
月日 時間 発表種別 セッション 会場 教室名 司会 発表者 所属 タイトル

久保田章市 浜田市長 浜田市における地産品販路拡大支援の取り組み

境井健志 北海道中小企業家同友会 オホーツクを元気にする中小企業家同友会オホーツク支部の取り組み

今瀬政司 奈良まちづくりセンター アジアにおける市民主体の歴史的町並み保存ネットワークの軌跡と展望

垣花渉 石川県立看護大学 コミュニティ形成を通した「健康長寿のむら」づくり

片山めぐみ 札幌市立大学 コミュニケーションの活性化による地域活性の土台づくり

小林重人 北陸先端科学技術大学院大学 地域のサードプレイスにおける利用者の協力意向の形成に関する研究

長村知幸 小樽商科大学 ワイン・クラスター研究の変遷と応用可能性

河本大地 神戸夙川学院大学 日本における有機農産物産地の地理的分布とその規定要因

新井直樹 鳥取環境大学 日韓の地域・観光政策の比較考察

高屋聡 山形大学 地域金融機関による6次産業化支援の課題

柴田仁夫 埼玉大学 大都市の創業支援現場における創業者と支援者の実践コミュニティ形成プロセス

小川繁幸 東京農業大学 農林水産業の6次産業化推進における「6次産業化ファンド」の役割

佐伯悠 青山学院大学大学院 徳島県神山町 地域事例研究報告

山下幸裕 北陸先端科学技術大学院大学 空き家活用意思決定モデル構築に向けた空き家活用の事例調査

神原　理 専修大学 川崎市における市民のコミュニティ意識‐web調査と自主防災組織への調査から‐

富澤浩樹 岩手県立大学 生涯学習サポーター養成講座におけるまちづくり学習スキームの試験的導入に関する基

礎研究
藤沢重徳 長野県飯山北高等学校桂蔭会 ふるさとの“意思ある学び”; 地域の次世代リーダー育成のための教育支援事業 

10年の試みから
松橋崇史 東京工科大学 統合型グループウェアを用いて行う地域活性化をテーマにした協働学習の成果と課題

村中均 常磐大学 顧客視点による地域ブランド化段階モデル

岩本隆 慶應義塾大学 地域の食のブランディング～和歌山県の最新事例をベースに～

桃井　謙祐 経済産業省／長崎大学 我が国における地域ブランディングの現状と課題、地域づくりとの関係性をめぐる考察

保田隆明 昭和女子大学 地方自治体の「株主制度」の参加者プロファイル調査を通じた共感型投資の可能性

木村 俊昭 東京農業大学 地域活性化と６次産業化

村瀬博昭 新潟薬科大学 地域のデザイナーの活躍の場の拡大による地域活性化に関する研究

皆川治 東北公益文科大学　 地域力を結集した地域資源のフル活用により人口減少に立ち向かう－東北公益文科大学のチャレンジ－

池田千恵子 大阪市立大学大学院 遠隔地での6次産業化を加速させる大学と中央卸売市場に関する一考察

横畠康吉 NPO法人ＡＵＸ 農工連携による地域特産品開発を通じた地域活性化

中島智 東京立正短期大学 学生と地域社会をつなぐ短大コミュニケーション教育の構想

鈴木康之 静岡大学 地域連携による「ものづくり人材」育成－「浜松レイン房・ものづくりダビンチキッズ

奥山睦 静岡大学大学院 「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」にみる地域活性化

福田稔 法政大学大学院 基礎自治体のビジネス・インキュベーション施設が果たすべき地域イノベーションへの

貢献
奥山仁志 岩手大学連合農学研究科 農村社会ネットワーク活性化手法に関する考察

野坂美穂 中央大学大学院 「農業の六次産業化における仲介者の役割と類型－構造的空隙とケイパビリティに基づ

く分析
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の新展開

渡邉賢一 慶應義塾大学大学院 クールジャパン戦略を活かした国際地域活性化モデルのプロセス分析

鈴木 誠二 法政大学大学院 地域の魅力を創造し、交流人口を増やす担い手に関する研究

西谷栄治  利尻町立博物館

舘　逸志  内閣府

河合健一 神津島郷(シマ)づくり研究

会
古賀学  松蔭大学

綿谷佳泰 HIエンジニアリング サービスステーションからみる自動車社会の地域特性

ANNISA ANINDITA 東京工業大学 伝統的工芸品産業の技術継承をめぐる一考察

宮澤克徳 静岡大学 バイオマスを活用した地域イノベーションスマートエコモデルの構築

石橋 裕基 関西情報センター 行政の関与する地域SNSによる地域活性への寄与の不透明さ

谷川恵子 高知工科大学 6次産業化のための農業生産法人における戦略立案支援と事業価値創造

木村乃 明治大学 行政活動領域における住民参加の意向を形成する意識構造

森田直之 千葉大学大学院 大都市近郊小規模森林地帯における伝統的林業に関する研究

足立眞理子 千葉大学大学院 地域農業と林業の連携による木質バイオマスエネルギーを活用した地域づくりの実践

福良冴香 高知工科大学 地域資源からコンセプトを創出するNPO砂浜美術館によるサステナビリティーの価値提

