
kyotanabe

seika

kizugawa

けいはんな学研都市
発行／京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会／2019年

事務局
京田辺市（企画調整室）〒610-0393 京都府京田辺市田辺80 TEL.0774-64-1310（直）
精華町（企画調整課）〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70 TEL.0774-95-1990（直）
木津川市（学研企画課）〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110-9 TEL.0774-75-1201（直）

人
と

未
来
が

出
会
う
ま
ち

SCIENCE  CITY
KYOTO  KEIHANNA



SCIENCE  CITY
KYOTO  KEIHANNA

kyotanabe

seika

kizugawa

けいはんな学研都市
発行／京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会／2019年

事務局
京田辺市（企画調整室）〒610-0393 京都府京田辺市田辺80 TEL.0774-64-1310（直）
精華町（企画調整課）〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70 TEL.0774-95-1990（直）
木津川市（学研企画課）〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110-9 TEL.0774-75-1201（直）

人

と

未

来

が

出

会

う

ま

ち



新たなステージへ
昭和62年(1987年)の関西文化学術研究都市建設促進法施行から30年。平成18年(2006年)に策定されたサード · 

ステージ・プランが最終年を迎え、平成28年(2016年)3月に文化学術研究都市としてめざすべき方向が示されました。 

これまでの取組について「多様な主体による様々なネットワークが生まれ、新たな価値を創造する都市としていよいよ

花開こうとする」段階を迎えたと評価し、けいはんな学研都市の運営体制と今後の10年間におけるめざすべきビジョン、

行動の指針を示す「けいはんな学研都市新たな都市創造に向けて - 新たな都市創造プラン -」 が策定されました。
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ビジョン実現に向けた4つの取組

科学技術と文化の融合で知のフロンティアを開拓
●大学や研究機関等が相互に連携しながら、新たな知のフロンティアを
開拓する拠点としての本都市の機能を一層充実
●自然科学、人文・社会科学の横断的な連携により「世界の未来像」につ
いての多面的な研究の推進
●持続可能社会に向けた学術研究として、環境・エネルギー、人口・食糧・
水問題、医療・脳科学など先端的な研究の展開を促進

新たな都市創造のビジョン

世界の未来への貢献

知と文化の創造

人類の平和的・
持続的共存に向けた
新たな知恵を創出する 

科学・技術の様々な展開を
地域で受けとめ、
知の交流を通じて

新しい文化や生活像を
生み出していく

科学・生活・
文化・自然環境が
融合する

持続可能都市

世界の知と
産業を

牽引する都市

持続的に
イノベーションを
生み出す都市

具現化すべき都市の姿文化学術研究都市としての役割

けいはんな学研都市「新たな都市創造プラン」 1
「持続可能社会の構築と科学」をテーマ
として国際高等研究所が開催した第3回
東京フォーラムの様子 (平成27年2月)

京都スマートシティエキスポ2015のけい
はんなオープンイノベーションセンター
会場の風景 (平成27年5月)

オープンイノベーションで世界に展開
●マーケットを見据えた研究開発戦略構築や、知財、利害調整、フィールド
実証支援など、オープンイノベーションを基軸にプロジェクトの創出と
推進を一元的にサポートできる新たな仕組みを構築し、科学技術を
活用した産業化を促進
●けいはんなオープンイノベーションセンター (KICK)やインキュベート
施設、大学・研究機関との連携強化

2

世界に先駆けスマートな暮らしを育む次世代インフラ整備を促進
●歴史文化資源や自然環境を活かし、本都市の魅力を一層向上
●都市の多様性を一層高めるため、今後開拓していくべき分野をリード
する研究機関等の誘致、研究施設等と連携効果が発揮できる生産施
設等の導入検討、交流を支えるコンベンション機能の充実、強化
●ICTを活用した次世代型の連節バス、カーシェアリングシステムなど、モ
ビリティを高める新たな交通システム等の展開

3

文化・
学術研究
の振興

イノベーショ
ン

推進

都市形成

相乗効果を生み出すネットワーク型運営体制の構築
●立地機関等が対等な立場で参画しながら新たな連携を生み出し、相乗効果のメリットを享受できるネッ
トワーク型の運営体制に向け、①本都市全体のネットワークハブとなる新たな都市創造会議、②3つの分
野における連携・協働による新たな仕組み、③都市運営の基盤となる情報の集約・発信の仕組みを構築

4
都市運営

画像未
入



築いてきた都市創造
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産学官民の
協力 と連携 

文化学術
研究施設と 
住宅の複合開発

クラスター型開発

けいはんな学研都市の3つの特徴

学研促進法に基づく
国家プロジェクトの推進

けいはんな学研都市の概要

音楽を奏で香を薫じる天女「飛
天(ひてん)」をモチーフとしたシ
ンボルマークは、曲線が京阪奈
丘陵を、そして三つの形が過去・
現在・未来と産・学・官の連帯を
表現しています。シンボルカ
ラーは「紅(くれない)色」。豊か
な歴史的・文化的蓄積の上に、
新しい価値を創造する都市をこ
の色に表現しています。

シンボルマーク

昭和53年(1978年)「関西学術研究都市調査懇談会」が発足し、日本の新しい未来のための学術研究都市の構想が

提言されました。そして、京都・大阪・奈良の三府県にまたがる京阪奈丘陵で、21世紀を担う文化・学術・研究の新しい

拠点づくりとして、関西文化学術研究都市の建設プロジェクトがスタートしました。 

現在では、140を超える研究施設・文化施設などが立地し、産学官連携による多くの成果も生まれ、文化学術研究の

進展に大きく貢献しています。

「けいはんな学研都市」の現状とこれまでの成果

全体規模
区　分

関西文化学術研究都市
文化学術研究地区内

訳 周辺地区

面積（ha） 想定人口（万人）
約15,000

約3,600

約11,400

約41.0

約21.0

約20.0

※1 平成30年4月1日現在　国土交通省調べ　※2 平成30年4月1日現在　住民基本台帳人口　※3 平成30年5月末現在　(公財)関西文化学術研究都市推進機構資料 

文化学術研究地区府県 計画面積（ha） 整備済面積（ha）※1 現在人口（人）※2 立地施設数※3

京
都
府

大
阪
府

奈
良
県

田 辺 地 区

南 田 辺 ・ 狛 田 地 区

木 津 地 区

精 華 ・ 西 木 津 地 区

平城・相楽地区（京都府域）

普 賢 寺 地 区

　 小 計 　

氷 室 ・ 津 田 地 区

清 滝 ・ 室 池 地 区

田 原 地 区

　 小 計 　

平 城 宮 跡 地 区

平城・相楽地区（奈良県域）

高 山 地 区

北 田 原 地 区

　 小 計 　

　 合 計 　

100
344
737
506
264
未定

1,951
74
340
127
541
142
362
333
未定

837
3,329

100
120
462
471
264
ー

1,417
74
247
122
443
44
356
40
ー
440
2,300

76
2,674
16,762
21,524
17,384
ー

58,420
2,429
143
6,841
9,413
508

24,145
522
ー

25,175
93,008

3
4
14
54
7
ー
82
22
9
1
32
10
9
9
ー
28
142

各クラスターの概況

研究機能及び分野の広がり(時間軸) 

医療・バイオ等の
立地も進展

環境・エネルギー

情報通信

立
地
施
設

生
産
系
機
能
の
立
地
も
進
展

機能

先端的な基礎研究
の成果が社会実装
に向け活用されつ
つある

分野

情報通信系分野か
ら多様な分野に広
がってきている

多様で総合的なサイエンスシティへ 

社会実装

社会実証

基礎研究

研究開発

提言・構想期
奥田懇談会提言(昭和53年~59年) 

構想実現段階
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年) 

都市の建設段階
関西文化学術研究都市の今後の整備方策について
 (セカンド・ステージ・プラン)(平成8年) 

建設推進・高度な都市運営の段階
関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン(平成18年) 

新たな都市を創造する段階
けいはんな学研都市新たな都市創造に向けて
新たな都市創造プラン(平成28年3月) 
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イノベーションを創出する都市づくり

けいはんな学研都市では、イノベーション創出を図
るため、けいはんなオープンイノベーションセンター
（KICK）において、産学連携による共同研究プロジェク
トの集積を進めており、大学等研究機関や企業等との
交流・連携を促進することとしています。 
また、2016年には、イノベーション推進の要となるハ

ブ組織「RDMM支援センター」を設立し、持続的にイノ
ベーションを創出する支援システムを構築しました。 
さらに、(国研)理化学研究所や(国研)情報通信研究
機構など世界最先端の技術を有する研究機関と地域
の大学・企業等との共同研究の展開に向けた取組につ
いても進めています。

けいはんな学研都市では、1,000戸を超えるスマート
住宅づくりや夜間の街灯の明るさを調整することで事
故や犯罪を予防するスマート防犯、また400人を超え
る住民参加による生活習慣病予防のためのへルスケ

世界の未来への貢献に向けて
けいはんな学研都市では、多様な立地施設の強みを活かし、

医療・エネルギー等の研究拠点となる

「けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK)」を核に、

イノベーション・新産業が持続的に創出される、

スマートシティの世界モデルを目指しています。 

アシステム、さらには、バス等の公共交通を核に電気自
動車のカーシェア等を組合せ、ICTで最適に運行管理
等を行うスマートモビリティーなど、幅広い分野でス
マートプロジェクトを研究・展開しています。 
また、国内外の自治体と企業との連携・協働を一層、
深める場となる「スマートシティ・グローバルネット
ワーク」を構築し、より強固な体制でスマートシティづ
くりを進めてまいります。

けいはんな学研都市では、世界最先端の技術を有
する研究機関の集積や、観光都市としての魅力、おもて
なし文化を生かしたエクスカーションの開催など、京
都・けいはんなが有するメリットを生かし、国際会議や
学会等のコンベンションを積極的に誘致しています。 
2016年秋に開催のAPECTEL54（APEC加盟国の情報

通信行政実務者約200名以上が出席する第54回電気
通信・情報作業部会）を皮切りに、コンベンションの誘
致を通じて、国際的な研究交流やビジネス交流を促進
します。

スマートシティづくり

コンベンション誘致

Smart City Expo World Congress
(バルセロナ市) 

京都スマートシティエキスポ 

けいはんな学研都市におけるスマートシティのイメージ

写真：けいはんな学研都市
情報通信、バイオ、環境など多様な分野の研究
機関や大学が集積し、最先端の研究が行われて
いるというポテンシャルの高さなどから、近年は、
企業の新規立地が加速しており、平成28年3月
末現在の立地施設数は140に達しています。

