第３回インターカレッジフォーラム
研究テーマ 「北海道の可能性」
開催日時

平成２６年１２月２３日（火）
開場 １２：３０
開始 １３：００

会場

札幌コンベンションセンター
１０７会議室、１０８会議室
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タイムスケジュール
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16:35~17:05
17:05~17:25
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特別講演（ラッキーピエログループ社長 王 一郎氏）
審査員紹介
釧路公立大学 医療情報学研究室（皆月ゼミ）
北海学園大学 大貝ゼミ酪農研究グループ（大貝ゼミ C 班）
釧路公立大学 神野ゼミＢ班
北海学園大学 大貝ゼミＢ班
表彰準備
表彰・閉会式

特別講演

王 一郎 氏
「ラッキーピエログループ社長」

講演テーマ
「北海道の可能性」
プロフィール
１９４２年神戸市出身。北海道道南地域を中心に異彩を放つファーストフードチェ
ーン「ラッキーピエロ」を１６店舗展開（１９８７年創業）
異体験で驚かす！１つとして同じものがない！お客様と密着する！超個性的な
店づくりでわが道を独走する。
経営理念「スタッフを大切にしましょう。超お客様満足第一主義、お店はお客様
が喜び満足するためにありスタッフと共に栄える」をモットーに、地域密着で地産
地食、環境にやさしい経営を実践。
小中学校、高等学校、大学及び企業等において多数講演。
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プログラム
発表形式

：Power Point（スライド）によるプレゼンテーション
各班持ち時間３０分（発表２０分 質疑応答１０分）

研究テーマ：
「北海道の可能性」
「地域」

14:45
～15:15

釧路公立大学
医療情報学研究室（皆月ゼミ）
僻地,広域な地域における心臓リハビリテーション
患者向けアプリケーションに関する研究
－北海道の事例に基づいた構築－

心臓リハビリテーションとは、傷病のため心臓をいたわるように安静な生活を続けたことによって、
運動能力や身体の調節機能が低下した患者が１日も早く社会生活や家庭生活に戻るために実施されてお
り、安全に質の高い生活を取り戻すプログラムのことである。
研究開発として北海道の医療情報調査データから、僻地の患者は継続的なリハビリを行うことが困難
であるという仮説に基づき、支援アプリケーションを開発し非監視型のリハビリへの適用を試みた。

15:20
～15:50

北海学園大学
大貝ゼミ酪農研究グループ（大貝ゼミ C 班）
持続可能な別海酪農についての考察

北海道の基幹的産業として、農業を中心とした第一次産業がある。中でも北海道別海町は、戦後の
過程で国家プロジェクトによって酪農を中心とした産業育成がなされてきた。さらに、別海町の酪農
では、現在、メガファームといった大規模酪農を推進して行く方向にある一方で、大規模酪農である
が故に、地域の環境問題を引き起こしている実情もある。本報告では、そのような歴史的過程を通じ
て形成されてきた別海町酪農に対する政策提言を行う予定である。

16:00

釧路公立大学

～16:30

まちづくり型観光

神野ゼミ B 班
～フットパスによる内発的発展～

釧路の街の活性化のためにフットパスのコースを作成し、新たな観光のあり方を提案する。釧路の魅
力は釧路湿原のみではなく、街中にも多くある。街中の魅力を実感できるフットパスコースが盛んにな
ると街に活気がでる。また土地の魅力を発見できるフットパスは観光地としても魅力的である。住民が
街中を歩くことで観光地としての価値が高まるという新しい形の観光地としてフットパスを提案する。

16:35
～17:05

北海学園大学
大貝ゼミ B 班
観光資源の再発見 ～ないところにあるもの～

地域活性化の手段として、観光振興が叫ばれて久しい。中でも通過型観光から滞在型観光への転換が
課題となっている地域が北海道には多く存在する。本報告では、地域活性化の手段として観光振興を実
現させるためには、何が必要なのだろうか。我々はいかにして地域資源を活用するか、あるいは周辺地
域との連携を行うのかこの 2 点が重要であると考えており、これらの点に焦点をあて、別海町の事例を
通じて発表する予定である。
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協

