
実施機関

富山大学

　募集期間：Ｈ28/4/1～5/19

　応募件数：32件

　・審査の結果、以下の10件の研究題目に決定 ※記載は研究成果発表会の発表順

機関名 学部・学科・ゼミ名など 研究題目 対象地域 指導教員

1 富山大学
人文学部　東アジア言語文化講
座　日本文学分野　小谷ゼミ

富山のこれからのコンテンツ・ツーリズムの
ために

南砺市、
上市町、
立山町、富山市

小谷　瑛輔

2 富山県立大学
工学部　情報システム工学科
イメージトレイニー

情報通信技術を用いた呉羽丘陵の魅力発
信のための調査

呉羽山丘陵 中田　崇行

3 富山大学
工学部　知能情報工学科
メディア情報通信研究室

ローカルバス活性化に向けてのＩＣＴの活用 南砺市
堀田 裕弘
稲積 泰宏
柴田 啓司

4 富山高等専門学校
制御情報システム工学専攻
古山ゼミ

水質測定アプリケーションの開発
富山県湾岸部、
河川敷

古山　彰一

5 富山大学
大学院　理工学教育部　生物圏
環境科学専攻　生物圏機能第3
講座

富山湾沿岸海水中の海藻分解菌の分布調査
―廃棄海藻の減容化とマリンバイオマスと
してとらえた有効利用を目指した海藻分解
菌のデータベースの構築―

富山湾沿岸域 酒徳 昭宏

6 高岡法科大学
法学部
山下ゼミ・高乗ゼミ・上地ゼミ
　（まちづくりプロジェクト）

高岡市における空き家の利活用に関する研究 高岡市
山下 昭浩
高乗 智之
上地 一郎

7 富山国際大学
現代社会学部　現代社会学科
経営情報専攻
長尾治明ゼミ25回生

富山市中心市街地における求心力のある
回遊性の仕組みづくりについて

富山市中心市街
地地区、
富山駅前地区

長尾　治明

8 富山福祉短期大学
看護学科
炭谷ゼミ・寺西ゼミ・北濵ゼミ

福祉の場において多職種で協力しながら活
躍する人々の魅力に関する研究
－福祉職場の人材確保に向けて－

射水市、
富山市、
高岡市

炭谷 靖子
寺西 敬子
北濵 まさみ

9 富山短期大学 食物栄養学科　応用栄養学
地場産物や郷土料理を生かした高齢者向
けの嚥下困難食の開発

南砺市 山岸　博美

10 富山大学
医学部看護学科　中林研究室、
芸術文化学部　河原研究室

地域住民の主体的な介護予防活動推進の
ための取組み

富山市
中林 美奈子
河原 雅典

　・研究成果発表会の実施

　　◇日　時◇　平成29年2月28日(火)13:00～17:00　 ◇会　場◇　富山県民会館401号室

　　◇参加人数◇　103名

・県内高等教育機関 ・県、市町村関係　(22名)

　　学　生　 （45名） ・一般　               ( 8名)

　　教職員　（20名） ・その他関係者　  ( 8名)

機関・学部・学科・ゼミ名など 研究題目

富山高等専門学校
　制御情報システム工学専攻
　古山ゼミ

水質測定アプリケーションの開発

富山大学
　工学部　知能情報工学科
　メディア情報通信研究室

ローカルバス活性化に向けてのＩＣＴの活用

富山短期大学
　食物栄養学科　応用栄養学

地場産物や郷土料理を生かした高齢者向
けの嚥下困難食の開発

富山大学
　大学院　理工学教育部
　生物圏環境科学専攻
　生物圏機能第3講座

富山湾沿岸海水中の海藻分解菌の分布調査
―廃棄海藻の減容化とマリンバイオマスと
してとらえた有効利用を目指した海藻分解
菌のデータベースの構築―

大学コンソーシアム富山　平成28年度　学生による地域フィールドワーク研究助成事業　実施報告
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☆最優秀賞☆

☆優秀賞☆

☆チームワーク賞☆

　　富山県内高等教育機関に在籍する学生が、県内の地域がもつ課題について、地域と一体となって行う、解決方策の提言や
課題解決のための実践的なフィールドワーク研究を支援することで、次の世代を担う学生と県内の地域との交流の拡大、連携
を促進し、地域の活性化を高めるとともに、学生にコミュニケーション力や課題解決力を身につけてもらう。