イラスト
マップデ

ータ

ご支給
下さい
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未来が「ここ」で創られます。

scien
ce / n

ew
 in

du
stry

けいはんな学研都市では、都市内外の文化学術研究機関との連携協働による

「持続可能のための科学」が共通の研究テーマとして取り組まれ、世界的にも注目

される高度な技術が次々に生み出されています。

こうした研究成果を新産業の創出にも結び付けるために、「新産業創出交流セン

ター」が中心となり、産学官の連携強化や企業活動の環境整備、技術面・人材面など

の支援をするとともに、研究から生産までの「川上から川下まで」を都市内に集積

するため、研究開発型産業施設や生産施設の立地促進、ベンチャーの育成・支援を

目的とする「けいはんなベンチャービレッジ」や「Dｰegg」の取組が進められています。

また、平成27年4月には、旧「私のしこと館」に「けいはんなオープンイノベー ション

センター」(KICK)が開所し、健康・医療、エネルギー・ ICT、農業・食料、文化・教育など

の分野で日本の成長を支える研究開発拠点となるよう、産学公連携のもと取組を

推進されています。

D-egg 実験研究室

科
学
／
新
産
業 先 進 的 な 科 学 技 術 の 開 発と新 産 業 の 創 出 で 人 類 を 繁 栄 に 導く

関西光科学研究所 非侵襲血糖値センサー

きっづ光科学館ふぉとん

情報通信研究機構(NICT)
「スマートフォンを用いた音声翻訳」

ＡＴＲ 遠隔操作型アンドロイド
「ジェミノイドTMF」

生物資源研究センター 「ダイズポット試験」

ＡＴＲ
ｆＭＲＩ（磁気共鳴画像）信号を解読
してロボットにヒトと同じ動作
をさせる脳-機械インタフェイス
（※本研究はホンダ・リサーチ・
インスティチュートとの共同研究
結果の一部）
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知識が「ここ」にあります。
けいはんな学研都市は、生駒系や木津川をはじめ、里山や田園などの豊かで多様

な自然・緑に恵まれた地域であり、また世界遺産をはじめ我が国の文化財の大半を

有する歴史文化の宝庫でもある京都や奈良に隣接し、さらには、高次都市機能の集

積する大都市大阪に近接しているという恵まれた位置にあります。この地で、我が国

を代表する文化学術研究機関が、芸術・技能に関する研究や歴史的な資料収集など

様々な活動を行い、各分野における拠点としての役割を果たしています。今後は、歴史

文化と先進的な情報通信技術が融合した社会実験の実施や、アジア諸国との歴史

文化ネットワークの構築による国際交流や歴史研究の推進などを行っていきます。

科 学・文 化・産 業 、

あら ゆ る 情 報 の 集 積と高 度 化

kn
ow

ledge &
 in

form
ation

 

知
／
情
報

何かが「ここ」で起こります。
けいはんな学研都市は、日本固有の文化を代表する京都・奈良といった歴史地域

に囲まれ、豊かな歴史文化と先進的な文化学術研究機関の融合した都市です。国家

プロジェクトとして、文化学術機関や研究機関、国際研究交流施設だけでなく、住宅

や都市基盤も着 と々整備され、文化の薫り高いまちづくりを進めています。

また、都市内における多様な知的交流を通して高いレベルの文化的生活の創造を

目指し、地域住民や研究機関などの連携による歴史・文化活動の推進を図ってい

ます。その一環として平成21年1月には、文化学術研究交流施設である「けいはんな

プラザ」を拠点として地域の活性化を目的とする「けいはんな学研都市活性化促進

協議会」が設立され、各種の文化活動やイベントが実施されています。

文 化 の 創 造と発 信 、

そして 世 界 に 開 か れ た

都 市 を 目 指して

raise th
e cu

ltu
ral stan

dard

文
化

京都府立けいはんなホー ル  
京都市交響楽団「映画の中のクラシック」

同志社女子大学  音楽学科オペラクラス公演

けいはんなプラザ･プチコンサー ト

KEIHANNA SCIENCE CITY

地球環境産業技術研究機構(RITE)

同志社大学（京田辺校地）

国立国会図書館関西館

同志社女子大学（京田辺キャンパス）

国際高等研究所(IIAS)



けいはんなの文化を再発見

けいはんな学研都市の魅力を発信

古くは平城京と平安京という、二つの都の間に位置する交通の要衝として歴史の舞台となり、現在は

最先端の頭脳が集積するけいはんな学研都市として、未来への希望ふくらむまちが育ちつつあります。

この古くからの伝統や文化の継承と新しい科学や文化の創造が交差するこの地域を、もう一度見つめ

直し、まちの魅力を再発見しようと「フィールド・ミュージアム（青空博物

館）」づくりで得られた地域資源の情報をまとめた、パンフレット「てくてく

MAP」を作成し、配布することでPRに努めています。

さらに文化面では、各種機関が実施するコンサートなどの文化事業

を側面的にサポートするなどして、都市の文化振興を図っています。

木津川市 「アスピアホ ー ル」 京田辺市  商工会館 「キララホ ー ル」 木津川市旧家 「八木邸」

けいはんなビジネスメッセ スマー トシティエキスポ
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けいはんな学研都市の京都府域に位置する2市1町では、市町間の結束

を図ろうと「京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会」を組織しています。

この組織は、学研都市の建設推進はもちろん、地域住民の生活を守り、

互いの交流を促進するための情報交換や関係機関への働きかけを円滑

に行うことを目的としています。

KYOTANABE ／ SEIKA ／ KIZUGAWA

「ＫＳＫねっとわーくは、京田辺市・精華町・木津川市」の頭文字をとり、2市1町がより連携（ネットワーク）
して、けいはんな学研都市建設を推進するという思いで名付けられました。

けいはんな学研都市の繁栄のために

けいはんな学研都市の建設推進や、まちづくりに関する予算の獲得、

学研施設誘致などを図るため、政策提案・要望を行っており、その対象は、

地元選出国会議員をはじめ、国の関係省庁・機関など多数におよびます。

これまで、国の学研都市建設推進体制の充実、道路・河川・下水道などの

公共施設の整備、文化・学術施設の誘致はもちろん、国が進める各種実証

実験などの競争的資金の獲得に関する活動を行ってきました。

各関係機関への要望・提案活動

けいはんなの文化を再発見

けいはんな学研都市の建設に対する理解や認識を深めてもらおう

と、2市1町が一体となって、東京や大阪のほか各地でPR活動を行って

います。例えば、過去にはJR東西線が開通して学研都市と一直線で結

ばれた大阪北新地駅付近で、特産品の配布や、バネルの展示、ビデオ

の上映などを行いました。また、「ビジネスメッセ」や「企業誘致フェア」、

「京都スマートシティエキスポ」のほか、東京で開催された「けいはん

な学研都市企業立地セミナーin東京」などの会場でも、この学研都市

PR冊子の「KSKネットワーク」の配布などを実施しました。

これらの活動が、けいはんな学研都市の建設推進や、知名度の向上、

さらには新たな文化・産業の誘導へとつながればと考えています。

けいはんな学研都市の魅力を発信

木津川市 「アスピアホ ー ル」 京田辺市  商工会館 「キララホ ー ル」 木津川市旧家 「八木邸」

けいはんなビジネスメッセ スマー トシティエキスポ
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古くから交通の要衝として栄えた京田辺市は、

南山城地方の行政・経済・文化の中心地として発展してきました。

現在も、大規模な住宅地開発に伴って人口の増加が続いており、

名実ともに関西文化学術研究都市の北の玄関口として発展を続けています。　

緑豊かで健康な文化田園都市

◎ 市の木／南京はぜ
◎ 市の花／ひらどつつじ
◎ 特産品／京田辺玉露、京都田辺茄子、山城たけのこ京田辺市

7世紀後半、天武天皇の勅願により創建されたと伝えられ
ています。多くの堂塔が立ち並ぶ大寺院であったといいます
が、現在では、本堂・庫裏・鎮守の地祗神社のみが往事をしの
ばせています。
本尊の十一面観音立像は木心乾漆造で国宝。春になると

参道の桜並木や周辺の菜の花畑、秋には紅葉が一際目をひ
く花見の名所となります。

大御堂観音寺

臨済宗の高僧・大応国師南浦紹明が、鎌倉時代に禅の道
場として創建したと伝えられています。
室町時代にたび重なる火災で荒廃するも、一休禅師が再

興し、傍らに草庵を結んで酬恩庵と名付けました。
紅葉が美しい石畳の参道の先には、唐様建築の本堂や、

一休和尚の坐像が安置されている方丈があり、枯山水の庭
園も見事です。

酬恩庵（一休寺）

木津川に隣接する飯岡地区は日本茶・宇治茶の最高峰玉
露の産地です。
2015年に文化庁に府南部8市町村の宇治茶に関する「日

本茶800年の歴史散歩」が認定され、飯岡の景観が選ばれま
した。日光を遮る覆下栽培の茶畑と丘陵部に存在する古墳群
とともに独自の景観が広がります。

飯岡の茶畑

国際自転車ロードレ一ス「ツアー・オブ・ジャパン」は、アジ
ア最大級のステージレースで、UCI (国際自転車競技連合）
公認の大会として、世界トップレベルの強豪選手が参戦する
国際レースです。
京都ステージは農産物直売所「普賢寺ふれあいの駅」を

スタートし、厳しいアップダウンが続くコースで熱い戦いが
繰り広げられます。

「ツアー・オブ・ジャパン」京都ステージ
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古からの豊かな自然と悠久の歴史を大切に継承しつつ、

次代への技術と文化を発信するまち「精華町」。

ここでは、自然と都市との共生、文化と科学の融合をめざし、

人々の願い、思いをかたちにする

創造的なまちづくりを進めています。

人を育み未来をひらく

学研都市精華町

◎ 町の木／かし
◎ 町の花／ばら
◎ 特産品／いちご、青とうがらし、えびいも、
 　　　　　洛いも、みす菜、花菜、花き

精華町

学研都市地域最大規模のイベントとして毎年開催されて
います。町内だけでなく、京都府域、府外からもたくさんの方
にご来場いただいています。バンド演奏やダンスパフォーマ
ンス、模擬店など、ご家族そろってお楽しみいただける催しが
盛りだくさんです。

せいか祭り

奈良時代の創建と伝えられる祝園神社において、毎年1月
中頃に行われる奇祭で、3日間にわたって行われます。お祭り
の中心は2日目の夜、闇夜の中を巨大な松明を先導に神田に
向かい、種蒔きの仕草をまねて地域の五穀豊穣が祈願され
ます。京都府指定無形民俗文化財。

