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、「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
て研究に取り組んでいます。研究員26名の所属は、経済学部から、経営学部、国際学部、国際観光学部、生命科学
部、食環境科学部、総合情報学部、国際教育センターまで多岐にわたり、16名の客員研究員と1名の院生研究員を加
えた体制で、下記に示す①~④を中心に活動を行っています。
今回発行する「研究所だより」は、下記④「広報・情報公開」に位置づけられるもので、本年度の研究事業のキッ
クオフを周知するためのものです。

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

本研究所だよりでは、研究所独自の研究事業である「自主研究事業」4編について、はじめにご紹介致します。こ
れらでは、群馬県板倉町周辺に加え、東北地域や埼玉県川口市での取り組みを予定しています。さらに、地域の要請
を受け、問題の解決を地域とともに推進する研究事業（受託・共同研究）では、東京都北区、群馬県館林市、栃木県
大田原市における地域振興のための取り組み試案を示しています。
さて、人口減少や超高齢化の進展にともなって公共交通の維持やコミュニティの維持などが困難になりつつありま
す。その中で、総務省では「定住人口」や「交流人口」に加えて、地域や地域の人々と多様に関わるひとである「関
係人口」に着目して、その増加のための施策を検討しています。「ふるさと納税」は、地縁・血縁に加えて「趣味
縁」など、ある地域への関与を高め、アタッチメントを加える事例の１つと考えることができ、これからの地域活性
化に欠かせない視点と言えます。
また、必ずしも需要の大きくない地域における「交通（足）の確保」の観点から、シェアサイクル、シェアライド
の導入事例は注目に値します。自転車・自動車の有効利用と採算性の確保、サービス導入の容易性が期待でき、その
実現のためにICTを用いた複数の主体の需要をマッチングする仕組みが活用されています。
これまでと異なる新たな視点、技術により、地域を支え、振興のための萌芽的取り組みを考慮しながら、当研究所
でも着実な研究を進めていきたいと考えております。
4月から新たに加わる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、よろしくお願い申し上げます。
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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教室の実践
および地域コミュニティの特性解析

１．研究の目的
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
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

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・准教授）

食事内容を把握する。解析後、各児童・生徒（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、小中学校を通して配布する。

