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番号 

分科会申請にはこちらの番号を使用します。 

お間違えがないようにご記入ください。 



テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 神奈川大学 玉井義浩 ゼミ A パート 

 

部門番号  1  部門名 日本経済論 

 

テーマ 子どもの貧困と教育格差 

サブテーマ ジェンダー差別解消・地方分権と地方のアメニティ向上 

趣意文 

 

  

1 

 

2019 年の厚生労働省国民生活基礎調査によれば、日本の相対的貧困比率は 15.7%に及

び、子供の貧困率は 14.0%、子どものいる現役世代の世帯員は 13.1％に及ぶ。特にひ

とり親世帯、とりわけシングルマザー世帯の貧困が深刻で、厚生労働省の国民生活基礎

調査(2019)によれば、シングルマザーの 86.7%が生活が苦しいと感じている。 

  一方、阿部彩などの先行研究や厚生労働省の全国消費実態調査など各種調査は、貧

困世帯の子どもと高所得者層の子どもの学力差が統計的に有意であることを明らかに

しており、所得格差が教育格差につながることを示唆しており、格差問題の放置は世代

を超えて日本全体の人的資本の蓄積に悪影響を及ぼし、日本の長期的な経済成長に悪

影響を及ぼすおそれがある。 

 シングルマザーの多くが非正規雇用に置かれるなど、問題の根源の一つに日本社会

に根深く残るジェンダー差別があると考えられる。世界経済フォーラムが発表した

2021 年のジェンダーギャップ指数は 156 カ国中 120 位、G7 中最下位である。長年ジ

ェンダーギャップを放置してきた結果、コロナ禍においてシングルマザーの困窮が深

まるなど日本社会はパンデミックや自然災害に対する耐性の低い社会となっている。 

 問題解決のためには、ジェンダー差別解消のための国の施策のほか、貧困世帯、居住

地の自治体による地域の実情に応じたきめ細かい対応が必要であり、我々の研究では

ジェンダー問題、地方分権や地方におけるワークライフバランスやアメニティを考慮

した雇用機会の創出の視点から問題解決にアプローチする。 

 



 

テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 中央大学  佐藤拓也ゼミ  佐藤拓也 B パート 

 

部門番号 2    部門名 経済政策論  

 

テーマ MMT について  

サブテーマ 日本で MMT は実現できるのか  

趣意文 
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 政府支出の増大に反してバブル崩壊後、日本の税収は減少傾向にある。日本の財政赤

字は拡大し続け、今日までの新型コロナによる財政出動により一層の拍車がかかって

いる。そんな中、財源確保の具体的な解決策は見つかっていない。そこで私たちは現在

日本で注目され始めている現代貨幣理論（MMT)について研究・検討を行っている。 

MMT について調べると「国債発行を続ければ日本は債務不履行に陥ってしまう」、「ハ

イパーインフレーションを招く恐れがある」といったものが挙げられている。しかし、

MMT 論者はこれらを真っ向から否定する。私たちのグループではＭＭＴを批判的に検

討し、今後の日本においてＭＭＴが実現可能なのか否か、またそれらを踏まえて理想的

な政策を考察していく。そのアプローチとして過去のデフォルト、金融危機の事例を鑑

みて現状と比較する。また、MMT 導入後の日本の国際金融、国際貿易を推測する。さ

らに、実際に MMT が採択されたと仮定し、類似の財政活動による結果を踏まえて類

推する。 



テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 駒澤大学  中済ゼミ  A パート 

 

部門番号 12    部門名 社会政策論  

テーマ  東京一極集中における問題とその解決について 

サブテーマ  

趣意文 

 

 

  

  3 

 

現在、人口減少や少子高齢化に伴う労働者不足が問題となっている。特に地方におい

ては都心への流出による過疎化が進んでいる。まさにいまの日本は東京を中心とした

一極集中である。 

一極集中によってどういった問題点があるのかを以下にまとめる。 

 