いごもり祭

近松門左衛門の代表作「心中宵庚申」のモデルとなったお
千代・半兵衛が静かに眠る寺です。主人公のお千代は植田村
（現在の植田地区）の庄屋の娘と伝わっています。また、境内
の大きなクスノキは京都の自然200選に選ばれており、寺の
シンボル的存在になっています。

来迎寺

様々な分野の先端的な文化・研究施設や企業が集積する
学研都市の特色を活かして、子どもたちへ多様な「学びの機
会」を提供する「科学のまちの子どもたち」プロジェクトに取り
組んでいます。科学体験イベントやロボット工作教室などを、
年間を通して行っています。

「科学のまちの子どもたち」プロジェクト

科学体験フェスティバル ロボット工作教室

SEIK
A

いにしえ
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日常的な地域空間と現代アートとの融合に
より、魅力あふれるまちを新発見・再発見する
芸術祭です。
市内の古民家や神社、公園、廃校になった
小学校など、様々な場所を会場として開催して
きました。新たな市の魅力や文化を広く発信し、
また、市民が自分たちのまちを見つめ直す
きっかけになるなど、多くの人でにぎわいます。

木津川アート

国際化・情報化などグローバルに対応できるよう、また児童・生徒
一人ひとりの学力向上を目指して、市内小中学校では、ICT機器や
デジタル教材などを活用し、より分かりやすく、子どもたちの学習
への興味や関心を高める授業を実施しています。

IＣＴ教育の推進

浄瑠璃寺は、平安時代半ば、当時小田原と呼ばれた修行場の
一画に僧義明が薬師如来を安置して始まった寺院です。その後、
平安時代末期に、池を中心として西に九体の阿弥陀仏を安置した
阿弥陀堂（国宝）を、東には、京都から移築した三重塔（国宝）を配
した浄土庭園（特別名勝）を完成させ、今日の姿となりました。
岩船寺は、天平元年(729)、聖武天皇の勅願によって開基したと
伝えられています。平安時代の阿弥陀如来坐像や室町時代の三
重塔など、多くの重要文化財を有する寺院です。境内一帯に植え
られたあじさいが美しく「あじさい寺」として知られています。

浄瑠璃寺　岩船寺

平安時代末期、解脱房貞慶（げだつぼうじょうけい）が笠置寺から移り、荒廃していた寺を
復興して海住山寺と名づけました。五重塔は、貞慶没後の元仁（げんにん）2年(1225)に完成し、
総高17.7mと小さいことも特徴です。鎌倉時代の五重塔としては現存唯一のものとして、国宝
に指定されています。

海住山寺

かつて、日本の首都「恭仁京」がおかれた街。

約1300年の時を経て、関西文化学術研究都市の一翼として、

優れた都市景観や最先端科学技術が創出される街へ。

木津川市では、古の文化を今に伝えつつ、人類の現代と未来が創造されています。

子どもの笑顔が未来に続く　
幸せ実感都市　木津川

◎ 市の木／桜
◎ 市の花／コスモス
◎ 特産品／茶、筍、ごぼう、みず菜、大根、柿木津川市
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同志社大学（京田辺校地）　
●住所   京都府京田辺市多々羅都谷1番地3
　　       TEL  0774-65-7010
　　　　（京田辺校地総務課）
●ＵＲＬ   http://www.doshisha.ac.jp
●内容   1986（昭和61）年開校。79万㎡もの広
大な敷地を有し、約9,000人が学生生活を送っ
ています。理工系と文理融合学部の拠点であり、
最先端の実験・研究設備がそろうほか、同志社
ローム記念館、情報メディア館などは大規模な
情報教育設備も備えられています。また、ホー
ルやスポーツ系の各種練習場など課外活動の
施設も充実しています。
●開所年月   昭和61年4月

京都府農林水産技術センター　
生物資源研究センター　
●住所   京都府相楽郡精華町北稲八間大路74番地
　　       TEL  0774-93-3525
●ＵＲＬ   http://www.kab.seika.kyoto.jp/
●内容   京都府農林水産技術センター内の研
究機関として、バイオテクノロジーを活用した
収益性・生産性の高い新品種の育成や有益な
微生物利用技術の開発を行っています。今後
は、林業や水産業等との分野横断的研究にも
着手していく予定です。
●開所年月   平成9年4月

国立研究開発法人 量子科学技術  
研究開発機構　関西光科学研究所
●住所   京都府木津川市梅美台8丁目1番地7
　　       TEL  0774-71-3000（代表）
●ＵＲＬ   http://www.kansai.qst.go.jp/
●内容   関西光科学研究所では、新しい先端
的レーザーを開発し、物理・科学研究、産業・医
療分野などへの応用を目指した研究を行って
います。また、隣接している「きっづ光科学館
ふぉとん」では、光の不思議に関するさまざま
な体験にふれることができます。
●開所年月   平成11年6月

きっづ光科学館ふぉとん
●住所   京都府木津川市梅美台8丁目1番地6
　　       TEL  0774-71-3180
●ＵＲＬ   http://www.kansai.qst.go.jp/kids-photon/
●内容   「光」をテーマに、未来を担う子どもた
ちの「科学する心」を育み、科学技術に親しん
でもらうことを目的に設立。「展示」「映像」「実
験・工作」の3つの方法で、光の不思議を体験し、
光の基本的な性質から利用技術まで、楽しみ
ながら学ぶことができる科学館です。
●開所年月   平成13年7月

ロート製薬株式会社　
ロートリサーチビレッジ京都　
●住所   京都府木津川市州見台6丁目5番地4
　　       TEL  0774-71-8770
●ＵＲＬ   http://www.rohto.co.jp/
●内容   ヘルスケアアンドビューティーケア分
野における基盤技術強化・「再生医療」という
最先端技術への取り組み・アンチエイジングや
予防領域への取り組み・国内外研究者との共
同研究の推進等に取り組んでおります。
●開所年月   平成18年5月

京都プレス工業株式会社　
●住所   京都府木津川市州見台8丁目2番地1
　　       TEL  0774-72-3551
●ＵＲＬ   http://www4.ocn.ne.jp/̃kyopre/
●内容   当社は、長年の技術と経験を生かした
精密金型の設計・製作、及び金属製品の試作
から量産までを行っています。それに伴ない、
一貫した生産管理システムを確立し、迅速な
対応であらゆるニーズにお応えしています。ま
た、今後は『An inventive idea』をコンセプトに
“新製品の開発・革新的な加工技術の創造”を
社員一同で目指しています。
●開所年月   平成20年4月

株式会社エム・システム技研　
京都テクノセンター　
●住所   京都府木津川市州見台8丁目2番地3
　　       TEL  0774-75-1172
●ＵＲＬ   http://www.m-system.co.jp/
●内容   京都テクノセンターでは、エム・システ
ム技研からリリースされる新製品はもちろん
のこと、発売中の製品に関しても、改良等によ
る設計変更品など、製品全機種の形式試験を
行っています。電波暗室、温湿度・振動複合環
境シミュレーションシステムを中心とした各種
設備を配置し、次世代の自動制御に役立つ製
品の信頼性向上および開発のスピードアップ
に取り組んでいます。
●開所年月   平成20年10月

株式会社エム・システム技研　
京都商品センター　
●住所   京都府木津川市州見台8丁目2番地4
　　       TEL  0774-75-1815
●ＵＲＬ   http://www.m-system.co.jp/
●内容   産業用電子計測・制御機器の研究開
発および製造を行う研究開発型産業施設とし
て2013年に竣工。自社製空調コントローラを
用いたセントラル空調制御の実証設備や、多
品種・少量・短納期生産が実現できる最新鋭生
産設備を配備しています。2016年には増床工
事が完了しました。
●開所年月   平成25年10月

株式会社ミズホ　ミズホテクニカルラボ
●住所   京都府木津川市州見台7丁目30番地1
　　       TEL  0774-66-1141
●ＵＲＬ   http://www.kk-mizuho.jp/
●内容   当社は、機械部品・光学部品の精密加
工に用いる精密砥石を研究開発・製造・販売し
ています。開発拠点として、『砥石で未来を磨い
ていく』をモットーに、部品加工の高精度・生産
性向上へ取り組み、自動車・電子機器等の高機
能化を通じて社会へ貢献していきます。
●開所年月   平成23年8月

タツタ電線株式会社　
タツタテクニカルセンター　
●住所   京都府木津川市州見台6丁目5番地1
　　       TEL  0774-66-5550
●ＵＲＬ   http://www.tatsuta.co.jp/
●内容   急速に変化する機能性材料市場で
顧客ニーズを的確に把握し、時代のシーズ
を探求し続けるため、研究開発の核となる
Research Laboratoryと機能性フィルム工場を
併設しています。鋭意開発した新製品を即座
に生産できる体制により、更なる先端領域商
品のトップシェアサプライヤーを目指します。
●開所年月   平成25年4月

マンヨーツール株式会社R&D　
●住所   京都府木津川市州見台6丁目4番地
　　       TEL  0774-66-4246
●ＵＲＬ   http://www.manyo-tools.co.jp/
●内容   当社は、マシニングセンター等の工作
機械にツール（刃物）を取り付ける保持具
（ツールホルダー）を製造しています。量産品
が中心の大手企業では対応が難しい特殊品を
数多く手掛けており、その過程で開発した技術、
ノウハウを蓄積し、顧客のあらゆるニーズを満
たす高品質な製品を提供すべく、社員一同努
力しています。
●開所年月   平成25年7月

株式会社タカゾノリーブス　
●住所   京都府木津川市州見台8丁目2番地5
　　       TEL  0774-66-2988
●ＵＲＬ   http://www.takazono-leaves.co.jp/
●内容   親会社である株式会社タカゾノの製
品から生じる一部部品を回収し、リユースする
環境循環型事業を行っています。障がい者と
健常者が共に明るく笑顔で事業を通して環境
保全に努めることで、幅広く社会に貢献して行
きたいと考えています。
●開所年月   平成25年7月

朝日印刷株式会社　
京都クリエイティブパーク　
●住所   京都府木津川市州見台6丁目3番地1
　　       TEL  0774-75-1911
●ＵＲＬ   http://www.asahi-pp.co.jp/
●内容   当社は、医薬品・化粧品業界向け印刷
包装資材の構造提案から製造・販売、包装シス
テムの企画・販売も行う印刷包装資材メー
カーとして、国内外へ幅広く事業展開をしてお
ります。私共の「京都クリエイティブパーク」は、
事業のリスク分散も踏まえた当社初の関西地
域製造拠点として、主力事業の医療用医薬品
包装資材の製造を中心に、最先端の設備導入
により業界初高品質・高生産性のパッケージ
製造方法の研究開発にも取り組んでおります。
●開所年月   平成27年10月