供
長谷川望 愛知東邦大学 大学におけるサッカーを通じた地域活性化への取組み　～地元Jクラブとの連携に向けて

劉　莎 小樽商科大学大学院 秋葉原の形成経緯から見る地域活性化

鈴木一寛 日本釣振興会 有名温泉地域における海釣り公園の活用方策の考察～浅虫海づり公園を事例として～

中軽米広和 八幡平市 岩手県八幡平市における域学連携による地域活性化に向けた取組み

佐藤和枝 絆塾 後半生におけるアクティブフォロアーの役割を生み出す絆塾活動

野村博之 紋別市役所 紋別市におけるSGEC森林認証材利活用による森林・林業活性化の取組について

渡辺理 富士通研究所 地域住民の個別インタビューや当事者ワークショップにおける音声の要約情報（音声ペルソナ）を当事者に向けて再生

することによる，当事者主導の地域計画（コミュニケーション）支援について

北郷裕美 札幌大谷大学 地域活性化に寄与する地域メディア－公共性指標による北海道コミュニティFM 

の実態分析
菅原浩信 北海学園大学 商店街組織によるコミュニティ・カフェのマネジメント

田村正文 八戸学院大学 いわゆる中山間地域における地域の課題と人材育成の必要性‐青森県新郷村を例として‐

小林正二 高知工科大学 地方の観光を目玉とした活性化政策と農の６次産業化に関する考察

正木聡 法政大学大学院 観光者行動における観光施設としての「道の駅」の研究

田中美香 東京農工大学 栃木県内のジェラート店におけるスタンプラリー応募者の特徴

池本有里 四国大学 地域住民の安心を支える看護師の持つ役割と可能性

白石史郎 事業構想大学院大学 医療・介護の地域統合福祉システム構築

山本耕司 四国大学 生活の安心を支える地域医療の現状と課題

宋　潔 小樽商科大学 地域医療の方向性に関する一考察

井形元彦 高知工科大学 生産管理技術の農業ビジネスへの援用可能性　全体俯瞰 ‐概念データモデルの視点から‐ 

菅原優 東京農業大学 北海道の大規模酪農経営による環境対策と地域雇用創出の課題

佐々木拓夢 東京農業大学 農家レストランによる農業者の所得向上の可能性

相原憲一 事業構想大学院大学・絆塾 地域産業におけるプロセスイノベーションを生むソーシャルキャピタル　‐

ブリ ジング能力再考
保井俊之 慶應義塾大学 「自己実現と場の作用モデル」による超域型場づくりの地域活性化分析

前野マドカ 慶応義塾大学大学院 欲求連鎖分析を用いた人間中心地域活性化の可視化

笠井賢紀 龍谷大学 調査過程がまちづくりおよび住民個人に資する方法

地域活性学会第６回研究大会　発表者一覧

X 第7会場 8‐204教室
小野浩幸

（山形大学）
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（日）

10：00～

12：00

部会

V 第5会場 8‐202教室
岡本義行

（法政大学）

W 第6会場 8‐203教室

末松広行

（農林水産省

）

第3会場 8‐401教室

伊藤一

（小樽商科大

学）

U 第4会場 8‐402教室

上西康文

（白百合女子

大学）

自治体・

団体特別 S 第2会場 8‐302教室

那須清吾

（高知工科大

学）

一般

研究発表

T

Q 第7会場 8‐204教室

中嶋聞多

（事業構想大

学院大学）

一般

研究発表

永松俊雄

（崇城大学）

O 第5会場 8‐202教室

那須清吾

（高知工科大

学）

P 第6会場 8‐203教室

末松広行

（農林水産省

）

今瀬政司

 

（市民活動情

報センター、

長岡大学）

離島振興部会「“しま資源”を活かした離島の活性化」

N 第4会場 8‐402教室

K 第6会場 8‐203教室

中森義輝

（北陸先端科

学技術大学院

大学）

L 第7会場 8‐204教室

藤田昌弘

（大手前大学

）

美土路知之

（東京農業大

学）

J 第5会場 8‐202教室

黒瀧秀久

（東京農業大

学）

一般

研究発表

G 第2会場 8‐302教室

坪井明彦

（高崎経済大

学）

H 第3会場 8‐401教室
小野浩幸

（山形大学）

I

中嶋聞多

（事業構想大

学院大学）

一般

研究発表

B 第3会場 8‐401教室

御園慎一郎

（愛知東邦大

学）

C 第4会場 8‐402教室

柴田いづみ

（結いのまち

づくり研究所

）

舘逸志

（内閣府）

E 第6会場 8‐203教室
岡本義行

（法政大学）

F 第7会場 8‐204教室
高松和幸

（獨協大学）
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（土）

13:00～1

4:30

自治体・団

体特別 A 第2会場 8‐302教室

D 第5会場 8‐202教室

14:40～

16:10

第4会場 8‐402教室

Ｍ 第3会場 8‐401教室


