
地域活性学会　第5回研究大会　発表者一覧 2013/7/11現在

発表種別 発表日 ｾｯｼｮﾝ 名前 所属（大学名・団体名・企業名） 発表演題

研究発表 佐藤充 法政大学大学院 産業集積における地域イノベーションの創出と支援体制の再設計‐長野県諏訪地域の事例から‐

研究発表 福田　稔 法政大学大学院 創業時イノベーションを起こす人材の育成<br>－効果的なビジネス・インキュベーション活動－

研究発表 吉川智教 早稲田大学院商学研究科 地域におけるイノベーションの社会的制度化について

研究発表 岡本義行 法政大学大学院 地域活性化のメカニズム―縮小社会における市町村の地域再生―

研究発表 坂本　哲 慶應義塾大学大学院 メタ目的化方法論による地域コミュニティにおけるステークホルダーの目的可視化と問題解決

研究発表 小野里　峰子 法政大学大学院 地域コミュニティづくりと世代間交流

研究発表 川辺　亮 農都共生総合研究所 大分県２市にみる６次産業化とコミュニティビジネス人材の育成

研究発表 橋本行史 関西大学 コミュニティＦＭと地域活性化

研究発表 上野茂樹 青森公立大学 地域づくり人財の初期特性間関係に関する研究

研究発表 小泉利明 法政大学大学院 地域におけるPBL（問題解決型）学習についての考察

研究発表 河本大地 神戸夙川学院大学 地域と大学の協働による地域価値づけの課題および可能性　―兵庫県香美町小代区の「日本で最も美しい村」連合加盟認定に至るプロセスを事例として―

研究発表

研究発表 嶋野武志 長崎大学 「経済のグローバル化」の下における地域資源に関する一考察

研究発表 山下　幸裕 北陸先端科学技術大学院大学 空き家対策を判断するための意思決定要因に関する研究

研究発表 垣花　渉 石川県立看護大学 看護学生を活かした「健康のまち」づくりの試行

研究発表 菅原　浩信 北海学園大学 商学連携による実践的教育の意義と限界

研究発表 山崎泰央 石巻専修大学 被災地における復興起業家支援の現状～内閣府「復興支援型地域社会雇用創造事業」の事例

研究発表 佐藤勝典 東北大学 スコットランドの社会起業から学ぶ被災地の地域再生

研究発表 高松和幸 獨協大学 地域における共働防災意識向上デザイン：カエルキャラバンを通して

研究発表 正木聡 法政大学 観光振興における観光メディアの機能に関する研究－群馬県を事例に自治体観光情報と当該観光案内書からの考察－

研究発表 大橋香奈 University of London 「インタラクティブな旅行」に関する研究

研究発表 軍司聖詞 早稲田大学 コンテンツ観光に基づく地域活性化における観光誘致のあり方

研究発表 井上　和久 早稲田大学大学院  文化・芸術を活用した地域活性についての考察　&#8211;ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑを通じて-

研究発表 鈴木 誠二 法政大学大学院 中山間の地域資源を活用した地域活性化における考察<br>　-こども農山漁村交流プロジェクト：群馬県みなかみ町旅行教育協議会の事例-