で最も健康寿命が短いとの報告がある。そこで、一つの実行

ｂ）摂取栄養素量のデータを一覧表化し、データクリーニン

可能な解決策として、乳幼児期から高齢までの一貫した食

グの後、統計的に解析する。地域特性・年次変化・個人

育・運動・健康指導が考えられる。しかしながら現状は、母

内変動（5年生から6年生の間の変化）等を検討する。

子保健・学校保健・健康保険・介護保険と異なる制度内で

ｃ）板倉町と協力し、食事指導や運動評価を中心とした調査

別々に実施されているのが実情である。これを踏まえて、先

を年4回実施する。後日、それら調査の結果を研究協力

ず学校保健を対象とした『科学的根拠に基づく食育指導』を

者にフィードバックする。

実践する。さらに、介護保険（場合により健康保険）の領域

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

で『科学的根拠に基づく運動教室』を実施する。また、健康

体育館で実施する運動教室で、初回および最終回に『体

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

力測定会（運動機能測定）』を実施し、運動教室に通

る。そこで、身体的な面だけでなく心的な面も含む、人との

うことによる効果（運動機能の向上）を統計的に検討

つながりを実現する場である地域コミュニティの役割が重要

する。解析結果を研究協力者に、個人宛ての結果票で

と考える。そのため、栄養指導や軽い体操を主とした公民館

フィードバックするとともに説明会で解説する。

レベルの活動に参加し、健康増進の役割を定量的に解析す
る。これらの活動は、全体で板倉町とのラポールの醸成を目

３．期待される効果

的とする。長期的には、大学の利用価値を認識していただ

児童・生徒の健康増進はもちろん、『科学的根拠に基づく

き、得られた知見を最終的に行政を通して地域住民の食育・

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。

健康指導に生かしていただくことを目標とする。

また、板倉町における食事指導や運動評価を中心とした調査
結果から、地区間の相違から『地域コミュニティの在り方と

２．実施内容

地域住民の健康』の関係を分析できる可能性がある。さら

（１）実施手順

に、『体力測定会（運動機能測定）』により、運動機能の向

① 板倉町立小学校（板倉東・板倉西・板倉南・板倉北）
および中学校の児童、生徒

上を可視化できる。これより、体力増進に適した運動法の提
案や、転倒リスクや骨粗鬆症の早期把握と低減を図ることが

② 板倉町の食事指導教室への参加者（主に高齢者）

できると考える。これらの活動を通して、板倉町の方々に大

③ 板倉町の運動教室への参加者（主に高齢者）

学の利用価値を認識していただければ幸いである。今までの

上記の研究協力者を対象として、下記の順序で食育・

継続した取り組みの成果もあり、行政（町役場）の認知度は

健康指導を進める予定である。

高くなってきているため、板倉町との連携により、『科学的
根拠に基づく保健行政』の提案まで展開できれば、真の意味

ａ）10月頃に、各児童・生徒の摂取栄養素量を分析するため

での地域連携の出発点となり得ると考えている。

に食事調査票（児童用BDHQ）への記入をお願いし、

写真１． 板倉町採食健美教室風景（今年度の実施例）

写真２． 板倉町パワフルボディ教室風景（昨年度の実施例）
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タイプ B

埼玉県川口市における歴史的景観・文化の保全と景観形成の
あり方
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．研究の背景と目的
埼玉県川口市は、政令指定都市以外の都市において3番目
となる約60万人の人口を有する、埼玉県と東京都の境にある
地方自治体である（図1）。2018年4月1日、中核市に移行し
た。近年は、人口減少社会にありながら人口を伸ばし続け、
2008年からの10年間に約10万人増加している。江戸時代に
は、日光御成街道沿いに川口宿（写真1）、鳩ヶ谷宿（写真2）
が栄えていた（図2）。その一方で、鋳物の街としても有名で
あり、940年ごろに始まったともされる。また、味噌の製造
でも一世を風靡し、都心に隣接する立地と河川による物流網
を活用し、交易を活発に行ってきた歴史がある。
しかし、そうした人口増加の裏で、これら地域固有の歴史
的文化や景観が喪失の危機に直面している。川口市母子福祉
センターである「旧鋳物問屋鍋平別邸」
（写真3）や川口市立
文化財センター分館である「旧田中家住宅」などの歴史的建
造物や鳩ヶ谷宿の崖線下にある「桜町湧水公園」
（写真4）など
の自然景観は保全されているものの、それらを中心とした地
域固有の歴史的景観や文化の広がりは見受けられない。
そこで本研究では、日光御成道の宿場町であった川口宿、
鳩ヶ谷宿を中心とする地域を研究対象として、現存する歴史
的文化や景観などの地域資源を発見するとともに、市民等と
情報を共有しながら周知を図り、地域活性化に資することを
目的に調査研究を行う。
２．研究の方法
本研究ではまず、川口宿、鳩ヶ谷宿における文献調査を行
う。古地図や市史および合併前の旧市町村時代における町史
などから知見を得て、対象地域の歴史的文化や景観の変遷を
把握する。これをもとに、写真を撮影してGPSで位置を特
定しながら現地踏査を行う。これにより両地区の地形及び景
観特性、さらに地域固有の歴史的文化や景観を把握する。
また、商店街あるいは町会、自治会の方々を対象に、旧宿
場町としての歴史的な認識やまちづくり等への活用、商店街
の変遷や現状の雰囲気、若手の担い手の有無などについてヒ
アリングを行う。
さらに、得られた地域特性から、保全していくべき要素や
改善していくべき要素を、客観的に評価するために、川口市
民と市外から広く参加者を募ってワークショップを実施す
る。集まった参加者とともに、研究対象地において、まちあ
るきを行い、まちの中にある保全していくべき要素と改善し
ていくべき要素を地図にまとめる。
最後に、これまでの文献調査、現地調査、ワークショップ
から得られた知見を小冊子にまとめ、得られた情報を広く共
有して活用を図る。
３．スケジュール
●５月〜９月：文献調査、現地調査
川口宿、鳩ヶ谷宿に関する文献調査を行い、両地区の歴
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伊久太郎（地域活性化研究所・客員研究員）