京都大学大学院農学研究科　附属農場
●住所   京都府木津川市城山台4丁目2番地1
　　       TEL  0774-94-6405
●ＵＲＬ   http://www.farm.kais.kyoto-u.ac.jp/
●内容   附属農場は、露地圃場やハウス施設
を使って多様な農作物を栽培し、京都大学の
教員・学生の研究教育の場として90年以上に
わたって運営されています。2016年に高槻市
から移転した木津農場では、新設された施設・
設備をフルに活用し、豊かな未来を創る次世
代型農業技術の開発と実証拠点としてさらに
研究活動を充実させています。さらに、京都大
学外の研究者学生の研究教育をも担うべく機
能を拡充するとともに、農業生産と再生可能エ
ネルギーを併産する「グリーンエネルギー
ファーム」のモデル構築を目指しています。
●開所年月   平成28年4月

株式会社日本果汁 京都南センター
●住所   京都府木津川市州見台8-3
　　       TEL  0774-72-2366
●ＵＲＬ   http://www.japan-juice.co.jp/
●内容   京都南センターには、研究室で開発
された試作品を工業的に製造可能か試験する
ラインが備わっています。農作物の特徴を捉え、
高い価値を付与する工夫や廃棄物を減少させ
る工程設計を日々研究しています。価値ある加
工、継続を第一に考えた販売を行い、美味しい
ものを食べ続けることが出来る社会を目指し
ます。
●開所年月   平成28年11月

株式会社マルタカテクノセンター
●住所   京都府木津川市梅美台8-1-23
　　       TEL  0774-71-8418
●ＵＲＬ   http://www.marutaka-pax.co.jp
●内容   当社は“お米„の包装資材「米袋」を中
心として、お米の流通・販売に関する様々な商
品を扱っています。基本方針である「ニーズを
かたちに夢・創造」をモットーに、特許取得の
『モテるんパック』（レジ袋不要）など、環境に優
しい独自商品を企画、開発、販売し、米袋業界
の最先端を走っております。
●開所年月   平成29年4月

清和工業株式会社
京都木津川ECTセンター　
●住所   京都府木津川市梅美台８-２-１
　　       TEL  0774-74-8573
●ＵＲＬ   http://www.seiwa-oj.co.jp
●内容   1946年の創業以来、『堅実な経営・誠
実な会社』を指針とし、本社（東大阪）工場、伊
賀上野工場で電装製品の開発、製造を行って
まいりました。一昨年より木津川市で操業を開
始し建設機械及び農業機械、産業機械の電装
ケーブルの製造を行っております。社員一同、
お客様はもとより、地域の皆様にも貢献できる
よう努めてまいります。
●開所年月   平成29年6月

共栄製茶株式会社　
京都テクノセンター　
●住所   京都府木津川市梅美台8丁目1-2
　　       TEL  0774-73-0005
●ＵＲＬ   https://www.kyoeiseicha.co.jp
●内容   当社は、天保7年（1836年）創業の製
茶会社で、緑茶等幅広く食材を取扱っています。
昨今、緑茶は嗜好性とともに機能性が期待さ
れています。テクノセンターは、こうした期待に
応える高付加価値商品の開発拠点として設立
しました。また、最新鋭の抹茶製造設備を導入
して、ユニークかつ秀でた「モノづくり」を実現
します。
●開所年月   平成31年4月

同志社女子大学（京田辺キャンパス）
●住所   京都府京田辺市興戸南鉾立97番地1
　　       TEL  0774-65-8411
　　　　（京田辺キャンパス総務課）
●ＵＲＬ   http://www.dwc.doshisha.ac.jp
●内容   同志社女子大学京田辺キャンパスは
1986年に開校しました。緑豊かな環境に囲ま
れ、明るく活気に満ちたキャンパスには学芸学
部・現代社会学部・薬学部・看護学部の学生が
学んでいます。学研都市エリアにふさわしく、
最新の設備を備えた学舎が建ち並んでいます。
●開所年月   昭和61年4月

D-egg（同志社大学連携型起業家
育成施設）　
●住所   京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地　
　　　　（同志社大学内）
　　       TEL  0774-68-1378
●ＵＲＬ   http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/
●内容   「D-egg」は、大学を中心とした地域資
源（技術シーズ、知見など）をもとに、新たな事
業展開を図ろうとするベンチャーが集結した
賃貸施設です。新商品、新技術の開発を産学
官連携で前進させたい皆様にとって、御相談
からコーディネート、支援施策の紹介など幅広
いサポートを受けることが可能です。
●開所年月   平成18年11月

南田辺・
狛田

京都府立大学精華キャンパス
京都府立大学生命環境学部附属農場
●住所   京都府相楽郡精華町北稲八間大路74番地
　　       TEL  0774-93-3251
●ＵＲＬ   http://cocktail.kpu.ac.jp/agricul/ufarm/
●内容   9.7haの敷地に実習実験室や視聴室兼
講義室などを備えた農場管理棟を始め、ガラス
温室等の付属施設及び約3.5haのほ場（果樹園、
畑、水田、花き園）を備え、学生の実習教育、教
員の研究支援を行うとともに、食農教育や農業
研修等の社会貢献活動にも取り組んでいます。
●開所年月   平成9年4月

同志社大学（多々羅キャンパス）　
●住所   京都府京田辺市多々羅西平川原39番地16
　　       TEL  0774-68-1910
●ＵＲＬ   http://www.doshisha.ac.jp
●内容   2010年9月開校。外国人研究者や、外
国人留学生のための宿舎のほか、国際会議を
はじめ、本学留学生と教職員・学生・地域住民
との「国際交流事業」や「課外教育活動」の拠点
となっています。
●開所年月  平成22年9月

京都府立大学精華キャンパス
産学公連携研究拠点施設　
●住所   京都府相楽郡精華町北稲八間大路84番地
　　       TEL  0774-93-3251
●ＵＲＬ   http://www.kpu.ac.jp/
●内容   植物工場や抗体工学など、学研都市
の未来を担う研究拠点として、植物系・動物系
の実験研究棟や「エコタイプ次世代植物工場」
などを設置し、植物・環境・医薬等に係る共同
研究、大学発ベンチャー、新産業の創出・企業
集積に取り組んでいます。また、施設内の芝生
広場、展望台等は無料で一般開放しています。
●開所年月   平成23年4月
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株式会社国際電気通信基礎技術
研究所（ATR）　
●住所   京都府相楽郡精華町光台二丁目2番地2
　　       TEL  0774-95-1111
●ＵＲＬ   https://www.atr.jp/
●内容   国内外の産・学・官と緊密な連携のも
と、イノベーションや地方創生への貢献を目指
し、脳情報科学、ライフ・サポートロボット、無
線通信、生命科学に関する先駆的・独創的な研
究と事業開発を一体となって推進しています。
●開所年月   平成元年4月

株式会社島津製作所　
基盤技術研究所（けいはんな）
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目9番地4
　　       TEL  0774-95-1600
●ＵＲＬ   http://www.shimadzu.co.jp
●内容   我々は、研究機関、大学、企業などとの
積極的な連携、革新的な技術の習得、技術と
統合の深化、中長期的な視点からの新規事業
の推進などを通じて、社会的課題を追求し、革
新を創造します。
●開所年月   平成3年7月

けいはんなプラザ（京都府立けいはんな
ホール）〔文化学術研究交流施設〕　
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目7番地
　　       TEL  0774-95-5111（平日9時～17時30分）
　　               ホテル利用 0774-95-0101（終日）
●ＵＲＬ   http://www.keihanna-plaza.co.jp/
●内容   けいはんな学研都市の中核施設の１
つとして、162ユニットのレンタルラボ、千人規
模の大ホール等コンベンション施設および68
室のホテルを併設しています。また、レンタル
ラボご入居様に対しては、各種経営支援サー
ビスを行っています。
●開所年月   平成5年4月

日本電信電話株式会社
コミュニケーション科学基礎研究所
●住所   京都府相楽郡精華町光台二丁目4番地
　　       TEL  0774-93-5020
●ＵＲＬ   http://www.kecl.ntt.co.jp/rps/index-j.html
●内容   当研究所は「心まで伝わる」コミュニ
ケーションの実現をめざし、人間科学と情報科
学の両面からコミュニケーションの本質に迫
る基礎研究に取り組んでいます。新概念・新原
理の発見、新サービスにつながる革新技術の
創出を主なミッションとし、国内外の主要大学、
研究機関とも広く共同研究を行っています。
●開所年月   平成10年6月

公益財団法人国際高等研究所（I IAS）
●住所   京都府木津川市木津川台9丁目3番地
　　       TEL  0774-73-4000
●ＵＲＬ   http://www.iias.or.jp/
●内容   国際高等研究所は「人類の未来と幸
福のために、何を研究すべきかを研究する」こ
とを基本理念に、産・学・官の協力のもと1984
年に財団法人として設立されました。地球社会
が直面する困難にどのように対処するのか、
21世紀にあるべき文化・科学・技術はどのよう
な姿なのか、これらの諸課題に対する根源的
な研究を行っています。
●開所年月   平成5年10月

公益財団法人地球環境産業技術 
研究機構（RITE）　
●住所   京都府木津川市木津川台9丁目2番地
　　       TEL  0774-75-2300
●ＵＲＬ   http://www.rite.or.jp/
●内容   地球温暖化対策技術のCOEとして、 
発電所や製鉄所などの排気ガスからCO2を分
離回収し、地中へ貯留するCCS技術、非可食バ
イオマスから燃料や化学品を生産するバイオ
リファイナリー技術、様々な温暖化対策技術を
分析・評価し、効果的な温暖化対策・政策の立
案に役立つシナリオの策定、水素社会に不可
欠な水素の分離・精製などへの適用が期待さ
れる無機膜の研究など、革新的なエネルギー・
環境技術の研究開発を行っています。
●開所年月   平成5年8月

精華・
西木津

パナソニック株式会社  イノベー
ション推進部門  京阪奈地区
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目４番地
　　       TEL  0774-98-2502
●ＵＲＬ   https://www.panasonic.com/jp/home.html
●内容   パナソニック本社の研究所として、「新
事業を拓き、お客様が驚くような、より良いくら
しや社会、世界を築くことに貢献する」をミッ
ションとし、革新的な技術の研究開発に挑戦し
ています。
●開所年月   平成6年4月

