、震災復興のボランティア拠点運営や、スキーサークル

の活動に力を入れる。1999 年から、㈱都市・計画・設計研究所の研究員として神戸の復

興に携わる。2004年、作り手になりたいとの想いで、京都伝統工芸専門学校 現大学校)

に入学。卒業後は、伝統工芸学科木工芸専攻助手として教鞭を取ると当時に、NPO 法人

京都匠塾を設立。2012 年、高まる市民団体のニーズに応えるため、南丹市で活動する

NPO 法人のリーダーたちと中間支援組織・NPO法人テダスを設立。 

実績 

・市民団体へのアドバイス 約 2,000件（10年間） 

・市民団体向け講座約 150回（10年間） 

 過去に実施した講座一覧 http://tedasu.com/service.html 

・自治会等の支援 約 30件（10年間） 

・大学や高校等での授業、講演 約 60件（16年間） 

備考 

・京の公共人材大賞 最優秀賞受賞 

・NPO法人事務力検定 初級編・応用編合格 

・全国 NPO事務支援カンファレンス 認定講師 

・まちの公共員亀岡市河原林町 

・長岡京市 懇話会委員、交付金審査委員長 

・南丹市 協働の推進委員会委員 

 



地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 田畑
た は た

 昇悟
し ょ う ご

 写真 

 

所属 

肩書 

○NPO法人テダス 事務局長 

○京都先端科学大学 非常勤講師 

○ドリームえんじんネットワーク 代表 

○チーム・シラベル 代表 

○NPOぷらうあ 理事 

○ゴミ大使 代表 

専門性 
団体設立、法人格、組織運営、NPO事務、協働推進、交付金申請、事業受託、企画立案、 

ファシリテーション、 移住・定住、チラシデザイン、冊子編集、取材、集落調査 

略歴 

1985年、兵庫県丹波市（旧氷上郡）山南町生まれ。㈱亀岡市民新聞社の記者として 6年

間勤める。 新聞社を 退職後、ガーナで学校と農園作りの NGO 活動に参加。帰国後、 

2014 年に NPO 法人テダスに就職し、事務局長として NPOの支援活動に従事。日ごろ

はまちづくりデザインセンターの相談員や、地域会議のファシリテーター、集落の教科

書の制作支援などを担当している。 

実績 

・市民団体へのアドバイス 約 3,000件 

・市民団体向け講座約 100回 

 過去に実施した講座一覧 http://tedasu.com/service.html 

・地域の計画づくり支援 8件 

・集落の教科書プロデュース 11件 

・NPOの伴走支援 4団体 

・チラ 1GP（チラシデザインコンテスト） 優勝 2回 

・パソコン連続講座講師 2回 

備考 ・全国 NPO事務支援カンファレンス 認定講師 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 土坂のり子（つちさか のりこ） 写真 

 

 

 

 

 

 

所属 

肩書 
NPO法人きょうとNPOセンター チーフコーディネーター 

専門性 
NPO の運営に関するコンサルティング全般。助成金申請のアドバイスや寄付獲得に向けた

アクションプランの作成、メンバー間で意見が割れている状況の課題整理など。 

手法 相談対応、ミーティングファシリテーション、伴走型支援 

略歴 

2001 年～2009 年 8 月：テラ・ルネッサンス（2005 年 NPO 法人格取得）事務局マネ

ージャー／人材育成事業担当 

2009 年 9 月～2011 年 3 月：公益財団法人京都地域創造基金 事業指定プログラム担当 

2011 年 4 月～現在：NPO 法人きょうと NPO センター（2022 年 4 月～京都市市民活動

総合センター副センター長） 

実績 

大学卒業後、国際協力団体の立ち上げに関わり、事務局スタッフとして運営を担いなが

ら NPO マネジメントの経験を積む。その後コミュニティ財団の先駆けとなる公益財団法

人京都地域創造基金に勤務し、申請団体のサポート業務に携わるようになる。 2011 年 4

月より、NPO 法人きょうと NPO センターに勤務。指定管理運営先の京都市市民活動総

合センターにて、コーディネート相談・講座企画・伴奏型支援・寄付文化醸成・情報発

信など様々な事業に従事。NPO・市民活動団体からの様々な相談に年間 200 件以上対応

している。 

備考 

他団体の役員就任の実績 

2011年 11月～2013年 3月 NPO法人京都 DARC 運営委員 

2014年 6月～2016年 5月 NPO法人チャイルドライン京都 常任理事・事務局長 

2021年 7月～現在 NPO法人 Salut 理事 

 



