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専門分野からの知見・研究成果を情報発信！ 

株式会社あしぎん総合研究所

専門分野からの知見・研究成果を情報発信！ 
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　弊社では平成25年度より、調査研究活動の充実を図ることを目的に「客員研究員制度」を設け、それぞれの分野
で精通されている方にご就任いただいております。これまで客員研究員の方々には、本誌面へのレポート掲載による
ご提言や講演 ・ 勉強会講師など、多岐にわたりご活躍いただいております。
　今年度から「ヘルスケア」ビジネス分野の専門家である西根英一氏を新たに客員研究員にお迎えしました。制度発
足から5年目を迎え、これまで以上に専門分野からの知見や研究成果を情報発信してまいります。 

客員研究員

にし         ね えい　　  いち

西 根  英 一
株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ
代表取締役社長

ヘルスケア

　100号発行おめでとうございます。
100号を機に、栃木県内の企業活動と事
業活動において、ヘルスケア産業がさらに
大きなテーマとして誌面で取り上げられ
ていくことを期待しています。栃木県のゆ
たかな英知とすぐれた技術とほんわかな
愛が、栃木県版ヘルスケアビジネスを育
てる過程で、私のナレッジも注ぎ込みたい
と思います。

　100号発行おめでとうございます。
100号を機に、栃木県内の企業活動と事
業活動において、ヘルスケア産業がさらに
大きなテーマとして誌面で取り上げられ
ていくことを期待しています。栃木県のゆ
たかな英知とすぐれた技術とほんわかな
愛が、栃木県版ヘルスケアビジネスを育
てる過程で、私のナレッジも注ぎ込みたい
と思います。

　マーケティングデザイン開発、コミュニケーションデザイン設計の専門家。事業構想、
普及啓発、商品開発、サービス創造のための“精緻な設計図”を描き、広告プロモーショ
ン、戦略PR等を最適化する。専門領域は、ヘルスケア（健康・美容、保健・予防、医療・福
祉）のビジネス開発、マーケティング戦略、コミュニケーション設計。大塚グループ、電通
グループを経て、マッキャンヘルスコミュニケーションズCKO（最高知識責任者）歴任の
後、現在、マッキャン・ワールドグループ　顧問、株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ　
代表取締役社長、株式会社デザインサプリ　代表取締役会長ほか。企業ビジネス、地域
ビジネス、教員ビジネスが《掛け算》で連なるパラレルワーク・スタイルを展開。

経済月報100号発行に寄せて

客員研究員への講演・講師派遣依頼につきましては弊社までお問い合わせください。

 〈お問い合わせ〉　株式会社あしぎん総合研究所　企画部　TEL.028-647-5311 
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客員研究員
やま        だ まさ　　 ひこ

山 田  昌 彦
富士通株式会社
CEA　チーフエクゼクティブアーキテクト
テクニカルコンピューティング担当

産業・情報

　100号おめでとうございます。SNSで
個人と世界の関係が変わった。ICT革新に
よって丸ごと地球が一つの市場となった
世界経済、地域はどう変わって行くべきな
のか。ICTとグローバル、避けて通れない
二つの視点から門外漢なりの提言を目指
します。世界と直結する地域に向けて次の
100号へ益々のご発展を祈念します。

　100号おめでとうございます。SNSで
個人と世界の関係が変わった。ICT革新に
よって丸ごと地球が一つの市場となった
世界経済、地域はどう変わって行くべきな
のか。ICTとグローバル、避けて通れない
二つの視点から門外漢なりの提言を目指
します。世界と直結する地域に向けて次の
100号へ益々のご発展を祈念します。

　1956年3月栃木県栃木市生まれ。栃木県立栃木高校から79年3月北海道大学工学
部卒。同年4月富士通株式会社入社。08年6月よりテクニカルコンピューティングソリュー
ション事業本部長。16年4月より現職。
スーパーコンピュータ「京」プロジェクト責任者。HPCwire People to watch 2012。 
栃木市ふるさと大使。
King Abdulaziz University International Advisory Board member（サウジアラビア）。

客員研究員

かしわ        ぎ ち　　　 はる

柏 木  千 春
流通科学大学
人間社会学部観光学科　教授

観　　光

　「100」の配信は、不断に地域と共に歩
む企業姿勢の証と言えるでしょう。私は、
観光振興の視点から、少しでもお役に立
てる情報提供に努めたいと思います。日
本では今、観光推進組織の変革に期待が
寄せられています。組織の担うマーケティ
ングやマネジメント機能の原動力となる
「協働」についてこれからも考えてまいり
ます。

　「100」の配信は、不断に地域と共に歩
む企業姿勢の証と言えるでしょう。私は、
観光振興の視点から、少しでもお役に立
てる情報提供に努めたいと思います。日
本では今、観光推進組織の変革に期待が
寄せられています。組織の担うマーケティ
ングやマネジメント機能の原動力となる
「協働」についてこれからも考えてまいり
ます。