1.首都圏を中心とした災害（地震など）が起きた際に支障が出る。 

2.首都圏と地方の格差が生まれる。（地方では人材不足になり、経済の担い手がいなく

なる。→衰退につながる） 

3.パンデミックの際の感染リスク(増)。特に交通機関は人が多い。 

4.人口密度が高くなり、住みづらくなる。住む場所が減ってくるため、タワーマンショ

ンが多くなる。また、地価も高騰し、生活において何かとコストがかかる。 

 

もちろん問題点だけではなく、一極集中によるメリットも存在する。例えば、東京ブラ

ンドの向上により、東京にいれば最先端の製品やサービスが集まるため不十なく生活

できる、優秀な人が集まっているため、そこからの出会いによって起業やあらたな知見

を得られる可能性がある、などがある。 

 

しかし、メリットよりデメリットの方が大きい。 

一極集中が加速すれば地方の若者は職を求めて都心に流されやすくなり、地方の少子

高齢化が進み、結果として地方の税収は減り、少子高齢化の負のスパイラル状態とな

る。また、大学などの教育機関が都心部に集中していることにより家計への経済的負担

をかけることなどがあげられる。 

 

そこで、IT を用いたアプリケーション、そしてテレワークなどを活用し、以上の問題

を解決する方法を提案したい。 



 

 

テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

中央大学 芳賀ゼミ A パート 

 

部門番号   13 部門名  社会保障論 

 

テーマ  児童福祉施設における自立支援の現状と問題 

サブテーマ 地域社会との接続を目指して 

趣意文  
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 現在、児童養護施設入所者は減少の一途を辿っている。一方で、20 歳未満人口も減

少している。すなわち、この二つの変数は対応しているため、一概に入所者が減ったと

は言い難い。また、施設を退所してもすぐに退学・離職をしてしまう者も少なからずい

る。東京都福祉保健局(2015)『児童養護施設退所者の実態調査結果』を見ると、「退所

後困ったこと」として人間関係や金銭管理が挙げられている。こういった問題を低減す

るために施設では「自立支援」を行なっている。しかし、井上寿美・笹倉千佳弘(2017)

『虐待ゼロのまちの地域養護活動−施設で暮らす子どもの「子育ての社会化」と旧沢内

村』によれば、これらの支援は内集団、すなわち施設内での支援が中心となっており、

外集団、すなわち施設外での支援について活発には行われていないという。内集団での

支援だけでは退所後の社会との接続がスムーズにいかないことが考えられる。このこ

とから、地域社会との接続を目指しながら、外集団の中での自立支援を行うことが重要

であるだろう。 

 さらに、政府は児童らがより成長できるように家庭的擁護を行うべきだとして児童

養護施設の小規模化を目指している。しかし、それによって施設の更なる高機能化が求

められるだけでなく職員の不足、長時間労働、精神的苦痛など施設職員への負担がさら

に大きくなってきている。最近、中学校の部活動を地域社会にアウトソーシングしよう

という動きが出てきている。これに倣って児童養護の役割を地域社会に与えることは

可能か、可能ならばどのようにして可能かということについて論じる。 

 



 

テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 駒澤大学  中済光昭ゼミ B パート 

 

部門番号 21    部門名  経営情報 

 

テーマ コロナ禍における中小企業経営と IT  

サブテーマ 中小企業の IT 導入に対する解決策  

趣意文  
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 現在の中小企業は、新型コロナウイルスの流行に起因する原材料費の高騰や業務対応

の変更などの問題や、少子高齢化による働き手の減少などの社会問題に直面している。

その中で生き残りをかけて懸命にもがき変化や改善を行って対応しているところであ

る。 

IT 経営はその対応の一つだ。IT を経営に活用することによって人手不足の解消やデ

ータ収集、更には意思決定に役立てることができるが、中小企業白書の調査によると、

人事や経理には高い比率で IT ツールやシステムを導入している反面、業務自動化や経

営分析、情報管理等には IT ツールやシステムの導入が遅れていることがわかる。企業

単位でみても、感染症流行によって中小企業のデジタル化の取組は年々増してはいる

が、いまだにデジタル化に対応できていないか移行している企業が約４割存在している

ことも事実である。その理由として IT を導入できる人材がいないことや導入効果が分

からないこと、コストを負担できないことなどが挙げられる。 

これらの問題を解決するため、本文では IT 導入によるメリット・デメリットを整理

しながら中小企業の様々な IT 対応事例を取り上げ、中小企業の IT 導入に対する解決

策を論じていきたい。 

 



テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 大東文化大学  首藤禎史ゼミ 首藤禎史 A パート 

 

部門番号  ２４  部門名  マーケティング部門 

 

テーマ ブルーオーシャン戦略について  

サブテーマ 赤く染めない為には  

趣意文 

 

6 

 

ブルーオーシャン戦略とは取り除く、増やす、減らす、付け加える方法をとり他社と異

なったニーズに応えることで独自の価値を創造し、誰もいない市場を作り上げること

である。しかし、ブルーオーシャン戦略に言及されていない、また欠点とも言える部分

がある。それは維持、持続性である。私たちは新市場の実質的な独占(競合が出来にく

い市場また圧倒的シェアを確保する)を作り上げることは可能なのか疑問に思った。で

はここで長期間ブルーオーシャンであり続けた 2 つの企業を例に見ていく。 

まず、リクルートの企業文化の例を見ると 

1. 自社は生半可なアイディアを切り捨てるまたは昇華すること 

2. 目先の数字で考えないこと 

3. 常に創意工夫を繰り返す 

以上の点がブルーオーシャン戦略を成功させた要因である。 

次に例として挙げられるものとしてユニクロがある。同社のヒット商品である「ヒート

テック」は、それまでの衣類にはあまり見られなかった機能性の高さを誇った製品であ

り、製造から販売までのプロセスを一貫して行うことによりユーザーに安価で提供す

ることに成功した。 

このようにブルーオーシャン戦略には新しい市場を開拓するため、競争相手がいない

市場にてシェアを獲得することができ、多くのユーザーを短期間で得られるなどのメ

リットがある。 

したがって、ブルーオーシャン戦略で新規参入した市場にて優位性を保つにはどのよ

うな方法をとるべきか、また、優位性を保つにはどうするべきかについて考察を討論し

ていく。 

 



テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 大東文化大学  首藤禎史ゼミ  首藤禎史 B パート 

 

部門番号 ２４    部門名 マーケティング論   

 

テーマ フリーマーケットアプリにおける顧客間取引   

サブテーマ CtoC サービスの顧客間トラブル 

趣意文 
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近年では「メルカリ」「楽天ラクマ」「paypayフリマ」などのフリーマーケットアプ

リが登場し、個人間取引の機会が増加した。しかし、フリーマーケットアプリは CtoC

を用いた比較的に新しいビジネスモデルであるため、顧客頼りのシステムやトラブル

発生時の責任の所在など、不安定要素が多いものであると考える。 

私たちはフリーマーケットアプリ事業の現状を分析しながら、他の CtoC事業につい

ても合わせて研究し、CtoC事業の問題点とその対策、および今後の発展について議論

していきたいと考える。 

 

１．現代の CtoC 事業 

２．CtoC における問題 

３．CtoC におけるトラブルの責任の所在と領域 

４．企業の取り組み 

５．まとめ 

 



テーマ趣意文  

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 部門番号一

覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。  

中央大学 佐藤拓也ゼミ エンタメパート  

部門番号 24 部門名 マーケティング  

テーマ オンライン・対面イベントのメリットをうまく利用して、コロナ禍で落ち込んだ エン

タメ業界全体の活性化を目指す。  

サブテーマ 20 年、21 年に行われたオンライン・対面イベントの評価 趣

意文  

コロナウイルスによって対面でのイベントが中⽌となりエンタメ業界では大幅な収益 

の低下が引き起こされました。それにより多くの団体が業績不振に陥り、特に中小規 模

の団体は長期に及ぶイベント規制に耐えきれず、事業から撤退しまう事態が散見さ れま

した。これらのことを問題意識とし、コロナによって衰退したエンタメ業界を活 性化さ

せるためにはどのような取り組みができるのか、また、コロナ禍においてニューノーマル

となりつつあるオンラインイベントに焦点を当て、終息後のエンタメ業界 に求められる

活動・サービスとはどのようなものなのかについて考えていきます。 
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テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 中央大学  佐藤拓也ゼミ マーケティングパート 

