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ｾｯｼｮﾝ 会場 司会 氏名 所属 発表演題

高屋聡 山形大学 6次産業化における事業継続・成長要因に関する研究
小林重人 北陸先端科学技術大学院大学 プログラミングの知識を持たない市民を巻き込んだオープンデータの利活用
柴田　仁夫 埼玉学園大学 首都圏における女性起業家に関する一考察
正木聡 法政大学 日本と外国のガイドブックから見る箱根地域の観光対象に関する研究
宋　潔　 小樽商科大学大学院 自治体立病院における地域医療活性化の試みに関する考察
谷村要 大手前大学 コンテンツツーリズムを活用した地域活性に資する地域資源－「アニメ聖地」住民への聞き取りから－
北　裕充 関西大学大学院 地域ケア会議によるケアマネジャーのスキルアップの有効性
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都道府県の役割
池田千恵子 大阪市立大学 まち歩きと地図による地域アイデンティティの確立-新潟市中央区を事例に-
吉田　渉 早稲田大学 中山間地域の伝統産業施設を拠点とした多機能化と内発的地域づくり
伊藤優 宮城大学 市民参加による文化財の活用方策 —仙台市の観光ガイドボランティアを通してー 
鈴木一寛 ナチュラリスト 直島つり公園を事例とした海釣り公園における地域活性の可能性
森勇治 静岡県立大学 地方議会における行政評価を利用したアカウンタビリティ向上による自治体改革
石川直樹 筑波大学大学院 持続可能な都市・地域に向けた地域活性化指標の構築と施策評価
石橋裕基 一般財団法人関西情報センター 地方自治体におけるオープンデータ施策推進と地域・経済活性化への道筋
田畑恒平 京都産業大学 地方自治体におけるスマートデバイス向けアプリ活用と課題
今瀬政司 長岡大学 実践的教育・研究「今瀬ゼミ：とちお祭への裏方参画と調査・情報発信」－地域を支える「裏方」と必要性からの「協働」－
小出秀雄 西南学院大学 産官学民連携事業による“学生活性化”の効果
斎藤和真 慶應義塾大学SFC研究所 コミュニティとの協働による公共スポーツ施設マネジメント
沢田史子 北陸学院大学短期大学部 地域課題解決活動とその教育効果　―ゆるキャラを活用した地域資源マップの作成を事例として―
菅原浩信 北海学園大学 商店街組織におけるソーシャル・ビジネス
田島悠史 宝塚大学 小規模地域アートイベント運用モデルの提案と検証
小野寺真央 宝塚大学 地域活性化を主眼としたアートプロジェクトにおける平面的表現の意義

山中鹿次 近畿地域活性ネットワーク 関西における地域コミュニテイスペースの事例と地域活性の有効性について
渡部薫 熊本大学 民間の地域づくり活動の持続可能性と公共圏の形成―創造都市による地域再生を追究する一つの視点として―
新井直樹 公立鳥取環境大学 地方の人口減少対策としての移住者誘致のあり方に関する考察
大野拓陽 東京都市大学 大都市近郊の銭湯を中心とした地域コミュニティー再生の考察
大宮徹 慶應SDM・小布施町ソーシャルデザインセンター小規模自治体における多様なアクターによる教育プログラムの実施が果たす役割
長谷達弥 高知工科大学 中山間地域における地方自治体の補助金を活用した大学生の農業組織運営
上総毬椰 高知工科大学 観光の視点による非日常性のデザインを通じた大学生の地域メッセージの発信
木村俊昭 東京農業大学 地域人財養成と定着のあり方

第1会場
木村俊昭

（東京農業大学） JC連携特別 日本青年会議所 日本青年会議所地域プロデユーサー育成塾での成果報告

久保田章市 島根県浜田市長 浜田市における「地域資源」に着目した地域活性化の取組

宮本幸治 国立大学法人岩手大学 産学官連携による「オール岩手」で取り組んだ魚介乾製品の開発を通じた水産業復興

第3会場
關　隆晴

（大阪教育大学）
学生セッション （地元学生による発表と討論）

「地域活性と学生の力（仮）」(1)東日本大震災復興支援ボランティア（大阪学院大学経済学部松野ゼミ）(2)大阪キタ天神橋筋商店街 実践
観光まちづくりプロジェクト(3) 京丹後市域学連携事業における取り組み～ラッピングバスデザインと久美浜での実践から～（大手前大学
谷村ゼミ）