　1992年茨城大学人文学部人文学科卒業。卒業後、JTBに入社し、約12年間団体旅
行営業（主に行政視察旅行担当）に携わる。その後、観光による地域活性化事業を専門と
して担当してきた。2007年より神戸国際大学にて准教授として兼業を始め、2010年
社会人大学院経営情報学修士課程（MBA）修了。2013年3月JTBを退社、現在、流通
科学大学人間社会学部観光学科教授。

Profile

（財）兵庫県園芸・公園協会理事　

経済月報100号発行に寄せて

経済月報100号発行に寄せて

客員研究員
なが　　　はま とし　　　ひろ

永 濱  利 廣
第一生命経済研究所
経済調査部
首席エコノミスト

マクロ経済
分析

 100号発行おめでとうございます。「継続
は力なり」と昔から言われておりますが、
200号、300号と継続することを期待し
ております。私も客員研究員として、マク
ロ経済の視点から少しでもお取引先の
方々のお役にたてるような情報提供を心
掛けます。併せまして、あしぎん総合研究
所の益々の御発展を祈念しております。

 100号発行おめでとうございます。「継続
は力なり」と昔から言われておりますが、
200号、300号と継続することを期待し
ております。私も客員研究員として、マク
ロ経済の視点から少しでもお取引先の
方々のお役にたてるような情報提供を心
掛けます。併せまして、あしぎん総合研究
所の益々の御発展を祈念しております。

 1971年群馬県館林市生まれ栃木県足利市出身。栃木県立佐野高等学校から95年3月
早稲田大学理工学部工業経営学科卒、05年3月東京大学大学院経済学研究科修士
課程修了。1995年第一生命保険入社。千葉南（現千葉総合）支社勤務を経て98年
より日本経済研究センター出向。00年4月より第一生命経済研究所経済調査部副主任
研究員、04年4月より同主任エコノミスト、08年4月より同主席エコノミストを経て、
16年4月より現職。

経済月報100号発行に寄せて



22 あしぎん経済月報　Vol.100　2017年9月号 23あしぎん経済月報　Vol.100　2017年9月号

Profileプロフィール

No 執　筆　者掲載年月号 タイトルVOL.

アベノミクスで景気と生活はどうなる  ～アベノミクスに対する誤解～

観光消費額から見た栃木県の観光 滞在価値向上のために考えたい５つのこと

キーパーソンが語る「地域企業の技術開発の方向性」

地域ブランドを高める発想と実践

消費税増税後の経済状況

人口減少社会の都市と交通  宇都宮の交通まちづくり

栃木県は「跳べるのか」 訪日外国人観光客を含む新たな顧客創造の知を考える

2015年経済界展望

大学から見たものづくり  ～ロボットづくりと今後のものづくりの展開～

ＩＣＴがもたらす新しい世界  ～栃木県のグローバルビジネスの可能性～

次世代交通とまちづくり

ローカルクールジャパン  ～地方創生の処方箋～

スイス・ダヴォスの観光地マネジメント

新年度の経済展望  ～アベノミクスの行方～

地域資源を活かすスポーツの可能性

地域が動き出す、プロジェクトデザイン  ～地方創生、成功へのヒント～

地方創生に向けた行政のあり方  ～ ITに強い自治体づくり～

ＥＵに学ぶグローバル市場と地域

ハワイにおける観光地マネジメント

稼ぐ地域創造のプロセス  ～地方創生第二ステージの課題と方向性～

2017年経済展望

都市計画からみた自動運転への期待と課題

大学スポーツの潜在力と大学スポーツを通じた地域貢献

外部の力をまちに活かす　～地方創生と外部人材～

森林環境の保全に向けた税制のあり方

スパコンと人工知能10年後の未来に向けて

永濱　利廣
柏木　千春

傍士　銑太
永濱　利廣
森本　章倫
柏木　千春
永濱　利廣
尾崎　功一
山田　昌彦
森本　章倫
松本　　謙
柏木　千春
永濱　利廣
小山さなえ
木下富美子
児玉　博昭
山田　昌彦
柏木　千春
松本　　謙
永濱　利廣
森本　章倫
小山さなえ
木下富美子
児玉　博昭
山田　昌彦

　山田昌彦 ・ 花田康行 ・ 伊沢正吉
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客員研究員

こ          だま ひろ        あき

児 玉  博 昭
白鷗大学法学部　教授

政 策 学

　経済月報100号発行おめでとうござ
います。私は学生時代から、地域社会に
おける地域金融の役割に関心がありまし
たので、あしぎん総研の客員研究員を拝
命できたことを光栄に存じております。こ
れからも足利銀行グループにとどまら
ず、栃木県さらには北関東のシンクタン
クとして、ますますのご発展を心より祈念
いたします。