 

部門番号  24  部門名  マーケティング論 

 

テーマ 広告マーケティング  

サブテーマ 地方創生 

趣意文 
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近年、日本では地方経済の衰退が問題になっている。一方で、オンライン技術が発達し、

どこにいてもさまざまな情報を得ることができるようになった。この技術の発展は都

市から離れた地方にも、多くの人にその地域を知ってもらうチャンスをもたらす。今あ

る地域の魅力を効率的に発信するために、マーケティングも発想を取り入れ、特に広告

マーケティングに注目して、地域活性化政策を提案する。具体例として、私たちの在籍

する中央大学のある八王子市について具体的なブランディング方法を考察する。事前

調査から、八王子市はベッドタウンとして良い街であることがわかり、住民からの評価

は非常に高い。しかし、住みたい街ランキングで上位にくることはなく、八王子市外に

住む人々からの、住む街としてのイメージはいまひとつであるため、更なるイメージア

ップが期待できる。そこで、今ある八王子の魅力を、マーケティングの考え方を導入し

て広告ブランディングすることでより広く知ってもらう方法を考察し、他の地域にも

適用できるよう、一般化を試る。 



テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 東京経済大学  近藤浩之ゼミ  近藤浩之 A パート  

 

部門番号 24    部門名 マーケティング論  

 

テーマ    レトロを活用した販売促進   

サブテーマ レトロが持つ付加価値の効果的な活用方法      

趣意文 

 

  
近年、若者世代を中心にレトロブームが起こっている。実際に、2021 年にリニュー

アルオープンした「西武園ゆうえんち」は、昭和をテーマとした空間を組み込んだこと

で入場者数を劇的に伸ばしている。また、「新横浜ラーメン博物館」や「大宮横丁」な

どの飲食店とレトロな雰囲気を組み合わせた施設も多く存在する。これらのように、商

品や施設にレトロな要素を取り入れることで人々の注目を集め、話題になりやすい。当

時を経験していない若者の間でレトロブームが流行った背景としては、懐かしさや心地

よさ、ほどよく身近な非日常感を体験できることなどが挙げられる。懐かしいという感

情は脳科学の観点からも、ストレスの解消や幸福感を得る効果があると言われている。 

私たちの研究では、レトロが持つ付加価値に焦点を当て、商品や施設にレトロ要素を

取り入れることによる感じ方を見ていく。レトロを活用することで、商品や施設にどの

ように影響するのかを調査する。そしてレトロの効果的な販売促進の方法を提案してい

く。 
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テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

東京経済大学 大学 近藤浩之 ゼミ B パート 

 

部門番号 24 部門名 マーケティング論 

 

テーマ  成功するテーマパークとは 

サブテーマ 東京ディズニーリゾートが求められる理由 

趣意文 

 

  
 東京ディズニーリゾートの開園から 38 年 318 日の 2022 年 2 月 26 日に

来園数が累計 8億人を突破した。昨年、コロナウイルスの影響で、臨時休園

を発表した。休園期間を当初は 3 月 15 日までとしていた。しかしリピート

率は、現在、90％を超えている。また、入場料を開園当初から比べると、約

5,000円値上げをしている。つまり、入場料が上がっているのにもかかわら

ず、来場者は、減少していないということである。そこで、東京ディズニー

リゾートには、入場料が上がっても行きたくなる理由があるのではないかと

考えた。 

 本研究では、東京ディズニーリゾート来場者の消費行動やパーク内の空間

作りの工夫から研究を進める。来場者は、どのような心理効果から東京ディ

ズニーリゾートを訪れるのか、また、どのようなところに魅力を感じている

のかなどを見ていきたい。そして、東京ディズニーリゾートの関する顧客ニ

ーズの研究から、他のテーマパークに有効な空間作りを研究、提案する。 
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テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 東京経済大学  近藤浩之ゼミ  C パート 

