所長あいさつ・研究所紹介

ごあいさつ

地域活性化研究所長

古屋

秀樹

本研究所は、地域活性化に貢献することをミッションとして、人文・社会・自然科学といった多様な見地から研究
を行っています。「地域」を共通の「研究・課題フィールド」と設定しながら、現場に赴き、多くの人々に接するこ
とで研究を進めていくという研究方法は、本学研究所の中でもユニークな存在といえます。現在、本学教員27名の
研究員のほか、17名の客員研究員が研究活動を行っています。そして、本年度の研究事業のキックオフを周知する
ために本誌「研究所だより」を発行するとともに、年度末にはその研究成果を所報として発行し、報告いたします。
さて研究所では、2017年度において2つのプロジェクトに取り組む予定です。

１．エビデンスに基づく地域の健康づくり
 板倉町と連携した『科学的根拠に基づく食育指導と運動評価』の実践、および明和町を含む地域コミュニティ
の特性比較（川口・太田・大上・古屋・吉永・吉崎の各研究員）

２．地方創生への足掛かり～ Region Talks, Acts, Produces～
 地域資源に対する意識の向上と情報共有による商店街の活性化〜「川越 昭和の街」地区を事例として〜
（小瀬・尾崎の各研究員、齋藤客員研究員）
さらに、群馬県、東京都、栃木県にある地方自治体との受託研究の実施を検討しています。学外の様々な関係主体
との連携をはかりながら、地域の実態や問題点の把握を行い、それらに対する解決策の立案とその実現可能性の模
索、実務への落し込みを大学の立場からアプローチいたします。
さて、経済産業研究所長の藤田昌久氏は、その著作の中で、大量生産に基づく「工業化社会」から広い意味でのイ
ノベーション・知識創造活動を中心的な活動とする「知識創造社会」に移行しつつある現在、その中心的な資源は新
たな知識を創造する能力を持つ「個々の頭脳」そのものであり、多様な頭脳の相互交流から生まれる相乗効果を生か
すことが重要であると指摘しています。そのためには共同作業が必要不可欠ですが、各自がある程度の「固有知識」
を持っていないと協力する意味がなく、有効にコミュニケーションをとることができる「共通知識」と各々の「固有
知識」の適度なバランスが重要と述べています。
そういった観点から、研究所が主体となって地域と研究員とのマッチング機会の創出を試みる予定です。「場の創
出」を行いながら、潜在的な問題の顕在化、地域のステークホルダーと研究員とのマッチングのバックアップをする
とともに、横断的なメンバーが集まることによって、既存概念を超えながら、地域に相対していきたいと考えていま
す。各研究員の知見、経験にとどまらず、学生からの視点や柔軟な思考を生かすなど、大学のリソースを集結・活用
することによって、ミッションを遂行していく予定です。
昨年度10月および今年度４月から新たに加わった研究員の皆様とともに、更なる地域の活性化を目指した研究活
動の推進に尽力して参ります。皆様のご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。

平成29年度地域活性化研究所運営委員会
○所長
古屋

地域活性化研究所室（白山キャンパス）の
利用について
地域活性化研究所は板倉キャンパスを中心拠点として運営

秀樹

国際地域学部国際観光学科

教授

を行っていますが、白山キャンパス（８号館７階）に設置さ
れている地域活性化研究所室を活用し、研究員の活動場所と

○運営委員

して大いに利用して

村田由美恵

国際学部国際地域学科

講師

下さい。なお、特定

川口

英夫

生命科学部生命科学科

教授

の研究員（研究グ

高品

知典

生命科学部応用生物科学科

准教授

ループ等）による継

高橋

珠実

食環境科学部食環境科学科

准教授

続使用・占拠は認め

大上

安奈

食環境科学部食環境科学科

准教授

られませんのでご注

小瀬

博之

総合情報学部総合情報学科

教授

意下さい。
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研究所紹介

地域活性化研究所概要紹介
（１）研究所の目的
本研究所は、「人文・社会・自然科学の各研究分野の融合を図り、国際的な視野のもとで変化する地域の問題、環境と開発の
問題等を研究し、それらの解決策を見出していくことによって、地域活性化に貢献すること」を目的として、研究員、客員研究
員が協力しながら研究に取り組んでいます。

（２）研究所の体制・活動内容
研究所では、①〜④を中心とした活動を行っております。研究の成果を地域に還元することや、地域の問題を取り上げてその
解決に向けて、様々なステークホルダーと連携することを重視しています。

