所長あいさつ

はじめに

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25名、ならびに16名の客員研
究員と1名の院生研究員を加えた体制で、①自主研究事業、②受託・共同研究、③研究発表・シン
ポジウム、④広報・情報公開を中心に活動を行っており、④に位置づけられる「研究所だより」は
本年度の研究事業のキックオフを周知するために発行するものです。
本号では、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、栃木県大田原市、山梨県富士河口湖町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、本年5月1日より新たな年号である「令和」がはじまりました。昨年は、明治維新150周
年だったこともあり、歴史の大きな節目を感じることができます。観光に着目すると、「1）明治
期になると「旅」「行旅」「遊山」に代って「観光」が用いられるようになり、それは国の文物や
礼制などをよく観察し、役立てることを意味したこと、2）長距離鉄道網が広がった明治20年代、
いち早く盛んになったのが修学旅行であり、教員を養成した各地の師範学校などが相次いではじめ
た」と記されています（読売新聞、2018年1月1日10面）。イギリスでも17-18世紀、裕福な貴族
の子弟が学業の終了時にグランドツアーと呼ばれる大規模な国外旅行を行っており、「世間を見て
知る旅は、国土学であり、人間学だった」とも言及されています。
さて、このような旅行の形態は、観光の大衆化にあわせて徐々に今日のように変化しています。
人口減少社会において交流人口、関係人口の増加を通じた地域活性化は多くの自治体が期待してい
る一方、その効果が十分発現していない地域も数多く残っています。その一方で、相対的な旅行費
用の低廉化などにより、特に国際観光の伸びが大きく、一部の観光地ではオーバーツーリズムと呼
ばれる「訪問客の著しい増加等が、市民生活や自然環境、景観等に対する負の影響を受忍できない
程度にもたらしたり、旅行者にとっても満足度を大幅に低下させたりするような観光の状況」を呈
しています（観光庁、持続可能な観光先進国に向けて、2019年6月12日発表）。経済的な効果が
期待される一方、過度な来訪者によって地域の資源が十分保全できず、さらには家賃、物価の上昇
や騒音、ゴミ、マナー違反の旅行者による悪影響から住環境の悪化が懸念されており、例えばベネ
チア（イタリア）では、最盛期の1/3に住民が減少してしまいました。
当研究所では地域の活性化を目的としていますが、その検討においては持続可能性を担保した
り、そのための弊害を抑えたり緩和させること、さらには悪影響が発生する前にあらかじめモニタ
リングする方策などが期待されています。これまでと異なる新たな視点、技術により、地域を支
え、振興する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お願いいたします。

02｜News Letter No.55

目次

目 次

2019年度研究所研究計画のご案内

板倉町採食健美教室風景（P.04）

まちづくりワークショップ（P.05）

P04-07

中高年を対象とした運動教室（P.06）

宝来館女将による防災教育講話（P.07）

2019年度受託研究のご案内

作成パンフレット一例（P.08）

P08-10

霜降銀座商店街（P.09）

新研究員紹介

P11

2019年度研究員一覧

P12

Institute of Regional Vitalization Studies｜

03

2019年度研究所研究計画のご案内

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教室の
実践および地域コミュニティの特性解析

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
実行可能な解決策として、高齢者を対象とした軽い体操や
栄養指導を中心とした健康指導を実施し、フレイル（虚弱）予
防を実現することが考えられる。さらに、健康寿命の延伸を
実現するためには、ソーシャル・キャピタルとの関係性が指
摘されていることからも、心身の健康も考える必要がある。
そこで、身体的な面だけでなく心的な面も含む人とのつな
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と
考える。そのため、板倉町の公民館レベルの活動に参加し、
地域コミュニティ活動のフレイル予防・健康増進に対する
役割も定量的に解析する。この調査は当面4年間継続するコ
ホート調査（追跡調査）の1年目として実施したい。また、高齢
者を対象とした『科学的根拠に基づく運動教室』も東洋大
学板倉キャンパス内で実施する。この運動教室は既に4年間
実施した実績を有する。全参加者が必ずしも毎年参加され
ているわけではないがリピータが多い事業であり、板倉町と
東洋大学との共催事業として根付いてきた経緯がある。
これらの活動は、全体で板倉町とのラポールの醸成を目
的とする。長期的には、大学の利用価値を認識していただ
き、得られた知見を、最終的に行政を通して地域住民の健
康指導に生かしていただくことを目標とする。
２．実施内容
本研究は、当面4年間継続して参加していただくことを前
提としたコホート調査研究である。調査規模は、各地区の公
民館活動に年1回伺い調査を実施することで、10地区100名
規模の研究協力者を目指す。そのため、でき得る限り多くの
地区に参加していただくことが必要である。
a) 板
 倉町と協力し、公民館レベルの活動に参加し、フレ
イル予防の主要因子を定量的に調査・解析する。後
日、調査の結果を研究協力者にフィードバックする。
b) 板
 倉町と協力し、9月～12月頃に8回程度の運動教室を
実施する。この運動教室の前後に体力測定会を実施
し、その体力増進効果を評価する。後日、体力測定の
解析結果を研究協力者にフィードバックする。
３．研究の特色と期待される効果
本研究の目標は、最終的にはフレイル予防の主要因子を
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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：大上

