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●印：パブリック・ハーツ株式会社の業務として実施               2017 年 7 月現在 

水谷香織 実績一覧 
 

 

１. 社会的合意形成の支援（コンサルティング、ファシリテーション、ヒアリング調査等） 

実施期間 タイトル、業務名等 委託者・関係団体等 

2017. 3 ●「歴史の里」運営計画検討に伴うワークショップ開催支援

業務委託／ファシリテーター 

名古屋市教育委員会 

2017.2 ●2 市 2 町広域公共交通グランドデザイン等検討業務／ファ

シリテーター 

民間企業、本巣市 

2017.1～2017.2 ●桑名市市民ワークショップ／ファシリテーター 民間企業、桑名市 

2016.10 ●港区グループインタビュー業務委託／ファシリテーター 名古屋市港区役所 

2016.7～2016.8 ●地域住民との意見交換会の開催支援／ファシリテーター 社会福祉法人 

2016.6～2017.3 ●地域協働型インフラ管理／協働コーディネーター 神坂活性化推進協議

会 

2016.2～2016.3 ●ワークショップの企画・実施／ファシリテーター 民間企業、桑名市 

2016.2 ●平成 27 年度 神坂地域づくりビジョンのふりかえりＷＳ

／ファシリテーター 

神坂活性化推進協議

会 

2015.12～2016.1 ●子育て支援に関するニーズ調査事業／ファシリテーター 民間企業、愛知県 

2015.11～2016.3 ●清須市総合計画ワークショップ／企画・実施・ファシリテ

ーター 

民間企業、清須市 

2015.9～2015.12 ●瀬戸市輪談会のグループファシリテーション(20 小学校区

にて) ／ファシリテーター 

民間企業、瀬戸市 

2015.6～2015.7 ●羽島市地域公共交通網形成計画等策定業務委託／ファシ

リテーター 

建設コンサルタン

ト、羽島市 

2015.6～2015.8 ●名古屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）策定に

向けたグループインタビュー運営等業務委託 

名古屋市総務局 

2015.2 ●「神守防災しゃべり場」ファシリテーター業務／ファシリ

テーター 

シンクタンク 

2014.8～2014.9 ●垂井内町地域公共交通計画策定業務／ファシリテーター 建設コンサルタント 

2014.6～2015.3 ●地域づくりビジョン作成業務／コンサルタント、ファシリ

テーター 

神坂活性化協議会 

2014.1～2014.2 ●輪之内町地域公共交通総合連携計画策定調査Ⅱ業務委託

／ファシリテーター 

建設コンサルタント 

2013.8～2013.1 ●子どもに関する総合計画策定に向けたグループインタビ

ュー運営等業務委託／ファシリテーター 

名古屋市子ども青少

年局 

2013.6～2014.3 ●JR 名松線の利活用を考えるオープンディスカッション開

催支援業務／ファシリテーター 

個人、津市 

2013.6～2013.11 ●未着手都市計画道路のあり方に関するプロセス設計等業

務委託 

名古屋市住宅都市局 

2013.3 ●平成 24 年度天竜川水系三峰川上流域施設設計業務／ファ

シリテーター 

建設コンサルタント 

2013.1〜2012.3 ●道路計画の合意形成手法に係るアドバイザー業務委託／

アドバイザー 

名古屋市住宅都市局 

2012.12〜2013.3 ●山県市交通計画・生活交通ネットワーク計画策定にかかる

調査業務／市民検討会のファシリテーター 

建設コンサルタント 
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2012.11〜2013.3 堀川まちづくりの会準備会／ファシリテーター 名古屋市緑政土木局 