賛

イオン北海道株式会社

釧路建設業協会

http://www.aeon-hokkaido.jp/home.html

http://www.senken.org/index.html

〒003-8630

〒085-0832

北海道札幌市白石区本通 21 丁目南１番地 10 号

北海道釧路市富士見 1 丁目 3 番地 2 号
電話：0154-41-7447
FAX：0154-41-7202

株式会社 JTB 北海道

一般財団法人大地みらい基金
http://www.daichimirai.co.jp/
〒087-8650
北海道根室市梅々枝町 3 丁目 15 番地

電話：011-222-4343

大地みらい信用金庫本店 2 階
電話：0153-24-4104
FAX：0153-24-2801

帯広信用金庫

釧路市建設事業協会

http://www.shinkin.co.jp/obishin/index.html

http://www.kushiro-skj.gr.jp/

〒080-8701

〒085-0832

帯広市西 3 条南 7 丁目 2 番地

北海道釧路市富士見 1 丁目 3 番地 4 号

電話：0155-24-3171(代)

電話：0154-42-2215
FAX：0154-42-1991

釧路商工会議所

釧路信用金庫

http://www.kuhcci.or.jp/

http://www.shinkin.co.jp/kushiro/

〒085-0847

〒085-0015

北海道釧路市大町 1 丁目 1 番地 1 号

北海道釧路市北大通 8 丁目 2 番地

道東経済センタービル

電話：0154-23-0111

電話：0154-41-4141（代表）
FAX：0154-41-4000

コーチャンフォーグループ株式会社リラィアブル

鶴雅グループ（株）阿寒グランドホテル

http://www.coachandfour.ne.jp

http://www.tsuruga.com/

〒085-0813

〒085-0467

北海道釧路市春採５丁目１６番１７号

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4 丁目 6 番地 10 号

電話：0154-46-8000

電話：0154-67-2531

FAX：0154-46-8030

FAX：0154-67-2754
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協

賛
株式会社三ッ星レストランシステム

一般社団法人北海道中小企業家同友会釧根事務所
http://portal.doyu-kai.net/

http://www.mitsuboshi.net/

〒085-0016

〒085-0813

北海道釧路市錦町 5 丁目 3 番地

釧路市春採 5 丁目 16 番地 10 号

三ッ輪ビル 5 階
電話：0154-31-0923
FAX：0154-31-0944

電話：0154-46-8484

株式会社モロオ

阿寒バス株式会社

http://www.moroo.co.jp/

http://www.akanbus.co.jp/

〒060-8525

〒085-0062

北海道札幌市中央区北 3 条西 15 丁目 1 番 50

北海道釧路市愛国 191 番地 208

電話：011-618-2323

電話：0154-37-2221（代表）

ANA クラウンプラザホテル釧路

大塚製薬株式会社

http://www.anacpkushiro.com/

http://www.otsuka.co.jp/

〒085-0016

〒084-0906

北海道釧路市錦町 3 丁目 7 番地

北海道釧路市鳥取大通 7 丁目 2 番地 8 号 13

電話：0154-31-4111

電話：0154-51-6721

FAX：0154-24-7403

キャリアバンク株式会社

釧路公立大学生活協同組合

http://www.career-bank.co.jp/

http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-

〒060-0005

puc/index.html

北海道札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 7 番地

〒085-8585

電話：011-251-3373

北海道釧路市芦野 4 丁目 1 番地 1 号
電話：0154-37-4155
FAX：0154-37-4277

一般社団法人釧路水産協会

釧路トヨタ自動車株式会社

〒085-0024

http://www.946toyota.com

北海道釧路市浜町 3 番 18 号

〒084-0906

くしろ水産センター 2 階

北海道釧路市鳥取大通 6 丁目 4 番 3 号

電話：0154-23-2970

電話：0154-51-3161
FAX：0154-52-4608
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協

賛

協同組合東北海道労務福祉協会

ホーマック株式会社

http://krg946obihiro.web.fc2.com/

http://www.homac.co.jp/

〒085-0015

〒004-8611

北海道釧路市北大通 12 丁目 2 番地

北海道札幌市厚別区厚別中央 3 条 2 丁目 1 番地 1 号

電話：0154-22-8899

電話：011-892-6611（代表）

FAX：0154-22-7566

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

ホクレン農業協同組合連合会釧路支所

〒060-0006

http://www.hokuren.or.jp/

北海道札幌市北 6 条 16 丁目 1 番地 5 号

〒085-0018

電話：011-633-1030

北海道釧路市黒金町 12 丁目 10 番地

FAX：011-633-1034

電話 0154-23-4511
FAX:0154-24-7937

(株)北海道アルバイト情報社釧路営業所

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

http://www.haj.co.jp/

http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/
（札幌本社）〒004-8588
北海道札幌市清田区清田 1 条 1 丁目 2 番地 1 号
電話：011-888-2001
（釧路支店）〒085-0022
北海道釧路市南浜町 9 番地 16 号