安奈（食環境科学部食環境科学科・准教授）

吉﨑

貴大（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）

明確にすることで、
『科学的根拠に基づく保健行政』のモデ
ルを提案することである。本提案が実現できたら、その社会
的インパクトは極めて大きいと考える。ただし、この提案に
至るためには、長い時間をかけて行政・住民とのラポールを
醸成し、かつコホート調査研究（追跡調査研究）を実施するこ
とが必須であることは言うまでもない。今までの継続した取
り組みの成果もあり、行政（町役場）の認知度は高くなってき
ている。そこで来年度から、当面4年間を目途にコホート調査
を実施したい。
また、健康寿命の延伸には心身の健康が必須と考える
と、心的側面と健康の関係の把握も必要である。この心的側
面について、ソーシャル・キャピタルの面から、高齢者を取
り巻く地域コミュニティがキーとなると考える。地域コミュ
ニティの活用は社会実装可能で、医療的な介入に比してさ
ほどお金のかからない介入手段を得ることになり、行政を含
めその有用性と社会的インパクトは計り知れない。
主に板倉キャンパスで取り組んでいる健康科学だけでな
く、コミュニティの在り方や地域内コミュニケーションも研
究する必要があるため、白山キャンパスの国際地域学部や
社会科学部との連携も必須である。すなわち、健康寿命の
延伸を実効ある形で社会実装するためには、文理融合が必
須である。その意味でも、本学の地域活性化研究所が取り
上げるべき重要課題と考える。
ⅰ地域コミュニティをベースとしたフレイル予防の主要因子
を定量的に把握できる可能性がある。
ⅱ主に高齢者を対象とした『科学的根拠に基づく運動教室』
の実践により、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できる。
ⅲ板倉町との連携を強化することで、
『科学的根拠に基づく
保健行政』の提案まで展開できる可能性がある。時間は
かかるが、真の意味での地域連携・地域創生の出発点と
なり得ると考える。

写真1.

パワフルボディ講座風景

2019年度研究所研究計画のご案内

地方創生への足掛かり

タイプＢ

埼玉県川口市の既成市街地における歴史的景観・
文化の保全方法の検討
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、我が国が人口減少社会にある中
で、人口増加を続けている自治体の一つである。
2018年4月1日に中核市へ移行し、発展をさらに加
速させていくことが予想される。その一方で、今後
のよりよい川口市のまちづくりを考える際に、歴史
的文化や既存の魅力の活かし方の検討が必要とな
る。しかし、JR川口駅周辺地域を始めとする主要
駅周辺地域の高さ制限の規制緩和やこれに伴う開発
は、古き良きものの消滅ばかりでなく、街路の拡幅
に伴う街の骨格や、それまでの景観の消失に伴い、
いわゆる街の記憶が消滅するという危機状況に直面
している。川口宿や鳩ヶ谷宿は、江戸時代の川口市
における主要な街であり、現在の街の原点でありな
がら、こうした危機に瀕している。
2018年度に実施した研究では、川口宿、鳩ヶ谷
宿における魅力や課題を実地調査によって抽出し
た。それらを対象に、複数人の来街者による評価を
行うワークショップを実施し、客観的な視野に基づ
く知見を得た。本研究では、そうして得られた魅力
の保全方法、あるいは、課題の改善方法について検
討する。
そして、検討作業で得られた知見をまとめること
によって、今後の川口市のまちづくりに資する基礎
資料を得ることを目的とする。
２．研究の方法
①まず、2018年度に得られた知見より、街角や街
路、洋館や旧発電所、本陣の門など、保全するべき
魅力や改善するべき課題の個々の要素について、改
めて既往の文献などを用いて調査を行い、2018年
度に得られた知見を補完する。
②補完した要素の保全方法あるいは改善方法につい
て、文献調査やWebを用いた調査を行い、予め検
討を進めておく。
③川口市周辺地域在住の食の安全を考える起業家、
あるいは川口市郷土史会の会長、岩淵本宿の再生を
考える起業家などと、保全するべき魅力や改善する
べき課題の個々の要素について情報共有を行い、直
接的なディスカッションを通して、その保全方法あ
るいは改善方法について検討する。また、行政とも
ディスカッションを行い、これを検討結果に加え
る。
④検討作業で得られた知見をまとめる。保全方法あ
るいは改善方法の検討は、個々の要素を基点に行う