けいはんな記念公園
（京都府立関西文化学術研究都市記念公園）
●住所   京都府相楽郡精華町精華台六丁目1番地
　　       TEL  0774-93-1200
●ＵＲＬ   https://keihanna-park.net/
●内容   文化を大切にした水と緑のあふれる
「けいはんな記念公園」には棚田風の芝生広
場やせせらぎがあり、まちの憩いの場となって
います。また日本庭園を有する水景園には長さ
123ｍの観月橋や最大重量70tの巨石群などダ
イナミックな見所がたっぷり。多彩なイベント
も開催し、幼児から大人まで楽しめる公園です。
●開所年月   平成7年4月

ルイ・ルルー美術館　
●住所   ○○○○○○○○○○○○○○○
　　       TEL  ○○○○○○○○○○
●ＵＲＬ   http://www.○○○○○○○○○
●内容   ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
●開所年月   ○○○○○○○○

京セラ㈱　中央研究所　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目5番地3
　　       TEL  0774-95-2121
●ＵＲＬ   http://www.kyocera.co.jp/
●内容   「新技術、新製品を世に送り出すこと
によって、科学技術の進歩発展と人々の暮らし
や社会の発展に貢献していく」京セラは創業
間もない頃にこの経営理念を定め、今日まで
企業経営の根幹としてきました。中央研究所で
は情報通信、環境・エネルギー分野での新規
事業を創出すべく基礎から応用、プロセスに
いたる幅広い研究開発を行っています。
●開所年月   平成7年7月

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
ユニバーサルコミュニケーション研究所
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目5番地
　　       TEL  0774-98-6300
●ＵＲＬ   http://www.nict.go.jp/
●内容   だれとでも、多様な情報を自由自在に
やりとりする際に立ちはだかる「壁」を打ち破り、
より人間中心のコミュニケーション環境を実現
することを目指して、「ユニバーサルコミュニ
ケーション」という基本コンセプトのもと、多言
語音声翻訳技術や社会知解析技術の研究を
進めています。
●開所年月   平成12年7月

国立国会図書館関西館
●住所   京都府相楽郡精華町精華台八丁目1番地3
　　       TEL  0774-98-1200（代表 自動音声案内）
●ＵＲＬ   http://www.ndl.go.jp/jp/kansai/index.html
●内容   国内外の図書約200万冊、雑誌・新聞
約10万タイトルを含む1,300万点以上の資料
を収蔵し、電子図書館機能を駆使した文献情
報の提供など、高度情報化社会に対応する図
書館サービスの拠点です。中庭に面した開放
的な閲覧室で、蔵書を閲覧・複写できます（原
則満18歳 以上。満18歳未満応相談）。
●開所年月   平成14年10月

オムロン株式会社　
京阪奈イノベーションセンタ
●住所   京都府木津川市木津川台9丁目1番地
　　       TEL  0774-74-2000
●ＵＲＬ   http://www.omron.co.jp/
●内容   当拠点はオムロングループのコアコ
ンピタンス「センシング＆コントロール」を支え
る基盤技術創出を担う当社の研究開発の中核
拠点です。「協創」をキーコンセプトに社内外
の研究機関とともに各々のもつ強みを生かし
合い“驚きを生む価値を創造”することを目指し
ています。
●開所年月   平成15年5月

株式会社フォトン
●住所   京都府相楽郡精華町光台七丁目 27番地1
　　       TEL  0774-98-0696
●ＵＲＬ   http://www.photon-cae.co.jp/
●内容   長年にわたる電磁場のコンピュータ
シミュレーションの実績と経験を踏まえ、電磁
場（電磁界）を中心に熱、振動、音場などの解析
ソフトの開発・販売を行っています。これからま
すます必要とされる電磁場の分野への取り組
みに対し、最適なソリューションの提供を目指
しています。
●開所年月   平成16年1月

ダイナミックツール株式会社　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台七丁目4番地6
　　       TEL  0774-98-0518
●ＵＲＬ   http://www.dynamictools.co.jp/
●内容   ヨーロッパ、アメリカから高品質の精
密機械工具・環境関連機器を輸入し、①高精度
加工 ②生産性向上寄与 ③作業環境改善を
テーマに商品開発に重点を置き販売・研究活
動を展開しております。
●開所年月   平成15年12月

株式会社井上製作所　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台七丁目4番地3
　　       TEL  0774-95-9055
●ＵＲＬ   http://www.inoue-seisakusyo.co.jp/
●内容   高齢化社会に貢献すべく、医療施設
及び老人保健施設等の「再加熱カート」「温冷
配膳車」を中心に、各施設での業務改善を実
現する機器の研究開発に取り組んでいます。
当社独自の技術を生かして、「食の安心・安全
と質の向上」、「人手不足を解消」、「環境にもや
さしい製品づくり」を目指しています。
●開所年月   平成16年4月

一般社団法人KEC　
関西電子工業振興センター　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目 2番地2
　　       TEL  0774-93-4563
●ＵＲＬ   http://www.kec.jp
●内容   ①EMC試験、製品安全試験、材料の電
磁波シールド効果測定等の試験事業 ②EMC、
製品安全を含む電子関連の幅広い技術情報
提供、技術者育成活動を行っており、国際・国
内規格に対応したEMC試験用電波暗室などの
設備を有しています。
●開所年月   平成18年3月

環境衛生薬品株式会社　生活圏環境
衛生研究所／関西学研ラボラトリー
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目6番地1
　　       TEL  0774-98-2130
●ＵＲＬ   https://www.kanyaku.co.jp
●内容   人が健康に生活する上で、安全な食
品や衛生的環境の確保は重要な課題と考え、
当研究所では総合的衛生管理手法や新たな
健康危害を引き起こさない為の対策・新技術
の研究を行っています。同時に衛生に関する
検査・分析、情報提供を行い、地域社会に貢献
したいと考えています。
●開所年月   平成18年4月／平成24年4月

カゴヤ・ジャパン株式会社　
けいはんなラボ　
●住所   （未公表）
　　       TEL  075-252-9355
●ＵＲＬ   http://www.kagoya.jp
●内容   けいはんなラボは、インターネット／
クラウドサービスの基盤となる、サーバーイン
フラを提供するカゴヤ・ジャパンのデータセン
ター設備です。日進月歩以上の早さの技術革
新に遅れることなく、研究・開発・提案・運用を
繰り返し、お客様が想像もし得なかったクラウ
ドサービスを提供できるよう取り組んでいます。
●開所年月   平成18年5月

関西電力株式会社　技術研究所　
かんでんｅ－ガーデン　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台5丁目1番地1
　　       TEL  06-6491-0221(技術研究所代表)
●ＵＲＬ   https://www.kepco.co.jp/corporate/
　　　　　　　　rd/index.html
●内容   環境に配慮した電気利用の観点から
施設園芸へのヒートポンプ（エアコン等）の活 
用に取組んでいます。ハウス内ではヒートポン
プの冷暖房によりイチゴ栽培に適した温度等
にする環境制御技術の実証試験を行っており、
イチゴの収穫量や品質の向上に寄与できるよ
うに取組んでいます。
●開所年月   平成18年9月

同志社大学（学研都市キャンパス）
●住所   京都府木津川市木津川台4丁目1番地1
　　       TEL  0774-65-6040（快風館事務室）
●ＵＲＬ   http://www.doshisha.ac.jp
●内容   関西文化学術研究都市に位置するこ
のキャンパスでは、赤ちゃん学研究センターを
はじめとする研究活動を展開し、21世紀に求
められる新たな学術フロンティアの開拓拠点
となっています。
●開所年月   平成18年11月

サイレックス・テクノロジー株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町光台二丁目3番地1
　　       TEL  0774-98-3781
●ＵＲＬ   http://www.silex.jp/
●内容   当社は、機器をネットワークに繋げる、
ハードウェア・ソフトウェア技術を核とした研究
開発型企業です。世界シェアNo.1のLAN対応
プリントサーバで培ったネットワーク技術を
使って、機器メーカへ有線・無線LAN関連機能
の組込みを提案しています。当拠点は、こうし
たビジネスを支える先端の研究開発活動と生
産活動の中核的な役割を果たしています。
●開所年月   平成20年1月

株式会社テクノーブル
サイエンスパーク京都　
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地5
　　       TEL  0774-98-1001
●ＵＲＬ   http://www.technoble.co.jp
●内容   弊社は1961年の創業以来55年以上
に渡って、機能性化粧品素材の開発を行って
います。研究開発主導型企業を社是として、美
と健康を創出するための、先進的な研究開発
と確かな機能性をもつ製品作りが弊社の強み
です。世界中の女性の美に貢献することを目
標として開発した、安心・安全で、独自性に富ん
だ高品質の機能性化粧品素材は、国内外の化
粧品市場から高い評価を頂いております。
●開所年月   平成30年12月

テクノファームけいはんな　
●住所   京都府木津川市木津川台九丁目5番5号
　　       TEL  0774-71-8800
●ＵＲＬ   http://technofarm.com
●内容   1日3万株のレタスを栽培できる世界
初の自動化植物工場です。天候に左右されず
に、安全で高品質なレタスを毎日生産。研究
開発設備を併設し、最先端の栽培技術開発に
も取り組んでいます。今後はマザー工場とし
て、次世代型農業生産システム『Techno  
FarmTM』の世界展開を支えていきます。
●開所年月   平成30年11月

ヒラヰ電計機㈱　
●住所   ○○○○○○○○○○○○○○○
　　       TEL  ○○○○○○○○○○
●ＵＲＬ   http://www.○○○○○○○○○
●内容   ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
●開所年月   ○○○○○○○○

新日本理化㈱　
●住所   ○○○○○○○○○○○○○○○
　　       TEL  ○○○○○○○○○○
●ＵＲＬ   http://www.○○○○○○○○○
●内容   ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
●開所年月   ○○○○○○○○
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株式会社加地　
けいはんなR＆Dセンター　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地7
　　       TEL  0774-98-2633
●ＵＲＬ   https ://www. exgel.jp/jpn/
●内容   独自開発した超柔軟合成ゴムEXGEL
（エクスジェル）は、衝撃吸収力、体圧分散性に
優れ、医療福祉分野のクッション材として、高
い評価を得ています。現在では、モータース
ポーツからチャイルドシート等のSafty商品ま
で、様々な分野で活用されています。精華町を
開発拠点として、更なる飛躍を目指します。
●開所年月   平成18年3月

有限会社ウィルコンサルタント　
けいはんなセンター
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地5
　　       TEL  0774-27-6946
●ＵＲＬ  http://www.eonet.ne.jp/̃willconsultant/
　　　　　　　theme/index.html
●内容   大型動的コーン貫入試験という地盤
調査方法を産学で研究しています。おかげさ
まで、昨年この試験方法は日本工業規格（JIS）
を達成、大型建築物の杭の支持層調査にも多
く使用されるようになっています。ふだん見る
ことのできない地下の分野ですが、より精度の
高い地盤調査で、皆様の安全を足元から支え
ます。
●開所年月   平成18年9月