 

地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 
 

名前 波多野公平 写真 

 

 
 

所属 

肩書 

合同会社ロカポテ CEO 

こどもとひつじの里山プロジェクト 代表 

小説家 著書「京都美山のかやぶき君」 

農家 ミステリ作家  

農家民泊「美山の夜にミステリーを楽しむ宿」経営 

オンラインサロン「鹿のレストラン」経営 

 

専門性 プロジェクト企画と運営、アイデア出し、動画、演劇  

略歴 

１０年間 よしもとクリエイティブエージェンシーにて 芸人として活動。 

その後構成作家として舞台、漫才などを書く。 

旅行、イベントの会社で働く。 

南丹市主催のアイデアコンペで 広い耕作放棄地と家などを譲り受け農業を始める 

野菜をつくりネットで販売。食べられるブーケ「京野菜ブーケ」が話題となる。 

南丹市のふるさと納税の返礼品に。また「農家波多野公平体験」もふるさと納税の

返礼品になっている。 

 

 

実績 

参加型ミステリーツアーや脱出ゲームなどのイベントを数多く企画運営。 

過去にはＵＳＪや梅田三番街ハロウィーンの脱出ゲームの謎作成。 

現在はミステリーとで地域の活性をもくろむ。 

 

著書 「京都美山のかやぶき君」 

 

備考  

 



地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 山科 達規 写真 

 

所属 

肩書 
特定非営利活動法人 こころのはな 事務局長 

専門性 
会計、申請書、講師、コミュニケーション能力の向上など 

【保有資格】 税理士 

手法 個別支援（カウンセリング）、中間支援（コーチング）、訪問（アウトリーチ）など 

略歴 

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、商社財務部を経て、税理士事務所、 

公的機関との多くの対外交渉歴任。平成 26年～現職に至る。 

 

実績 

【講演実績】多数 （KBS京都ラジオ出演） 

【NPO 支援実績】会計、官民助成申請、対外折衝業務、相談支援多数。 

【個人表彰実績】大阪府知事賞 

【団体表彰実績】京都府知事賞 

備考  

 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 伊澤 慎一 写真 

 

 

 

 

 

 

