
発表者の皆様へ 

１．大会当日のタイムテーブル 

口頭発表の開始時間は分科会により異なります。詳細は発表者一覧で各自ご確認いただ

き、10:00 までに受付を済ませ、発表時間および指定質問者となる時間には必ず発表会場に

在席してください。

第 3・6・8・9・10分科会→10：00～ ／ 第 1・2・4・5・7 分科会 →10：30～ 

◆ 口頭発表者一覧（指定質問者一覧） ：別途資料を参照ください。

◆ パネル発表者一覧 ：別途資料を参照ください。

時 間 場 所 内 容 発表数

 9:30～10：00 1階ロビー 受 付  

10：30-14：50 2階 第1会議室 口頭発表 第1分科会：福祉・環境 6 

10：30-14：50 4階 第4講義室  第2分科会：ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ/人権① 6 

10：00-14：50 4階 第2講義室  第3分科会：ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ/人権② 7 

10：30-14：50 5階 第1講義室  第4分科会：芸術文化 6 

10：30-14：10 2階 第2会議室  第5分科会：防災・観光 5 

10：00-14：10 2階 第3講義室  第6分科会：経済 6 

10：30-14：10 5階 第2-4演習室  第7分科会：まちづくり・地域活性化 5 

10：00-14：10
6階 立命館大学

サテライト教室 
 第8分科会：その他 6 

10：00-14：10
6階 京都文教大学

サテライト教室 
 第9分科会：大学院① 6 

10：00-11：40
6階 龍谷大学 

サテライト教室 
 第10分科会：大学院② 3 

10：00-15：10 2階ホール パネル発表・行政展示 16 

15：30-17：00 5階 第2-4演習室 学生企画：「京野菜で三方よしを考えよう！」 



２．発表にあたっての諸注意 

当日の発表にあたっては、下記事項を厳守してください。

◆ 受付について 

発表者（口頭・パネルどちらも）は必ず 1 階ロビーでの受付を済ませ、各発表会場への

入室をお願いします。 

なお、当日の受付は大変混雑が予想されますので、団体でご参加の方は出来るだけまと

まってご来場ください。また受付では、代表者のお名前で作成した名札と参加人数分の配

布物等をお渡しします。つきましては受付の際、事前に代表者名と参加人数を把握いただ

き、スムーズな進行にご協力ください。 

【受付時間】9：30～10：00 

※午前の発表者は会場への入室が 9：45 となっておりますので、必ず 9：45 までに受付 
をお済ませください。 
（入室時間については、下記に記載しています口頭発表入室時間を参照ください。） 