図1． 埼玉県川口市の位置

図2． 川口宿と鳩ヶ谷宿

写真1． 川口宿北側の入口

写真2． 鳩ヶ谷宿の町並み

写真3． 旧鋳物問屋鍋平別邸

写真4． 桜町湧水公園

史や文化の変遷を把握する。地図を携えて景観に関する写
真を撮影し、現状の町並みを把握する。また、商店街、自
治会、町会など方々へヒアリングを行う。
●10月〜12月：まちあるきワークショップの準備と実施
文献調査、現地調査の結果を基に、川口宿及び鳩ヶ谷宿
を対象に、まちあるきワークショップを開催する。
●１月〜２月：小冊子作成
文献調査、現地調査、ワークショップから得られた知見
を小冊子にまとめる。また、得られた知見を行政、市民を
始めとして広く共有し、よりよい景観形成と地域資源を生
かした地域活性化に寄与することを期待したい。
４．期待される成果・効果
川口宿や鳩ヶ谷宿に関する知見は、古地図や市史などの資
料が散見されるが、それらと現状を結びつけた研究はされて
こなかった点で先見性が見込まれる。また、報告書とともに
小冊子を作成し、情報を行政及び市民と共有し、地域固有の
歴史的景観や文化が保全されるまちづくりに寄与することが
期待される。

平成30年度自主研究のご案内

エビデンスに基づく地域の健康づくり

タイプ B

中高年女性を対象とした短期運動教室の効果と
運動習慣獲得への試み
研究代表者：高橋
１．研究の目的
高齢期の転倒・骨折予防対策として板倉町の中高年女性を

珠実（食環境科学部食環境科学科・准教授）

エーションスポーツ、筋力トレーニングを組み合わせ、約
90分間行う。

対象として始められた運動教室は今年度で5年目を迎える。

④運動教室前後の調査・測定結果の比較を行う。

本運動教室には毎年40名を超える参加があり、その半数が

⑤8週間の運動教室終了後も月2回のペースで運動教室を開

リピーターである。また運動教室終了後も継続して運動を行

催し、長期運動教室最終日に8週間の運動教室で行ったも

いたいと、教室終了後の継続を望む声も多く寄せられてい

のと同様の測定、生活習慣、食習慣、心理状態の調査を行

る。今後、板倉町にどのような形で貢献していき、地域活性
化支援を行っていくか、今後の事業展開が課題となっている。

い、体力や生活習慣等の変化を追跡調査していく。
⑥年度末に参加者に全ての測定結果をフィードバックする。

これまで行ってきた運動教室は8週間と、実施期間が短
く、短期の運動効果を検討することしかできなかったことか

２）若い世代への運動支援法の模索

ら、今年度の研究では8週間の運動教室終了後にも月2回の

・板倉町住民20代～50代を対象に運動に関するアンケート

ペースで運動教室を開き、年度末にも測定・調査を行い、長

調査を行い、調査結果をまとめる。

期運動教室の効果測定、および運動習慣獲得のためのアプロ
ーチ法を検討していく。
また、平成25年度の板倉町の調査によると、日頃から運

３．期待される効果
本研究により、以下に挙げる効果が期待できる。

動習慣のある人の割合は、70歳代の48.6％が最も高く、20

①自分の体力の現状を認識させることができる。

歳代の12.5％が最も少ない状況である。東洋大学で行って

②運動の楽しさ、気持ちよさを味わうことで、運動すること

きた運動教室参加者も60代・70代が9割以上を占め、平均

の楽しさを発見できる。

年齢も年々高くなっていく状況にある。若いころから運動習

③楽しみながら継続できる運動を提案できる。

慣を持つことが重要となることから、若い世代への支援方法

④運動を続けることでの生活習慣、心理面の変化を気付かせ

を検討していくことも本研究の課題の一つである。

ることができる。
⑤健康状態と健康管理に関する問題点が把握できる。

２．実施方法

⑥運動習慣獲得のきっかけづくりと、運動習慣獲得のための

１）週間の運動教室および長期運動教室
①板倉町の35歳～70歳の女性を対象に運動教室への参加募
集活動を行う。

アプローチの方法を明らかにすることができる。
⑦健康管理を行う上で大切な、適度な運動を参加者の生活の
一部に取り入れられるよう提案していくことができる。

②東洋大学板倉キャンパスにて行う運動教室の初回および最
終回に様々な測定および調査を行う。
③運動教室は週1回、計8回行う。運動の内容は、ウォーミ
ングアップ、ウォーキング、敏捷性トレーニング、レクリ