所属 

肩書 

シンク・アンド・アクト株式会社 代表取締役 

一般社団法人京都スマートシティ推進協議会 構成社員 

舞鶴民産官学組織 Maizuru Bamboo Monsters ゼネラルマネジャー 

専門性 民産学官連携による持続可能なプロジェクト企画と運営 

手法 個別相談・ワークショップ・レクチャー等 

略歴 

2002年、京都大学経済学部卒業。 

同年、株式会社 UFJ銀行（現三菱UFJ銀行）入社。 

KPMG、株式会社セルムを経て、2009年にシンク・アンド・アクト株式会社を共同設立。 

2018年より一般社団法人京都スマートシティ推進協議会構成社員。 

実績 

2009年 京都府緊急雇用対策基金事業「京都未来を担う人づくり推進事業」企画・運営。 

2009年 京都経営者協会「京都 CSR実践研究会」事務局。 

2011年 京都経営者協会「京都経営者塾」事務局。 

2011年 京都市「フルカバー学生就職支援センター事業」企画・運営。 

2013年 京都府「次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」コーディネータ。 

2015年 京都府商工労働観光部人づくり推進課「若者就職支援等推進事業」企画・運営。 

2016年 京都府健康福祉部福祉援護課「中間的就労自立支援事業」企画・運営。 

2016年 京都府府民生活部青少年課「自立支援コーディネータ事業」企画・運営。 

2017年 京都府環境部「IoTを活用した産業廃棄収集効率化事業」共同企画・運営。 

2018年 一般社団法人京都スマートシティ推進協議会事務局。 

2019年 舞鶴市 SDGs推進のため赤れんが倉庫内コワーキングスペースの企画・運営。 

2020年 舞鶴において民産官学の民間組織Maizuru Bamboo Monsters 設立。 

2020 年 京都府商工労働観光部「ダイバーシティ人材育成支援対策事業」「京都式業界一

体型ホップステップジャンプ就労支援事業」企画・運営。 

その他、京都府や京都市・宇治市・城陽市等の職員向け研修実施。 

・京都府/市町村振興協会共催「チーム型政策課題解決WS」。 

・京都府「庁内ベンチャーチャレンジ事業」事務局 

備考 
2019年 Global MIKE賞受賞。 

2020年より旧下京図書館「淳風 bizQ」に入居。 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 井上淳 写真 

 

所属 

肩書 

株式会社 F&I クリエイト 

代表取締役 

専門性 

【得意分野】 

・IT・IoT を活用した地域課題解決へのアプローチ提案 

・また、企業との繋がりを活かした具体的な解決手法の落とし込み 

・マーケティングを主眼とした、広報戦略の立案サポート 

・印刷物・ホームページ・SNS など、具体的な広報手法の提案 

・印刷物のデザイン改善の提案 

・ホームページ作成・運用サポート 

上記のような広報やデザイン、IT といった多岐にわたる項目に対し、一人で対応可能。 

手法 
・基本的には課題をヒアリングし、幅広い解決手法から適するものを提案する。 

初回提案だけで終わるのではなく、継続的にフォローを行い、改善を提案する。 

略歴 
京都工芸繊維大学卒業、印刷物・Web のデザイナー(4 年)、UI デザイナー兼営業(6 年)、2013

個人事務所を設立、2015 年 7 月株式会社 F&I クリエイト設立、現在に至る。 

実績 
専門家派遣実績：多数。地域活動団体に対する広報支援：多数。 

京都ちーびず推進員として３年。各地域での広報セミナーなどの実績もあります。 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
岩﨑 聡子 

いわさき さとこ 
写真 

 

所属 

肩書 
骨盤整体サロン ソラチネ 主宰 

専門性 企画、広報、マッチングコーディネート、地域のコミュニケーションづくり 

手法 個別相談、講座 

略歴 

京都府舞鶴市出身。整体療術師の資格取得後 2015 年より整体サロンを主宰。経営するサロ

ンでは健康増進、コミュニケーションの地域活性化の拠点として取り組む。 

地元のコミュニティーラジオ局でパーソナリティとして地域に根付いた活動を紹介や、そ

こで築いた様々な団体とのつながりなどを活かし、様々な団体をコーディネートする。 

2018 年より２年間京都府の委託事業、ちーびず推進員として団体のサポートを行う。 

実績 
コミュニティーラジオでの発信、平成３１年／令和元年コミュニティーカフェでの交流イ

ベント、地域活動団体のサポート、関係作りサポート。 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 宇野明香 写真 

 

所属 

肩書 
NPO法人 happiness 

専門性 子どもの居場所づくり・コミュニティカフェ運営 

手法 伴走支援・ピアサポートカウンセリング 

略歴 

2004年までフリーターとして過ごす。 

2005年第一子、2008年第二子出産後、保険会社営業としてキャリアスタート 

2011年 携帯販売代理店販売、法人営業、人事部立ち上げに関わり面接、研修などに従事 

2016年 旅行代理店にて人事課立ち上げ責任者として従事、ボランティア団体ハピネス設

立 里親登録完了後養育里親として活動開始 

2019年 特定非営利活動法人 happiness 設立 理事長就任 

実績 

2016年よりハピネス子ども食堂を立ち上げ運営スタート 

毎月継続開催を継続し、京都府福祉大会にて事例発表を行う。2019年京都市はぐくみアク

ション賞受賞、2018 年クラウドファンディングにて資金調達の後ハピネスカフェ open、

2019年 SDGs食プロジェクトアワード最優秀賞受賞。 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 大槻 裕子（オオツキ ヒロコ） 写真 