2012.10〜2013.3 ●「みなとまち中長期ビジョン（仮称）策定支援業務委託」

に関する補助業務委託 

公益財団法人 名古

屋まちづくり公社 

2012.8〜2012.12 ●「阿久比町 地域をつむぐ「協議の場」／ファシリテータ

ー 

(特非) 地域福祉サ

ポートちた 

2011.3.6 第 2 回景観まちづくり交流会／ファシリテーター 三重県県土整備部 

2011.3 ●栄地区地元協議会の地域合意形成に係る支援業務委託 名古屋市緑政土木局 

2011.3 ●名鉄広見線の利用促進に向けた関係者の意向調査及び論

点整理／調査、ファシリテーター 

名鉄広見線活性化協

議会 

2011.1 ●市民参加型河川整備計画への助言 建設コンサルタント 

2010.6～2011.3 人権感覚を育てよう業務 「ちがいをみつめて、ちがいをみ

とめる みんな、たいせつ ～『人権感覚を育てよう』プロ

グラム～」の開発／ファシリテーター 

(財)和歌山県人権啓

発センター 

2010.4～2011.3 ●港まちづくり協議会会議録作成業務委託 港まちづくり協議会 

2010.2.6 景観まちづくり交流会／ファシリテーター 三重県県土整備部  

2009.12～2010.3 ●名鉄広見線利用促進策実施計画策定支援委託業務 岐阜県可児郡御嵩町 

2009.12～2010.3 ●栄周辺の自転車対策に係る地域合意形成手法検討業務委

託 

名古屋市緑政土木局 

2009.11～2010.3 ●平成 21 年度長良川中流部河川整備検討業務 建設コンサルタント 

2009.12～2010.3 ●名鉄広見線利用促進策実施計画策定支援委託業務／ファ

シリテーター 

名鉄広見線対策協議

会 

2009.11～2010.3 ●平成 21 年度長良川中流部河川整備検討業務／アドバイザ

ー 

建設コンサルタント 

2009.11.16 平成 21 年度景観まちづくり交流会／ファシリテーター 三重県県土整備部 

2009.4～2010.3 ●港まちづくり協議会会議録作成業務委託 港まちづくり協議会 

2009.9～11 名鉄広見線利用活性化計画策定（経済ＷＧ、住民ＷＧ）／フ

ァシリテーター 

御嵩町 

2008.12～2009.3 ●環境整備協力費を財源とした事業（港まちづくり協議会・

名古屋市）に係る地域住民意向反映手法等調査 

港まちづくり協議会 

2008.5～2009.3 ●豊田市下山地域会議／ファシリテーター 豊田市 

2008.3 ●国土交通省中国地方整備局・芦田川住民説明会／議事進行

役（ファシリテーター） 

建設コンサルタント 

2007.12 ●国土交通省中国地方整備局・佐波川住民説明会／ファシリ

テーター 

建設コンサルタント 

2007.11～2008.3 経済産業省地域新事業活性化中間支援機能強化事業「志縁◎

循環プロジェクト」／小国ハンズオン支援専門家 

(特非)起業支援ネッ

ト 

2007.11～12 ●国土交通省中部地方整備局・山本地区住民ワークショップ

（道路の詳細設計）／ファシリテーター 

建設コンサルタント 

2007.10.20 ●岐阜県国際交流センター・日本語ボランティア団体ネット

ワーク会議／ファシリテーター 

岐阜県 

2007.8.25 ●岡崎市民都市づくり夢懇話会／ファシリテーター 建設コンサルタント 

2007.7.14 ●岡崎西高校都市づくり夢懇話会／ファシリテーター 建設コンサルタント 

2007.7～2008.3 ●豊田市下山地域会議／ファシリテーター 豊田市 

2007.2 ●岐阜県八幡地区標識サイン検討ワークショップ／ファシ

リテーター 

シンクタンク 

2007.1 ●国土交通省中国地方整備局・芦田川住民説明会／議事進行 建設コンサルタント 



3 

●印：パブリック・ハーツ株式会社の業務として実施               2017 年 7 月現在 

役（ファシリテーター、書記） 

2006.9～2007.3 ●倉敷市コミュニティバスワークショップ／ファシリテー

ター 

交通コンサルタント 

2006.8 岐阜県土地利用に関する意見交換会／ファシリテーター 岐阜県 

2006.7～2007.3 ●豊田市下山地域会議／ファシリテーター 豊田市 

2006.7～8 ●吉野川流域住民の意見を聴く会／ファシリテーター（書

記） 

建設コンサルタント 

2006.10 ●第１回３Ｒ推進全国大会循環型社会づくり・ワークショッ

プ～あなたと考えたい、私たちのごみ処理計画～／企画実

施・コーディネーター 

名古屋市環境局 

2006.1 経済産業省産業技術環境局「地球温暖化問題に関するワーク

ショップ」／ファシリテーター 

(財)政策科学研究所 

2005.12  天竜川上流河川事務所・高森町の天竜川上流河川懇談会／フ

ァシリテーター 

建設コンサルタント 

2005.11 愛知県・リニモ推進事業「第 2 回リニモワークショップ」／

ファシリテーター 

シンクタンク 

2005.7～2006.4 松本・四賀直結道路市民意向確認研究会／プロセスデザイ

ン、ファシリテーター 

松本市 

2005.2 飯田市 市民・行政交通勉強会／コーディネーター シンクタンク 

2005.1～2005.3 市民が考える脳死・臓器移植～専門家との対話を通じて～／

ファシリテーター 

シンクタンク 

2004.9～2005.3 滋賀県丹生ダム対話討論会／ファシリテーター（書記） 建設コンサルタント 

2004.9～2005.3 岐阜市一日市民交通会議／コーディネーター 岐阜市 

2004.9～2004.12 八幡地区交通円滑化検討委員会の安心歩行エリアワークシ

ョップ／ファシリテーター 

シンクタンク 

2004.9～2006.9 岐阜市市民交通会議／コーディネーター、事務局 岐阜市 

2004.4～2006.3 名古屋市のごみ行政に関する市民編集委員会／ファシリテ

ーション 

名古屋市環境局 

2003.11～2004.3 三重県・津市の自転車ネットワーク／ファシリテーター 建設コンサルタント 

 

 

２.参加協働型プロジェクトの企画実施 

実施期間 業務名等 委託者等 

2016.12 ●中期計画ビジョン作成支援／ファシリテーター 社会福祉法人 
2016.6～2017.3 ●地域協働型インフラ管理／コーディネーター 神坂活性化推進協議

会 

2016.5～2016.12 ●津島市小路巡りマップ作成 WS の運営業務 民間企業、津島市 

2016.4～2016.8 ●「環境サポーター養成講座 2016」コーディネート業務委

託／コーディネーター 
名古屋市環境局 

2015.12～2016.2 ●なごっちサミット 2015 運営業務委託／コーディネーター

／コーディネーター 
名古屋市子ども青少

年局 

2015.10 ●減災を図るための防災ネットワークの拡充・強化「東海地

区防災ワールドカフェ」／ファシリテーター 
(公社)日本青年会議

所 東海地区協議会 
2015.8～2015.9 ●干潟交流プログラムコーディネート業務「干潟 de トレジ

ャーハンター」／コーディネーター 
藤前干潟ふれあい事

業実行委員会 

2015.7～2015.8 ●平成 27 年度 NPO と行政のテーマ別意見交換会 シニア予 愛知県政策企画局、
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備軍（50 代）への定年後の社会参加に対する啓発活動につ

いて／ファシリテーター 
県民生活部 

2015.7～2015.8 ●ジロング大同窓会コーディネート業務／ファシリテータ

ー 
藤前干潟ふれあい事

業実行委員会 
2015.7 ～

2015.2015.8 
●2015年度 科学技術イノベーション政策のための科学拠点

間合同サマーキャンプ・ファシリテーション業務／ファシリ

テーター 

東京大学 

2015.5～2015.8 ●金山地区のまちづくりを語る会／ファシリテーター 公益財団法人名古屋

まちづくり公社 
2015.5～2015.8 ●対話の場“Hearts” ／コーディネーター 自社企画 
2015.4～2015.8 ●「環境サポーター養成講座 2015」コーディネート業務委