地域活性化のための問題意識・課題

①自主研究事業

②受託・共同研究

研究成果の還元・連携促進

地域活性化
研究所
③研究発表・
シンポジウム

地域のステークホルダー
問題提起・連携要請

④広報・情報公開

学部横断的な研究員・多数の客員研究員

住民・自治体・企業・大学等

①自主研究事業
研究所独自の研究事業（１件あたり予算100万程度上限）を展開しています。
※実施計画（Ｈ29）
・板倉町と連携した『科学的根拠に基づく食育指導と運動評価』の実践、および明和町を含む地域コミュニティの特性比較
・地域資源に対する意識の向上と情報共有による商店街の活性化〜「川越 昭和の街」地区を事例として〜
②受託・共同研究
地域の要請を受け、問題の解決策を地域と共に研究します。
※実施実績（Ｈ28）
・東京都北区、群馬県館林市、栃木県大田原市
③研究発表・シンポジウム
①、②で展開する研究成果等を地域の関係者や外部講師を招いて発表します（外部参加自由）。また、研究成果を取りまとめ
た報告書を年に一冊作成しています。
④広報・情報公開
ホームページを中心に情報公開をしています。また、年に一度、研究所の広報誌「研究所だより」を発行し、ホームページ掲
載と配付を行っています。
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平成29年度研究所事業計画のご案内

「エビデンスに基づく地域の健康づくり」タイプ A

板倉町と連携した『科学的根拠に基づく食育指導と運動評価』の
実践、および明和町を含む地域コミュニティの特性比較

１．事業の目的
超高齢社会となった日本では、行政においても健康寿命を

研究代表者：川口

英夫（生命科学部生命科学科・教授）

担当研究員：太田

昌子（食環境科学部健康栄養学科・准教授）

大上

安奈（食環境科学部食環境科学科・准教授）

古屋

秀樹（国際観光学部国際観光学科・教授）

吉永

淳（生命科学部応用生物科学科・教授）

吉﨑

貴大（食環境科学部食環境科学科・講師）

後、各児童（または保護者）に平均値と比較する形で、
小学校を通してフィードバックする。

いかに伸ばすかが喫緊の課題である。特に板倉町は群馬県内

ｃ）摂取栄養素量と骨密度値のデータを一覧表化し、データ

の市町村で最も健康寿命が短いとの報告がある。そこで、一

クリーニングの後、統計的に解析する。地域特性・年次

つの実行可能な解決策として、乳幼児期から高齢までの一貫

変化・個人内変動（５年生から６年生の間の変化）等を

した食育・運動・健康指導が考えられる。しかしながら現状

検討する。

は、母子保健・学校保健・健康保険・介護保険と異なる制度

ｄ）９月下旬から11月末にかけて東洋大学板倉キャンパスの

内で別々に実施されていることがほとんどである。これを踏

体育館で実施する運動教室で、初回および最終回に『体

まえて、先ず学校保健を対象とした『科学的根拠に基づく食

力測定会（運動機能測定）』を実施し、運動教室に通

育指導』を実践する。さらに、介護保険（場合により健康保

うことによる効果（運動機能の向上）を統計的に検討

険）の領域で体力測定会を実施することで『科学的根拠に基

する。解析結果を研究協力者に、個人宛ての結果票で

づく運動評価』を実践する。板倉町とのラポールを醸成し、

フィードバックするとともに説明会で解説する。

大学の利用価値を認識していただきながら、少しずつでも行

ｅ）明和町と協力し、食事指導や運動評価を中心とした調査

政を通して地域住民の食育・健康指導に生かしていただくこ

を実施する。後日、それら調査の結果を研究協力者に

とが目的である。
また、健康寿命の延伸を実現するためには『心身の健康』
を考える必要がある。そこで、身体的な面だけでなく、心的

フィードバックする。
なお、本調査は、東洋大学の倫理審査委員会で認可された
手順に従い実施する。

な面として地域コミュニティの在り方が関係する可能性も考
えられる。そのため、隣町である明和町とも連携して食事指
導や運動評価を中心とした調査を実施し、板倉町・明和町の
比較をすることで、
『心的側面と健康の関係』の分析を試みる。

３．期待される効果
児童の健康増進はもちろん、『科学的根拠に基づく食育指
導』の方法論の提案に繋がる基礎データが得られる。また、
『体力測定会（運動機能測定）』により、運動機能の向上を