 

所属 

肩書 

NPO法人京都 ARU 

副理事長 

専門性 ひきこもり支援 

手法 居場所運営、社会適応訓練、社会貢献、情報発信、カウンセリング、その他の事業実施 

略歴 
2008年京都 ARU立上から 2012年までボランティアとして活動 

2013年より常駐職員となり現在に至る 

実績 

2008年 6月任意団体「京都 ARU」設立 

2010年 12月特定非営利活動法人認証取得 

2012年 10月～2019年年度京都市ユースサービス協会子ども・若者支援促進事業採択 

2012 年 3 月ひきこもり体験記シリーズ 1 作目『ひきこもってよかった 暗闇から抜け出

して』を発行 

2013 年 4 月京都市こころのサポート地域活動助成事業として「京都 ARU こころのサポ

ート事業所」開設」 

2013 年 11 月子ども若者育成・子育て支援功労者表彰において内閣府特命担当大臣賞受

賞 

2018年 2月「京都はぐくみ憲章」にて大賞受賞 

2019年 8月ひきこもり体験記シリーズ 2作目『ひきこもって見えてきたわたしの輪郭 心

が自由になるヒント』を発行 

備考 
産業カウンセラー 

国家資格キャリアコンサルタント 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 蒲田 充弘 写真 

 

所属 

肩書 

NPO 法人丹後の自然を守る会 

理事長 

専門性 個人事業主や団体同士のコーディネート 

手法 NPO や知人を通じての紹介や地域会合での出会いから、個別相談やサポートを実践 

略歴 

京都府与謝野町生まれ。 京都市内でデザインと服飾関連の仕事に従事後、故郷の与謝野

町に戻り、環境保全活動を始め、2003年 NPO法人丹後の自然を守る会を設立。 

当初、天橋立の内湾である阿蘇海保全のために、地域における使用済みてんぷら油の回収

活動から始め、その活動範囲を広げる中、廃食用油をバイオ燃料へリユースすることを推

進し、地球温暖化防止活動に寄与。また、そのバイオ燃料を地域で使用することによる資

源循環型社会を確立し、この活動を丹後地域から京都府全域へと拡げた。 

また地域の小中学校における環境学習講師を務め、地域・分野をまたいで各体と交流・協

同し、府内５市２町で活動。近年５年間は、京都府と協同してコーディネートや実践的支

援により府全域に広くちーびず手法を普及するため、ちーびず推進員として活動。 

実績 

平成 27 年度～31 年度（5 年間）京都ちーびず協同推進員事業推進員 

平成 30 年度～31 年度（2 年間）ちーびずくらぶ会長 

平成 28 年度～30 年度（3 年間）与謝野町男女共同参画推進員事業副会長 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 鈴木康久 写真 

 

所属 

肩書 
京都産業大学現代社会学部教授 

専門性 公共政策、NPO論、水関係の市民団体活動、 

手法 
講演、ファシリテーション 

 

略歴 

京都府府民力推進課長等を経て、京都産業大学現代社会学部教授。京都市市民活動総合セ

ンター運営委員会委員、他。京都府職員として京都府ＮＰＯパートナーシップセンターの

設立、運営に携わる。専門は公共政策学、ＮＰＯ論、水文化 

実績 
著書：社会的企業論、京都の地域力再生と協働の実践、はじめてのファシリテーション 

   都市文化政策とまちづくり など 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 竹嶋貴代美 写真 

 