第4会場
今瀬政司

（長岡大学）
離島振興部会 「離島振興における今日的課題 ～観光と防災・情報の視点から～」

内田純一 北海道大学 海峡都市圏のデスティネーション・ブランディングに関する一考察
徐斌 小樽商科大学 プライベート・ブランドと地域ブランドを融合する可能性
数納祥平 マクロミル ロシア市場における「青森県産食品」のマーケティングミックスを考える
辻本法子 桃山学院大学 水俣産野菜のオフライン・プロモーションの実践的検証　－地域に対する消費者の認知・理解の変化-
林靖人 信州大学 地域に対する潜在的意識と顕在的意識の関係性
桃井謙祐 信州大学 我が国地方へのインバウンド誘致に関する研究―長野県野沢温泉村を事例に―
藤科智海 山形大学 地方老舗菓子店の競争戦略‐つるおか菓子処木村屋を事例として‐ 
岩本隆 慶應義塾大学 東京オリンピックに向けた官民連携による観光産業活性化
佐藤充 法政大学大学院 地域産業における研究開発活動とイノベーション創出に関する定量的分析
西野宏太郎 関西大学 大都市近郊酒造メーカーのビジネスモデル
山本耕司 四国大学 学官産連携による地域住民のための情報提供機能の刷新プロジェクト
横畠康吉 NPO法人AUX 徳島県阿波市におけるトマト生産と加工を融合させた六次産業への試み
相原憲一 絆塾／静岡大学大学院 五感コミュニケーションを活かすワクワク地域づくり
星野敦子 十文字学園女子大学 大学と行政の連携による地域人材育成制度の評価
田中美香 東京農工大学大学院 モバイル活用によるスタンプラリーの実態
小塩篤史 事業構想大学院大学 地域活性化のための地域類型に関する研究
中島智 東京立正短期大学 コミュニティ・カレッジから提案する都市型エコツーリズム
中村忠司 一橋大学大学院 コンテンツによる観光振興の持続可能性に関する考察-岩手県久慈市を事例として-
木村晴壽 松本大学 地方創生プログラムと大学の地域連携活動
小林宗太郎 関西大学大学院 「廃県置藩」で広域自治体再編成
西川洋行 県立広島大学 自治体-大学連携による地域課題解決型事業
本田正美 島根大学 地域活性を担うアクターの顕在化
宮武功 慶應義塾大学 陸前高田市における多様な主体連携被災地観光モデル「巨大ベルトコンベア見学」の構築
樋口浩一 関西大学 協働による広域行政ー大阪湾フェニックス事業の分析
森本祥一 専修大学 大学生の力を活かした集落活性化事業の実践結果と考察～南魚沼市辻又集落の活性化を通じて～
藤岡 秀英 神戸大学 地域活性化の理論と大学教育を通じた実践
ホー　バック 北陸先端科学技術大学院大学 アクティブシニアによる持続可能な地域づくり：若々しさ指標の開発と学助によるその醸成
森田　直之 千葉大学大学院 再開発完了地区における団地内商店街の住民参加型ワークショップによる地域再考
保井俊之 慶應義塾大学 DSM及びCMIを用いた地域イノベーション活動のつながり可視化・構造化モデルの提案
松本敦則 法政大学 イタリア産業集積の変遷と現状-産業支援政策の視点からみるエミリアン・モデルの再検討-
竹村佑子 島根大学大学院 中山間地域における地域自治組織の活動形態と課題－島根県旧赤来町を事例として－
藤沢重徳 長野県飯山高等学校桂陰会 ふるさとの“意思ある学び”ver2.0； 統合飯山高校への事業継承と“ふるさと創生イノベーション”
岡本義行 法政大学地域研究センター 地方人口ビジョン・地方版総合戦略―地域コミュニティや産業の変化に対応した政策に関する研究―
山下幸裕 北陸先端科学技術大学院大学 地域イベントにおける情報発信効果の分析
稲垣円 慶應義塾大学 エビデンスデータを活用した観光戦略策定における大学の役割-山梨県富士吉田市を事例として-
大田雅之 京都橘大学 地域活性化を目的としたイベントが果たす役割と課題について―京都府京都市山科区「陶灯路」を事例に―
山崎泰央 石巻専修大学 被災地における復興支援団体の変容
亀山清美 佐賀大学大学院 佐賀市「子どもへのまなざし運動」による協働のまちづくりに関する考察
白石史郎 法政大学大学院 愛媛県の地域産業発展史からみた地方創生の可能性
松本茂樹 関西国際大学 神戸ベンチャー研究会を中心にした関西の４ベンチャー研究会の取組みに関する考察
籾山史奈 昭和女子大学 緑化された商業施設と地下空間の連続性と居住性の在り方について
森田　剛 門倉商店 フィリピン国での生ゴミの安価で簡便な肥料化による環境改善,経済性,就労の創出による地域活性
岩田　貴子 日本大学 地域のマーケティングからみる中国（CHINA）世界遺産
岩月基洋 慶應義塾大学大学院 スポーツの街づくりと地域活性化の成果と課題－秋田県能代市「バスケの街づくり」を事例に－
黒川祐光 特定非営利活動法人あのうスポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブの自立的運営に関する一考察ー三重県内総合型地域スポーツクラブを着目してー
鈴木 誠二 法政大学大学院 地域における生活とインフラに関する研究
樽井由紀 健康と温泉フォーラム 浮世絵に描かれた有馬の湯女　－江戸時代の温泉ブランド戦略　-

R 第9会場
藤田昌弘

（大手前大学）

第8会場
小野浩幸

（山形大学）Q

M 第5会場
那須清吾

（高知工科大学）

N 第6会場
上西康文

（白百合女子大学）

9/5
（土）
9：30-
11：30

※プログラム内容は変更になる可能性があります。ご了承ください。
※司会（コメンテーター兼）は変更となる可能性があります。

9/6
（日）
9：00-
12：00

J 第2会場
根本祐二

（東洋大学）

K 第3会場
中嶋聞多

（事業構想大学院大
学）

L 第4会場
尾羽沢信一
（法政大学）

P 第7会場
伊藤一

（小樽商科大学）

H 第9会場
岡本義行

（法政大学）

第2会場
末松広行

（農林水産省）
特別

セッションⅠ

A 第2会場
舘逸志

（国土交通省）

B 第3会場
御園慎一郎
（大阪大学）

G 第8会場
坪井明彦

（高崎経済大学）

柴田いづみ
（結のまちづくり研究

所）

D 第5会場
永松俊雄

（崇城大学）

E 第6会場
横山典弘

（日本政策金融公庫）

C 第4会場

F 第7会場
林靖人

（信州大学）