伊久太郎（地域活性化研究所・客員研究員）

が、これからの効果的なまちづくりを考える際に、
それらを複合させることで、面的なまちづくりの展
開が有効であると予測する。このため、ある程度の
範囲を持たせた上で報告書をまとめる。これはつま
り、例えば「煉瓦塀のある路地」の保全を考える
際、これを基点に効果的な保全方法を検討するわけ
だが、これ単体
を保全すること
は、それほど効
果的でないと考
える。「煉瓦塀
のある路地」に
近接する「永瀬
邸洋館」や「旧
発電所」を活用
まちづくりワークショップ（2018年度）
し、面的な展開
を検討するものである。
３．スケジュール
●6月〜7月：
前年度に得ら
れた知見を補
完するための
文献調査
●8月〜12月：
魅力の保全や
課題の改善の
方法に関する
検討
●1月：検討し
岩渕本宿のエリアリノベーションの様子
た結果の取り
写真奥の建物が自転車店と屋根になっている
まとめ
●2月：報告書の作成
４．期待される成果・効果
荒川を挟んで川口宿の南に位置する岩淵本宿周辺
地域では、長屋を自転車店、カフェ、コワーキング
スペースなどへコンバージョンしつつ、街のスケー
ル感を保ったエリアリノベーションが行われている。
また、コンバージョンのほかに路地を活用したイベ
ントが開催され、地域住民と場所とをつないでいる。
こうした事例を川口宿、鳩ヶ谷宿でも参考にするこ
とによって、地域住民、特に若い世代の関心を喚起
できるのではないかと考える。ここに、歴史的文化
や既存の景観を紡ぐことによって、エリアリノベー
ションの意義を深めることになるものと考える。
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地域活性化に向けた包括的研究

タイプ B

運動教室がもたらす効果に関する研究
(ソーシャルキャピタルを中心に)
研究代表者：高橋
担当研究員：大瀬良

珠実

１．事業の目的
板倉町の中高年女性を対象とした教室は、高齢者の転
倒・骨折予防対策として始められ、リピーターや初参加
の方々にも好評となっている教室である。特に、大学の恵
まれた施設を利用して運動をできる点、そして学生と一
緒に運動を行えるという点はこの評価に大きく影響を与
えている。2018年度本研究所のシンポジウムにて、この教
室をきっかけとして、最終目標である運動習慣獲得に成
功した例を報告してきた。
板倉町活動支援センターの利用者を対象とした教室
は、運動する場所や人と交流する機会も限られている障
がい者に大学で運動する機会を提供し、QOLを上げて
いくことを目的としてスタートさせた。ここでの成果は、
運動教室に参加した支援センター利用者、支援センター
の職員、そして教室を手伝った学生に対するアンケート
調査結果を本研究所の2017年度事業報告にて報告して
いる。
両運動教室の参加者は、大学生との関わりをとても楽
しみにしており、大学生と一緒に運動を行えるということ
を運動教室に継続して参加している理由の1つに挙げて
いる。一方、大学生にとってこれらの運動教室は多くの年
代の方々、様々な対象者と接する機会となり、学生らの世
界観を変える機会となっている。運動教室参加後のアン
ケートである学生は「将来的に、障がいを持つ方につい
て学ぶ機会と今回のような運動教室をセットにした授業
があれば、大学生にとって他ではなかなか経験できない
良いものとなると思った」と回答した。
これらの背景から、本事業はより多くの学生に運動教
室に関わる機会を提供し、学生の意識や心理面、生活習
慣等の変化を検討していくことを目的とした。また、この
ような運動教室の機会が彼らの卒業後の将来にもつなが
る経験となることが考えられ、多くの学生が主体的にこ
れらの運動教室に関われるよう、その運営方法を検討し
ていくことを目的とした。

写真1.