２．実施内容

可視化できる。さらに、板倉町・明和町調査結果の比較か

（１）実施手順

ら、地域間の相違、さらに『地域コミュニティの在り方と地

研究協力者として、次の方々を想定している。
①板倉町立小学校（板倉東・板倉西・板倉南・板倉北）の
児童（５・６年生）

域住民の健康』の関係を把握できる可能性がある。これらの
活動を通して、板倉町・明和町の方々に大学の利用価値を認
識していただければ幸いである。長期的には、板倉町・明和

②板倉町の運動教室への参加者（主に高齢者）

町（行政）との連携により、『科学的根拠に基づく保健行

③明和町の食事指導教室への参加者（主に高齢者）

政』の提案まで展開できれば、真の意味での地域連携の出発
点となり得ると考えている。

上記の研究協力者を対象として、下記の順序で食育・健康
指導を進める予定である。
ａ）10月頃に、各児童の摂取栄養素量を分析するために食事
調査票（児童用BDHQ）への記入をお願いし、食事内
容を把握する。解析後、各児童（または保護者）に栄養
摂取状況および改善点を記載した個人結果票を、小学校
を通して配布する。
ｂ）１月初旬に実施される各小学校での健康診断の機会を利
用して、小学生の骨密度を測定する。骨密度値は解析
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写真１．骨密度測定風景（昨年度の実施例） 写真２．運動教室風景（昨年度の実施例）

平成29年度研究所事業計画のご案内

地域資源に対する意識の向上と情報共有による商店街の活性化
〜「川越昭和の街」地区を事例として〜
研究代表者：小瀬

博之（総合情報学部総合情報学科・教授）

担当研究員：尾崎

晴男（総合情報学部総合情報学科・教授）

齋藤
１．事業の目的
地方都市の中心市街地の衰退化が言われて久しく、商店街
の新たな在り方が模索されている。こうした中で、地域の固
有性を見出す取組は、地域住民の地域に対するアイデンティ
ティの創出に結びつき、さらには来街者の来訪要因にも成り
得るとして、市民主体あるいは市民参加型のまちづくりにお
いて重要視されている。
埼玉県川越市にある連雀町交差点から仲町交差点に至る中
央通りとその周辺の細街路で構成される「川越 昭和の街」
を中心とする地区は、かつて川越地域の中心市街地として栄
えた場所であるが、北の「川越一番街商店街」等の明治時代
から続く歴史的街並みと、南の川越・本川越の間に位置する
繁華街「クレアモール」に挟まれて、にぎわいから取り残
されている状況にある。近年は、再興しつつあるものの、
シャッターを閉めたままの店舗も多く、歴史的街並みや繁華
街にはない魅力の創出が期待される地区である。2014年に設
立された「中央通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにす
る会」（以下、昭和の街の会）は、現在、地区内の３つの商
店会を中心に構成され、昭和初期から残る建物の保存や、あ
たたかみのある商店街の再生をめざし、「昭和の街」のまち
づくりを進めている。
この研究計画は４年目の取組である。平成26年度、平成27
年度の研究において、地域資源と成り得る場所や建築物、店
舗、看板などの構成要素を抽出することができた。平成28年
度は、これを補完する活動のほか、昔の写真を用いた展示企
画を実施して、魅力的な地域資源を明らかにすることができ
た。
本年度は、過去３か年で抽出した地域を構成する要素に対
し、住民や来街者がどのような認識でいるのか、また、その
保全に対してどのような考えを持っているのかについて、ア
ンケート調査もしくはヒアリング調査によって明らかにする。
またこれを契機として、地元住民の地域資源に対する意識
の向上とまちづくり活動への参加を啓発する。現在、「中央
通り「昭和の街」を楽しく賑やかなまちにする会」は、様々
なイベントを開催するなど活発な活動を展開している。その
発展に寄与する基礎資料を得ることを目的に研究を行う。
２．事業の方法
①平成26年度から平成28年度までに得られた地域資源の有効
性を含めた精査を行う。
平成26年度から平成28年度までに得られた地域資源に対
し、今後の「昭和の街」に寄与すると考えられるものを精査
して抽出する。
②周辺住民や来街者に対し、精査した地域資源に関するアン
ケートやヒアリングを用いた意識調査を行う。
「認知度」
「
、
「昭和の街」への適合度」
「
、地域資源活用を目
的とした活動への積極度」などについて、周辺住民や来街者
を対象とした意識調査を実施する。