写真1． 運動教室風景（H28年度）

また、もう一つの課題である板倉町の若い世代への運動支
援について、運動支援の現状と問題点を把握し、今後の取り
組みへとつなげることができると考えている。

写真２． 体力測定風景（H29年度）
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包括的研究

タイプ A

地域資源の再評価と地域の活性化に関する研究

【研究の目的】
本研究の背景として、2014年を契機に増田レポートに象徴

研究代表者：髙橋

一男（国際学部国際地域学科・教授）

担当研究員：安

相景（国際学部国際地域学科・教授）

藤井

敏信（地域活性化研究所・客員研究員）

宮崎

道名（地域活性化研究所・客員研究員）

川澄

厚志（地域活性化研究所・客員研究員）

ターパートと協力して、地域資源の発掘と再評価を行い地域
活性化の計画を立案する。

されるように地方の市町村において少子高齢化、人口流出が

ここでは地域資源を次の観点で捉える。

すすみ「消滅論」が議論されてきた。限界集落の増加になか

ヒト：地域の担い手として長年従事活躍している人材

なかストップがかからないのが事実である。実際、増田レ

モノ：地域の生産材（財）

ポートがきっかけになって地方創生の機運が高まったが、確

コト：地域が醸成してきた文化、習慣（民俗学的手法）

たる解決策が出ていないのが現状である。

対象地域は人口減少が進んだうえ、住民の多くは中高年で

本研究では、これまでに調査研究、復興支援、授業などで

さらに高齢化が進んでいるため定量的データ収集（アンケー

地域づくりに深く関わってきた石川県能登（輪島市門前な

ト等）には適さない。そこで本研究では現地調査としてイン

ど）および岩手県釜石市（田老地区、岩泉地区を含む）を

タビュー、ドキュメント収集、マッピング（住戸、作物その

調査研究対象地域として、当該地域におけるステークホル

他）等の定性的データ収集を中心に行う。補足的データとし

ダー、カウンターパートと協力し、地域資源の発掘と再評価

てRESAS、e-Statのオープンデータを活用し地域データ分

を主軸において、地域活性化の計画を立案し地域住民と学生

析（定量的分析）にあてる。

の参加を視野に入れた組織化とその実践を通して、地方市町

地域づくりのためのプログラムを立案、提示し地域住民と

村の活性化に関する包括的な研究を行い地方創成に寄与する

学生の参加を射程に入れた組織、例えば地域ビジネスの提唱

ことを目的とする。

と六次産業の構築に向けた組織づくりを実践する。

（髙橋一男、「地域資源の再評価とネットワークによる地域

加えて当該地域での経験を共有し、広域における地域活性

活性化」、『東洋大学地域活性化研究所報No.15』平成30年

化に向けたネットワークづくりを行う。これらの活動を通し

3月を参照されたい）

て地域活性化モデルの構築を行う包括的研究とする。

【研究の実施】

【期待される成果・効果】

本研究の目的を遂行するため調査研究対象地域を次の二地
域に定める。

本研究の対象地域において地域資源を適正に評価し地域活
性化活動が実現化する。当該地域をコアに、広域にわたる地

①石川県奥能登（羽咋郡志賀町、輪島市門前町、珠洲市）

域活性化モデルについて経験と知識を共有するネットワーク

②岩手県釜石市（田老地区、岩泉地区を含む）

を構築することができる。本研究の研究成果から実践的な地

①は2012年から観光資源その他を活用した奥能登の地域活

域活性化モデルが構築でき、さらに研究論文の発表を通して

性化に関する調査研究を行ったことがきっかけとなって、毎

我が国における地方創成の将来に貢献することが期待でき

年9月にゼミ活動（髙橋、藤井、安が担当）として現地調査

る。

を行い地域住民、ステークホルダー等との良好なラポール
が構築できている。6年間継続している。カウンターパート
は、能登定住・交流機構（前理事長：星野正光氏）である。
②は2014年度から本学井上円了記念研究助成（平成26年度
～28年度）を受けて被災地支援の一環として「マネジメント
型コミュニティ開発の研究」と題し、岩手県釜石市、田老地
区、岩泉地区において調査研究を行った経緯があり、地域と
の交流を現在も継続している。カウンターパートは、三陸ひ
とつなぎ自然学校（代表理事：伊藤聡氏）である。
本研究で調査研究対象地として選定した二地域は、自然災
害（大震災）を経験していることが共通し、本研究チームは
復興プロセスを検証して地域づくりに関与し調査研究を行
い、住民参加型のコミュニティ開発に参画してきた経緯が選
定の背景となっていることを付記する。
本研究では、これら二地域のステークホルダー、カウン
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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
（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）