託／コーディネーター 
名古屋市環境局 

2015.4～2015.9 ●子どもワークショップ運営委託業務／コーディネーター 名古屋市子ども青少

年局 

2015.4～6 ●平成 27 年度交流会 講演「みんなの気持ちを大切にした

い～ワールドカフェで対話しよう」とワールドカフェ／コー

ディネーター 

公益社団法人 全国

消費生活相談員協会

中部支部 

2015.3～ ●地域まちづくり支援／地域まちづくりアドバイザー 名古屋市住宅都市

局、市民団体 

2014.10～2015.3 ●「環境サポーター養成講座 2014」コーディネート業務委託

／コーディネーター 

名古屋市環境局 

2013.10～2014.1 ●ファシリテーション等業務委託の請負／サブファシリテ

ーター 

京都大学 

2013.5～2013.3 ●白川村南部地区名物鍋創作支援等委託業務 白川郷鍋食い隊 

2013.9～2013.1 ●なごっちサミット 2013運営業務委託 名古屋市子ども青少

年局 

2013.1～2013.4 ●御嵩町地域探検事業委託業務「ミタケ・クエスト３」 名鉄広見線活性化協

議会 

2012.11〜2013.1 ●なごっちフレンズ交流会運営業務委託 名古屋市子ども青少

年局 

2012.10〜2013.1 ●子どもワークショップ運営業務委託 名古屋市子ども青少

年局 

2012.2～2012.3 ●園内学習プログラム企画運営委託「アグリ・クエストⅡ」 名古屋市緑政土木局 

（農業センター） 

2011.8～2011.12 ●園内見学プログラム企画運営委託「アグリ・クエスト」／

事業管理者 

名古屋市緑政土木局 

（農業センター） 

2010.7～2010.11 ●御嵩町地域探検事業委託業務「ミタケ・クエスト」／事業

管理者 

岐阜県可児郡御嵩町 

 

 

３．講師、パネリスト、行政委員等 

実施日・期間 タイトル等 委託者・関係団体等 

2017.8 ME 養成講座フォローアップ研修・地域協働型インフラ管理 

／非常勤講師 

岐阜大学 

2017.7.10 公共事業に役立つ合意形成力養成研修／講師 三重県県土整備部 

2017.6～2017.8 ME 養成講座社会的合意形成／非常勤講師 岐阜大学 

2017.4〜2017.9 地域活性化システム論／非常勤講師 岐阜大学 
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2017.4〜2017.9 社会基盤デザイン／非常勤講師 岐阜大学 

2016.11 ●市民参画(PI 等)講座「社会的合意形成の手法」／講師 公益財団法人 愛知

県都市整備協会 

2016.11.7 

 

「市民参加型の社会基盤整備」／講師 岐阜工業高等専門学

校 

2016.10 ●「地域支えあい活動人材養成講座（ステップアップ編」／

講師 

社会福祉法人 名古

屋市社会福祉協議会 

2016.7～2016.9 ●「なごや技塾～地域に喜ばれる現場とは～」／講師 公益財団法人 なご

や建設事業サービス

財団、名古屋市緑政

土木局 

2016.6 ●平成 28 年度 NUMO 全国シンポジウム／パネリスト 民間企業、原子力発

電環境整備機構 

2016.10 まちづくり実習／非常勤講師 名城大学 

2016.7.15 「『対立から合意へ』公共事業に必要な合意形成力養成研修

(前期）／講師 

三重県県土整備部 

2016.6～2015.9 ME 養成講座社会的合意形成／非常勤講師 岐阜大学 

2016.4〜2016.9 地域活性化システム論／非常勤講師 岐阜大学 

2016.4〜2016.9 社会基盤デザイン／非常勤講師 岐阜大学 

2016.3 ●エネ庁シンポジウム「資源のない日本、将来のエネルギー

の姿に関するシンポジウム in 名古屋」／パネリスト 

民間企業、経済産業

省 

2016.1 ●桑名市シンポジウム「公共施設マネジメントに関するシン

ポジウム」／パネリスト 

民間企業、桑名市 

2015.11.13 「市民参加型の社会基盤整備」／講師 岐阜工業高等専門学

校 

2015.11 ●平成 27 年度地域福祉リーディングモデル事業人づくり応

援事業「地域支えあい活動人材養成講座（ステップアップ編」

／講師 

(福)名古屋市社会福

祉協議会 

2015.11.5 平成 27 年度愛知県建設技術研修 官民連携講座「社会的合意

形成」／講師 

(公財)愛知県都市整

備協会 

2015.9～2017.3 清須市総合計画審議会委員 清須市 

2015.9,2016.1 ●平成 27 年度防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」啓

発指導講座「ファシリテーター養成」／講師 

(特非)レスキュース

トックヤード、あい

ち防災協働社会推進

協議会、愛知県 

2015.8 ●井郷地域まちづくり楽校の講師／講師 シンクタンク、豊田

市 

2015.7～2015.9 ●なごや技塾～地域に喜ばれる現場って何だろう～／講師 公益財団法人 なご

や建設事業サービス

財団 

2015.7.7 平成 27年度「『対立から合意へ』公共事業に必要な合意形成

力養成研修」／講師 

三重県県土整備部 

2015.6～2015.9 ME養成講座社会的合意形成／非常勤講師 岐阜大学 

2015.6～ 羽島市地域公共交通協議会委員  羽島市 

2015.6～ 羽島市公共交通会議委員 羽島市 

2015.6 ●ファシリテーション研修／講師 民間企業 

2015.4〜2016.3 まちづくり実習／非常勤講師 名城大学 
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2015.4〜2014.9 地域活性化システム論／非常勤講師 岐阜大学 