伊久太郎（地域活性化研究所・客員研究員）

③アンケートやヒアリングを用いた意識調査から得られた知
見をまとめる。
④これまでの研究成果を総括するとともに、今後の方向性に
ついて話し合うシンポジウムを開催し、昭和の街の会等と
知見を共有する。
３．スケジュール
・５月上旬から９月中旬 川越市役所・地元商店街等との打
ち合わせ及び予備調査
・９月９日（土）「昭和の街の感謝祭」来場者に対するアン
ケート及びワークショップの実施
・10月１日（日）「2017アースデイ・イン・川越 立門前」
来場者に対するアンケート及びワークショップの実施
・10月〜12月 「川越 昭和の街」の地区の住民、店舗等に
対するアンケートの実施
・２月（予定） 現地におけるシンポジウム（成果報告会）
の開催
４．期待される成果・効果
本研究により、これまで明らかにされていなかった地域資
源に対する住民の認識度を明らかにするとともに、来街者と
の意識の違いを見出す
ことで、地域資源に対
する住民の再認識の向
上を図ることができ
る。また、一連の研究
成果は、今後の昭和の
街の会のまちづくりの
資料として活用され、
地域活性化の一助とな
ることが期待できる。
さらに、地域資源を活
かしたまちづくり活動
に対する一事例を確立
することにより、他地
域の参考資料となるこ 写真１．
「川越 昭和の街」の町並みの定点比較
とが期待できる。

［上：昭和10年代（推定）、下：平成28年］

写真２．2016年度に実施したツアー&ワークショップの様子
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平成29年度受託研究事業等のご紹介

館林市の観光振興に関する調査研究（受託研究）
担当研究員
本年度、館林市の観光振興に関連した受託研究を2件、実
施することとなった。

古屋

秀樹（国際観光学部国際観光学科・教授）

検証や公園の潜在的な魅力の発掘などを行い、つつじが岡公
園の有効利用、入園者の増加を目的とした調査研究を昨年度
に引き続き実施する。

１．館林市における観光振興に関する調査研究業務委託
（商業観光課）

昨年度では、まず名古屋、神戸などの事例から、各地の住
民参画型の公園づくりの事例調査を行った。また、公園の賑

本受託研究は、館林市の観光振興推進に向けて、これまで

わい創出や収益確保に向け、オンシーズン、オフシーズンに

行なわれてきた事業の検証と誘客促進策を検討することを目

分けて「花を活用した観光振興」を検討した。オンシーズン

的としており、一昨年度から継続しているものである。昨年

では、つつじの花びらをレジンでつつんだアクセサリーを開

度は、まず有識者会議による提言作成に向けた作業を行っ

発して、花を活かした物販の強化、ならびに視点場への誘導

た。館林のブランディング、そのための観光資源・テーマに

等を狙いとした疑似ＡＲの整備を検討した。さらに、上記の

ついての絞込・活用方法を検討するとともに、来訪行動の段

検討を具現化するために、つつじが岡公園運営会議におい

階ごとに施策の落とし込みを「花観光」を例として行った。

て、誘客連携分科会、市民連携分科会、交通分科会の３部会

さらに、産業観光について事例調査などから館林市への適用

を設置した。

時の留意点を明らかにするとともに、情報発信ではプロモー
ション用の動画２編を作成した。

本年度は、３部会の活動を通じて施策実施を検討するとと
もに、その影響、効果をモニタリングしながら、組織体制の

本年度は、有識者会議による観光振興に関する提言の取り

あり方、費用対効果の観点からよりよい公園づくりに向けた

まとめを主眼に、様々な事例調査を行う。誘致圏の広い“ハ

検討を行う。また、HPを作成するとともに、つつじを用い

レの日”を演出する観光資源と、比較的近隣からの来訪者を

たアクセサリー販売ならびに作成体験教室を実際に行い、花

想定した日常の1場面としての“ケの日”を満たす観光資源

の観賞を主体とした静的な来訪形態から、体験教室や、お土

に区分しながら、館林で休日を過ごす“スタイル”の提案を

産を購入できるなど、多様なアクティビティを兼ね備える観

行いたいと考えている。

光地に向けた試行を行う予定である。
さらに、つつじまつりシーズンは入場が有料となるが、そ

２．館林市つつじが岡公園の運営に関する調査研究業務委託
（つつじが岡公園課）

の課金水準が来訪者数に及ぼす影響を旅行費用法を適用して
推定し、旅行者による消費が館林の経済に与える影響を産業
連関分析によって分析するなど、観光による効果分析を行う