館林市つつじが岡公園を対象とした受託研究は、昨年度ま

トについて検討を行う。さらに、ホームページやInstagram

で3年間にわたって実施し、その成果は「館林市つつじが岡

等を活用した効果的なプロモーション方法についてもあわせ

公園（尾曳橋東側）経営基本方針」としてまとめることがで

て検討する。

きた。経営基本方針では、市民連携、誘客連携、交通にわか
れた3分科会の活動を通じて施策実施を検討するとともに、

２．インバウンド対策

その影響、効果をモニタリングしながら、組織体制のあり

つつじが岡公園では台湾人を中心とした外国人の来訪がみ

方、費用対効果の観点からよりよい公園づくりに向けた方針

とめられ、ツツジの開花は大きな誘客ポテンシャルを有して

を作成した。

いると考えられる。その一方で、外国人受け入れ態勢（おも

今年度は、作成した経営基本方針と照らし合わせながら、
公園の有効活用を進めるための基礎情報の獲得、効果的な整

てなし）や効果的な外国語表記看板・パンフレットが整備・
対応ができているか、検証を行う。

備方法・プロモーション方法の検討を予定している。具体的
な項目は、下記のとおりである。

３．周辺施設との有機的な連携方法

１．つつじまつり誘客促進について

館、旧秋元別邸、子ども科学館などの文化施設の集積が見ら

つつじが岡公園の周辺には、田山花袋記念館、第二資料
つつじまつり開催時に、アンケート調査を行い、公園利用

れるため、それらとの連携促進について検討を行う。

者の実態把握をするとともに、多様なニーズの把握及びその
対応方法を検討する。そのために、４月中旬から５月初旬ま
で開催されたつつじまつりにおいて、収集された365サンプ
ルのアンケートデータを用いて分析を行う予定である。

４．公園整備による効果の分析
つつじまつりシーズンは入場が有料となるが、その課金水
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た

また、本年はツツジの開花時期が早まったため、まつり後

り、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

半の人出が減少傾向を示していた。これは、全国的な傾向で

分析を行ったりするなど、観光による効果分析を行う予定で

あるが、その減少した需要が他の目的地や活動に推移したの

ある。

かなど、その実態把握を行って今後のイベントマネージメン

写真1． つつじが岡公園の様子
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大田原市観光振興に関する受託研究

大田原市の魅力を首都圏に伝える情報発信の強化や大田原
市に人を呼ぶための新たな観光施策を柱として、官学連携の
もとに首都圏に居住する大学生の視点から効果的な事業立案
にむけた研究を今年度受託した。一昨年度から3カ年継続し
た研究であり、古屋研究員、須賀研究員ならびに井上客員研
究員の3名が担当しており、昨年度の取組みは下記の通りで
ある。
まず、古屋研究室では、中国人観光客をターゲットにした
観光振興策をプロモーション方法、訴求力あるプログラムづ
くりと、その方策の一つとして大田原に広がる唐辛子畑を観
光資源として価値付けをするといった資源の活用法について
検討した。さらに、高齢者を誘客ターゲットと想定した上
で、①直接的な誘客が狙える観光振興策の検討、ならびに②
大田原市のイメージ定着、認知の向上をねらいとした観光振
興策の検討を行った。
また、須賀研究室では、大田原市の文化資源、文化施策を
活用した観光振興策を念頭に次の2つの提案を市おこなって
いる。①「芭蕉コンテンツ」をいかした教育旅行の検討～
フォトロゲイニングの活用を念頭として～。フォトロゲイニ
ングとは、「地図をもとに、時間内にチェックポイントを回
り、得点を集めるスポーツ」であるが、こうした取組みが大
田原で行われれば、地域住民も含めて、当地における「芭蕉
コンテンツ」を広く知らしめることにつながり、観光施策と
して有力な方策となりうることを考察した。②大田原市芸術

