
2013/7/17

９：００～

１０：００～１０：２０

佐藤充 法政大学 坂本哲 慶應義塾大学 上野茂樹 青森公立大学 嶋野武志 長崎大学 山崎泰央 石巻専修大学 田畑恒平 早稲田大学 山中鹿次 近畿地域活性ネットワーク 中西　舞 第３の生活拠点創出実行委員会

福田稔 法政大学 小野里峰子 法政大学 小泉利明 法政大学 山下幸裕 北陸先端科学技術大 佐藤勝典 東北大学 中島智 同志社大学 小野英一 東北公益文科大学 増井真太 ノベルサウンズ

吉川智教 早稲田大学 川辺亮 農都共生総合研究所 河本大地 神戸夙川学院大学 垣花　渉 石川県立看護大学 高松和幸 獨協大学 佐藤　穂奈美 早稲田大学 嶋崎真仁 秋田県立大学 片平　聖太郎 北海道伊達市

岡本義行 法政大学 橋本行史 関西大学 小林 拓実 法政大学 菅原　浩信 北海学園大学 山本祐子 法政大学 田村哲士 山形大学 住吉廣行 松本大学 柴田　仁夫 公益財団法人　横浜企業経営支援財団

江川緑 東京工業大学 関隆晴 大阪教育大学 荒木　征二　 高崎市役所

信藤博之 大阪市立大学 西田直海 千葉大学

遠藤雄介 早稲田大学 筒井　隆志 多田有里 高知工科大学 工藤久美子 早稲田大学大学院 大澤修平 早稲田大学 小林正二 高知工科大学

菊本 有紀 首都大学東京 津野美穂 高知県栄養士協会 鈴木一寛 早稲田大学大学院 佐伯悠 青山学院大学大学院 葛山　功 法政大学 田島悠史 慶應義塾大学

殿崎正芳 法政大学 上村　一平 高知工科大学 大橋裕太郎 慶應義塾大学 鈴木康之 静岡大学

１３：３０～１３：４５

１３：４５～１５：２０

１５：２０～１５：３０ 休憩

１５：３０～１７：００

１７：００～１７：１５ 休憩・移動

１７：１５～１８：３０

８：３０～ 受付　（１号館）

正木聡 法政大学 高山泰樹 事業構想大学院 森勇治 静岡県立大学 金山智子 情報科学芸術大学院 穂刈俊彦 法政大学 森田直之 千葉大学

大橋香奈 University of London 中川　衛 立教大学 山口忠保 東北公益文科大学 宮武功 慶應義塾大学 藤木秀明 東洋大学 山本耕司 四国大学

軍司聖詞 早稲田大学 辻本法子 桃山学院大学 本田正美 東京大学 中島ゆき 法政大学 井形元彦 高知工科大学 横畠康吉 ＡＵＸ

井上　和久 早稲田大学 小辻寿規 立命館大学 廣田章光 近畿大学　 蜂屋大八 茨城大学 塙久美子 法政大学 池本有里 四国大学

鈴木 誠二 法政大学 江馬正信 静岡大学 山内利秋 九州保健福祉大学 保井俊之 慶應義塾大学 岸川善紀 宇部工業高専

木村隆之 首都大学東京 足立眞理子 千葉大学

奥山仁志 岩手大学

加藤文俊 慶應義塾大学

１２：００～１２：３０

１２：３０～１3：００

１３：００～１５：００

※高崎経済大学臨時スクールバス（無料・先着順）　　出発時間　7/20(土）9：15発、7/21(日)8：15発　　出発場所　高崎アーバンホテル　正面玄関前道路

9：00～10：40
「地域と大学の連携」

金沢星稜大学池田ゼミ
高崎経済大学DNA

小布施町プロジェクト活動
高知工科大学・香美市を盛り上げ隊

バスにて移動

地域活性学会第５回研究大会(高崎）スケジュール

※理事会　7月１９日（金）1８：００～　高崎アーバンホテル（高崎駅西口・駅前）にて　　スケジュールは都合により一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※20日（土）は１１：３０～１３：３０の間、７号館学生食堂が営業しております。また、学内のコンビニエンスストア（セブンイレブン）も営業予定です。発表の合間に各自昼食をお取りください。２１日（日）は食堂・コンビニともに閉店です。エクスカーション視察先で昼食をとることができます（有料・各自）

※宿泊先について：　高崎アーバンホテル（高崎駅西口・駅前）を学会特別レートで宿泊できます（１泊4,900円シングル）。必ず電話でお申込みいただき、「地域活性学会での宿泊」とお申し出ください。電話027-322-0111（代表）。室数に限りがありますのでお早目にご予約をお願いします。