 

部門番号 24    部門名 マーケティング論  

 

テーマ  ガチャガチャの市場の拡大を狙うには  

サブテーマ UGC を踏まえたガチャガチャの販売促進  

趣意文 

 

  現在、ガチャガチャ市場は拡大傾向にある。市場規模はここ10年で1.5倍、およそ

400億円までに膨らんだ。ガチャガチャは子供の人気はもちろんだが、今期のブー

ムでは大人に向けたガチャガチャ商品が人気を集めている。そこで私たちは、大

人がガチャガチャにはまる理由や人気商品とその心理効果に注目し、販売促進に

有効なマーケティング方法を研究している。最終的な研究目的は市場のさらなる

拡大である。 

研究を進めるにあたって、現在のガチャガチャブームの要因の1つとして、SNSの

利用が大きいと考えた。最近のガチャガチャ商品の傾向として、アイデア商品や

面白い商品、リアリティを重視する商品が多く見られる。これらの商品はどれも

、SNS映えとつながる要素を含み、ガチャガチャをSNSに載せることを目的として

楽しむ傾向にあると考えられる。そのことから、一般ユーザーによって作られた

コンテンツである、UGC（User Generated 

Content）を踏まえたマーケティング方法が販売促進に有効であると考えた。本研

究では、UGCを利用した販売方法であるULSSAS（UGC Like Search1 Search2 

Action Spread）の流れに沿って仮説検証、販売方法の提案を進めている。 
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テーマ趣意文  

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 部門番号一

覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認くだ さい。  

日本大学 加藤恭子 ゼミ 討論部門 B パート  

部門番号 25 部門名 労務管理論  

テーマ 非正規雇用者   

サブテーマ 非正規雇用者のキャリアアップを目指して   

趣意文  

今日、新型コロナウイルスの影響による経営悪化が原因となり、 非正規雇

用者という理由で解雇や労働時間削減を一方的に命じられている 現状があ

る。一方で、正規雇用者には柔軟な対応が取られている。 これらの事から、

非正規雇用者の立場の弱さ・不安定さが浮き彫りと なった。  

政府主導の「キャリアアップ助成金」といった政策はあるものの現状は 改

善されていないのも実情である。そこで、私たちは非正規雇用者を正規 雇用

者または同程度まで処遇の改善を促せないかと考えた。  

正規雇用者を増やすことによる企業側のメリットを示しつつ、非正規 雇

用のキャリアアップ・雇用の安定化の観点から実現する方法を考えて いき

たい。 
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テーマ趣意文  

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 部門番号一

覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。  

日本大学 加藤恭子ゼミ 18 期パート  

部門番号 25 部門名労務管理論   

テーマ メンタルヘルス  

サブテーマ 働き方改革  

趣意文  

世間では労働者を配慮する働き方改革が注目されている。長時間労働の是正と多様 で

柔軟な働き方の実現に焦点が当てられてきている。日本の労働環境は個人的な仕事 が完

全には定型化されておらず、上司と共にチームで仕事をすることも多い。チーム 意識が

高いため上司からのパワハラなどに耐えきれずに残業を強いられることも珍しくない環

境にある。それに加えてコロナも明けてきてはいるものの普段とは違った勤 務形態の影

響もあって必要なストレスがかかっている人も少なくはない。  

九州大学の調査では、オンライン授業での影響で就職活動にも影響を与えている。 こ

のように社会人のみならず学生など多様な面での働き方改革が求められている。 これを

踏まえ、精神的なストレスで悩む人に照点を当てメンタルヘルスに関心を高めることで現

状を改善できると私たちは考える。それは働く従業員だけの影響ではなく日本の労働環境

にも良い影響を与えられるのではないだろうか。そこで今回の討論 を通して、働き方改

革における課題について深く掘り下げ、新たな提案をしていきたい。 
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テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 白鴎大学 飛田幸宏ゼミ A パート 