◆ 口頭発表 

発表時間 1 発表につき、発表時間 15 分、質疑応答 10分、入替（撤収・準

備）5分の計 30 分です。発表時間は厳守してください。 

入室時間 午前の発表者は 9 時 45 分までに、午後の発表者は 12 時 55 分ま

でに、各発表会場に入室してください。 

発表データ 大会当日、パワーポイント等のデータを使用して発表される場

合、必ず発表データを事前に、電子メールか、持参または郵送（デ

ータを保存したＵＳＢメモリ等媒体）にて提出してください。 

【提出期限】11 月 25 日（火）【必着】 

【提 出 先】 E-mail: seisaku-admin-ml@consortium.or.jp 

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 

（公財）大学コンソーシアム京都  

第 10 回京都から発信する政策研究交流大会事務局 

≪注意事項≫ 

・期日以降に提出された発表データは受け付けません。 

・審査を伴う発表であるという性質上、交流大会当日、発表データ

の変更は原則として認めません。 

・大会当日の発表には Windows 7 のノートパソコン、パソコン用の

プロジェクター、及びスクリーンを用意いたします。 

・アプリケーションは、Microsoft Office 2010 (Microsoft Word,

Excel, PowerPoint ),Acrobat Reader 10 が使用できます。 

・ご自身のパソコンの持込はできません。 

以上、あらかじめご了承ください。 

配布資料 配布資料がある場合は各分科会会場の入口受付で配布可能です。

ただし、資料については発表者自身でご用意いただき（30 部程

度）、残部はお持ち帰りください。また、資料に不足が生じた場合

でも、追加印刷には応じかねますので、あらかじめご了承ください。



≪指定質問者制度について≫ 

発表者の方にはそれぞれ、1つの発表に対する指定質問者となり、同じ分科会内の別の発

表者に対して質問をしていただきます。 

どの発表に対する指定質問者となるかなど、詳細は上記でご案内しました口頭発表者一

覧（指定質問者一覧）に記載しておりますので確認いただき、大会当日指定された発表時

間中は会場に待機し、質疑応答時に 1つ以上の質問をお願いします。 

※入室時間 

指定質問者となる発表の始まる 10分前までに、会場に入室し、待機してください。 

※【ベスト質問賞】 

指定質問者のした質問の中から、ベスト質問賞 1 件（口頭発表分科会ごと）を審査員が

選出し、表彰式時に発表します。（アナウンスのみ） 

◆パネル発表 

掲示について 

【発表時間】 

（掲示時間） 

10：00～15：10

発表者は受付終了後、10：00 までに資料掲示を終えてください。

運営委員が掲示完了を確認します。発表時間内の掲示が確認でき

ない場合は、発表は無効として取り扱いますので、ご注意ください。

パネル 1枚（横 90cm、縦 210cm）、画びょう、椅子 1 脚をご用意

いたします。その他、発表には原則として機材を用いることは許可

いたしません。 

資料は一枚の大きなポスターを掲示したり、Microsoft 

PowerPoint などで作成したスライドを一枚ずつタイル状に掲示す

る等、自由な形での展示が可能です。 

ただし、掲示はご自身で作業していただきますので、当日各自で

資料をご持参ください。また発表終了後も必ずご自身で撤収いただ

き、掲示資料等はお持ち帰りください。 

【審査時間】 

（在席責任時間）

13：10～15：10 

審査委員による審査を行いますので、在席責任時間中は必ずご自

身の発表パネル前で待機ください。 

なお、審査が終了した後についても、在席責任時間中は一般の来

場者と質疑応答を行うなど、発表パネル前に引き続き在席してくだ

さい。 

配布資料 配布資料がある場合は事務局で用意した椅子を利用し、配架して

ください。受付での配布はいたしません。 

また残部はお持ち帰りください。資料に不足が生じた場合でも、

追加印刷には応じかねますので、あらかじめご了承ください。 



3．審査について 

審査は、提出された発表論文の事前審査と当日の発表による総合評価で、下記の審査項

目に基づき、審査委員が行います。

事前論文審査 総合的評価（テーマ及び課題把握の的確さ、論理的整合性、結論の

社会的有意性）について審査します。 

口頭発表 ①論理性（内容に筋が通っているか、論理の飛躍がなかったか？）

②発想力（ユニークな発想が見られるか？） 

③がんばり度（研究方法が明確であり、地道な努力が見られるか？）

④表現力（プレゼンテーションはわかりやすく、理解を促すもので

あったか？） 

⑤質疑応答への対応（質問に的確に答えられていたか？） 

以上の 5点について審査します。 

パネル発表 ①論理性（内容に筋が通っているか、論理の飛躍がなかったか？）

②発想力（ユニークな発想が見られるか？） 

③がんばり度（研究方法が明確であり、地道な努力が見られるか？）

④表現力（ポスターが見やすく簡潔にまとめられていたか？また、

ポスターに聴衆を惹きつける工夫がされていたか？ 

⑤質疑応答への対応（参加者や運営委員による質疑応答に的確に答

えられていたか？） 

以上の 5点について審査します。 

≪研究奨励賞について≫ 

審査の結果、優れた発表には研究奨励賞（京都府知事賞／京都市長賞／大学コンソーシ

アム京都理事長賞／日本公共政策学会賞など）を贈与し、表彰式において発表します。 

また、口頭発表においては上記の表彰に加え、ベスト質問賞も設けています。 

＊優秀賞については、全体のバランスをみて件数、対象者を決定する。 

賞の名称 口頭（＋論文） パネル（＋論文） 論文重視型 

京都府知事賞（2件） 学部生 院生     

京都市長賞（2件） 学部生 院生     

大学コンソーシアム京都 

理事長賞（1件） 
  学部生・院生   

日本公共政策学会賞（2件）    学部生 院生

優秀賞＊ 全体から 10 件程度   



4．その他 

≪発表論文について≫ 

みなさまから提出いただいた発表論文は「発表論文集」に取りまとめ、大会当日に無料

で配布いたします。 

≪審査結果について≫ 

大会開催後すべての発表者に対し、今後の研究の参考にしていただけるよう、審査結果

をお送りします。 

各発表へのコメントを記入したい方は、大会当日コメント用紙をご用意していますので

そちらにご記入ください。ご記入いただいたコメントは審査結果と併せて発表者に送付し

ます。 

≪学生企画のご案内≫ 

発表（口頭・パネル）終了後、審査時間を活用し、本大会を運営・企画している学生実

行委員による企画を開催します。 

学生企画「京野菜で三方よしを考えよう！」 

みなさんは京野菜のこと、知っていますか？ 

今年度の学生企画は今回新たな発表テーマとして設定した、『芸術文化を活かした都市政

策』を考える一つのきっかけとして「京野菜」を活用し、敷居が高いとされる京都の伝統

文化に比較的身近な食文化からアプローチします。

大会当日はゲストスピーカー（生産者・販売者）による講演や参加者（消費者）による

グループディスカッションを通して、京野菜に関わる生産者、販売者そして消費者の三者

が幸せになるための方法を探ります。

どうすればみんながＨＡＰＰＹになれるか、一緒に考えてみませんか？

みなさんのご参加をお待ちしております。

時間：15：00～17：30 
場所：キャンパスプラザ京都 5 階 2～4 演習室 

【お問い合わせ・提出先】 
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る キャンパスプラザ京都（休館日：月曜日） 
公益財団法人大学コンソーシアム京都 第 10 回京都から発信する政策研究交流大会事務局 
TEL : 075-353-9130 ／ E-mail : seisaku-admin-ml@consortium.or.jp 
HP : http://www.consortium.or.jp/project/seisaku/conference 
Facebook: https://ja-jp.facebook.com/10seisaku 