中高年者を対象とした運動教室（2018年度）
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（食環境科学部食環境科学科・准教授）

知子（食環境科学部健康栄養学科・准教授）

２．実施方法
１）8週間の運動教室
①東洋大学生を対象に中高年女性および支援センター
利用者を対象とした運動教室の支援ボランティアの募集
を行う。
②ボランティア学生に対し、運動教室前にソーシャル
キャピタル度、ソーシャルスキル度、心理状態、生活習慣
等の調査を行う。
③ボランティア学生と共に8週間の運動教室を実施する。
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、ラダートレーニング、レクリエー
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。
④ボランティア学生に対し、運動教室前同様の調査を行
い、それぞれの変化を検討する。
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。
・運動教室参加により、大学生のソーシャルキャピタ
ル、ソーシャルスキルの向上、また心理面、生活習慣面
等に好影響を与えることが考えられる。
・大学生に対して、運動指導の楽しさ・難しさについ
て実践の経験から考えさせる機会を提供することができ
る。
・限られた人との交流が多い学生が、さまざまな参加
者と触れ合い、コミュニケ―ションをとることで、他人を
理解していく能力を培う機会を提供することができる。
・地域活性化に取り組むこの経験を学生自身の将来に
生かすことができる。
・大学生のサポートにより、子連れでの参加を可能に
することができ、子育て世代の人たちに運動教室に参加
する機会、運動する機会を提供することができる。
・多くの大学生と今まで以上に活気のある運動教室を
実施し、住民に対する運動継続支援を行うことは、全国
平均以上のスピードで高齢化が進む板倉町に貢献する
事業となることが考えられる。

写真2.

支援センター利用者を対象とした運動教室（2018年度）

2019年度研究所研究計画のご案内

地域活性化に向けた包括的な研究

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
―岩手県釜石市根浜地区を事例にー（継続）

【研究の目的】
本研究は、2018年の研究課題「地域資源の再評価と地
域活性化に関する研究」の成果をふまえ、継続調査研究
として位置づけ「地域資源の再評価と地域の活性化に
関する研究−岩手県釜石市根浜地区を事例に−」として
2019年度に行うものである。
2018年度の調査研究では、規模は違うが震災を経験し
た石川県輪島市門前および岩手県釜石市鵜住居におい
て被災後の復旧、復興プロセスに着目し、地域資源の発
掘と再評価を主軸において、地方の市町村の活性化に関
する包括的な研究を行った。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化に向けたネットワーク
づくりの可能性を探った。
2019年度の調査研究では、前年度の成果をふまえ、岩
手県釜石市鵜住居根浜地区に調査地を絞り、震災の復興
プロセスにおける地域づくりと地域活性化に関する調査
研究を行い、地域づくり手法の構築を目的とする。
（髙橋一男、川澄厚志、宮崎道名、
「地域資源の再評価
と地域の活性化に関する研究」、
『東洋大学地域活性化
研究所報No.16』平成31年3月、髙橋一男「地域資源を活
かした地域づくりに関する研究」、
『東洋大学地域活性化
研究所報No.16』平成31年3月を参照されたい）
【研究の実施】
本研究の目的を遂行するため調査研究対象地域を次
の地域に定める。
岩手県釜石市鵜住居根浜（うのすまいねはま）地区
この地域は、2014年度から学内で井上円了助成（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」として岩手県釜石
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、社団法人「根浜ＭＩＮＤ」
（代表：
岩崎昭子氏、宝来館女将）、三陸ひとつなぎ自然学校（代
表理事：伊藤聡氏）、釜石東部漁協管内復興市民会議
（事務局長：鈴木匠氏）である。
鵜住居根浜は、2011年3月11日の東日本大震災で被災
し、7年以上の時間をかけて復興に取り組んできた。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
してきた経緯があることをここで確認しておきたい。
そこで、2019年度の研究では上記カウンターパートの