〒084-0902
北海道釧路市昭和南 3 丁目 15 番地 5 号
アヴァンツァーレ昭和 1F
電話：0154-53-7570

電話：0154-23-3131

株式会社ムトウ

FAX：0154-23-3137

株式会社柳月

http://www.wism-mutoh.co.jp/

http://www.ryugetsu.co.jp/

〒001-0011

〒080-0342

北海道札幌市北区北 11 条西 4 丁目 1 番地 15 号

北海道河東郡音更町下音更北 9 西 18‐2

電話：011-746-5111

電話：0120-25-5566

FAX：011-717-0547

六花亭製菓株式会社
http://www.rokkatei.co.jp/
〒080-2496
帯広市西 24 条北 1 丁目 3-19
電話：0120-12-6666
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後

援

国立大学法人北見工業大学

釧路公立大学

経済産業省北海道経済産業局

公立はこだて未来大学

国土交通省北海道開発局

札幌学院大学

札幌市

札幌大学

財務省北海道財務局

北海学園大学

北海道

北海道教育大学釧路校

一般社団法人北海道商工会議所連合会

（五十音順・敬称略）

北海道学生研究会ＳＣＡＮ

第５期運営委員

《役員》
ＳＣＡＮ代表

和田

聖雅

（釧路公立大学・下山ゼミ）

ＳＣＡＮ副代表

高原

琢幹

（札 幌 大 学・武者ゼミ）

本間

雄大

（釧路公立大学・下山ゼミ）

後藤

成美

（釧路公立大学・下山ゼミ）

企画運営代表

小林

芹奈

（釧路公立大学・下山ゼミ）

広報代表

橘内

文冶

（釧路公立大学・下山ゼミ）

渉外代表

髙橋

遥

（釧路公立大学・下山ゼミ）

会計

《部門代表》

《運営委員》
泉野 雅徳

（札幌学院大学・加藤ゼミ） 大花

歩

（札幌学院大学・加藤ゼミ）

音村 拓哉

（札幌学院大学・加藤ゼミ） 河内

直樹

（釧路公立大学・下山ゼミ）

小島 智弥

（釧路公立大学・下山ゼミ） 今野

悠貴

（釧路公立大学・下山ゼミ）

桜庭 優斗

（札幌学院大学・加藤ゼミ） 島本

好香

（釧路公立大学・下山ゼミ）

高橋 直也

（札 幌 大 学・武者ゼミ） 武井

陸

（札幌学院大学・加藤ゼミ）

舘山 嘉周

（札幌学院大学・加藤ゼミ） 飛内

望里

（釧路公立大学・下山ゼミ）

中森 琢磨

（釧路公立大学・下山ゼミ） 西内

辰大

（釧路公立大学・下山ゼミ）

馬場 沙織

（釧路公立大学・下山ゼミ） 濱谷

潤也

（札幌学院大学・加藤ゼミ）

藤本 亮介

（釧路公立大学・下山ゼミ） 松浦

正

（釧路公立大学・下山ゼミ）

溝口 裕斗

（釧路公立大学・下山ゼミ）
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ＳＣＡＮ活動理念
 「研究成果の地域への還元」
今までは大学内で行われていた研究を、SCAN では合同研究発表会の実施と報告集の作成を
行うことで地域に還元していきます。

 「学生同士が高めあえる新たな環境づくり」
つながることのなかった地域の大学をつなげ、学生同士が互いをさらに高め合えるための
環境を作ります。

 「学生の実体を見ていただく機会提供と協賛・後援のご協力」
社会に出ていく学生を受け入れていただく企業様へ、学生が何をしているのかということ
を知っていただく機会を設けるとともに、学生の力では不足するところを企業様に補って
いただきます。

札幌コンベンションセンター
〒００３－０００６

ＳＣＡＮに関する最新情報、ブログ、

札幌市白石区東札幌６条１丁目１-１

イベント情報につきましては、こちら

アクセス方法

からご覧にいただけます。

札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅１番出口より徒歩約８分

ＳＣＡＮホームページ
http://scan946.web.fc2.com

SCAN 公式 LINE アカウント
ができました！

北海道学生研究会ＳＣＡＮ
第３回インターカレッジフォーラム パンフレット
発行／北海道学生研究会ＳＣＡＮ運営委員
発行責任者／和田聖雅
編集／泉野雅徳
表紙ロゴデザイン／本間雄大
印刷／東洋印刷株式会社