　経済月報100号発行おめでとうござ
います。私は学生時代から、地域社会に
おける地域金融の役割に関心がありまし
たので、あしぎん総研の客員研究員を拝
命できたことを光栄に存じております。こ
れからも足利銀行グループにとどまら
ず、栃木県さらには北関東のシンクタン
クとして、ますますのご発展を心より祈念
いたします。

　1969年秋田県生まれ。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修
士課程修了、政策研究大学院大学政策研究科博士課程修了。博士（政策研究）。㈱富士
総合研究所研究員、白鷗大学法学部講師、助教授、准教授、英国バーミンガム大学地方
自治研究所客員研究員を経て、2012年より現職。栃木県行政改革推進委員会委員、栃
木県政策評価委員会委員、栃木県次期プラン及び地方創生総合戦略策定懇談会委員、
栃木県社会貢献活動促進懇談会委員などを歴任。現在は栃木県「とちぎ創生15戦略評
価会議」会長など。

経済月報100号発行に寄せて
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客員研究員

まつ        もと ゆずる

松 本　 謙
株式会社ファーマーズ・フォレスト
代表取締役社長

地域づくり

　御誌１００号の発刊、誠におめでとうご
ざいます。刻々と変化する経済環境を多
面的な視点で捉えるリポート、毎号楽しみ
にしております。これからも一読者、そし
て客員研究員それぞれの立場で応援させ
ていただきます。

　御誌１００号の発刊、誠におめでとうご
ざいます。刻々と変化する経済環境を多
面的な視点で捉えるリポート、毎号楽しみ
にしております。これからも一読者、そし
て客員研究員それぞれの立場で応援させ
ていただきます。

　1989年慶応義塾大学法学部卒業。2007年宇都宮市に株式会社ファーマーズ・フォ
レスト創業設立。「ろまんちっく村」、「宮カフェ」、東京ソラマチの栃木県アンテナショップ
「とちまるショップ」の運営など、栃木県の農産物や特産品の流通直営事業を幅広く展開
している。一方で、６次産業化や農商工連携での研修講師、各委員など、日本全国の様々
な地域での地域活性化プロデュース＆コンサルに参画しながら、農業と食・地域資源の総
合プロデューサーとして活動中。

経済月報100号発行に寄せて
経済産業大臣登録 中小企業診断士

作新学院大学経営学部スポーツマネジメント学科長
経済月報100号発行に寄せて

客員研究員

こ         やま

小 山  さなえ
作新学院大学
経営学部スポーツマネジメント学科　教授

スポーツ

 この度は、「あしぎん経済月報１００号発
行」をお迎えになられたとのこと、心より
お祝い申し上げます。貴研究所のこれま
での経験と実績における優れた洞察力
は、今後の栃木県経済の飛躍に寄与する
ものと期待しております。本学としても、
微力ながらスポーツを通しての地域振興
に貢献して参ります。

 この度は、「あしぎん経済月報１００号発
行」をお迎えになられたとのこと、心より
お祝い申し上げます。貴研究所のこれま
での経験と実績における優れた洞察力
は、今後の栃木県経済の飛躍に寄与する
ものと期待しております。本学としても、
微力ながらスポーツを通しての地域振興
に貢献して参ります。

　1994年日本女子体育大学大学院スポーツ科学修士取得。その後、中央大学、青山学
院大学、法政大学、都留文科大学、獨協大学、成城大学他非常勤講師を経て、2009年よ
り現職。専門は、スポーツマネジメント、スポーツマーケティングなど。主に、プロスポーツ
クラブ、地域スポーツクラブ、産官学連携のスポーツマネジメントについて研究中。現在
は、日本体育・スポーツ経営学会常務理事、栃木県スポーツ推進審議会委員、第77回国
民体育大会栃木県準備委員会総務企画専門委員。

客員研究員

もり         もと あき         のり

森 本  章 倫
早稲田大学理工学術院
社会環境工学科　教授

都 市 交 通

　1964年4月生まれ。1989年早稲田大学大学院理工学研究科修了、早稲田大学助手、
宇都宮大学助手、助教授、マサチューセッツ工科大学（MIT）研究員、准教授を経て2012年8月
宇都宮大学大学院教授就任。2014年3月宇都宮大学退官、同年4月から現職。
現在、日本交通政策研究会常務理事、日本都市計画学会常務理事、国際交通安全学会研
究調査委員長、日本学術会議特任連携会員などを務める。栃木県建築審査会会長、群馬県総
合都市交通計画協議会会長、東京都大規模小売店舗立地審議会委員など。

　人口減少社会の中で「人と環境にやさ
しいまちづくり」が望まれています。都市
機能を上手に集約して、コンパクトで魅力
ある地域を形成するためには、土地利用
や交通などを総合的にとらえた取り組み
が重要です。行政や企業、市民と一体と
なった地域づくりに、地域のシンクタンク
としてあしぎん総研の活躍を期待してい
ます。
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