2015.4〜2014.9 社会基盤デザイン／非常勤講師 岐阜大学 

2015.3 ●合意形成・ファシリテーション研修／講師 (特非)エンド・ゴー

ル 

2015.2.10 特別講演会「市民参加型の社会基盤整備」（コミュニケーシ

ョンの実践的な演習を含む）／講師 

岐阜工業高等専門学

校 

2014.11.5 平成 26 年度愛知県建設技術研修 官民連携講座「市民参加の

基礎」／講師 

(公財)愛知県都市整

備協会 

2014.9.19 

2015.1.31 

●防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」啓発指導講座「フ

ァシリテーター養成」／講師 

あいち防災協働社会

推進協議会、愛知県 

2014.9 合意形成研修 民間企業 

2014.8〜2014.9 ●原子力コミュニケーター養成講座 ／講師 (財)日本原子力文化

振興財団 

2014.8.25 平成 26 年度「公共事業に必要な合意形成力養成研修」／講

師 

三重県県土整備部 

2014.7 シンポジウム「地層処分を考える」 in 津／パネリスト 原子力発電環境整備

機構、民間コンサル

タント 

2014.6～2014.12 ●養老まちづくりリーダー養成講座（実践編）実施業務／講

師 

岐阜県養老郡養老町 

2014.5.15 平成 26 年度 新任技術職員協働基礎研修 「社会資本整備に

おける協働の基礎知識」「聴く姿勢」／講師 

三重県県土整備部 

2014.4〜 愛知県事業評価監視委員会／委員 愛知県建設部 

2014.4〜2014.9 地域活性化システム論／非常勤講師 岐阜大学 

2014.4〜2014.9 社会基盤デザイン／非常勤講師 岐阜大学 

2014.3 ●シンポジウム「地層処分を考える」 in 名古屋／パネリス

ト 

原子力発電環境整備

機構、民間コンサル

タント 

2014.2.4 特別講演会「市民参加型の社会基盤整備」（コミュニケーシ

ョンの実践的な演習を含む）／講師 

岐阜工業高等専門学

校 

2014.2 ファシリテーション研修／講師 シンクタンク、蟹江

町 

2014.1～2014.2 ファシリテーション研修／講師 福祉事業所 

2013.11 2013年度 NGU学生・政策フォーラム／パネリスト 名古屋学院大学 

2013.10 ～

2013.12 

養老まちづくりリーダー養成講座（基礎編）／講師 岐阜大学、岐阜県養

老郡養老町 

2013.10〜2015.3 三重県総合交通ビジョン策定懇話会／委員 三重県地域連携部交

通政策課 

2013.9 2012年度 フォローアップセッション／講師 日本福祉大学 

2013.6.6 平成 25 年度 総会特別講演 「市民参加型の社会基盤整備～

合意形成のあり方について～」 

岐阜県建設技術協会 

2013.6〜2013.11 ●若者・ニート支援のためのファシリテーション研修 (特非)エンド・ゴー

ル 

2013.6〜2016.3 鈴鹿亀山道路有識者委員会／委員 三重県県土整備部 

2013.5.24 平成 25年度 新任技術職員協働基礎研修「社会資本整備にお

ける協働の基礎知識」「聴く姿勢」／講師 

三重県県土整備部 
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2013.4〜2013.12 研修コンテンツ作成支援業務 民間企業 

2013.4〜2013.9 地域活性化システム論／非常勤講師 岐阜大学 

2013.2.5 特別講演会「市民参加型の社会基盤整備」（コミュニケーシ

ョンの実践的な演習を含む） 

岐阜工業高等専門学

校 

2012.11〜2013.4 ●地域福祉コミュニケーション・マスター養成講座 経営コンサルタン

ト、社会福祉法人 

2012.11.1 平成 24 年度愛知県建設技術共催研修「市民参加の基礎」／

講師 

(財)愛知県都市整備

協会 

2012.10 ●名古屋市地域委員会委員研修 名古屋市総務局 

2012.9〜2013.3 ●2012 年度高レベル放射性廃棄物に関するワークショップ

（草の根活動）の実践におけるファシリテーター養成講座、

イベント企画実施／講師、総合ファシリテーター 

広告代理店、原子力

発電環境整備機構、

(特非)あすかエネル

ギーフォーラム 

2012.9.8 2012年度 フォローアップセッション 地域福祉におけるコ

ミュニケーション形成／講師 

日本福祉大学 

2012.8〜2012.9 ●放射線コミュニケーター養成講座 (財)日本原子力文化

振興財団 

2012.8.24 住民の理解と納得を得るプレゼンテーション研修の講師 三重県県土整備部 

2012.8.18 ●防災人材育成研修「防災・減災カレッジ」地域防災コース 

ファシリテーター養成／講師 

(特非) レスキュー

ストックヤード 

2012.6.4 〜

2012.7.30 

平成 24 年度前学期科目「地域活性システム論」の講師派遣

依頼 

岐阜大学教養教育推

進センター 

2012.5.23 平成 24 年度 新任技術職員協働基礎研修の講師 「社会資本

整備における協働の基礎知識」「聴く姿勢」 

三重県県土整備部 

2012.3.13 ボランティアリーダーのためのファシリテーション研修 

～みんなのやる気と力を引き出す話し合いの技法～ 

知多市総合ボランテ

ィアセンター 

2012.2.3 特別講演会講師「市民参加型の社会基盤整備」（コミュニケ

ーションの実践的な演習を含む） 

岐阜工業高等専門学

校 

2012.1.7 本学スクーリング 相談援助演習Ⅱ グループワークの展

開過程と技法／講師 

日本福祉大学 

2011.12.17 ●名古屋市福祉協議会 福祉のまちづくりにおけるリーダ

ー養成講座ステップアップ編 第５回「場づくりの基礎（フ

ァシリテーション演習Ⅱ）」／講師 

(特非)起業支援ネッ

ト 

2011.11.14 平成 23年度「住民合意を得るためのプロセスデザイン研修」

／講師 

三重県県土整備部 

2011.11.1 平成 23 年度愛知県建設技術共催研修「市民参加の基礎」 (財)愛知県都市整備

協会 

2011.4～2011.12 ●平成 23 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション

研修の実施業務／（「美し国おこし・三重」実行委員会）／

３社（株式会社地域資源バンク NIU、コミュニティー・ユ

ース・バンク momo）の共同体にて実施／事業管理責任者 

「美し国おこし・三

重」実行委員会 

2011.3.23 ●COMBi 本陣勉強会 2011／講師 (特非)起業支援ネッ

ト 

2011.2～2011.4 ●合意形成研修の講師養成およびコンテンツ開発／講師ト

レーナー 

コンサルタント 

2010.12.16 特別講演会（１年生）「市民参加型の社会基盤整備」（コミュ

ニケーションの実践的な演習を含む）／講師 

岐阜工業高等専門学

校 
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2010.12.4～5 Fuwarinclusion session －ふわりんクルージョン－／パネ

