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iU 情報経営イノベーション専門職大学は 

京丹後市と地方創生協定を締結 
 

 

情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長 中村伊知哉、http://www.i-u.ac.jp、以下「iU」）は、京

丹後市（京都府京丹後市、市長 中山泰、https://www.city.kyotango.lg.jp/）と地方創生協定を締結し、2020年

7月29日地方創生協定締結調印式を執り行いました。 

これにより、京丹後市が掲げるICT教育の推進のためのiU教育コンテンツの提供や、京丹後市内産業の活性化プロジェクトを

iUの教職員・学生と共同実施するなどを検討しております。 

 

 

京都府の最北端に位置する京丹後市は 6 つの町（久美浜町・網野町・丹後町・峰山町・弥栄町・大宮町）が 2004 年 4

月に合併し誕生した都市です。ユネスコ世界ジオパークに認定された山陰海岸ジオパークの地質遺産がのこる海岸線や気候風

土が生み出した絹織物などの伝統産業は『300 年を紡ぐ糸が織り成す丹後ちりめん回廊』として日本遺産（Japan 

Heritage）に登録されました。 

また、元伊勢に由来する日本の稲作発祥神話や最古級の製鉄遺跡など、瑞穂の国・日本の「産業のふるさと」でもあります。 

国の天然記念物「鳴き砂」で有名な琴引浜をはじめとする美しいビーチ、京都府内一の源泉数を誇る温泉、ブランド松葉ガニ

「間人（たいざ）がに」やフルーツ、日本酒など、旬の食資源を求めて毎年多くの観光客が訪れる観光地でもあります。 

京丹後市では、今後目指す方向性の 1 つとして「未来人材育成プロジェクト」を重点プロジェクトとして掲げており、未来を切り

拓いていくことができる人材を育てるために、子どもたちの夢や向上心を支え未来を取り込む教育の推進、高校生や若者のチャ

レンジの応援に積極的に取り組むこととしています。  

 

 

京丹後市の市内産業活性化と ICT教育の促進および、iU の学生・教職員のつながり構築を目的とした協定です。 

連携・協力事業の１つとして、京丹後市の ICT教育の質向上を目的とした iU教育コンテンツの提供、京丹後市長の「超客員

教授」就任と、iU バーチャル研究室において超客員教授・中山泰市長による iU 生に向けた遠隔講義や、京丹後市をフィール

ドにした共同プロジェクトの実施などを検討してまいります。 

また東京では知りえない地方都市の課題を知り、魅力あふれる京丹後市がさらに飛躍するための新しいアイデアを iU 生が京丹

後市の皆様とともに考え、生み出していくことが社会に必要な人材育成を行う専門職大学教育となると考えます。 

 

 

この度の協定締結は、これからのまちづくり、地方創生を考えるうえで非常に意義深いものです。 

我々のまちの多彩な産業や教育、福祉、自然環境といった資源と、ICT を掛け合わせることで、まだ見たことのない京丹後の可

能性を見出すことができますし、同時に、日本産業の原点であるこの地で未来の産業づくりが始まることに時代的な意義を感じ

ています。 

そのうえで、本協定が大きな可能性を現実のものとし、イノベーションをおこしていくうえでの力強いエンジンになると確信していま

す。 

 

 

NEWS RELEASE No.2 

■京丹後市 中山泰市長 メッセージ    

2020年 8月 24日 

    iU 情報経営イノベーション専門職大学 

■京丹後市について 

■連携・協力に関する地方創生協定について    
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＜大学概要＞  

■大学・学部学科名 

・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」 

・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

 

■学長  

中村伊知哉（なかむらいちや）  

<職歴> 

1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省 

1998年、MITメディアラボ客員教授   

2002年、スタンフォード日本センター研究所長 

2006年、慶應義塾大学大学院教授 

 2020年4月より、情報経営イノベーション専門職大学学長に就任 

 

■設置概要  

・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13 

・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階 

 

 

 

 

・学生数：1期生230名 ・専任教員数：28名 

  

■教育理念  

「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」 

 

■基本構想  

ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習 

・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開 

・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける 

・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性 

も強化 

・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施 

・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制 

・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の 

充実 

 

■育成人材像  

・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材 

・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家 

 

 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-15555  E-mail：info@i-u.ac.jp 

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 

mailto:info@i-u.ac.jp


 3 / 5 

iU establishes a regional revitalization agreement with Kyotango City 

 

[Tuesday, August 24, 2020] President Ichiya Nakamura of the Professional University of Information and 

Management for Innovation (“iU”), Sumida ward, Tokyo (http://www.i-u.ac.jp ") established a regional 

revitalization agreement with Mayor Yasushi Nakayama of Kyotango city, Kyoto Prefecture (https: 

//www.city.kyotango.lg.jp/). The signing ceremony for the regional revitalization agreement was inaugurated on 

July 29, 2020. 