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）

藪長

千乃（国際学部国際地域学科・教授）

宮島

良明（地域活性化研究所・研究員）

川澄

厚志（地域活性化研究所・研究員）

宮崎

道名（地域活性化研究所・研究員）

協力のもと、根浜地区の復興プロセスにおいて、地域資源
の発掘と再評価を行い地域活性化の計画を地域社会（コ
ミュニティ）が組織としてどのように取り組んできたかを
明らかにする。
ここでは地域資源を次の観点で捉える。
ヒト：地域の担い手として長年従事活躍している人材
モノ：地域の生産材（財）
コト：地域が醸成してきた文化、習慣（民俗学的手法）
トキ：地域が育み重ねてきた歴史
シゼン：地域を取り囲む自然環境
当該地域社会（コミュニティ）が、上記地域資源を再評
価し、復興プロセスにおける課題解決（防潮堤、嵩上げ、
高台移転、里山里海環境の復活と整備、地域ビジネスの
創出、交流人口の確保など多数）にどのように取り組んだ
かを検証し、地域づくりの手法を構築する。具体的には、
震災の復興プロセスで「根浜海岸再生委員会」および
「根浜ＭＩＮＤ」の協力を得て、根浜地区の住民がどのよ
うに組織的（コミュニティとして）に意思決定を行って復
興に取り組んできたかを詳細に分析する。
対象地域は67世帯から震災後34世帯になり人口減少が
進んだうえ、住民の多くは中高年でさらに高齢化が進ん
でいるため定量的データ収集（アンケート等）には適さな
い。そこで本研究ではインタビュー、
ドキュメント収集、
マッピング（住戸、作物その他）等の定性的データ収集を
中心に行う。補足的データとしてRESAS、e-Statのオー
プンデータを活用し地域データ分析（定量的分析）にあ
てる。
現地調査は2回行い、2回目には調査と並行して、カウン
ターパートの協力を得てワークショップを実施し、住民意
識の把握、本研究の目的である「地域資源を活用した地
域づくり」を共有、データの検証にあてる。
これらの活動を通して地域づくり手法の構築をめざす
包括的研究とする。
【期待される成果・効果】
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
にわたる地域づくり手法について知識を共有するネット
ワークを構築することができる。本研究の研究成果から
実践的な地域づくり手法が構築でき、さらに研究論文の
発表を通して我が国における地方創成の将来に貢献する
ことが期待できる。
Institute of Regional Vitalization Studies｜
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2019年度受託研究のご案内

大田原市観光振興に関する受託研究
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）

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立案を
念頭として、産官学連携のもとで首都圏に居住する
大学生からの視点にもとづいた効果的な事業立案に
関する研究を本年度受託した。本研究は、本年度で
4ヶ年目をむかえるもので、古屋研究員、須賀研究
員ならびに井上客員研究員の3名が担当することと
なった。
昨年度は、情報発信力の強化として「学生の手作
り感」が強調され、ある程度の「緩さ」がある観光
パンフレットの作成を行った。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。そういったパンフレット
とは路線を異にして、ライトなフライヤーを意識し
ながら、須賀ゼミ、古屋ゼミに所属する2年生、3
年生を中心に作成した。なお、パンフレットのテー
マは下記の通りである。
須賀ゼミ：「時を越える旅人たちへ」、「大人
の修学旅行in大田原」、「大田原で教育旅行」、
「HELLO、 OTAWARA!」
古屋ゼミ：「ぐるっと大田原」、「めぐる大田原」
、「あなたの大田原・選んで大田原」、「日帰り♪
大田原市ひとり旅」
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さらに、井上研究員は、「とうがらし」を活用した観
光振興について検討を行った。
これらを踏まえて、本年度も研究テーマを継続して
設定することとして、学生による手作り感が強調され
たパンフレットの作成を試みる予定である。他パンフ
レットとの差別化を図りながら、様々な年代に目に留
まりやすい効果も期待できる取り組みを考えている。
詳細な内容を含む一般的なパンフレットとの差異、役
割分担を考えること、内容としては「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、学生の目線、視点を大切に
したプロモーションの1手段を検討することを予定して
いる。
これらの短期的な効果が見込まれる取り組みに加
え、観光振興のための中長期的な施策についても検討
を行う。具体的には、誘客促進のための観光施設、観
光イベントに関する検討、観光振興計画の策定、AR
などを用いた訪問経験価値向上に向けた施策について
の検討が挙げられる。さらに、観光のみならず大田原
市への移住を促進するための体験ツアーに本研究の知
見を反映させることも視野に入れている。