 

部門番号 ２７ 部門名 経営組織機論 

 

テーマ 女性が働きやすい社会に  

サブテーマ 非正規雇用に女性が多いのはなぜか 

趣意文 

 

  

今日の日本では、長時間労働や雇用形態による賃金差などの女性の働き方について

話題になっている。その為、私たちのグループでは女性の非正規雇用の問題について研

究している。具体的には男女の賃金格差や北欧女性の働き方、これらについて比較して

いく。 

 

第 1章 はじめに 

第 2章 女性非正規雇用者の働き方の現状と課題 

 1節 日本の女性の働き方 

 2節 現状から見る課題 

第 3章 女性と非正規雇用のつながり 

 1節 ワークライフバランスと働き方 

 2節 企業から見た女性非正規雇用者 

第 4章 海外の女性の働き方 

 1節 北欧（スウェーデン）の働き方 

 2節 男女平等ランキングから見る伝統 

第 5章 これから日本はどうするべきか 

第 6章 おわりに 
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テーマ趣意文 

 

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 

部門番号一覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。 

 

 白鷗大学  飛田ゼミ  B パート 

 

部門番号 ２７   部門名 経営組織論  

 

テーマ 長時間労働の原因について  

サブテーマ 日本人は働きすぎか 

趣意文 

 

  

現在わが国では長時間労働が問題になっている。定時で帰りたくても帰りにくい、残業

するのがあたりまえ。長時間労働は心身ともに大きな負担がかかり、心身問題が生じる

場合もある。日本では、働きすぎを防止する策として有給休暇を取得できる制度があ

る。しかし、他国と比べて取得率が低いことが現状である。そこで、私たちのグループ

では長時間労働を引き起こす原因について研究している。具体的には、人手不足、付き

合いで残業、作業効率の悪さ、本当に働いているのか、を引き起こす原因であると捉え、

どうしたら長時間労働を防ぐことができるのかについて研究している。 

１ 日本の現状 

２ 海外との比較 

３ 日本の課題 

４ 改善点 

５ まとめ 
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テーマ趣意文  

※「テーマ趣意文（例）」に目を通していただいた上で記入をお願いいたします。 部門番号一

覧は、インナー大会 HP に掲載されている「部門番号一覧」からご確認ください。  

中央大学 佐藤拓也ゼミ 地方パート  

部門番号 29 部門名 その他   

テーマ:：新しい観光による地方創生  

サブテーマ：実際に行かなくても観光は成立するのか？  

趣意文  

自分たちのテーマ設定の背景としてはさまざまな地方の抱える問題を研究してきた 

中、地理、気候、交通などによって都市部との格差ができていることがわかった。ま た、

地方の多くは人口流出、少子高齢化などの理由から財政面で悪循環に陥っている という

問題がある。これらの問題を克服するためには地域それぞれの持つ障壁にとら われない

観光手段の模索を行った。そのなかで VR をはじめとした最新技術を活用し た新たな形

の観光体系を提案すべきだと考えた。  

問題意識としては地理的要因や気候、交通などは簡単には解決することができず、 ま

た昨今の情勢より実際に観光をすることが困難となった。国内、国外からの観光客 の減

少は地方経済に財政的に打撃を与えた。従来地方が抱えていた人口減少などの理 由より

税収などの回収が困難であるという問題がコロナ禍で顕在化したとも言える。 最新技術、

VR を観光に用いることの可能性を調べ時間や空間にとらわれない自由な  

観光スタイルを形成し柔軟なビジネスモデルを考察する。それらを踏まえて最新技術 と

地方財政の立て直しの相互作用について検証したい。 

17 

 