研究発表 高山泰樹 事業構想大学院大学 プロシューマ的地域産業を生むブリッジング能力と起業家集団

研究発表 中川　衛 立教大学 起業家の地域生活環境への満足度と企業の地域へのコミットメントの関係

研究発表 辻本法子 桃山学院大学 観光土産のオンライン・リピート購買の研究　-熊本県水俣・芦北地区における実践的検証-

研究発表 小辻寿規 立命館大学 喫茶店がまちの居場所になるための要件

研究発表 山本　祐子 法政大学大学院 二極化時代の地域活性化<br>―地域振興施設「道の駅」の活性化を中心として―

研究発表 江馬　正信 静岡大学 デザイン・感性を活かした地域産業構造　－福井・鯖江の取り組みから探る－

研究発表 森勇治 静岡県立大学 予算編成と議会改革への住民参加による地域活性化

研究発表 山口忠保 東北公益文科大学 中規模自治体における地域公共交通活性化に関する研究

研究発表 本田正美 東京大学大学院 地方議会の活動による地域活性の可能性と課題

研究発表 廣田章光 近畿大学　 「くまもとサプライズ」のビジネスエコシステム　―地域の人々を主体者にする「キーストーン」マネジメント

研究発表 山内利秋 九州保健福祉大学 地域社会の諸問題に対する博物館の機能

研究発表 木村隆之 首都大学東京大学院 公共性の実現としての市町村合併：浜松市の合併事例をも
とに

研究発表 金山智子 情報科学芸術大学院大学 岩村町のせんしょ隊のデザイン：コミュニティ活動のアイコン化によるアイデンティティの創出

研究発表 小林 拓実 法政大学大学院 地域活性領域における研究動向

研究発表 保井俊之 慶應義塾大学 GIS統合プラットフォームを用いた主観アプローチによる地域活性度の定量化・地図化

研究発表 宮武　功 慶應義塾大学 国民体育大会を契機とした地方都市における市民憲章分類による余暇活動推進組織モデルの研究

研究発表 中島　ゆき 法政大学地域研究センター 「居住地型」の地域マーケティングにおける、地域資源発掘の手法と検証

研究発表 蜂屋　大八 茨城大学 地域との協働による地域づくりカリキュラムの開発～総務省「域学連携」実証研究事業報告～

研究発表 穂刈俊彦 法政大学大学院 地域銀行による農業関連融資を通じた地域活性化

研究発表 藤木秀明 東洋大学 地域の再生・活性化の求められる地域金融機関の新たな役割についての考察

研究発表 井形　元彦 高知工科大学 農業ビジネスの活性化に向けたCDM・BSC・QFDの分析視点援用

研究発表 塙久美子 法政大学大学院 「農業界における新たな担い手育成システム」―　担い手育成に与える要因の考察―

活動報告 田畑　恒平 早稲田大学 ローカルメディアを活用した地域活性の取り組み（群馬県桐生市地域を中心に）

活動報告 中島　智 同志社大学大学院 風景づくりと社会的合意形成の手法モデル：近江八幡市の事例から

活動報告 佐藤　穂奈美 早稲田大学大学院 城下町都市開発におけるパタン・ランゲージの有効性に関する研究

活動報告 田村哲士 山形大学大学院  米沢の学生と商店街の方々との絆づくりによる商店街活性化―学生団体アットストリートの事例―

活動報告 江川　緑 東京工業大学 都市高齢者と商店街が共に活性化する共生社会構築に向けて

活動報告 信藤博之 大阪市立大学大学院 幼稚園を核とした地域コミュニティ再構築 -芸術を活用した歯科啓発教育の視点から-

活動報告 山中鹿次 ＮＰＯ法人近畿地域活性ネットワーク 史跡公園の活用の現状と課題-西日本地域の史跡を中心にして-

活動報告 小野英一 東北公益文科大学大学院 「公益」をキーワードとした地域づくりについて

活動報告 嶋崎真仁 秋田県立大学 産官学連携によるびんリユースシステム構築の取り組みー秋田県を事例として―

活動報告 住吉廣行 松本大学 地方大学のＣＯＣとしての役割と地域活性化

活動報告 関　隆晴 大阪教育大学  地域活性における人材育成―協議体によるニューキッズベンチャー実践事例からの一考察―