2019年度受託研究のご案内

グーグルマップとマイビジネスを活用した北区商店街の
デジタルマーケティング（受託研究）
担当研究員

東京都北区から受託を受けて早4年目になる。今

中挾

知延子（国際観光学部国際観光学科・教授）

テンツを更新していくことができるようにしたい。

まではインバウンド観光客の誘客をにらんだ多言語

一方、デジタルマーケティングという観点から、

サービスの充実ということで、商店街の店舗で使っ

アーンドメディア（earned media：顧客からの信

てもらう多言語コミュニケーションボードを作製し

頼や評判を得るためのメディア、多くはソーシャル

てきた。今年度は、オフラインのコミュニケーショ

メディアを指す）の性質を持つマイビジネスでは、

ンボードの作製から、オンラインの地図からの商店

簡単に情報が載せられる一方で、ユーザの口コミが

街店舗の情報提供を予定している。グーグルマップ

すべて載るために、店主の意図しない情報も載った

上では何か検索すると、周辺にある店舗の情報も見

り、店主の写真が優先であっても、ユーザの写真も

ることができる。アイコンで大まかな店舗のカテゴ

ランダムに選ばれて表示されるソーシャルな面もあ

リが分かるようになっている。例えば飲食店であれ

る。活動開始は秋からの予定である。

ばナイフとフォークのマーク、ホテルであればベッ
ドのマークといった具合である。アイコンにマウス
を乗せると、写真や店舗の紹介、そしてユーザの口
コミを見ることができる。グーグルの多言語設定で
翻訳の必要がないところも便利である。このような
店舗情報を表示させるためには、グーグルマイビジ
ネスに登録（無料）する必要がある。ネット上には
マイビジネスの登録方法について数多くの情報があ
り、その気になればすぐにでも始められるお手軽さ
である。
しかしながら、北区商店街の店主の方々は熟年以
上が多く、多くの人がデジタルシニアではない（デ
ジタルシニア：PCやモバイル機器を使いこなすシ

商店街風景

ニア層のこと）。マイビジネスの登録が簡単であっ
ても、なかなか始められないのが現状である。ま
た、スマホなどで店舗の写真を撮ることも面倒くさ
いと思うかもしれない。そこで、受託研究では、東
洋大学の学生に協力してもらって、商店街店主の
方々のマイビジネスをスタートさせるサポーターに
なってもらい、できるだけ多くのアイコンをグーグ
ルに表示させることを目標としている。実際には
マニュアルなど作成して配ったり、写真を撮った
りアップロードしたりすることを店にも足を運んで店
主とコミュニケーションをとることで進めていく。ま
た、学生がいないとできないということにせず、ゆく
ゆくは店主一人でもグーグルマップに表示されるコン

Institute of Regional Vitalization Studies｜
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富士河口湖町観光統計の企画・監修（受託研究）
担当研究員：栗原