館林市つつじが岡公園を対象として、「つつじが岡公園運

予定である。

営会議」での議論や現地調査を行いながら、入園者データの

図１．
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写真１．体験教室の様子

平成29年度受託研究事業等のご紹介

栃木県大田原市観光資源発掘事業（受託研究）
担当研究員

古屋

秀樹（国際観光学部国際観光学科・教授）

須賀

忠芳（国際観光学部国際観光学科・教授）

井上

博文（地域活性化研究所・客員研究員）

昨年度、栃木県大田原市からの委託を受けて、当市の魅力
を首都圏に伝える情報発信の強化、ならびに大田原市への誘
客促進のための新たな観光施策検討を目的とした受託研究
を、古屋研究員を代表とする３名の研究員で担当した。さら
に、今年度からは、当市における、平成29年度から平成38年
度までの10年間のまちづくりの方向性を明示した、大田原市
総合計画「おおたわら国造りプラン」の下、移住・定住促進
に向けた３ヶ年計画が今年度から展開される中で、その一環
としての「東洋大学との連携による大田原市観光資源発掘事
業」を当研究所で受託することとなり、前年度に引き続き、
古屋研究員ら３名で担当することとなった。
昨年度の研究成果は、平成28年度本研究所報に掲載した通
りであるが、古屋研究員からは、当市の観光資源の概括と観
光振興策の検討がなされたほか、古屋ゼミ学生による「冬の

写真１．須賀ゼミ学生による聞き取り調査の様子
（「道の駅 那須与一の郷」にて）

女子旅」を題材とした動画の撮影の取り組みなどがなされ
た。また、須賀研究員からは、須賀ゼミ学生の実施した観光
者及び地域住民アンケート結果もふまえながら、那須与一、
松尾芭蕉、那須国造碑など、当市の多様な文化資源につい
て、観光施策展開において改めて着目することの意義が提起
され、井上客員研究員からは、東洋大学学生らとともに調査
体験した当市の農家民泊を通して、当市におけるグリーン
ツーリズム、インバウンドツーリズムのあり方について言及
がなされ、移住・定住促進も含めたその積極的な施策展開に
今後のさらなる可能性を見出している。
そうした研究成果をふまえて、今後の研究展開の方針とし
て、以下の4点を挙げたい。
①

大田原市における、他地域にはない観光資源の明確化

② ターゲットの明確化など、観光施策展開における効果
の工夫
③ 観光施策に関する地域住民の意識の明確化と、受け手

写真２．名産品の調査（大田原名産の梨「にっこり（重さ約１kg）」）

の側の女性の視点等の確認
④ 観光プロモーション等の外部への発信の工夫
また、当該方針の下での具体的なテーマとして、当市の歴
史関係3施設の周遊化の工夫、日本酒や唐辛子、カフェなど
当市の食文化に関する着目、移住・定住者や農家民泊利用者
の意識調査などの取り組みを計画している。3ヶ年の研究期
間が明示されていく中、最終的な成果として、当市からは学
生目線による観光プログラムの開発、施行の依頼もなされて
いる。ゼミ学生の協力を得ながら、３ヶ年計画の初年度とし
て、上記４方針の基礎的な活動に取り組みつつ、成果を挙げ
ていきたいと考えている。

写真３．文化資源調査（大雄寺（大田原市黒羽）
）
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北区商店街における外国人観光客誘致のための調査研究
担当研究員