髙由金属株式会社　
光台テクノセンター　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地9
　　       TEL  0774-98-2617
●ＵＲＬ   http://www.takayosi.co.jp/
●内容   当社は精密機械の加工組立を行って
います。当事業所では、今までに蓄積した加工
技術を生かした微細高精度加工を行っていま
す。大学・ベンチャー企業との連携によるバイ
オ・IT関連の製造装置の開発・製造を行ってい
ます。もの作りの技術集団を目ざし、お客様の
アイデアを製品化できるように努めています。
●開所年月   平成19年1月

日本制御株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地11
　　       TEL  0774-95-0201
●ＵＲＬ  http://www.nseigyo.co.jp/
●内容   マイコンを使用した各種制御装置の
組込みソフトウェア開発を専門としており、主
にFA機器、計測機器等制御ソフトウェアの受託
開発やソフトウェア開発技術の研究を行って
います。
●開所年月   平成19年2月

株式会社広和工業
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地6
　　       TEL  0774-98-2170
●ＵＲＬ   http://www.kowaindustry.com/
●内容   当社は、熱風乾燥機の製造と開発をし
食品からフィルム紙、布等の乾燥装置を設計し、
ユーザーの希望されるものを受注試運転迄責
任をもって納入しております。特に省エネル
ギー性を重視した装置の開発に力を入れてい
くことを一番の目的としています。CSRの精神
に会社全体が取り組み地域社会に貢献出来る
努力をしてまいります。
●開所年月   平成19年4月

東英産業株式会社　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番地1
　　       TEL  0774-98-4141
●ＵＲＬ   http://www.toeisangyo.jp
●内容   電子写真（複写機、ファックス、プリン
ター）用の基幹部品であるクリーニングから帯
電、転写などのブラシの開発・製造をしており
ます。当社のコンセプトは、常に先を見つめる
目とそれに応える技術力を培っていくというも
のです。これからも、環境にやさしい革新的な
技術開発に取組んでまいります。
●開所年月   平成19年7月

日本ニューロン株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地18
　　       TEL  0774-95-3900
●ＵＲＬ   http://www.neuron.ne.jp
●内容   身近なライフラインからエネルギー
や宇宙産業にいたるまで、伸縮管には高度に
パイプラインをジョイントする“神経管”として
の役割が強く求められています。「ニューロン・
ラボ」では最新の製造技術を開発しながら、金
属寿命を決定づける耐食・疲労という2大テー
マの研究に取組み、次世代が求めるプラント
システムの創造を目指します。
●開所年月   平成19年7月

株式会社イチグチ　京都光台事業所
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目7番地2
　　       TEL  0774-94-9021
●ＵＲＬ   http://www.ichiguchi.co.jp
●内容   株式会社イチグチは、日本における研
磨布紙加工工具製造業の先駆者です。研削・
研磨作業について、自動車産業、造船・機械
メーカーなどの幅広いお客様からの微妙且つ
様々なご要望と、私たちが抱く研削・研磨作業
環境の理想に、日々挑戦しております。今後も
研削・研磨の研究開発を行い、新製品を発売し
業界をリードできるよう取り組んでまいります。
●開所年月   平成20年6月

株式会社ウィル　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目7番地1
　　       TEL  0774-95-3931
●ＵＲＬ   http://www.will-mfg.com/
●内容   長年に渡り培われた微細精密切削加
工技術をベースに超微細精密部品の開発・製
造を行っています。主として半導体テストに使
用される当社の精密部品は、新たなコンタクト
ソリュージョンへの要求に応えるべく、日々進
化を遂げています。
●開所年月   平成20年7月

ケーピーエス工業株式会社　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番地3
　　       TEL  0774-39-7021
●ＵＲＬ   http://www.kps-k.co.jp
●内容   1956年の創業以来、弊社はポンプや
住環境商品の製造・販売を行ってまいりました。
草津電機グループの一員として当地に全面移
転し、研究開発型企業として、水循環システム
を始め、医療および住環境関連機器の研究開
発から、企画・製造・販売までの製販一体の体
制を確立しております。
●開所年月   平成21年4月

株式会社プロテックス・ジャパン
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地1
　　       TEL  0774-95-4800
●ＵＲＬ   http://www.protexjapan.co.jp/
●内容   化粧品、医薬部外品の研究開発、製造
を行っております（頭髪、頭皮、スキンケアなど
のヘルスケア商品）。お客様との出会い、関係
を大切にして、お客様と共に感動できる商品づ
くりを目指してゆきたいと考えております。プロ
としての使命が問われるこの時代、たゆまぬ努
力を続けて参ります。
●開所年月   平成21年4月

株式会社ジーネス
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地25
　　       TEL  0774-95-9701
●ＵＲＬ   http://www.gnes.co.jp/
●内容   当社の非破懐検査システムは航空・
宇宙、鉄道、自 動車、素材、建材分野など国内
外で豊富な納 入実績を有しております。
長年培った見えないものを見えるに変える高
精度の検査技術は、お客様から高い評価を頂
いております。
●開所年月   平成20年7月

株式会社ウイスト
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地26
　　       TEL  0774-98-6767
●ＵＲＬ   http://www.wist.co.jp/
●内容   工場内の自動化、省力化に対して独自
の視点により、時代に添った生産機を創造する
ことを基本理念とする感性あふれた企業です。
製品の個性化が進む中、国際的なコスト競争
と成りつつある薬品、化粧品業界に対し真に必
要な自動化設備を従来の概念にとらわれる事
なく、実績のあるメカトロニクス技術をベース
に豊富なノウハウとアイデアで提案致します。
●開所年月   平成21年5月

相楽工業株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地3
　　       TEL  0774-95-1808
●ＵＲＬ   http://www. sohraku.com
●内容   当社は、超硬合金を用いた引抜加工
用金型（DIES）の設計・製造・販売及び関連技
術の研究開発をしております。引抜加工で作ら
れた製品は、主に部品となり産業機械、自動車、
家電など様々な分野に使用されています。高
品質なものづくりを追求し、お客様のニーズに
お応えします。
●開所年月   平成25年２月

双和化成株式会社  
SOWA Technical  Institution  けいはんな
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地24
　　       TEL  0774-94-5551
●ＵＲＬ   http://www.sowakasei.com
●内容   SOWAはFRP素材研究や技術開発力
を強化するための新しい第一歩として、ここ新
文化首都けいはんなに自社研究所を設立致し
ました。私たちは自由な発想と情熱から生まれ
るこだわりのモノづくりにこれからも取り組み
続けます。
●開所年月   平成26年9月

株式会社イーシーフロンティア　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目2番地30
　　       TEL  0774-39-8299
●ＵＲＬ   http://www.ec-frontier.co.jp
●内容   電気化学分析装置と各種電気化学セ
ル・電極の研究開発および製造販売。
●開所年月   平成27年1月

株式会社テクノフレックス　
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目7番地4
　　       TEL  0774-98-2700
●ＵＲＬ   http://www.technoflex.co.jp/
●内容   フレキシブルホース及び伸縮管継手
の製造・販売のトップメーカです。国内に７箇
所の製造拠点及び９箇所の営業拠点を有し、
迅速な対応と豊富な商品群、経験を生かした
技術開発で、お客様の期待に応えます。当地で
は、三層管・フレキシブルホースの研究活動を
中心に行い、高性能且つ環境に考慮した製品
の開発を進めて参ります。
●開所年月   平成22年9月

内外化成株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地6
　　       TEL  0774-98-2111
●ＵＲＬ   http://www.naigai-kasei.jp/
●内容   当社は医薬品用プラスチック製品の
研究開発・製造に取り組んでおり、創業以来、
生命関連産業の一翼を担う企業として、常に安
全で高品質な製品の開発を目指しております。
当拠点では最新の生産設備と高精度な検査体
制により、時代のニーズに対応したクリーン
セーフティな製品を安定供給し、生命のパイプ
ラインとしての役割を果たします。
●開所年月   平成23年8月

明和ゴム工業株式会社　
京都生産技術センター　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番地13
　　       TEL  0774-95-2000
●ＵＲＬ   http://www.meiwa-rubber.co.jp/
●内容   「常に本業をベースとした絶えざる技
術革」を経営理念に、変わり印刷技術、次々と
生み出される高機能フィルムなどに関わって
おられるお客様方から日々届くニーズにお応
えすべき、新たな材質開発や生産技術の革新
に取り組んでおります。
●開所年月   平成24年4月

サンプラスチック株式会社　
テクノロジーセンター　
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地9
　　       TEL  0774-39-8201
●ＵＲＬ   http://www.sunpla.co.jp
●内容   最先端機器を駆使し、先進のIML（イ
ンモールドラベリング）システム技術を用いて、
高機能ディスポーザブル食品容器の研究開発
と生産を行い、「利便性を確保しつつ、環境に
配慮した容器の開発」を行う研究・開発拠点。
●開所年月   平成25年7月

株式会社アテックス京都事業所生産・
研究センター
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地11
　　       TEL  0774-98-2780
●ＵＲＬ   http://www.atecs.jp/
●内容   「プラスチックで芸術を創造する」こと
をコンセプトとし、高機能樹脂と金属、異種材
料をインサート成形で一本化した複合製品を
製造しており、産業・車載・民生機器用パッケー
ジに多く採用されています。特に、エコカーの
EV,HV,PHV.FCVなどの車載用インバータ部品、
充電器の開発と製造に注力しています。
●開所年月   平成26年4月

エンゼルプレイングカード製造京都
株式会社
●住所   京都府相楽郡精華町精華台八丁目1番地5
　　       TEL  0774-98-6055
●ＵＲＬ   http://www.angelplayingcards.com/
●内容   エンゼルが生み出した数々の「世界
初」や「オンリーワン」。それらは、いまやゲーミ
ング業界の「標準」となり、お客さまに、ゲーム
を楽しむ人々に、新しい価値をもたらしていま
す。
●開所年月   平成26年4月

アドコート株式会社　
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番20
　　       TEL  0774-66-1911
●ＵＲＬ   http://www.adpack.jp
●内容   弊社は、モノづくりの町東大阪市で
1968年に創業、設立し、2015年にけいはんな
学研都市精華地区へ本社工場を移転致しまし
た。 弊社が製造しております気化性防錆紙と
いう製品は、大手製鉄会社、自動車会社、刃物
会社等50年以上前からご愛顧頂いているにも
かかわらずほとんどが輸出梱包という特殊な
用途で使用されてきたため、世間の認知度は
非常に低いのが現状です。 高温多湿にある日
本を含めたアジア地域で大きなトラブルの原
因となる錆を非常に簡単に防ぐことができる
気化性防錆紙がみなさまのお役に立てるよう
願っております。
●開所年月   平成27年3月

けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）　
●住所   京都府木津川市木津川台9丁目6番　  
　　　　京都府相楽郡精華町精華台七丁目5番1
　　       TEL  0774-66-7545
●ＵＲＬ   http://kick.kyoto/
●内容   健康・医療、エネルギー・ＩＣＴ、農業・
食料、文化・教育などのスマートコミュニティ
分野におけるオープンイノベーションの推進
を目的とする研究開発拠点として、公益財団法
人京都産業21が京都府からこの施設を借り受
けて管理運営を行っています。
●開所年月   平成27年4月

サントリー　ワールドリサーチセンター
●住所   京都府相楽郡精華町精華台八丁目1番1
　　       TEL  0774-66-1110
●ＵＲＬ   http://www.suntory.co.jp/company/
　　　　　　　research/swr/
●内容   サントリーグループの基盤研究、技術
開発の機能を集約した研究開発拠点です。健
康科学センター、安全性科学センター、サント
リーグローバルイノベーションセンター、（公
財）サントリー生命科学財団が入居し、健康科
学・微生物科学・植物科学・水科学・環境緑化
等の領域で世界最先端の研究に取り組んでい
ます。
●開所年月   平成27年5月

大幸薬品株式会社　
京都工場・研究開発センター　
●住所   京都府相楽郡精華町光台一丁目2番1
　　       TEL  0774-98-2710
●ＵＲＬ  http://www.seirogan.co.jp/corporate/
　　　　　　　company/map_10.html
●内容   大幸薬品は1946年設立。一般用医薬
品等の製造販売を行う。主力製品は胃腸薬「正
露丸」「セイロガン糖衣A」および二酸化塩素を
用いた衛生管理製品「クレベリン」シリーズ。京
都工場・研究開発センターでは、医薬品および
二酸化塩素製品の製造と、二酸化塩素や自社
製品についての安全性や有効性についての研
究、新製品の開発や既存製品の改良、性能実
証等の業務を行っている。
●開所年月   平成27年9月

SEW－オイロドライブジャパン株式会社
京都オペレーションセンター　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番11
　　       TEL  0774-98-2750
●ＵＲＬ   http://www.sew-eurodrive.co.jp/
●内容   当社は減速機メーカーとして世界の
伝導機市場をリードするSEWブランドの日本
現地法人です。SEWは世界48ヵ国に組立工場
を配置し、独自のモジュールシステムによる幅
広い減速機を有するギアードモーターシェア
No.1のリーディングカンパニーです。製造工場
の集約化と組立工場の分散化により、高い品
質を世界各地で実現しています。
●開所年月   平成28年2月

モリテックスチール株式会社 
けいはんなR&Dセンター　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番15
　　       TEL  0774-95-0125
●ＵＲＬ   http://molitec.co.jp/
●内容   当社は、鋼をとおしてお客様に価値を
提案し、社会に貢献しています。当センターで
は、プレス・バネ・熱処理などの当社コア加工
技術を組合せ、コードリールやルームハン
ガー、充電スタンドなどの新商品・新技術の
開発に取り組んでいます。また、製造部門向け
の自動車部品用金型の開発や製作を行って
います。
●開所年月   平成29年1月

株式会社オリエンタルベーカリー
京都工場　
●住所   京都府相楽郡精華町精華台九丁目1番地17
　　       TEL  0774-98-6226
●ＵＲＬ  https://www.orientalbakery.co.jp/
●内容   当社は、1950年創設の業務用パン
メーカーです。ホテル カフェだけでなく、病院
や老人ホーム向けの商品も多数製造していま
す。最近ニーズが高まっている卵不使用のアレ
ルギー対応パンや塩を使わない無塩パンなど
を開発し、ご提供しています。
●開所年月   平成29年4月

けいはんな
ベンチャー
ビレッジ

株式会社ジェヌインアールアンドディー 
京都研究所　
●住所   京都府相楽郡精華町光台３丁目２-16
　　       TEL  0774-94-5121
●ＵＲＬ   https://genuinerd.com/
●内容   私たちは独創性と先見性のある研究
開発を通じて、社会に貢献することを目指して
おります。具体的には、研究開発、化粧品・健康
食品のOEM受託、受託研究を3つの柱とした事
業活動をしており、社名“ジェヌイン”の意味す
る“本物・誠実”な成果を提供すべく日々邁進し
ております。
●開所年月   平成30年2月

日本電産株式会社　生産技術研究所
●住所   京都府相楽郡精華町光台三丁目9番地1 
　　       TEL  0774-81-1111
●ＵＲＬ   http://www.nidec.com
●内容   日本電産グループの成長を加速する
ための、ものづくり基盤の強化と大学、研究機
関、企業とのネットワークによる、先端技術取り
組みのオープンイノベーションを推進します。
●開所年月   平成30年2月

株式会社環境総合リサーチ　
●住所   京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9
　　       TEL  0774-41-0200
●ＵＲＬ   http://www.ctiers.co.jp/
●内容   高度な調査・分析技術を基盤とした
「環境を総合的に科学する会社」を目指してい
ます。
一般的な環境分析に加え、ダイオキシン類、
PCB、土壌汚染の調査・分析や放射能検査、さ
らには遺伝子解析まで様々なニーズに最適な
ソリューションをご提供いたします。
●開所年月   平成30年8月

SEIKA・WEST-KIZU AREA
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JEUGIAカルチャーセンター　エコール
●住所   京都府木津川市兜台6丁目6番地3
　　       TEL  0774-73-0715
●ＵＲＬ   http://www.jeugia.co.jp/culture
●内容   JEUGIAカルチャーセンターエコール
では、音楽を文化の一つとして捉え、音楽教室
だけでなく各種カルチャー教室の展開を行っ
ています。80以上の講座・カリキュラムを用意
し、年齢・性別を問わず、人と人が趣味・嗜好で
集う場の提供と、新しい音楽・文化教室のソフ
ト開発に取り組んでいます。
●開所年月   平成2年9月

積水ハウス株式会社　総合住宅研究所
●住所   京都府木津川市兜台6丁目6番地4
　　       TEL  0774-73-1111
●ＵＲＬ  http://www.sekisuihouse.co.jp/ 
●内容   積水ハウスでは、安全・安心で「いつ
もいまが快適」な住まいづくりの実現をめざし
て、住宅技術の進化に絶え間なく挑戦していま
すが、その最大の拠点が業界最大規模を誇る
この「総合住宅研究所」です。併設する「納得工
房」は、体験学習を通じてあらゆる人が理想の
住まいを追求できる体験学習施設で広く一般
に公開しています（予約要）。
●開所年月   平成2年4月

株式会社二条丸八　
●住所   京都府木津川市相楽台3丁目1番地5
　　       TEL  0774-73-1000
●ＵＲＬ   http://www.nijo.co.jp
●内容   人生最大のセレモニーである婚礼を
主とし、人生の各種セレモニーを多角的に研
究し、「和」の文化と京都の伝統的技術を使っ
て、現在の生活に生かせる商品の開発及び、和
装に関するデザイン・文様・色・加工方法・謂れ
の研究を行う情報発信基地です。
●開所年月   平成2年1月

株式会社福寿園 
福寿園CHA遊学パーク　
●住所   京都府木津川市相楽台3丁目1番地1
　　       TEL  0774-73-1200
●ＵＲＬ   http://www.fukujuen.com
●内容   福寿園CHA遊学パークは、茶を通じて
「人と人」「人と文化」「文化と文化」の出会いの
場です。世界の人々に愛され親しまれ続けて
いる茶（CHA）に、より深く関わり親しんでいた
だくCHAの遊学パークです。緑豊かな茶園と日
本茶のみならず世界の茶に関する体験、見学
の施設をお楽しみいただけます。当社は、茶を
CHAと捉え、Culture（文化）・Health（健康）・
Amenity（快適）を創造するティーライフ創造
企業を目指しています。
●開所年月   平成2年4月

ハイタッチ・リサーチパーク

株式会社きんでん　京都研究所
●住所   京都府木津川市相楽台3丁目1番地1
　　       TEL  0774-73-0730
●ＵＲＬ   http://www.kinden.co.jp/
●内容   きんでんは「エネルギー」「環境」「情
報」を三本柱とする総合設備工事会社です。京
都研究所は社内の研究開発拠点として、安全
ならびに品質向上さらに省施工をめざした工
法・工具の開発、現場管理業務の高効率化、快
適環境と省エネルギーなど、一歩先を見据え
た技術開発に取り組んでいます。
●開所年月   平成4年10月

日本通信機器株式会社 
コミュニティパレス　
●住所   京都府木津川市相楽台3丁目1番地4
　　       TEL  0774-34-5988
●ＵＲＬ  http://www.nitsuki.co.jp/
●内容   「情報通信が拓く明るい未来」をテー
マに、情報通信の活用技術に関する研究開発
を目指しています。これは、NGN（次世代基幹
通信網）を背景に、いつでも、どこでも、誰とで
も情報通信が可能なユビキタス社会の実現へ
向け、情報通信の活用技術に関し、様々な角度
から研究開発を行うものです。
●開所年月   平成18年10月

日立造船株式会社　けいはんな事業所
●住所   京都府木津川市相楽台9丁目1番地
　　       TEL  0774-71-8745
●ＵＲＬ   http://www.hitachizosen.co.jp/
●内容   日立造船は、「地球と人のための技術
をこれからも」提供し続ける企業として、廃棄
物処理をはじめとするさまざまな課題に取り
組んでいます。けいはんな事業所では、主に水
に関連する処理システムの開発を行い、循環
型社会の構築と顧客ニーズの多様化を見据え
たソリューションの実現に向けて全力を尽くし
ています。
●開所年月   平成13年10月
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けいはんな学研都市の歴史