１．これまでの経緯

剛（国際観光学部国際観光学科・准教授）

２．受託研究の概要

本事業は、「富士河口湖町観光立町推進基本計画

2015年の立ち上げから数年が経過し、現在は

（後期計画）」（2013年度）の中で、現状では観

観光統計の企画・監修という形で事業を展開し

光政策の立案や観光経営の判断材料とするべき統計

ている。本受託研究は大きく(1)観光基礎調査と

データを国や県の発表に頼っている状況であること

(2)観光統計整備で構成されている。

から、町の観光動向を把握するためのデータ整備が

(1)観光基礎調査

必要であるという指摘が明記されたことを受けて始

旅行目的や立ち寄り箇所等の共通事項に加え、観

まった事業である。

光客のニーズや満足度等を把握する観光客ニーズ調

本事業の大きな成果は、町の観光統計を年に一度

査と、町内での消費を把握する観光消費調査を隔年

の年報、半年に一度のトピックスという形で公表を

で実施している。毎回の調査では観光系学科の大学

始めたことである。公表に先立ち、どのような観光

生を中心に調査員として実査を担当しており、観光

統計データが求められているのか、町内の観光事業

に関する社会調査の実践の場として教育的な効果も

者に対してヒアリングを行うとともに、外部の有識

あると考えている。

者を委員として迎えて観光統計委員会を組織し、幅

(2)観光統計整備

広い視点で助言をいただきながら、整備すべき観光

毎年3月に富士河口湖町観光統計年報を、6月と

統計の形を検討してきた。

12月に観光トピックスとして最新の町内の観光動向

公表されているデータの中で、他の観光地の参考

を公表している。公表に向け、データは観光課や富

になる事例を紹介したい。富士河口湖町では、月

士河口湖町観光連盟の協力により収集しており、集

別・エリア別にどのくらいの旅行者が集まっている

計分析やコンテンツの企画、執筆を担当している。

のかを、施策立案ならびに防災の観点で重視してい
た。他方、観光庁は共通基準による観光入込客統計
を整備しており、これは都道府県が全国共通の方法
により観光客数等を集計し、都道府県間の比較を可
能にするものである。この一環で、山梨県は県内市
町村に対して観光施設・イベントごとの入り込み客
数を依頼している。施設の立地は既知のため、この
情報を活用すればエリア別の施設入り込み状況を把
握することが可能だと考えた。そこで、これまで町
内の各観光施設には県の要請ということで調査を依
頼していたが、新たに町の観光統計として施設名を
伏せる形で公表すること旨の依頼状を付け加えるこ
とで、エリア別の施設入り込み状況としてデータを
整備・公表している。
観光統計の公表により、観光事業者に限らず、地
域の金融機関等より、事業・投資判断の材料として
活用されていると聞いている。今後も利用者のニー
ズを踏まえながら、発展的に継続していく予定であ
る。
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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）
①佐野

浩祥（サノ

研究員

ヒロヨシ）

②国際観光学部国際観光学科教授
③都市計画、観光まちづくり
④2018年4月より国際観光学部に着任しました。以前は金沢星稜大学に籍を置き、地域の課題
に向き合いながら、地域に根差した教育研究活動を行っておりました。もともと静岡県富士宮
市という地方都市の出身で、幼いころから中心市街地の衰退を肌で感じてきたこともあり、学
生時代より地域活性化に関心を持ちながら、都市計画やまちづくりを学んでまいりました。現在も金沢に
通い、地元NPOとの協働による観光まちづくり活動を継続しつつ、他地域との関わりを模索していると
ころです。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
①栗原

剛（クリハラ

研究員

タケシ）

②国際観光学部国際観光学科准教授
③観光地域計画
④客観的なデータ・根拠にもとづく社会工学のアプローチにより、地域のインバウンド観光消
費や、地域における観光施策立案・評価の方法論を研究してきました。前職東海大学において
も大学周辺地域の秦野市や平塚市等との観光連携事業を行い、東京近郊観光地における観光
マーケティングのあり方等を検討してきました。また、富士河口湖町とは2015年度より観光統計整備事業
で関わっており、同事業を地域活性化研究所における受託研究として継続して参ります。新しい環境の
中、新たな地域との関わりができることを楽しみにしています。
①内田

彩（ウチダ

研究員

アヤ）

②国際観光学部国際観光学科講師
③観光歴史学、観光行動論
④温泉地の歴史、文化について、観光という視点から研究してきました。前職の千葉商科大学
では、多くの温泉地が疲弊し、衰退するなか、温泉地の基本的構造および観光行動を歴史的視
点から読みとくと共に、各温泉地の持つ歴史・文化をいかした温泉地の活性化について研究を
行っておりました。
今後、地域活性化研究所に研究員として所属させていただくなかで、多様な立場の方々と連携し、地域
活性化について研究することを通して、地域に還元できる活動を行いたいと考えております。ご指導のほ
ど、どうぞよろしくお願いいたします。
①大瀬良