活動報告 西田　直海 千葉大学 「カフェをつくる」という授業の役割

活動報告 森田直之 千葉大学 千葉県山武市におけるサンブスギ利用による新産業創出に向けて

活動報告 山本耕司 四国大学 産学官連携のOSS普及による地域経済の活性化に向けて

活動報告 横畠康吉 ＮＰＯ法人　ＡＵＸ 中山間地域における地域振興と６次産業　－梅酒特区による地域活性化の事例－

活動報告 池本有里 四国大学 高校生による商店街の魅力を伝える取組みとその課題

活動報告 岸川　善紀 宇部工業高等専門学校 高専の卒業研究を通じた地域活性化支援活動について‐ゆるキャラとB級グルメを例に‐（第1報）

活動報告 足立眞理子 千葉大学大学院 地域活動と大学との連携・協働による森林再生と地域活性化の取り組み

活動報告 奥山仁志 岩手大学大学院 「子ども農山漁村交流プロジェクト」への取組に関する考察

活動報告 加藤文俊 慶應義塾大学 「協同調理」による参加のデザイン：カレーキャラバンの試み

ポスター 遠藤雄介 早稲田大学大学院 埼玉県における耕作放棄地の現状と課題について－本庄市を事例に<br>

ポスター 小林　正二 高知工科大学 地域と大学の連携のあり方に関する研究

ポスター 田島悠史 慶應義塾大学 「よそ者」と地域を繋ぐ複数メディアを通したコミュニケーション方法

ポスター 筒井　隆志 コンテンツツーリズムの新たな展開

ポスター 津野美穂 高知県栄養士協会 国民の健康志向の高まりに伴う食生活の改善と満足感に及ぼす影響に関する調査研究

ポスター 上村　一平 高知工科大学大学院 医療機器開発による産業力向上と地域活性化についての考察

ポスター 多田有里 高知工科大学 地域産業振興のためのBSCを活用した戦略立案・企業環境分析と地方大学の役割

ポスター 菊本 有紀 首都大学東京 場所情報と芸術情報を融合的に捉えたアートイベント・アーカイブの制作

ポスター 鈴木一寛 早稲田大学大学院 釣人の環境保全に係る思想と消費に関する研究～消費社会の地方志向が釣りに与える影響～

ポスター 大橋裕太郎 慶應義塾大学 フィンランドにおける市民の成人教育への参加に関する考察

ポスター 工藤久美子 早稲田大学大学院 東日本大震災における貯水槽水道の公営住宅被害に関する調査&#8226;分析-公営住宅における貯水槽水道の今後の課題-

ポスター 佐伯悠 青山学院大学大学院 地域通貨導入による地域活性化事例のSROIを活用した定量分析

ポスター 鈴木康之 静岡大学 リサーチ・アドミニストレーション(URA)制度における産学連携活動最適化に関する検討

ポスター 大澤修平 早稲田大学大学院 地域のなかの環境教育－杉並区和田中学校「よのなか」科をてがかりに

ポスター 葛山　功 法政大学大学院  地域における学習塾の役割に関する考察

ポスター 殿崎正芳 法政大学 ＣＳＲと経営成果に関する研究

自治体 中西　舞 第３の生活拠点創出実行委員会　 石川県能美市におけるサードプレイスの創出と大学連携による効果検証調査について

自治体 増井真太 ノベルサウンズ 香川県観音寺市の「非競争型の地域活性」

自治体 片平　聖太郎 伊達市役所 東日本大震災における伊達市の被災者支援の取り組み

自治体 柴田　仁夫 公益財団法人　横浜企業経営支援財団 CSR推進企業における経営理念の浸透－横浜型地域貢献企業の場合－

自治体 岩本直樹 北里大学保健衛生専門学院 管理栄養士養成校の学生による地域活性化の取り組み

自治体 荒木　征二 高崎市役所 “公務員在中”（地方公務員とパラレルキャリアを考える）

自治体

テーマ発表 金沢星稜大学池田ゼミ

テーマ発表 高崎経済大学DNA

テーマ発表 小布施町プロジェクト活動

テーマ発表 高知工科大学香美市を盛り上げ隊

※発表演題はエントリーフォームに記入されたものを記載しています。最終的な演題は研究論文集（要旨集）の原稿記載のタイトルを印刷いたします。
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