東京都北区からの受託研究として、昨年10月から半年間、
インバウンド推進を目的とした商店街における多言語サービ
スについて研究を行ってきた。研究期間には、多言語コミュ
ニケーションボードの作成、インバウンドの先進的な取組を
している他の商店街への視察、そして締めくくりとして、
2017年2月21日に北区王子の北とぴあにて北区の主催で東京
商工会議所北支部が後援し、東洋大学の協力による「北区外
国人ウェルカム商店街事業トークイベント～商店街の魅力あ
るOMOTENASHIとは」を開催して、インバウンドに向け
て商店街の取組や調査結果を報告した。イベントは、北区の
店舗経営者、商店街関係者、インバウンドに興味のある方を
対象に、誰でも参加できるものであった。金沢市柿木畠商店
街常務理事竹内氏と中小企業診断士木野氏に講演もお願いし
た。竹内氏には、国際化の取組について実際の豊富な活動内
容を語っていただき、中小企業診断士の木野氏からは、北区
の主要駅におけるパーソントリップ調査の結果などが報告さ
れ、大変興味深いものであった。また、商店街の多言語サー
ビスについて、講演者と、参加者の意見交換の場も設けた。
竹内氏が理事を務める金沢市の柿木畠商店街の飲食店では
多様な国の料理が提供され、まさにミクロな多文化レストラ
ン街になっており、「地域と連携して外国人にやさしい商店
街」として、農水省の「飲食事業者のためのインバウンド対
応ガイドブック」に大きく紹介されている。金沢には外国人
留学生をはじめ、様々な国籍の人々が住んでおり、金沢の古
くからの伝統的な町並みの中にある多文化あふれる同商店街
では、海外からの留学生、就業者、出張者や旅行者が、ほと
んどの母国の料理を楽しむことができる機会を創出してい
る。
イベントの後半には、会場の参加者からの質問時間もあ
り、限られた時間内で多くの方々から質問や意見が出た。イ
ベント終了後も、会場から様々な背景を持った方々が情報交
換に来てくださった。例として、歯科医院経営の総合情報誌
を出版している記者の方に会った。実は現在歯科医院でもイ
ンバウンドにおける取組が課題になっている。外国人観光客
が診療に来ることも少なからずあり、言語の壁やコミュニ
ケーションをとるために一苦労しているということであっ
た。参加者のインバウンドへの取組についての関心の高さが
窺える、熱気あふれるイベントとなり、成功裡のうちに幕を
閉じた。今後もこの受託研究を機に、地域活性化の取組を北
区と連携して行っていくことができれば幸甚である。
右記にトークイベントで使用したパワーポイントの一部抜
粋を掲載したので、ご参考いただきたい。
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中挾

知延子（国際観光学部国際観光学科・教授）

村田

由美恵（国際学部国際地域学科・講師）

新研究員紹介

新研究員紹介（①氏名 ②所属、職位 ③研究テーマ ④自己紹介）
研究員
①吉永 淳（ヨシナガ ジュン）
②東洋大学生命科学部応用生物科学科・教授
③環境保健学、人間生態学
④これまで15年にわたり、さまざまな環境要因（化学物質、生活習慣、栄養等）と人々の健康像との関連を調べるべ
く、疫学的なアプローチの研究に取り組んできました。平成28年４月に東洋大学に着任し、地活研の研究の一つとし
て、地域住民の健康増進に資することを目的とした介入研究が進められていることを知りました。このたび地活研のメ
ンバーとして加えていただき、これまでは環境要因と健康との関連評価に使用してきた手法を、介入の効果の判定に適用することで、
すこしでも人々の健康増進に役立てられたらと考えています。
研究員
①安田 武彦（ヤスダ タケヒコ）
②東洋大学経済学部経済学科・教授
③中小企業論、企業論
④東京都杉並区出身。東京大学経済学部卒業。通商産業省（現、経済産業省）に1983年入省。
中小企業庁、生活産業局、スタンフォード大学客員研究員等を経て、1998年信州大学助教授、1999年教授、2001～2004
年中小企業庁調査室長（通商産業省（経済産業省）時代、中小企業白書を５回執筆）。2004年から東洋大学経済学部教授。
専門は中小企業論、起業論です。中小企業は地域に密着した存在であり、地域経済を支える存在です。こうした観点から地域中小企業
の活動に関心があり、経済産業研究所の『通商産業政策史』などで地域中小政策など追って来ました。現在は人口減少下での『地方消
滅』論を乗り越える解を出すことに関心を持っています。
研究員
①上原 稔（ウエハラ ミノル）
②東洋大学総合情報学部総合情報学科・教授
③情報学
④私の専門分野では、インターネット、クラウド、ビッグデータ、ＩｏＴなど巷で話題になった多くの技術が生まれてい
ます。これらは実際にビジネスとして成功しています。これらの技術は地方民間・公共団体に応用すれば、その活性化
に大いに大いに役立つと考えられます。昨年、小瀬博之教授らと共に川越ライトアッププロジェクトに参画し、ＩｏＴを
用いた光のオブジェを製作しました。これは小さな貢献に過ぎません。今回、地域活性化研究所に所属することで、地域活性の様々な
手法を学び、より大きな貢献ができるようになりたいと考えています。
研究員
①島田 裕次（シマダ ユウジ）
②東洋大学総合情報学部総合情報学科・教授
③システム監査、内部監査
④システム監査や内部監査などを研究テーマとしています。私の研究分野から地域活性化を考えると、地域活性化とい
う目的を達成させるために、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用する仕組みやプロセスがあり、それが有効に機能している
かどうかを点検・評価する方法や進め方などを研究することになります。地域活性化では、いかに若い人を地域に定着
させ、活動をしてもらうかが重要になると考えていますが、その際にＩＣＴを活用することが不可欠になります。しかし、地方自治体
や地域の中小企業には、それを担う人材が十分ではないのが現状です。地域のＩＣＴ化やそれを実現するために必要なＩＴ人材の育成
について研究していきたいと考えています。
研究員
①多田 光利（タダ テルトシ）
②東洋大学総合情報学部総合情報学科・教授
③メディアデザイン
④地域活性化研究所の研究員となりました。着任後研究所での研究活動計画は、「川越昭和の町」の地域資源の活用に
よる観光振興に関する研究に参画を予定しています。専門分野は、メディアデザイン（拡張現実・仮想現実システムを
活用したグローバルコミュニケーション）です。例えば、バーチャルミュージアム（ビーコン、360度写真を利用した
仮想見学）、バーチャルスポーツ（ＧＰＳ位置情報を利用した遠隔地間でのトラック競技）などです。観光振興として地域社会の活性
化（グローバル化）に貢献したいと考えています。
研究員
①武市 三智子（タケチ ミチコ）
②東洋大学総合情報学部総合情報学科・准教授
③マーケティング
④2011年の川鶴地域活性化プロジェクト以来7年にわたり、総合情報学部の演習の一環として、小瀬先生、尾崎先生、
島田先生、大塚先生とともに、川越キャンパス周辺の地域活性化に関わらせていただいております。また、近年では、
佐賀大学の山口夕妃子先生らとともに、有田焼や波佐見焼といった肥前陶磁器の産業発展や陶磁器を用いた地域ブラン
ド戦略についても研究させていただいております。専門はマーケティングで、特にリサイクルを持続的に行うための循環型流通チャネ
ルを研究してきました。地域活性化研究所の研究員として、自分の専門分野を活かしながら、さまざまな地域の活性化に取り組んでい
けたらと考えています。よろしくお願いします。
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新研究員紹介・平成29年度地域活性化研究所