リスト 

(特非)ふわり 

2010.11.24 特別講演会（４年生）「市民参加型の社会基盤整備」（コミュ

ニケーションの実践的な演習を含む）／講師 

岐阜工業高等専門学

校 

2010.11.5 平成 22 年度愛知県建設技術共催研修「市民参加の基礎」 (財)愛知県都市整備

協会 

2010.10.22 平成 22 年度にぎわいコミュニティビジネス創出支援事業 

コミュニティビジネス塾 2010「仲間・地域の巻き込み方」

／講師 

福井県中小企業団体

中央会 

2010.10.4 平成 22 年度「県民合意を得るためのプロセスデザイン研修」

／講師 

三重県県土整備部 

2010.8 平成 22 年度「合意形成力向上研修」／講師 三重県県土整備部 

2010.8.6 研修 講演会「ファシリテーターの心得と作法」／講師 コンサルタント 

2010.6～2011.3 ●人権感覚を育てよう業務 「ちがいをみつめて、ちがいを

みとめる みんな、たいせつ ～『人権感覚を育てよう』プ

ログラム～」 

(財)和歌山県人権啓

発センター 

2010.7～2010.12 ●コミュニケーション研修 ＩＴ関連企業 

2010.6～2010.7 ●コミュニケーション研修 建設コンサルタント 

2010.5.30 スクーリング「知っていると楽しくなる合意形成」／講師 日本福祉大学 

2010.5～2011.1 ●平成 22 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション

研修の実施業務／（「美し国おこし・三重」実行委員会）／

統括、講師 

「美し国おこし・三

重」実行委員会 

2010.4～2010.9 「社会基盤デザイン」／岐阜大学工学部非常勤講師 岐阜大学工学部 

2010.4～2010.9 ネットワーク大学コンソーシアム共同授業平成 22 年年度前

学期科目「地域活性化システム論」／非常勤講師 

岐阜大学本学教養教

育推進センター 

2010.2.17 平成 21 年度協働まちづくりの出前講座／講師 三重県県土整備部 

2010.2.3 平成 21 年度「事業説明会を円滑に進めるためのコミュニケ

ーション研修」／講師 

三重県県土整備部 

2010. 1～2010.3 ●地域課題解決の技術習得事業（鳴海学区・相原学区）まち

を歩き、まちを育む芽を発見しよう！プロジェクト（全４回）

／講師 

名古屋市緑区 

2009. 12 ～

2010.3 

●地域課題解決の技術習得事業（桶狭間学区・南陵学区）『“ふ

るさとづくり”』学んで実践！プロジェクト（全４回）／講

師 

名古屋市緑区  

2010.12.10 特別講義（１年生）「市民参加型の社会基盤整備」（コミュニ

ケーションの実践的な演習を含む）／講師 

岐阜工業高等専門学

校 

2009.11.27 平成 21 年度特別課程コミュニケーション技術［PI］（事務所

課長級）研修「合意形成のあり方」／講師 

国土交通省国土交通

大学校 

2009.11.19 愛知県都市整備協会研修／講師 (財)愛知県都市整備

協会 

2009.11.16 平成 21 年度「公共事業における協働の基礎研修」／講師 三重県県土整備部 

2009.11.10 平成 21 年度にぎわいコミュニティビジネス創出支援事業 

コミュニティビジネス塾 2009「仲間・地域の巻き込み方」

／講師 

福井県中小企業団体

中央会 

2009.11.6 平成 21 年度建設技術共催研修「市民参加の基礎」／講師 (財)愛知県都市整備

協会 

2009.10.3 ●愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師 (特非)レスキュース
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トックヤード 