所属 

肩書 

有限会社竹島電機取締役あっとほーむ事業部担当 

ソーイングサロンブルーローズ代表 

専門性 関係づくり・都市交流・ＷＥＢ広報・生活支援(衣と住)・防災 

手法 個別相談・ワークショップ他 

略歴 

40 年近く地域の電気と水道というライフラインを守る事業を生業としている。商工会女性

部長として２年、京都ちーびず推進員として４年、府内各地の事業者や活動団体と連携。

それぞれの活動を WEB 発信。当該事業者、団体からの支持をはじめ、東京からの視察や

メディア取材につながるなど閲覧者からの反応が良好。 

京都市内で府内各地の地域や事業者の活動を紹介する都市交流企画を企業と運営し、地域

外ファンづくりも実績を上げている。 

家業を発展させ、防災や衣と住という生活支援活動も実践。着物リフォームや介護予防に

つながる衣服やグッズの提案も京都市内事業者と連携して活動中。 

自宅をサロンとして開放し、技術指導やマッチング活動も行っている。 

実績 平成 28~令和元年度 京都ちーびず推進員・専門家登録 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 田中 利彦 写真 

 

所属 

肩書 

NPO法人テダス  

亀岡NAWASHIRO基金 副代表・事務局 

一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会 事務局 

専門性 

団体設立、法人格、組織運営、事業評価、会計、労務、税務、所轄庁手続き、データ管理、 

協働、行政との関係性づくり、交付金申請、事業受託、広報、デザイン、リサーチ、テレ

ビ番組作成、取材、動画撮影、動画編集、ネットツール、 

手法 個別相談、ワークショップ、セミナー・講座形式、動画 

略歴 

1996年、亀岡市保津町生まれ。2015年、亀岡高校を卒業後、ＮＰＯ法人アシストと、Ｎ

ＰＯ法人テダスの業務に従事。京都府で初めて高校新卒でまちづくり系 NPO 法人に 就

職し、新たな時代を予感させる逸材。テダスでは、ダイレクトメール事業「くちだす メ

ール便」やデザインコンテスト「チラ１GP」、高齢者と若者の同居をマッチングする 「ソ

リデール事業」、地域と学生の協働を推進する「学生交流プロジェクト」などを担当して

いる。 

実績 

・市民団体へのアドバイス 約 300本（5年間） 

・市民団体向け講座 9回 

・NPOの事務局 4団体 

・テレビ番組制作 約 50本 

備考 

・NPO法人事務力検定 初級編合格 

・NPO法人会計力検定 基本編合格 

・平成 31年度亀岡市支え合いまちづくり協働支援金 審査委員 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 堤 明日香 写真 

 

所属 

肩書 

山城ごはん 代表 

 

専門性 

・関係づくり、ソーシャルビジネス 

・子育て支援（地域や他団体との関係性構築、連携サポート/情報発信/事業計画サポート/

ワークショップ企画、実施支援）・食育、地産地消推進、農福連携 

手法 個別相談 

略歴 

2013 年認定 NPO 法人加茂女所属（ちーびず事業担当）/2014 年京都ちーびず推進員（～

2019 年度）山城地域を担当し、6 年間ちーびず団体支援活動に従事/2017 年山城ごはん実

行委員会を設立し山城地域の地産地消推進、農産物や生産者の情報発信、販売促進、加工

品製造のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄなど活動。山城地域の地産地消推進目的の地域ツアー企画、実施支援。 

実績 

【山城日和代表】山城地域農産品、加工品 EC サイト運営/マルシェ企画、出店【食育ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｻﾞｰ/幼児食ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】食育ワークショップ、相談会を定期開催【京都ﾌｰﾄﾞﾏｲｽﾀｰ】農産品の

情報発信【農福連携ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 真鍋 拓司 写真 

 

所属 

肩書 
特定非営利活動法人きょうとNPOセンター 事業コーディネーター 

専門性 NPOの運営に関するコンサルティング 

手法 個別相談 

略歴 2016年～ 現職 

実績 
特定非営利活動法人きょうと NPO センター及び指定管理者として運営している京都市

市民活動総合センターにて、NPO法人の運営に関する講座や個別相談を実施している。 

備考 特になし 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 味田 佳子 写真 

 