研究員一覧

研究員
①吉崎 貴大（ヨシザキ タカヒロ）
②東洋大学食環境科学部食環境科学科・講師
③栄養免疫学、応用健康科学、時間栄養学
④多くの人が１日３回の食事を摂っており、食事は日常生活から切り離すことのできず、私たちの健康維持・増進には
欠かすことのできない要因の一つです。これまでの研究テーマでは、特に「いつ食べるのか」といった食事のタイミン
グに焦点をあて、ヒトを対象として適切な概日リズムを保つためのアプローチ法や、生活リズムの乱れやすい集団を対
象とした調査を行ってきました。今回、地域活性化研究所に所属させて頂くことになりましたが、これからは地域在住高齢者のフレイ
ルや認知機能に対して、バランスのよい食生活を送ることの意義を明らかにし、研究成果を還元していきたいと考えております。
客員研究員
①宮崎 道名（ミヤザキ ミチナ）
②カントリー・ラボ 代表取締役・ＮＰＯ法人点空社・新潟大学教育支援員
③コミュニティデザイン、地域振興、市民参加、ＮＰＯ、生涯学習ほか
④30歳の時にサラリーマンをやめて、新潟でまちづくりの世界に飛び込みました。県内各地の地域づくりや震災復興な
どに関わらせて頂いていましたが、10年程前からは岩手県に拠点を移し、まちづくりの担い手育成やＮＰＯなどの市民
活動支援を中心に仕事をさせていただいています。また一方で、近年は公民連携プロジェクト（都市部）や「課題解決
型の住民自治（小規模多機能自治）」推進の業務（地方の農村）も各地で頂き、まちづくりの世界の奥深さと自らの未熟さを日々痛感
しておりました。そんな中、本研究所の末席に加えて頂いたこの機会を活かし、多くの先輩方から学び、現場の実践から得たものを研
究として深めていきたいと考えおります。
平成29年度地域活性化研究所
名前
安 田
武 彦
大 坪
宏 至
安
相 景
高 橋
一 男
村田
由美恵
東海林
克彦
須 賀
忠 芳
中挾
知延子
古 屋
秀 樹
梁
春 香
小早川
裕子
川 口
英 夫
吉 永
淳
高 品
知 典
三 浦
健
佐 藤
順
和 田
直 久
大 上
安 奈
高 橋
珠 実
吉 崎
貴 大
太 田
昌 子
上 原
稔
尾 崎
晴 男
小 瀬
博 之
島 田
裕 次
多 田
光 利
武市
三知子