昭和53年  9月 関西学術研究都市調査懇談会発足
　　　　　　　（座長　奥田東　京都大学総長）
昭和56年11月 京都府「文化・学術・研究都市建設基本構想案」発表
昭和59年  4月 京都府「関西文化学術研究都市（京都府域）建設基本計
　　　　　　　画案」発表
昭和60年10月 関西文化学術研究都市建設記念式（本格的都市建設の
　　　　　　　開始）
昭和61年  4月 同志社大学・同志社女子大学（田辺校地）開校
昭和62年  6月 「関西文化学術研究都市建設促進法」公布、施行
昭和63年  3月 内閣総理大臣が「関西文化学術研究都市（京都府域）の
　　　　　　　建設に関する計画」承認
昭和63年10月 京奈和自動車道（城陽～田辺西）一部供用開始
　　　　　　　京都厚生年金休暇センター開所
昭和63年12月 桜が丘地区（住都公団相楽開発地区）まちびらき
平成元年  5月 木津川台（第１期）まちびらき
平成元年  8月 文化学術研究交流施設を設置、運営にあたる「株式会社
　　　　　　　けいはんな」設立
平成  2年  9月 ハイタッチ・リサーチパーク（第１期）開所
平成  4年  1月 内閣総理大臣が「関西文化学術研究都市（京都府域）の
　　　　　　　建設に関する計画」変更承認
平成  4年  5月 光台地区（住都公団祝園開発地区）まちびらき
平成  5年  4月 文化学術研究交流施設（けいはんなプラザ）開所
平成  5年10月 国際高等研究所開所
平成  5年11月 地球環境産業技術研究機構開所
平成  6年  4月 同志社大学工学部（田辺校地）開校
平成  6年  7月 新世代通信網プロジェクト開始
平成  6年  9月   けいはんな学研都市フェスティバル’94開催
             ～11月
平成  7年  4月 京都府立関西文化学術研究都市記念公園（けいはんな
　　　　　　　記念公園）開園
平成  8年  4月 セカンド・ステージ・プラン推進委員会から「関西文化学
　　　　　　　術研究都市の今後の整備方策について」国土庁へ答申
平成  8年  7月 セカンド・ステージ・プラン事業推進会議設置
平成  9年  3月 木津南地区まちびらき
平成  9年  4月 京田辺市市制施行
平成  9年  4月 京都府農業資源研究センター(現：京都府農林水産技術
　　　　　　　センター、生物資源研究センター)・京都府立大学農学部
　　　　　　　(現：生命環境学部)附属農場開所
平成  9年  4月 関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針改正
平成10年  5月 「関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プランの実
　　　　　　　現化を目指して」発表
平成11年 4 月 けいはんな情報通信研究開発支援センター（けいはんな・
　　　　　　　ギガビット・ラボ）開所
平成11年  6月 日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究センター
　　　　　　　開所
平成12年  1月 精華台地区入居開始
平成12年  4月 京奈和自動車道の京都府域（京奈道路）全線開通
平成12年  7月 郵政省通信総合研究所けいはんな情報通信融合研究
　　　　　　　センター（現　独立行政法人通信総合研究所けいはんな
　　　　　　　情報通信融合研究センター）開所
平成12年10月 京阪奈新線整備工事着手

平成13年  1月 勤労体験プラザ（仮称）の名称が「私のしごと館」に決定
平成13年  3月 日本原子力研究所関西研究所科学館（仮称）の名称が
　　　　　　　「きっづ光科学館ふぉとん」に決定
平成13年  7月 「きっづ光科学館ふぉとん」開館
平成14年  6月 日本原子力研究所「IＴＢＬ棟」開館
平成14年10月 国立国会図書館関西館開館
平成15年  3月 私のしごと館プレオープン
平成15年  5月 オムロン京阪奈イノベーションセンタ開所
平成15年  6月 独立行政法人通信総合研究所「オープンラボ棟」開設
平成15年  8月 学研木津地区の事業見直しが発表（木津北・東地区にお
　　　　　　　いて都市基盤整備公団による事業中止等）
平成15年10月 私のしごと館グランドオープン
平成16年  4月 独立行政法人通信総合研究所と通信・放送機構が統合 
　　　　　　　独立行政法人情報通信研究機構に
平成16年  5月 京都府「学研都市新時代プラン」検討委員会設置
平成16年  7月 都市基盤整備公団と地域振興整備公団（地方都市開発
　　　　　　　整備部門）が統合　独立行政法人都市再生機構に
平成16年  9月 関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会設置
平成16年12月 京都府「学研都市新時代プラン」策定
平成17年  3月 関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会提言
平成17年  4月 関西文化学術研究都市（京都府域）立地促進連絡調整会
　　　　　　　議設置
　　　　　　　けいはんな新産業創出・交流センター開所
平成17年  6月 ゆめはんな連携事業実行委員会設置
平成17年10月 独立行政法人年金・健康保険整理機構設立（京都厚生年
　　　　　　　金休暇センターが整理対象施設に）
平成17年11月 関西文化学術研究都市と中国北京市科技園区中関村が
　　　　　　　交流協定調印
　　　　　　　ネットワークロボット実証実験（公道走行等）実施
平成18年  3月 「関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン ～学
　　　　　　　研都市の新たな展開を目指して～」 策定
　　　　　　　近鉄けいはんな線開業
　　　　　　　「関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計
　　　　　　　画」を変更
平成18年  4月 関西文化学術研究都市・中国中関村科技園区交流促進
　　　　　　　協定記念「第１回交流フォーラム」開催
平成18年  5月 駅ロボット実証実験開始（近鉄けいはんな線 学研奈良
　　　　　　　登美ヶ丘駅）
平成18年11月 サード・ステージ推進会議設置
　　　　　　　同志社大学学研都市キャンパス開校
　　　　　　　Ｄ－ｅｇｇ（同志社大学連携型起業家育成施設）開所
平成19年  3月 木津川市市制施行
平成19年  4月 関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針変更
平成19年  5月 関西文化学術研究都市・中国中関村科技園区交流促進
　　　　　　　協定記念「第２回交流フォーラム」（於：中国北京市中関
　　　　　　　村）開催
平成19年  5月 祝園西一丁目地区（町施工）まちびらき
平成19年  7月 商業施設内で案内ロボット実証実験
平成19年10月 「科学のまちの子どもたち」プロジェクト発足
平成19年12月 株式会社けいはんな　民事再生手続き開始
平成19年12月 独立行政法人整理合理化計画閣議決定
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平成20年  3月  三山木地区特定土地区画整理事業「三山木駅前広場」
　　　　　　　供用開始
平成20年  3月　私のしごと館のあり方検討会設置
平成20年  4月  独立行政法人情報通信研究機構けいはんな研究所新設
平成20年  5月  南田辺北特定土地区画整理事業「同志社山手」まちびらき
平成20年  5月  ユビキタス特区事業（観光、環境２事業）採択
平成20年  6月  都市計画道路山手幹線（京田辺市薪工区）開通
平成20年  8月  「関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計
　　　　　　　画」を変更
平成20年12月  「雇用・能力開発機構の廃止について」閣議決定
平成21年  1月  けいはんな学研都市活性化促進協議会発足
平成21年  3月  木津南地区特定土地区画整理事業換地処分（州見台、
　　　　　　　梅美台）事業完了
平成21年  4月  私のしごと館に係る建物等の有効活用検討会設置
平成21年  9月  旧京都厚生年金休暇センター施設等を学校法人同志社
　　　　　　　が取得
　　　　　　　京都府「けいはんなエコシティ推進プラン」策定
平成21年12月  第二京阪道路（巨椋池～門真）の全線開通
　　　　　　　学研３府県８市町「けいはんな地域広域基本計画」策定
平成22年  3月  環境省「チャレンジ２５地域づくり事業」採択
　　　　　　　経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証地
　　　　　　　域」選定
平成22年  4月  国土交通省「環境対応車を活用したまちづくりに関する
　　　　　　　実証実験地域
平成22年  6月  （超小型モビリティの利活用）」選定
　　　　　　　同志社大学（多々羅キャンパス）開校
平成22年  9月  「同志社山手エネルギー見える化実証プロジェクト」開始
平成23年  2月  同志社大学附属同志社国際学院初等部開校
平成23年  4月  京都府立大学産学公連携研究拠点施設開所
　　　　　　　京都力結集エコ住宅「京エコハウス」オープン
平成23年  6月  木津駅前土地区画整理事業「木津駅前広場」供用開始
　　　　　　　「関西イノベーション国際戦略総合特区」指定
平成23年12月  京都首都機能バックアップ方策検討委員会発足
平成24年  3月  木津中央地区土地区画整理事業「城山台」まちびらき
平成24年  5月  「けいはんなe²未来スクエア」オープン
平成25年  4月  「関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計
　　　　　　　画」を変更
平成25年  5月  都市計画道路山手幹線（下狛工区）開通
平成25年  8月  「けいはんなe²未来都市創造プラン」策定
平成25年12月  「けいはんなe²未来まなびパーク」オープン
平成26年  1月  けいはんなオープンイノベーション拠点整備ステアリン   
　　　　　　　グコミッティ設置
平成26年  4月  旧「私のしごと館」厚生労働省から京都府へ無償譲渡
平成27年  3月  けいはんな学研都市新たなステージにおけるあり方       
　　　　　　　（素案）策定
平成27年   4月  けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）開所
　　　　　　　けいはんなオープンイノベーションセンター推進協議会
　　　　　　　設置
　　　　　　　同志社女子大学看護学部（京田辺キャンパス）開校

平成27年   7月  けいはんな学研都市新たな都市創造委員会設置
平成28年  1月  「関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計
　　　　　　　画」を変更
平成28年  3月 「けいはんな学研都市新たな都市創造プラン」策定
平成28年  4月  京都大学大学院農学研究科附属農場開校
　　　　　　　ＲＤＭＭセンター設立
平成28年  6月  京都スマートシティエキスポ2016開催（平成26年～）
平成28年  3月  けいはんなコンベンション誘致促進協議会設立
平成28年  9月  北陸新幹線京都府南部ルート誘致促進同盟会設立
平成28年10月  ＡＰＥＣＴＥＬ５４開催
平成28年11月  「Clubけいはんな」発足
平成29年  2月  北陸新幹線京都府南部ルート誘致促進同盟会総決起大
　　　　　　　会開催
平成29年  3月  与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームによる北陸
　　　　　　　新幹線京都府南部ルートの決定
平成29年  4月  新名神高速道路（城陽～八幡京田辺）開通
平成29年  6月  北陸新幹線京都府南部ルートセミナー開催
　　　　　　　街灯スマート化実証事業（木津川市）開始
平成29年  7月  日本遺産サミット開催
平成30年  3月  都市計画道路山手幹線（宮津・菱田工区）開通
　　　　　　　けいはんな公道走行実証実験プラットフォーム（K-PEP）
　　　　　　　運用開始
　　　　　　　新公共交通システム（連節バス）運行開始
平成30年  5月  三山木地区特定土地区画整理事業換地処分・町界町名
　　　　　　　変更（三山木中央一丁目～九丁目）

ACCESS けいはんな学研都市（京都府域）へのアクセス

自動車利用の場合

交通機関利用の場合（JR/近鉄沿線からのアクセス）
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