2009.6～2010.1 ●平成 21 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーション

研修の実施及び同カリキュラム・テキストの見直し業務／統

括、講師 

「美し国おこし・三

重」実行委員会 

2009.4～2009.9 「社会基盤デザイン」／岐阜大学工学部 非常勤講師 岐阜大学工学部 

2009.3.6 平成 20 年度「公共事業における協働の基礎研修」／講師 三重県県土整備部 

2009.2.3,10 特別講義（1 年生）「土木とコミュニケーション」／講師 岐阜工業高等専門学

校 

2009.1.29 特別講義（4 年生）「市民参加型の社会基盤整備」／講師 岐阜工業高等専門学

校 

2009.1.22 技術部会河川委員会 第一分科会「河川整備における市民参

加・合意形成」 

(社)建設コンサルタ

ンツ協会中部支部 

2009.1～2009.3 ●「美し国おこし・三重」ファシリテーター養成研修カリキ

ュラム・テキスト作成業務 

「美し国おこし・三

重」実行委員会 

2008.12.15 ●ＪＩＣＥコーディネーターのためのファシリテーション

研修／講師 

(財)日本国際協力セ

ンター 中部支所 

2008.12.12 平成 20 年度公共事業における協働の応用研修／講師 三重県県土整備部 

2008.12.5 平成 20 年度特別課程コミュニケーション技術［PI］（事務所

課長級）研修「合意形成のあり方」／講師 

国土交通省国土交通

大学校 

2008.11.19 土地区画整理研修会／講師 (財)愛知県都市整備

協会 

2008.10.27 平成 20 年度「公共事業における協働のプロセスデザイン研

修」／講師 

三重県県土整備部 

2008.9.15 ●愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師 (特非)レスキュース

トックヤード 

2008.9.4，5 ●職員共同研修「市民協働を成功させるためのファシリテー

ション講座」／講師 

岐阜地域広域市町村

圏協議会 

2008.9～2009. 3 ●地域課題解決の技術習得事業『“ふるさとづくり”』学んで

実践！プロジェクト（全６回）／講師 

名古屋市緑区  

2008.7.14 コミュニティビジネス中間支援機能強化集合研修／講師 (特非)起業支援ネッ

ト 

2008.7.4 平成 20 年度建設技術共催研修／講師 (財)愛知県都市整備

協会 

2008.6.23 平成 20 年度公共事業における協働の基礎研修／講師 三重県県土整備部 

2008.4～ 「社会基盤デザイン」／非常勤講師 岐阜大学工学部 

2008.4～9 「国際事情」（前期）／非常勤講師 岐阜工業高等専門学

校 

2008.4～2008.6 共通科目「合意形成の理念と技術」／講義補助 岐阜大学 

2008.3.25，26 福祉事業所向け合意形成研修 in 札幌／講師 (特非)全国地域生活

支援ネット 

2008.2.29 「ステークホルダー分析」プロジェクト主催の公開セミナ

ー・「テークホルダーと合意形成」／発表者 

東京大学大学院法学

政治学研究科 

2008.2.18，19 福祉事業所向け合意形成研修 in 佐賀／講師 (特非)全国地域生活

支援ネット 

2008.1.15 ●平成 19 年度大学発ベンチャービジネスグランプリ／奨励

賞受賞者として発表 

名古屋市新事業支援

センター 

2007.12.21 平成 19 年度公共事業における協働のプロセスデザイン研修 三重県県土整備部 
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／講師 

2007.12.8 社会的な合意形成について／講師 岐阜大学コンクリー

ト勉強会 

2007.12.7 平成 19 年度特別課程コミュニケーション技術［PI］（事務所

課長級）研修「合意形成のあり方」／講師 

国土交通省国土交通

大学校 

2007.12.3，4 福祉事業所向け合意形成研修 in 愛知／講師 (特非)全国地域生活

支援ネット 

2007.11.6 ●グループファシリテーター養成講座／講師 建設コンサルタント 

2007.11.3，4 福祉事業所向け合意形成研修 in 鳥取／講師 (特非)全国地域生活

支援ネット 

2007.10.26 会的な合意形成について／講師 岐阜大学名古屋土木

会 

2007.10.21 ●愛知県防災まちづくりアドバイザー養成講座／講師 (特非)レスキュース

トックヤード 

2007.9.20 ●ユニバーサルデザイン実践セミナー 合意形成研修（3 日

目）／講師 

国土交通省中国地方

整備局、建設コンサ

ルタント 

2007.9.18 平成 19 年度公共事業における協働の基礎研修／講師 三重県県土整備部 

2007.9.6，7 ●職員共同研修「市民協働を成功させるためのファシリテー

ション講座」／講師 

岐阜地域広域市町村

圏協議会 

2007.8.27 月曜勉強会／講師 (特非)G-net 

2007.8～10 福祉事業所向け合意形成研修（愛知県内で６回）／講師 (特非)全国地域生活

支援ネット 

2007.8～10 ●志縁◎循環プロジェクトワークショプ研修（名古屋、長岡、

盛岡、高知、長崎）／講師 

(特非)起業支援ネッ

ト 

2007.2.27 ファシリテーション研修／講師 三重県県土整備部 

2007.6～9 ●研修会（３回）／講師 東海市まちづくり委

員会 

2007.5 会的な合意形成について／非常勤講師 愛知学院大学大学院 

2007.5 社会人コース「プレゼンテーション」／非常勤講師 岐阜大学大学院 

2007.4～2007.9 「国際事情」（前期）／非常勤講師 岐阜工業高等専門学

校 

2007.4～2007.6 共通科目「合意形成の理念と技術」／講義補助 岐阜大学 

2007.2.28. ファシリテーション入門講座／講師 三重県県土整備部 

2007.2.16 技術講習会／講演 愛日建設技術会 

2007.1.27 ●ファシリテーション講座／講師 西尾幡豆防災リーダ

ー会 

2006.11.22. 公共事業における住民参画研修／講師 三重県県土整備部 

2006.9 ●職員共同研修「市民参加・社会的合意形成のための実務者

向けコミュニケーション技術研修」／講師 

岐阜地域広域市町村

圏協議会 

2006.6～2006.9 ●パブリック・インボルブメント技術者養成研修／講師 建設コンサルタント 

2006.6.8 ●「市民参加型行政を考える－中京圏における行政の政策等

課題に関する住民参画手法 調査結果から－」／報告者兼コ

ーディネーター 

自社 

2006.4～2006.6 共通科目「合意形成の理念と技術」／講義補助 岐阜大学 

2005.12.9 「求められる住民主体のまちづくり～参加から主動へ～」／ 国土交通省中部地方
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コーディネーター 整備局多治見砂防国

道事務所、シンクタ

ンク 

2005.7.20 ＰＩ（パブリック・インボルブメント）研修／講師 建設コンサルタント 

2005.7.8 椿洞産廃不法投棄現場修復に向けての講演会 トークセッ

ション「産廃問題を解決する岐阜モデルはどう造るのか？」

／パネリスト 

岐阜大学 

2004.11.26 第７回岐阜シンポジウム「岐阜学を求めて―持続可能な地域

づくりと大学の貢献」分科会におけるＰＩ（パブリック・イ

ンボルブメント）研修／講師 

岐阜大学 

2004.11.10  ＰＩ（パブリック・インボルブメント）研修／講師 (社)建設コンサルタ

ンツ協会中部支部 

2003.8～2006.9 ＰＩ（パブリック・インボルブメント）研修／講師 建設コンサルタント 

 

 

 