 

The agreement lays the foundation to provide iU educational content for promoting ICT education, which 

Kyotango City promotes, and jointly implement an industry activation project for Kyotango City with support 

from iU faculty and students. 

 

Kyotango City Background 

Kyotango City is located in the northernmost part of Kyoto Prefecture, Japan. In April 2004, six towns: 

Kumihama Town, Amino Town, Tango Town, Mineyama Town, Yasaka Town, and Omiya Town were merged 

to create Kyotango. UNESCO Global Geopark certified the silk fabric traditional industries along the coastline, 

the climate of Sanin Kaigan Geopark, and registered the area as Japanese heritage describing it as "Tango 

Chirimen Corridor woven by threads that have spun 300 years."  

 

It is also the "hometown of industry" for the rich history of rice cultivation, originating from the former Ise, as 

well as the oldest steelmaking ruins. It is a tourist destination that many guests visit each year in search for places 

of wonder and seasonal foods. Kyotango city offers a beautiful coastline like Kotobiki beach, famous for the 

national natural monument "Singing sand", the largest number of hot springs in Kyoto Prefecture, the 

"Taizagani" Matsuba brand crab, fruits, sake, and much more.  

 

Kyotango City has been set as a priority “Future Human Capital Resources Development Project” and is one of 

the directions the city is aiming for in the future. We strive to develop human capital resources who will cultivate 

the future, support the dreams, aspirations, and future of children. We are proactively working to promote 

education that incorporates these efforts and support the challenges faced by youth.  

 

Regional Revitalization Agreement Background 

This agreement’s aim is to revitalize Kyotango City industry by promoting ICT education, and building 

connections between iU students, faculty and staff. 

The iU collaborative projects will provide educational content for the purpose of improving the quality of ICT 

education in Kyotango City. Mayor Nakayama, is a "Super Visiting Lecturer" for iU and will provide remote 

lectures for iU students for the joint projects in the field of Kyotango city. 

 

Emphasis of iU student education is on developing necessary skills to create new ideas to further expand 

Kyotango city, the residents of Kyotango city, and for the benefit of society. These efforts are to realize and assist 

with the challenges which smaller local cities face.  
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Comment from Yasushi Nakayama, Mayer of Tango City 

“The conclusion of this agreement is extremely significant in considering future town development and regional 

revitalization. By incorporating ICT with various local industries, education, welfare, and the natural 

environment we seek to discover the hidden potential of Kyotango city and the origins of Japanese industry. We 

feel the significance of time, to create future industrial creation. This Agreement will bring enormous potential 

into reality and become a powerful engine for future innovation.” 

 

 

 

School Information: 

 Name: Professional University of Information and Management for Innovation (iU) 

 President: Ichiya Nakamura 

 

2020 iU – President 

2006  Keio University Graduate School - Professor 

2002  Stanford Japan Center Research Institute - Director 

1998  MIT Media Lab - visiting Professor 

1984 Ministry of Posts and Telecommunications, and director of the rock band “Shonen Knife” 

 

 Educational philosophy 

Change, Learn, Innovate. 

 Enjoy change, learn by yourself, and create innovation. 

 

 Basic concept 

[(ICT + Business + Global Communication + Internship) x (Entrepreneurship) x (Online Education)]  

 ICT education: Develop a wide range of ICT skill education (e.g. programming, AI, and big data, etc.) 

 Business creation: Providing business skills education by practitioner business experts, acquiring 

business education, formulating business plan skills, and so on. 

 Practical English and Global education: Internationalization through education to improve English 

language skills necessary for working in the international stage and for the recognition of international 

students. 

 Internship and Projects: a 640hrs per person, hands-on, project to establish a real business startup. 

 Entrepreneurship: A support system for applicants to undertake entrepreneurial ventures while enrolled 

in school. 

 Online educational support: a belief that, "You can learn from anywhere, anytime." 

 

 iU will create:  

 Human Capital who will solve problems within various industries and organizations by utilizing ICT 

skills to create new products, services, and businesses. 

 Entrepreneurs who contribute industrial development of local and international communities by 

supporting development of global sustainable goals. 

 



 5 / 5 

For Further Information, please contact: 

PR division 

Professional University of Information and Management for Innovation 

TEL: +81356551555   E-mail: info@i-u.ac.jp 

 

 

 