知子（オオセラ

研究員

トモコ）

②食環境科学部健康栄養学科准教授
③応用栄養学、幼児期、食嗜好
④私は、本学で教鞭を取る以前は、幼稚園で働く管理栄養士として、給食の提供や食育活動に
携わっていました。そこでは、幼児の食嗜好や大豆に着目した栄養教育の効果の検討などにつ
いての研究を実施していました。現在は、これまでの経験を活かし、応用栄養学という分野を
担当しています。具体的には、ライフステージごとの心身の特徴について理解し、その時期に合った食事
について考えています。今後は、研究所の一員として、地域住民の方々の健康管理について考え、地域の
皆さまと一緒に食事を中心とした健康に関わる活動が出来たらと思っています。
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研究員一覧

2019年度

東洋大学地域活性化研究所

研究員一覧

研究員
名前
大 坪
宏 至
安
相 景
高 橋
一 男
藪 長
千 乃
村田
由美恵
須 賀
忠 芳
中挾
知延子
古 屋
秀 樹
佐 野
浩 祥
栗 原
剛
内 田
彩
小早川
裕子
川 口
英 夫
高 品
知 典
三 浦
健
和 田
直 久
大 上
安 奈
高 橋
珠 実
吉 崎
貴 大
太 田
昌 子
大瀬良
知子
尾 崎
晴 男
小 瀬
博 之
島 田
裕 次
武市
三智子

所 属
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
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
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

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

主要専門分野
経営管理会計
都市計画、住宅政策
社会学
比較福祉国家、福祉社会論
日本語教育
歴史教育、地域史研究、歴史観光
多文化社会、情報コミュニケーション
都市・交通計画、旅行者の意思決定プロセス
都市計画、観光まちづくり
観光地域計画
観光歴史学、観光行動論
コミュニティ開発、異文化理解
脳神経科学、細胞工学、行動科学
応用微生物学、極限環境微生物学
極限環境微生物、微生物利用学
生物物理学
運動生理学、応用生理学
健康スポーツ科学
栄養疫学、応用健康科学、時間栄養学
栄養学
応用栄養学、ライフステージ栄養学
土木工学
建築環境工学、環境保全、コミュニティデザイン
システム監査、内部監査、情報セキュリティ
マーケティング論

客員研究員
名前
秋 谷
井 上

公 博
博 文

所 属
淮北師範大学
東洋大学

職
外国語日本語学科
名誉教授

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

川 澄

厚 志

金沢星陵大学経済学部

准教授

都市計画、コミュニティ開発、観光まちづくり

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

協力研究員
非常勤講師

都市史・アジア・近代

小 浪
博 英
齋藤 伊久太郎

一般社団法人 国土政策研究会
株式会社 総合環境計画 技術部

－
－

都市計画、都市交通、地方再生、観光振興
まちづくり、都市計画、都市景観

長

東洋大学

名誉教授

社会学、政策研究、地域研究

金

銀

濱

眞

元

古 田

富 彦

元・東洋大学国際地域学部教授

－

安全・危機管理学、ヒューマンファクター、防災、エネルギー

山 田
吉 永

義 文
健 治
道 名

専任講師
－
代表取締役
代表理事
支援員

福祉住環境
ゲーム理論、環境経済学、農村地域開発論

宮 崎

日本大学工学部建築学科 医療・福祉建築デザイン研究室
元・東洋大学国際地域学部教授
㈱カントリー・ラボ
ＮＰＯ法人点空社
新潟大学教育支援員

藤 井

敏 信

ＮＰＯ AV E N UE
水土地域研究所
ＮＰＯ 環境・地理クラブ
敬愛大学国際学部

理事
代表
副理事長
非常勤講師

松

尾

宏

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、地域計画
地理学、河川流域史、地域の文化的景観、土木遺産研
究、生活改善対策

竹 内

章 吾

元・東洋大学国際地域学部教授

－

地域振興、地域産業政策、中小企業政策

宮 島

良 明

北海学園大学経済学部

教授

清 原

徹 二

株式会社新社会システム総合研究所

取締役

世界経済論、アジア経済論、地域経済論
公法(憲法、行政法、刑事法)、情報社会、情報政策論、
医療・社会福祉、地域政策

所 属
東洋大学生命科学研究科

職
博士後期課程

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

0276-82-9117

FAX

0276-82-9801

https://www.toyo.ac.jp/research/labo-center/irvs/
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主要専門分野
脳神経科学、応用健康科学、統計科学
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