
1 

 

平成 28 年 11 月 3 日  

日本観光学会  会員各位  

日本観光学会第 110 回全国大会  

実行委員長 芦田信之（福知山公立大学）  

 

日本観光学会第 110 回全国大会  

－研究報告プログラムについて－ 

第二報  

謹啓  

季秋の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

さて、日本観光学会第 110 回全国大会（平成 28 年度秋季全国大会）の第二報をご案内申

し上げます。  

公開シンポジウムは、「地域経営における観光の役割  ～北近畿５市の取組と課題～」と

して開催いたしますので、研究発表会とともに奮ってご参加をお願致します。  

本大会の運営に皆様方のご協力を賜りたくよろしくお願い申し上げます。  

謹白  

記  

開催日時：平成 28 年 11 月 26 日 (土 )  09：30〜17：50 

開催場所：福知山公立大学  

共通論題：「地域経営における観光の役割」  

 

開催日程  

 09：00～   受付  

 09：30～12：00 研究発表会・午前の部 【自由論題】  

 12：00～12：50   昼食、役員会   

 13：00～14：20 公開シンポジウム  

14：30～17：00 研究発表会・午後の部 【共通論題・自由論題】  

17：10～17：50 総会  

 18：00～     懇親会  

 

大会参加費：正会員 5,000 円、準会員 2,000 円  

※公開シンポジウムのみの参加は無料（非会員の参加も可）  

懇親会費：正会員 3,000 円、準会員 1,000 円  

【非会員の参加費等】  

①研究発表会への参加は会員のみになりますが、会員との共同発表者等は参加可能です。  

②参加費は正会員と同額です。  

➂非会員の方で入会を希望する方は大会実行委員会事務局までご連絡ください。  

【非会員の学生の参加費等】  

①大会実行委員会事務局への事前申し込みが必要となります。  

②指導教員の引率の場合に限り、研究発表会への参加は無料です。  

➂正会員（指導教員）との共同発表の場合は参加費（準会員と同額）が必要です。  

④グループ発表の場合は１グループで１人分を代表者が支払うこと。  

※この場合には要旨集は１部のみになります。  

⑤懇親会費は準会員と同額です。  
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◆  受付 09：00～    

 

 

●  研究発表会・午前の部① 09：30～12：00 

 

【第２会場】（4 号館 3 階 302 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】芦田信之（福知山公立大学）、中尾清（大阪観光大学）  

 

①09：30～10：00 グローバルコンテンツとしての“宝塚”  

－歌劇空間が創り出す都市文化－  

楊蕙（大阪市立大学大学院）  

天野景太（大阪市立大学）  

 

②10：00～10：30 大都市繁華街における外国人観光客の観光行動から見る都市観光

の持続性－大阪ミナミの難波・心斎橋エリアを中心として－  

楊亜傑（大阪市立大学大学院）  

天野景太（大阪市立大学）  

 

③10：30～11：00 被災地における観光復興と仮設住宅の現実  

－東日本大震災の最大被災地石巻市を事例として－  

三橋勇（秀明大学）  

 

④11：00～11：30 アクティブウォッチを用いたヘルスツーリズムとしての  

里山散策への運動生理学的アプローチ  

井開麻衣（全国健康保険協会大阪支部）  

芦田信之（福知山公立大学）  

東照正（千里金蘭大学）  

 

⑤11：30～12：00 ヘルスツーリズム用里山散策情報マップの作成  

芦田信之（福知山公立大学）  

井開麻衣（全国健康保険協会大阪支部）  

東照正（千里金蘭大学）  

  

☘ プログラム ☘ 
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●  研究発表会・午前の部② 09：30～12：00 

 

【第３会場】（4 号館 3 階 303 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】長橋透（青山学院大学）、藤井孝宗（高崎経済大学）  

 

①09：30～10：00 Augmented Tourism Design 

Eric Hawkinson（The University of Fukuchiyama）  

 

②10：00～10：30 天職観光～新しい旅をもとめて～  

塩見直紀（福知山公立大学）  

 