研究員一覧（平成29年４月１日現在）

所 属
経済学部･経済学科
経営学部・会計ファイナンス学科
国際学部・国際地域学科
国際学部・国際地域学科
国際学部・国際地域学科
国際観光学部・国際観光学科
国際観光学部・国際観光学科
国際観光学部・国際観光学科
国際観光学部・国際観光学科
国際観光学部・国際観光学科
国際教育センター
生命科学部・生命科学科
生命科学部・応用生物科学科
生命科学部・応用生物科学科
生命科学部・応用生物科学科
食環境科学部・食環境科学科
食環境科学部・食環境科学科
食環境科学部・食環境科学科
食環境科学部・食環境科学科
食環境科学部・食環境科学科
食環境科学部・健康栄養学科
総合情報学部・総合情報学科
総合情報学部・総合情報学科
総合情報学部・総合情報学科
総合情報学部・総合情報学科
総合情報学部・総合情報学科
総合情報学部・総合情報学科

職
教授
教授
教授
教授
講師
教授
教授
教授
教授
教授
准教授
教授
教授
准教授
准教授
教授
教授
准教授
准教授
講師
准教授
教授
教授
教授
教授
教授
准教授

主要専門分野
中小企業論、企業論
管理会計
土地・住宅問題、都市計画、地域開発
社会学、メディア論
日本語教育
観光レクリエーション施設計画論、景観論、環境評価論
社会科教育学、社会科教育実践研究
情報科学、多言語コミュニケーション、地域研究
観光交通計画、観光行動論、まちづくり
国際観光開発、環日本海地域の国際観光
都市計画、地域開発、社会関係資本論
脳科学、行動科学、細胞工学
環境保健学
応用微生物学、極限環境微生物学
応用微生物学
食品衛生学、食品微生物学
光生物学、量子生物化学
運動生理学、環境生理学
健康スポーツ科学、保健学
栄養免疫学、応用健康科学、時間栄養学
調理科学、栄養学
情報学
交通計画、都市計画
環境まちづくり、給排水衛生設備、景観工学
システム監査、内部監査
メディアデザイン
マーケティング

客員研究員
名前

所

秋 谷

公 博

井 上
川 澄
清 原

博 文
厚 志
徹 二

金

銀 眞

小 浪
博 英
齋藤 伊久太郎
佐 藤
成 美
竹 内
章 悟
張
長 平
長 濱
元
古 田
富 彦
松 浦
茂 樹
山 田
義 文
吉 永
健 治
宮 崎

道 名

藤 井

敏 信

属

職
特任講師・ＡＰ
長崎短期大学
業務コーディネーター
東洋大学
名誉教授
金沢星陵大学経済学部
講師
㈱新社会システム総合研究所
取締役
東京大学先端化学研究センター
協力研究員
環境造形学園専門学校ＩＣＳカレッジオブアーツ 非常勤講師
一般社団法人 国土政策研究会
専務理事
千葉大学大学院工学研究科
技術補助員
東洋大学食環境科学部
非常勤講師
元・東洋大学国際地域学部教授
－
元・東洋大学国際地域学部教授
－
東洋大学
名誉教授
元・東洋大学国際地域学部教授
－
建設産業史研究会
代表
元・東洋大学ライフデザイン学部
助手
外国招聘教授
－
カントリー・ラボ 代表取締役
代表取締役
ＮＰＯ法人点空社
代表理事
新潟大学教育支援員
支援員
元・東洋大学国際地域学部教授
－

東洋大学地域活性化研究所
  〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1（東洋大学板倉キャンパス内）
TEL

0276-82-9105

FAX

0276-82-9801

URL  http://www.toyo.ac.jp/site/irvs/
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主要専門分野
都市計画、開発社会学、日本学
地域観光振興、観光組織、観光事業
都市計画、コミュニティ開発、開発社会学、コミュニティツーリズム
憲法、行政、食育、農業、医療社会福祉、情報政策
都市史・アジア・近代
都市工学、地域計画、観光振興、国際協力
都市計画、まちづくり、アメニティ
食品学、生物学、科学コミュニケーション
地域振興、地域産業政策、中小企業政策
人文地理学、地理情報科学、地理空間分析
社会学
安全・危機管理学、ヒューマンファクター、防災、エネルギー、地域婚活
国土学・河川学
建築計画、福祉住環境
ゲーム理論、環境経済学、農村地域開発論、国際協力論
コミュニティデザイン、地域振興、市民参加、ＮＰＯ、生涯学習ほか
都市計画、居住環境計画
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