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）

文化研究所を活用した教育旅行の検討。大田原市芸術文化研
究所は、閉校となった旧両郷中学校舎を活用して、2014年4
月に開設された施設であり、これを有効な観光資源の可能性
を秘めたものとして評価をした。例えば美術部がこの施設で
部活合宿をし、心おきなく創作活動に没入し仲間とともに学
生生活の思い出の1ページを飾るといったような活用法を考
え、教育旅行誘致の提案を行った。
最後に、井上研究員からは、大田原市の観光振興がよりス
ムースに行くためには、少なくとも大田原市役所が牽引役と
なり各関係団体と協同して、最も効果的な観光組織のあり方
を考えるべき時機に来ているものとの提言がなされた。
これらを踏まえ今年度は、情報発信力の強化として「学生
の手作り感」が強調され、かつ、ある程度の「緩さ」がある
パンフレット作成を検討している。一般的なパンフレットは
地理的・歴史的背景などの説明が詳細で、分量も内容相応の
ものが多い。そこで我々はそういったパンフレットとは路線
を異にしたライトなフライヤーを意識する。また、内容とし
ては「研究している施策内容についての説明」ならびに「市
のどこに行けば体験できるか」の２点を大きなテーマとして
いく。柔軟な発想を持つ学生の目線、視点を大切にし、他パ
ンフレットとの差別化を図りながら、市民向けへ周知する際
も老若男女を問わず、様々な年代に目に留まるようなプロ
モーションができればと考えている。

写真1． 大田原市に提言をする(昨年度報告の様子)
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北区を対象とした受託研究の実施 ( 受託研究 )
担当研究員：中挾
今年度は北区を対象とした下記2つの受託研究を実施す