※高崎駅から会場の高崎経済大学までは、タクシーで約１５～20分（1500-1700円程度）です。路線バスも西口から出ております。

２日目

7月2１日
(日） 11:00～12:00

日本青年会議所連携セッション
（木村俊昭広報交流委員長）

10:00～11:00
スポーツ振興部会シンポジウム

「スポーツコミッションが地域を活性化す
る」　（御園慎一郎部会長）※

セッションＩ

第10会場（5階151教室）

司会：

テーマ発表
【各20分：発表１５分・質疑応答５分】

＋討論

セッションＲ

第10会場（5階151教室）

司会：大宮　登

全体総括およびエクスカーションの説明
・全体総括　大会委員長　大宮登
・エクスカーションの説明

部会発表

日程：2013年7月20日(土）～21日(日）　会場：高崎経済大学（高崎市）1号館

セッションⅡ
　「国が期待する大学の在り方、地域との連携の方向性」  第１会場　（１１１）

セッションB

１２：３０～１３：３０

ポスター発表【この時間帯に発表者による説明・質疑応答を行います】
※一部,発表者の都合により掲示のみの場合もあります※この時間帯以外での発表者による説明・質疑応答時間は、各発表者のポスターに掲示します。 ポスター会場：20日(土）10:30～17:00、21日(日）9:00～12:001日目

7月20日
(土）

第９会場（5階152教室）第６会場（4階143教室）

セッションG セッションHセッションA

自治体特別発表
【1人２0分：発表１５分・質疑応答５分】

全体会オープニング　第１会場　（１１１）　　　挨拶　：　大会実行委員長 　大宮　登（副会長・高崎経済大学）、　高崎市長　　　富岡賢治

交流懇親会　会場（７号館１階　食堂）

第１１会場（5階153教室） 第１２会場（5階154教室） 第１３会場（5階155教室） 第１４会場（5階156教室） 第１５会場（5階157教室） 第１６会場（5階158教室）

・第1提言　川崎市長　阿部 孝夫　　・第2提言　　新潟市長　篠田 昭
・第3提言　飯田市長　牧野光朗   　　　　　　　　　　　　　　（コーディネーター　高崎経済大学　櫻井常矢）

・第１報告　内閣府 　　　　　 ・第2報告　文部科学省
・第3報告　総務省　　　　　　・第4報告　経済産業省
・第5報告　農林水産省      ・第6報告　国土交通省       （コーディネーター　高崎経済大学　大宮登）

セッションⅠ
「分権社会における基礎自治体の構想と課題」～基礎自治体の戦略と大学の存在
～最も力を入れて取り組んでいること、これからの社会変動を踏まえて取り組むべき課題、大学の役割と期待等～ 第１会場　（１１１）

【第12版：2013.7.17現在】地域活性学会（敬称略）

司会：上西　康文

第８会場（4階145教室）第７会場（4階144教室）

セッションF

受付　（１号館１階）

総　会　　　第１会場　（2階１１１教室）

１０：３０～１２：３０

第５会場（4階142教室）第４会場（3階134教室）第３会場（3階133教室）第２会場（3階132教室）

司会：村岡　元司司会：御園　慎一郎司会：永松　俊雄司会：中嶋 聞多司会：尾羽沢　信一

セッションC セッションEセッションD

セッションQ

活動報告
【1人20分：発表１５分・質疑応答５分】

セッションJ セッションK セッションL セッションM

11:00～12:00
地域イノベーション部会

「漁業のイノベーションと６次産業化」
（岡本義行部会長）

研究発表
【1人30分：発表20分・質疑応答10分】

９：００～１２：００

司会は各部会長

第９会場（5階152教室）

※山本祐子（法政大）はセッションEに変更

エクスカーション（高崎での実践活動視察）
※視察先で適宜昼食、終了後解散

9:00～11:00
地域活性化メソドロジー部会

（中嶋聞多部会長）

まちなかコース（あすなろ、高崎ひる市、ジョブカフェ等）
※エクスカーションに参加される方は大学からスクールバスで移動します（無料）。視察先はいずれも高崎駅周辺です。
　　各自のご都合によって、途中で帰られても結構です。

研究発表
【1人30分：発表20分・質疑応答10分】

活動報告
【1人２0分：発表１５分・質疑応答５分】

司会：根本　祐二 司会：尾羽沢　信一

第７会場（4階144教室） 第８会場（4階145教室）

司会：中森　義輝 司会：那須　清吾

第６会場（4階143教室）第２会場（3階132教室） 第３会場（3階133教室） 第４会場（3階134教室） 第５会場（4階142教室）

司会：野中　資博 司会：永松　俊雄 司会：中森　義輝 司会：那須　清吾

セッションN セッションO セッションP

司会は各部会長