③10：30～11：00 農村観光に関する日本と中国の比較研究  

－日本農家民宿と中国農家楽について－ 

張明軍（福知山公立大学） 

 

④11：00～11：30 小水力発電の観光資源化の試み  

神谷達夫（福知山公立大学） 

 

⑤11：30～12：00 嵯峨嵐山地域における中国語圏観光客急増に関わる問題と対応について  

谷口知弘（福知山公立大学）  

 

【第４会場】（4 号館 3 階 304 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】神頭広好（愛知大学）  

 

①10：00～10：30 地域資産の発掘と若年世代の郷土意識の形成  

－福知山「竹林と光のプロムナード祭」の企画と実践から－  

尾松一喜、白数知香、穂満温巳  

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科）  

 平野真（福知山公立大学）  

 

②10：30～11：00  KYOTO WHY-FI 

-Satisfaction of WiFi in Kyoto City for Foreign Tourists- 

笠原千広、高取駿貴、田村優子、三島維音、山内美和  

（京都外国語大学外国語学部英米語学科）  

Eric Hawkinson（The University of Fukuchiyama）  

 

 

※研究報告終了後に公開ラジオ収録（FM いかる）があります。  
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◆ 昼食 12：00～12：50 

 

昼食（弁当・お茶）のご予約  

 

 本学の学生食堂は営業していません。また本大会会場の周辺にはコンビニ等がない為、

昼食はご持参ください。ただし、昼食（弁当・お茶）のご予約を E-mail にて大会実行

委員会事務局までご連絡くだされば、￥600 円にてご用意致します。  

※支払いは参加受付時。  

 

【締め切り：11 月 18 日 (金 )】  

 

■ 役員会 12：00～12：50     

 

【役員会会場】（4 号館 3 階 309 号室）  

  

 

★  公開シンポジウム 13：00～14：20  

 

【第１会場】（4 号館 1 階 101 号室） 

 

テーマ：地域経営における観光の役割  ～北近畿５市の取組と課題～  

 

【座  長】 

中尾誠二（福知山公立大学）  

 

【登壇者】  

松下幸弘（京丹後市農林水産環境部  農政課係長）  

由利健司（豊岡市但東振興局  地域振興課主査）  

原田直明（舞鶴市産業振興部  観光商業課主任）  

篠原諒太（朝来市産業振興部  観光交流課隊員）  

森田哲也（福知山市地域振興部  移住･企業立地推進課長）  

 

 公開シンポジウムのみの参加は無料です。非会員の方の参加も歓迎いたします。  

学会員以外の一般参加者は、大会実行委員会事務局に E-mail にて「氏名・所属・

TEL・参加人数」をお知らせください。  

※ご提供いただいた情報は当シンポジウム運営以外の目的には使用しません  

 

【締め切り：11 月 18 日 (金 )】  

  

＜申込先：大会実行委員会事務局＞  

担当者：加藤  

E-mail：kato-koyu@fukuchiyama.ac.jp 

mailto:kato-koyu@fukuchiyama.ac.jp
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● 研究発表会・午後の部① 14：30～17：00 

 

【第２会場】（4 号館 3 階 302 号室）〈共通論題〉 

 

【座長】成澤広幸（仙台青葉学院短期大学）、吉川三恵子（第一薬科大学）  

 

①15：00～15：30 平戸地域の観光再構築について－平戸観光の立体化－ 

吉川三恵子（第一薬科大学）  

 

②15：30～16：00 「地域経営における観光の役割」  

－Glocal=Global + Local な状況における、その現状と課題－  

佐竹真一（NPO 法人スマート観光推進機構） 

 

③16：00～16：30 大型クルーズ船寄港が地方都市に与える影響  

－地域活性化のための日本版 DMO の活用－  

矢島正枝（和歌山大学観光学研究所） 

 

④16：30～17：00 岐阜県東濃地方の観光経営への提言  

猿爪雅治（愛知大学大学院経営学研究科博士後期課程）  

 

 

【第３会場】（4 号館 3 階 303 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】中尾清（大阪観光大学）、大江靖雄（千葉大学大学院）  