４. 社会的コミュニケーションに関する研究開発 

実施期間 業務名等 委託者・関係団体等 

2017.3 ●地域協働型インフラ点検のマネジメント及び教材作成 岐阜大学 

2016.7～2017.3 ●気候変動適応策に関するステークホルダー分析業務委託 法政大学研究開発セ

ンター 

2015.11～2016.3 ●地域協働型インフラ管理のコミュニケーション支援業務 岐阜大学 

2015.12～2016.3 ●気候変動適応策に関するステークホルダー分析業務委託 法政大学研究開発セ

ンター 

2015.6～2015.9 ●ＭＥ（社会基盤メンテナンス・エキスパート）による調査

結果を踏まえたインフラ一斉点検に関する関係主体への意

向調査および広報資料作成業務 

岐阜大学 

2014.4～2015.3 地域協働型インフラ管理のしくみづくり／国立大学法人岐

阜大学工学部附属インフラマネジメント技術研究センター

学術研究補佐員（客員准教授） 

岐阜大学工学部附属

インフラマネジメン

ト技術研究センター 

2010.6～2011.3 ●人権感覚を育てよう業務 「ちがいをみつめて、ちがいを

みとめる みんな、たいせつ ～『人権感覚を育てよう』プ

ログラム～」の開発 

(財)和歌山県人権啓

発センター 

2010.1～2010.3 ●港まちづくり協議会調査検討事業「平成 21 年度の提案公

募型事業の評価等に関する調査」 

港まちづくり協議会 

2009.1～2009.3 ●平成 20 年度「美し国おこし・三重」ファシリテーター養

成研修カリキュラム・テキスト作成業務 

「美し国おこし・三

重」実行委員会 

2007.12～2008.3 ●ステークホルダー分析プロジェクト「ステークホルダー分

析の実施」 

東京大学大学院法学

政治学研究科 

2007.10～2010.3 ●独立行政法人科学技術振興機構・社会技術研究開発事業 

「中関心層を対象とした熟議型対話手法の参加型開発、およ

び社会実験（統合的 pTA 会議）」 

(独)科学技術振興機

構 社会技術研究開

発センター／大阪大

学 

2007.8～2008.3 ●「今後の社会情勢に対応した都市施設・市街地開発事業の

あり方等に関する検討調査」 

(財)都市計画協会 

2007.8～2008.3 厚生労働省平成 19 年度障害者保健福祉推進事業「新体系サ

ービスによる駅前空き店舗を活用した地域密着型事業の調

(特非)ふわり 
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査研究事業」 

2007.8～2008.3 厚生労働省平成 19 年度障害者保健福祉推進事業「小規模作

業所等の経営的自立を目的とした社会資源開発プログラム

の開発に関わる調査研究事業」 

(特非)全国地域生活

支援ネットワーク 

2006.6.8 ●パブリック・ハーツ・セミナー「市民参加型行政を考える 

－中京圏における行政の政策等課題に関する住民参画手法 

調査結果から－」／報告者兼コーディネーター 

(財)名古屋都市セン

ター（支援） 

2002.4～2003.3 平成 14 年度特別研究員「パブリック・インボルブメントに

おける第三者の役割」 

(財)名古屋都市セン

ター 

2003.4～2006.3 特別研究員（PD）「参画型公共事業計画における理論と実践」 日本学術振興会 

 

５．学会活動 

実施日・期間 タイトル等 関係団体等 

2016.5.28-29 スペシャルセッション／発表者 第 53 回土木計画学

研究発表会 

2007.11  パネルディスカッション／コーディネーター 都市計画学会中部支

部 

2007.9  全国大会ＰＩセッション／座長 土木学会 

2007.8  合意形成技術者教育研究会／事例発表者 土木学会四国支部 

2004.9  全国大会ＰＩセッション／座長 土木学会 

2003.11  土木計画学研究会／コメンテーター 土木学会中部支部 

2003.9 全国大会ＰＩセッション／座長 土木学会 

2001.6～2003.5 「土木とコミュニケーション」他の企画、取材、編集／土木

学会誌学生編集委員 

土木学会 

 

 

６. 論文、書籍、報告書等 

（１）論文（査読付き）、書籍 

・ 土木とコミュニケーション，土木学会編集委員会編，(社)土木学会，2004. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論型多項ロジットモデルによる交通機関選択行動の記述，第 21

回交通工学研究発表会論文報告集，pp. 37-40，2001. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論とロジットモデルによるハイブリッドモデルの検討，土木計画

学研究・論文集，Vol. 18 no3，2001. 

・ Kaori Mizutani and Takamasa Akiyama : Construction of Modal Choice Model with a 

Descriptive Utility Function using Fuzzy Reasoning, Proc. of the 9th International Fuzzy Set 

Association World Congress, CD-ROM, No.149, 2001. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論型効用関数をもつロジットモデルに関する検討，第 20 回交通

工学研究発表会論文報告集，pp. 197-200，2000.10.【★2000年度交通工学研究発表会 研究奨励賞 受

賞】 

・ Kaori Mizutani and Takamasa Akiyama : A Logit Model For Modal Choice With a Fuzzy Logic Utility 

Function, the 2
nd

 International Conference on Traffic and Transportation Studies, pp. 311-318, 2000. 

7,8. 

・ Kaori Mizutani and Takamasa Akiyama : A Descriptive Hybrid Model of Modal Choice with 

using Fuzzy Reasoning, the 4th Asian Fuzzy System Symposium, Vol.1, pp. 593-598, 2000. 2. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論を用いたハイブリッド型交通行動モデルの提案，第６回システ

ム最適化に関するシンポジウム講演論文集，pp.123-128，1999.12. 
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・ Takamasa Akiyama, Toshimitsu Takaba and Kaori Mizutani : Soft Computing Approaches in 

Activity Based Analysis, Proc. of The International Conference Modelling and Management in 

Transportation, volume 1, pp.69-75, 1999.11. 

・ 秋山孝正，高羽俊光，水谷香織：ナビゲーションのためのファジィ交通行動分析，日本ファジィ学

会誌，Vol. 11, No. 2, pp. 205-214, 1999.4. 