　◇講　演◇　「まちづくり」から「まちづくろい」へ
　                講師：株式会社ワールドリー・デザイン代表取締役　明石 あおい 氏

　　　　　　　　・富山経済同友会事務局長 奥沢 健 氏

　　　　　　　　・北陸銀行地域創生部副部長 荒谷 昌孝 氏

　助成対象研究の内容は以下のとおり

　　◇研究課題内容◇
　　研究テーマを基に県内のそれぞれの地域においてフィールドワークを行い、
　そこにある魅力や課題を引き出し、県内の自治体等が今後取り組むべき、
　地域の魅力の活用や課題解決策等を提案する。

　　◇助成対象研究◇
　　県内高等教育機関に在籍する学生が所属する
　ゼミナール（講座、専攻）等（プロジェクト授業を含
　む）の専門性を活かし、教員の指導のもとに学生
　が実施する、県内でのフィールドワーク研究であ
　ること。

　　　　　　　　・富山県知事政策局課長 荻布 佳子 氏

☆プレゼンテーション賞☆

　　　・富山大学　(20件)

　　　・高岡法科大学　(2件)

　　　・富山国際大学　(1件)

　　　・富山短期大学　(2件)

　　　・富山県立大学　(3件)

　　　・富山福祉短期大学　(3件)

　審査員：　　・地域貢献部会長 秦 正徳 氏

　　　・富山高等専門学校　(1件)
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【研究成果発表会の様子】

■開会あいさつ・審査員紹介

【開会あいさつ】大学コンソーシアム富山 地域貢献部会 秦正徳 部会長 

 

 

【司会進行】    (前半) 高岡法科大学・草島魁さん       (後半) 富山大学・田中一基さん  

【タイムキーパー】     高岡法科大学・菊優香里さん           富山大学・高野詩菜さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審 査 員】 （左から）荒谷・北陸銀行副部長、奥沢・富山経済同友会事務局長、秦・地域貢献部会長、 

              荻布・富山県課長 
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■発表（前半の部）

■発表（後半の部）

№7 

「富山市中心市街地における求心力のある回遊性の 

仕組みづくりについて」 
 富山国際大学 現代社会学部 現代社会学科 経営情報専攻 

           長尾治明ゼミ25回生 

 （発表者）谷村渉さん・林亮太郎さん・高木なつみさん 

№１ 

「富山のこれからのコンテンツ・ツーリズムのために」 
 富山大学 人文学部 東アジア言語文化講座 

        日本文学分野 小谷ゼミ 

 （発表者）白鳥公樹さん 

№２ 

「情報通信技術を用いた呉羽丘陵の魅力発信のための調査」 
 富山県立大学 工学部 情報システム工学科 

               イメージトレイニー 

 （発表者）佐原優衣さん 

№３ ★優秀賞★ 
「ローカルバス活性化に向けてのＩＣＴの活用」 
 富山大学 工学部 知能情報工学科 メディア情報通信研究室 

 （発表者）田中一基さん 

№４ ★最優秀賞★ 
「水質測定アプリケーションの開発」 
 富山高等専門学校 制御情報システム工学専攻 古山ゼミ 

 （発表者）中村尊さん 

№５ ★プレゼンテーション賞★ 
「富山湾沿岸海水中の海藻分解菌の分布調査 

 ―廃棄海藻の減容化とマリンバイオマスとしてとらえた 

  有効利用を目指した海藻分解菌のデータベースの構築―」 

 富山大学 大学院理工学教育部 生物圏環境科学専攻 

        生物圏機能第3講座 

 （発表者）青山拓生さん 

№６ 

「高岡市における空き家の利活用に関する研究」 
 高岡法科大学 法学部 山下ゼミ・高乗ゼミ・上地ゼミ 

                         （まちづくりプロジェクト） 

 （発表者）堀江隼斗さん・澤田遥さん・亀田光輝さん・ 

       長谷川りのさん 
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■講演

■審査発表・講評・表彰式・閉会あいさつ

№８ 

「福祉の場において多職種で協力しながら活躍する人々 

の魅力に関する研究 －福祉職場の人材確保に向けて－」 
 富山福祉短期大学 看護学科 炭谷ゼミ・寺西ゼミ・北濵ゼミ 

 （発表者）町田太哉さん 

【講 演】 

 「まちづくり」から「まちづくろい」へ 
（講師）株式会社ワールドリー・デザイン 

        代表取締役 明石 あおい 氏 

№９ ★チームワーク賞★ 
「地場産物や郷土料理を生かした高齢者向けの嚥下困難食の開発」 
 富山短期大学 食物栄養学科 応用栄養学 

 （発表者）沢田朱音さん・大茂真夕さん 

№１０ 

「地域住民の主体的な介護予防活動推進のための取組み」 
   富山大学 医学部看護学科 中林研究室・ 

         芸術文化学部      河原研究室 

 （発表者）嶋智子さん 

 【審査発表・講評・表彰式・閉会あいさつ】秦 部会長 
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