 

①14：30～15：00 酪農における教育体験サービス提供者のアイデンティティ形成要因  

大江靖雄（千葉大学大学院）  

 

②15：00～15：30 空港周辺の環境と持続可能性－大阪国際空港を事例に－ 

加里本敏恵（和歌山大学大学院観光学研究科博士後期課程）  

 

③15：30～16：00 スイス・ジュラ州におけるルーラル・ツーリズムの現状と展望  

飯塚遼（秀明大学） 

 

④16：00～16：30 我が国における「ボランティア・ツーリズム」の課題と展望  

－国際ボランティア活動プログラム参加学生の志望動機から－  

野呂純一（学習院大学経済経営研究所） 

 

⑤16：30～17：00 エスニック商店街の観光化の課題  

－生野コリアタウンの事例をもとに－  

吉田全宏（大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程）  

八木寛之（神戸山手大学）  
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● 研究発表会・午後の部② 14：30～17：00 

 

【第４会場】（4 号館 3 階 304 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】神頭広好（愛知大学）、藤井孝宗（高崎経済大学）  

 

①14：30～15：00 社会生活基本調査から見る日本人の生活時間・行動と旅行需要  

有賀敏典（国立環境研究所）  

 

②15：00～15：30 潜在的地域特性の発見手法に関する考察  

－テキストマイニングの手法による分析を通して－  

梅村匡史（札幌国際大学）  

 

③15：30～16：00 A Tourism Information System with Language-Barrier-Free Interfaces   

Shinya Abe（Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute）  

Daisuke Miki（Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute） 

Marzieh Aliabadi Farahani（Graduate School of Information Systems,  

The University of Electro -Communications） 

Kayoko Yamamoto（Graduate School of Informatics and Engineering,  

The University of Electro -Communications） 

 

④16：00～16：30 位置情報ソーシャルゲームの観光流用の可能性  

－ポケモン GO の影響と観光－  

三橋勇太（東北大学大学院情報科学研究科博士前期課程）  

 

【第６会場】（4 号館 3 階 306 号室）〈自由論題〉 

 

【座長】麻生憲一（立教大学）、天野景太（大阪市立大学）  

 

①14：30～15：00 平成 28 年熊本地震が熊本にもたらした観光被害の特徴   

－体験を踏まえて－  

新田時也（東海大学）  

 

②15：00～15：30 レトロツーリズムの今日的展開―昭和の追憶と郷愁の彼方へ―  

天野景太（大阪市立大学）  

③15：30～16：00 休憩  

 

④16：00～16：30 持続可能な地域づくりと観光振興の在り方について  

－滋賀県・高島市におけるサイクリングツアーの事例研究を通じて－  

一井崇（立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程） 

 

⑤16：30～17：00「道の駅」設置と農家世帯への経済的効果  

－パネルデータ分析にもとづいて－  

麻生憲一（立教大学）  

津田康英（奈良県立大学）  
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■ 総会  17：10～17：50 

 

【第１会場】（4 号館 1 階 101 号室） 

 

 

◆  懇親会  18：00～      

                   

場所：芙蓉ホール（学生食堂） 

 

 

 

 

＜大会実行委員会＞  

 

【委員長】 

芦田信之（福知山公立大学）  

 

【副委員長】 

中尾誠二（福知山公立大学）  

 

【実行委員】 

天野景太（大阪市立大学；理事）  

江口善章（兵庫県立大学）  

Eric Hawkinson（The University of Fukuchiyama）  

加藤好雄（福知山公立大学）  

張明軍（福知山公立大学）  

中尾清（大阪観光大学；理事）  

投石文子（洲本実業高等学校）  

 

 

【大会委員】 

三橋勇（秀明大学；会長）  

井上寛（ノースアジア大学；理事）  

角本伸晃（実践女子大学；理事）  

吉川三恵子（第一薬科大学；理事）  

神頭広好（愛知大学；理事）、  

長橋透（青山学院大学；理事）  

成澤広幸（仙台青葉学院短期大学；理事）  
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会場へのアクセス  