知延子（国際観光学部国際観光学科・教授）

た北区内事業者PR用ポータルサイト「Tokyo North」を主

る。

宰しており、昨年からTokyo Northサイトの更新をしたい

①「北区商店街における外国人観光客誘客のための調査研究」

という要望があった。そこで、Tokyo Northサイトに外国

東京都北区産業振興課の受託研究は今年度で3年目にな

人目線でのツアーコース等の新規コンテンツを拡充しサイト

る。多言語対応（英語・中国語・ハングル・仏語）のコミュ

を充実させ、外国人への認知度向上を図る。そうすること

ニケーションボードの作製を行っており、1年目は飲食店、

で、サイトのアクセス数を増加させて、掲載されている事業

2年目は小売店バージョンのボードを提供した。このボード

所（商店）に観光客が立ち寄ってくれる仕組みを提案する。

を使って、店に外国人観光客が訪れた際に、基本の会話とそ

実施内容として、各商店の自慢の商品で、北区ご当地プロダ

して観光客からよくありそうな質問に対する応答が、ボード

クツとして提供できるものをピックアップして、その商品の

の指差しできるようになっている。今年度は、「ヘルス・

由来や原料、エピソードなどさまざまな情報を盛り込んだ商

ビューティケアバージョン」ということで、美容室や整骨

品単位のコンテンツを考え、それらコンテンツと周りの寺社

院、ネイルサロンなどのサービス業の店に配るコミュニケー

やイベントなど有形無形の観光資源を合わせた「ご当地プロ

ションボードを作製する。まずは、北区のいくつかの商店街

ダクツを楽しむツアー」を複数提案する。提案にあたって

で現地調査を行い、実際に該当する店を訪問して、外国人観

は、外国人目線を大事にするため本学の外国人留学生に協力

光客からどのようなニーズがあるのか、店側としてどのよう

してもらい、併せて多言語（英語・中国語・ハングルを予

な場面で多言語のコミュニケーションをしたいのかなどの要

定）への翻訳もしてもらう。提案したコンテンツはTokyo

望を聞き取る。その後ミーティングを重ねて、ボードのレイ

Northサイトに業者に依頼して掲載する。さらに、タイから

アウトやコンテンツについて提案する。調査では、本学の外

人気ブロガーを招待し、北区の商店を中心に存分に取材して

国人留学生に協力をお願いし、観光客の立場に立って、ある

もらい、タイの訪日観光客向けのブログサイトに掲載しても

と便利な会話表現を検討してもらい、併せて多言語への翻訳

らう計画である。タイでは富裕層を中心に年々訪日観光客が

もしてもらう予定である。加えて、多言語サービスのための

増加しており、2017年には100万人程度のタイ人観光客が来

現地調査を行う際に、外国人にとって魅力満載の北区観光資

日し、東アジア地域の観光客（韓国、中国、台湾、香港）に

源PRの方法についての検討も行う。そして年度末には、北

は及ばないものの、観光客数は５番目と今後の注目度も高

区の商店主や住民の方々に向け、完成したコミュニケーショ

い。また、観光客一人あたりの消費額が高く、国内地域に多

ンボードの紹介と配布を行うイベントを開催する予定であ

く訪れてくれるようになれば、地元も潤っていく。タイ人の

る。

個人観光客は、来日する前にほぼ100%ウェブサイトの情報
で訪問計画を立てていることをタイ出身の方から伺い、その

②東京商工会議所北支部の受託研究(東商北支部インバウン

中でも観光情報のブログが重要な情報源ということであっ

ド事業～北区観光情報サイト「Tokyo North」コンテンツ

た。そのことを受けての、パワーブロガーの企画である。こ

提供とパワーブロガーの取材協力)

のように、2020年東京オリパラの開催も追い風にして、北区
そして地域の商店がより多くの観光客でにぎわうような取組

東京商工会議所北支部（東商北支部）からの受託研究を昨

みを行っていく。

年度より行っている。東商北支部は外国人観光客を対象とし

写真1． 十条銀座商店街の様子
Institute of Regional Vitalization Studies｜ 09

新研究員紹介・平成30年度地域活性化研究所

研究員一覧

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）
院生研究員
①眞塩 悠平（マシオ ユウヘイ）
②東洋大学大学院生命科学研究科生命科学専攻 博士後期課程1年
③脳神経科学、応用健康科学
④近年、学校や企業でメンタルヘルス不調による休学者や休職者が増加し、社会問題となっています。そこで私は、メ
ンタルヘルス不調のリスクを筆跡の時間情報を用いて予測する研究を進めています。さらに、高リスクの方に個人で実
行できる対処方法を提案するため、運動習慣と食習慣がメンタルヘルス不調に与える影響をコホート研究（追跡調査研
究）で定量化し、要因を抽出することを目指しています。また、近隣自治体と共同で実施している、地域住民の健康増進を目的とした
研究調査にも参加しています。今後は、地域活性化研究所のメンバーとして、研究成果の地域への還元、さらに地域住民の方々との交
流を継続・拡大して行きたく思います。
平成30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
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
三智子

研究員一覧（平成30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
准教授
教授
教授
准教授
准教授
教授
教授
准教授
准教授
准教授
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
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
秋 谷
井 上
川 澄

公 博
博 文
厚 志

金

銀 眞

小 浪
博 英
齋藤 伊久太郎
佐 藤
成 美
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
松 尾

敏 信
宏

所 属
淮北師範大学
東洋大学
金沢星陵大学経済学部
東京大学先端化学研究センター共創まちづくり
分野 小泉研究室
環境造形学園専門学校ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ
一般社団法人 国土政策研究会
株式会社 住環境計画研究所
東洋大学食環境科学部
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
元・東洋大学大学院国際地域学部教授
建設産業史研究会
日本大学工学部建築学科 医療・福祉建築デザ
イン研究室
外国招聘教授
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
東洋大学
水土地域工房・敬愛大学国際地域学部

職
外国語日本語学科
名誉教授
講師

主要専門分野
社会学、都市計画、国際地域学、まちづくり
観光学、地域観光振興、観光組織論
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

協力研究員
非常勤講師

都市史・アジア・近代

研究助手
非常勤講師
－
名誉教授
－
代表

都市計画、都市交通、地方再生、観光振興
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
人文地理学、地理情報科学、地理空間分析
社会学、政策研究、地域研究
安全・危機管理学、ヒューマンファクター、防災、エネルギー
国土学・河川学

専任講師

福祉住環境

－
代表取締役
代表理事
支援員
名誉教授
代表・非常勤講師

ゲーム理論、環境経済学、農村地域開発論、国際協力論

所 属
東洋大学生命科学研究科

職
博士後期課程

主要専門分野
脳神経科学 応用健康科学

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
景観地理学、河川流域史、地域の文化的景観・土木遺産研究

院生研究員
名前
眞 塩

悠 平

生命科学専攻

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

URL

0276-82-9105

FAX

0276-82-9801

http://www.toyo.ac.jp/site/irvs/
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