 

（２）論文（発表のみ）、報告書等 

・ 水谷香織，倉内文孝，高木朗義：地域協働型インフラ管理の仕組みづくりに向けた一考，第 50 回

土木計画学研究発表会・講演集，Vol.50，No.__，2014. 

・ 水谷香織，東善朗：土木計画における合意形成診断法の提案，第 47 回土木計画学研究発表会・講

演集，Vol.47，No. 294，2013. 

・ 東善朗，水谷香織：地域課題の解決に向けた地域探検ゲームの可能性と課題～岐阜県御嵩町地域探

検事業「ミタケ･クエスト」を事例として～，第 47 回土木計画学研究発表会・講演集，Vol.47，

No. 108，2013. 

・ 水谷香織：道路建設の可否を問う市民意向確認プロセスに関する一考察～松本・四賀直結道路にお

ける市民意向確認プロセスを事例として～，土木計画学研究・講演集，Vol.33，No. 322，2006. 

・ 水谷香織：岐阜市総合交通政策の策定に向けた市民参加プロセス～「岐阜市市民交通会議」の取組

み～，ぎふ・まちづくり研究 2005，pp.51-60，2006. 

・ 水谷香織：交通政策策定における市民参加プロセスに関する一考察－岐阜市市民交通会議を事例と

して－，土木学会第 61 回年次学術講演会講演概要集，CD－ROM，4-139，2006. 

・ 水谷香織，宮城俊彦：社会基盤（インフラ）整備事業におけるＰＩの意義と手法，第７回岐阜シン

ポジウム報告集，pp. 1-11，2005. 

・ Hideaki SHIROYAMA, Kaori MIZUTANI and Hiromistu YAJIMA：An Overview of Public 

Involvement in Japan: experiment and institutionalization, International Association for Public 

Participation Asia Pacific Conference, 2005.3. 

・ 轟修，伊豆原浩二，水谷香織，田口博司：住民によって作成されたヒヤリ地図と事故発生状況につ

いての考察，土木学会第 60 回年次学術講演会講演概要集，CD－ROM，4-301，2005. 

・ 水谷香織，轟修：市民参加のための道路事業に関する基礎的知識の共有法～長野県飯田地域におけ

る「道路事業を知る勉強会」を事例として～ 土木計画学研究・講演集，Vol. 32，No. 360，2005. 

・ 水谷香織：参画教育に基づく市民合意形成プロデューサー養成プログラムの開発，土木計画学研究・

講演集，Vol.29，No.77，2004. 

・ 松浦健治郎，澤田俊明，山中英生，水谷香織，片柳澄明：構想段階での自転車ネットワーク計画の

ＰＩ実施事例とその考察―三重県・津市の事例から―，土木計画学研究・講演集，Vol.29，No.22，

2004. 

・ 水谷香織：中京圏における住民参加型行政の現状と課題，土木学会第 59 回年次学術講演会講演概

要集，CD－ROM，Ⅳ－253，2004. 

・ 水谷香織：PI における第三者の役割，平成 14 年度特別研究報告書，(財)名古屋都市センター，2003. 

・ 水谷香織：中京都市圏におけるライフスタイルからみた個人交通行動変化の経年的分析，平成 13

年度特別研究報告書，(財)名古屋都市センター，2002. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ソフトコンピューティングを用いた時空間制約下の交通行動パターン分析，

土木計画学研究・講演集，Vol.24，CD－ROM，No. 36，2001. 

・ 水谷香織，秋山孝正：事例データベースを用いた交通行動パターン推計の提案，第 17 回ファジィ

システムシンポジウム講演論文集，pp. 239-240，2001. 

・ 水谷香織，堀出憲司，秋山孝正：事例ベース推論を用いたトリップパターン推計の提案，土木学会

第 56 回年次学術講演会講演概要集，CD－ROM，Ⅳ－340，2001. 

・ Kaori Mizutani and Takamasa Akiyama : Determination of Fuzzy Logic Utility Functions in 

Logit Models for Modal Choice, Proc. of the 9th World Conference on Transport Research, 
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CD-ROM, No. 4622, 2001. 

・ 堀出憲司，水谷香織，秋山孝正：事例データベースによる交通行動パターン推計についての考察，

土木学会中部支部平成 12 年度研究発表会講演概要集，339-340，2001.3. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論とロジットモデルの補完型モデルに関する比較検討，土木計画

学研究講演集，No. 23(2)，pp. 271-274，2000.11. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論型効用関数をもつ二項選択ロジットモデルの作成，土木学会第

55 回年次学術講演会講演概要集，CD－ROM，Ⅳ-336，2000.9. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論を用いたハイブリッド交通機関選択モデルに関する検討，第 1

６回ファジィシステムシンポジウム講演論文集，pp.39-40，2000.9. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論型効用関数をもつ交通機関選択モデルの作成，第７回ファジィ

建築土木応用シンポジウム講演論文集，pp.39-46，2000.3. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論型効用関数をもつ交通機関選択ロジットモデルの考察，土木学

会中部支部平成 11 年度研究発表会講演概要集，pp. 419-420，2000.3. 

・ Kaori MIZUTANI: Comparison of Logit-based and Fuzzy reasoning-based models of modal 

choice, Research Seminars at University of London, Centre for Transport Studies, 1999.6. 

・ Takamasa Akiyama, Kaori Mizutani: Description of Travel Behaviour by Soft-computing 

Techniques，Research Report of the Faculty of Engineering Gifu University, No. 49, pp. 27-37, 

1999.3. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ファジィ推論の時空間制約下の交通行動記述への応用，第 14 回ファジィシ

ステムシンポジウム講演論文集，pp. 831-832，1998.6. 

・ 水谷香織，秋山孝正：ソフトコンピューティングを利用した交通行動のモデル化，第 5 回ファジィ

建築土木応用シンポジウム講演論文集，pp. 21-29，1998.3. 

・ 水谷香織，秋山孝正：時空間を考慮したオフィスワーカーの交通行動モデル，土木学会中部支部平

成９年度研究発表会講演概要集，pp. 569-570，1998.3. 

 