所属 

肩書 
NPO法人エコネット丹後事務局長 

専門性 NPO法人の運営相談／協働、関係作り 

手法 

個別相談(オンライン可)／ワークショップ 

団体の活動についてヒアリングし、ネットワークや経験を活かした提案と伴走支援を行

います。 

略歴 

1964年京都府京丹後市生まれ 

東大阪短期大学食物栄養学専攻栄養士コース卒業 

大阪市内で勤務した後 24歳でUターン、まちづく活動やりボランティアに関わる 

2005年～ NPO法人エコネット丹後設立と同時に事務局長に就任 

2017年度～2020年度 京都府協働コーディネーター 

2020年度～ 京丹後市総合計画審議会会長 

実績 
京都府丹後NPOパートナーシップセンター協働コーディネーターとしてNPO法人の運

営支援に関わる 

備考 

剣道初段、書道 3段 

栄養士免許 

京丹後市立図書館読み聞かせボランティア登録 

趣味は温泉巡り、料理、掃除、歴史（特に神話～平安時代） 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
山本 洋子 

やまもと ようこ 
写真 

 

所属 

肩書 
ＴＡＮＧＯくりえいと夢代表 

専門性 関係作り、ちーたび企画 

手法 個別相談（オンライン可） 

略歴 

東京都出身。成蹊大学文学部日本文学科卒。結婚後京都丹後に住む。丹後の文化に興味を

持ち地域の NPO まちづくりサポートセンターに所属（古代塾・地域ガイド塾） 

H23 年京丹後市の観光協会峰山支部（羽衣ステーション）事務局に就く。 

担当は京丹後市の峰山・大宮・弥栄支部と峰山伝統芸能振興会。 

退職後 H26 年よさのうみ福祉会の授産品販売員（峰山くりくり）。ホームページ担当。 

H27 年度、京都府女性の船研修（地域づくり班）で知り合った友人の誘いでちーびず事業

に参加し、丹後でのちーたびを企画。（ＴＡＮＧＯくりえいと夢発足） 

H28 年度～R 元年度ちーびず推進員。 

専門性を生かし、短歌づくりちーたび、古すぎる音楽の散歩道ちーたび、歴史・町歩き 

ちーたびなどシリーズで継続している。 

実績 
H29 年度～ 京都府ちーびず推進員 

H27 年度よりちーたび企画・実施 

備考 

書道 6 歳から始め、現在数名を自宅で教えている。  

コーラス（石川混声合唱団に所属）ホームページ FB 担当 

丹波の文化を伝承する会所属 

京都府女性の船ステップあけぼの所属 

丹後わくわくスポット『きらめき』所属 ホームページ担当 

丹後地域職業訓練センター観光ビジネス科接客サービス接遇講座修了（H27 年） 

 



 

 

京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
わたなべ のりこ 

渡辺 典子 
写真 

 

所属 

肩書 
黒胡麻くりえいと 代表 

専門性 
印刷・印刷物のデザイン（チラシ・パンフレット・イベントポスター・商品パッケー

ジ・書籍装丁 等）販売促進 

手法 個別相談、個別講座 

略歴 

京都市生まれ。嵯峨美術短期大学美術学部ヴィジュアルコミュニケーションデザイン１

コース卒業。印刷業を主とする企業勤務を経て 2016 年より 黒胡麻くりえいと として南

丹地域を中心に 地域活動、ソーシャルビジネスに関わるデザイン業務を始める。京都

ちーびず推進員として、2017年〜３年間活動。 

実績 

地域や商品のアピールポイント・魅力を表現する事で、顧客や他地域への PR になるだ

けではなく、当事者が魅力を再発見していただく材料になるデザインを目指す。 

平成 29年度〜31年度 京都ちーびず推進員 及び ハンズオン登録専門家 

備考  

 


