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①天気予報 … 初耳の地域名

… なぜなら，前任地の地域区分は↓

・宮城県の区分は天気予報だけに用いる
… 天候界を表す自然地域の1つ

「地域」を感じるとき ・仙台に引っ越してきた翌日の体験から

仙台管区気象台HP

さっそくネット検索すると ↓

・それまで，天気予報だけに用いる地域区分
があることに気づかなかった。

… 伝統的な自然・文化・行政地域

③区役所で転入届け …

住所：○市○町○丁目

⇒近隣地域

⇒行政地域

ゴミ集積所，

②家を出ると…

町内会掲示板

④アエル展望階へ … 鳥瞰体験

高層ビル街→低層住宅→丘陵地 … 

・地表の景観・土地利用の違い
⇒ 「地域」を直観する体験

… 車窓を移り変わる風景⑤そういえば類似の体験 … パノラマ体験

⑥夜，TVニュースをみると … 

・東南アジア，ASEAN, 
・中東，湾岸，
・EU，東欧，北欧 … 

⇒政治地域，
歴史・文化地域

国内外の様々な地域が … 
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3）「まとまり」の契機
… 自然， 歴史， 文化，
経済，政治など様々。

「地域」とは？

1）何らかの「まとまり」に裏打ちされた土地の範囲

4）多様なスケール
でとらえられる。

2）日々の生活経験の中にある。

※まとまっている状態
そのものを「地域」とも。

… 相対的，重層的

「まとまり」形成の原点

机上空間

… ミクロな個人的空間にも，
ある種の「まとまり」が … 

・「まとまり」の生成は，人間が生きる上で最も基本的な欲求に由来。
・人間が生きるということは，身の回りの環境に自分にとっての意味を
見出し，秩序立てることを必要とするから。

机上空間2
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カレンダー

・机上の「まとまり」生成の要因は，利便性・
機能性を求める人間の本能が。

★中には，機能性では説明
できない「習慣」も。

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

泉中央泉中央泉中央泉中央

★TGU

★TGU

※地形図にみる
仙台の「まとま

り」 ⇒ 

・「まとまり」性に気づいたら，
具体的に確かめてみよう。

⇒「まとまり」の客観化
… 地図， 統計数値， 分布図，
地域史調べ， 地域間比較etc.

「感じる」から「発見」へ
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11階建て以上の
共同住宅世帯

2015国勢調査

1人世帯

2015国勢調査

高齢者1人世帯

2015国勢調査

外国人

2015国勢調査
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・土地・生態的基盤としての「自然環境」

・経済的基盤としての「地代」，「立地」

・社会的基盤としての「組織」，「制度」

・文化的基盤としての「伝統」，「習慣」

・人間的基盤としての「意志」，「選好」

「まとまり」の背景を考える

⇒これら諸条件が結びついた「まとまり」
の様相とその論理＝「地域構造」
… これを考えることが，「地域構想」学の
第一歩。

… これらは相互に結びついている。

見える「まとまり」の背後の
見えない「つながり」へ

・それは，「まとまり」を構成する諸事象・
要素間の「つながり」を考えること。

・人の流れ … 買物，通勤通学，行楽etc.

・モノの流れ … 卸売流通，交通流動etc.

・カネ･情報の流れ … 送金，通信etc.

・人々の協力 … 連携，協力，協働 etc.

・過去との関係 … 伝統・遺産の継承

・自然との「共生」関係 … 利用・適応の
工夫，生態系サービスの享受

・自然事象相互の関連

・それは，「まとまり」を成り立たせる
関係，行動，流動のこと。

「つながり」が集まる「よりどころ」

・「流れ」や関係・意識が集中する場所。

・まとまり，つながりを支える地域の「中心」。

◇中心施設
・部活 … 部室，活動場所
・町内会 … 集会所，共有施設
・自治体 … 役所，文化ホール，

図書館・博物館，公共施設
・国 … 首都，国立の諸施設
・駅，ターミナル

◇自然
・広瀬川，青葉山 （仙台）

・吾妻山，阿武隈川 （福島）

・岩手山，中津川 （盛岡）

・富士山 （日本？）

◇無形文化・行事
・七夕，ジャズフェス（仙台）

・ねぶた（青森，弘前）

… 各地のイベントは，地域
の人々がまとまりつながる
「よりどころ」

◇歴史・伝統景観，
施設
・史跡，遺跡，石碑，
・神社，信仰施設
・古い家屋，町並み
・棚田，集落景観

★「地域」には，その中心となる「よりどころ」が必ずある。

★「よりどころ」には，一定範囲の「行為」や「関係」が集まる。

★行為や関係が集まる範囲＝利用圏，関係圏，関心圏 etc.

… それがその「まとまり」の実体的範囲＝「地域」といえる。

（例） あの「ごみ箱」も
… 町内会住民，そして
仙台市民としての「より
どころ」施設の１つ。

仙台市環境部 web 

あの「ごみ箱」も

（例）「○○センター」は，文字通り
「中心」＝「よりどころ」

・「市民センター」で企画されてい
る様々な活動は，市民の「つながり」
形成の支援であり，その「よりどこ
ろ」でもある。

政宗騎馬像。
仙台市民の

「よりどころ」？

カアバ神殿（メッカ）：全世界のイスラム教徒のよりどころ。「メッカ」自体が「よりどころ」の代名詞に。

よりどころ

故郷の山・鳥海山。その眺望地域に鳥海山信仰圏が広がる。
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09.7.22

「よりどころ」の再興 … 野中神社とサンモール商店街

09.2.06

07.12.17

06.4.06

04.1.07

09.7.20

「よりどころ」の再興

八幡町・天賞苑
（2007開館）

多額の費用をかけた
歴史建物の再興は

何のため？

白石城
（1995復元）

若松城（1960再建）

丸森・斎理屋敷（1988開館）

「地域」の概念モデル（1） 立地・地縁を契機とする「まとまり」の生成

まとまり

つながり

よりどころ

★

★

★

★

★

★

★

「地域」の概念モデル

・地表上の諸事象に「空間的まとまり」を発見し，それを支える「つながり」と
「よりどころ」の「構造」を見出し，その成立要因や変容の様相を考える。

〇個々の事象，
アクター
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★自ら現れ出る「地域」

・「地域」は，特に問題がなければ意識されない … 空気のようなもの。
・何か問題があるとき「地域」は意識される … という側面が。

・「地域」は，安定状態，平衡状態にあるときは，表に現れ出ない。
・それが崩れた時，「地域変化」や「問題地域」として，表れ出ることが多い。

⇒⇒⇒⇒ 過疎， 過密， 市街地空洞化， 構造不況， 限界集落
… 現代現代現代現代は「地域問題」のオンパレード

… 工場倒産， 観光開発， 交通路開通, ダム建設， 災害 … 

⇒⇒⇒⇒ 「問題」や「変化」の表出は、「地域」が自らアピール
したり悩んだりする姿ともいえる。

「地域を発見する」という視点の現代性

・20世紀，科学技術の発展に
より，人間による地表の改変
が大規模化。

・それは，地域性の平準化と
地球規模の環境改変という
変化をひきおこした。

・この近代化・グーバル化を
支えてきたのは,マクロ理論と
ミクロ理論。

・それを乗り越えるには 「メソ」
=「地域」の視点が必要。

・「地域」とは，人々の生存の場。

・それは，限られた資源をめぐる域内外と
の競争や分配をめぐる問題を含みつつ，ま
た技術の発展による改変や変容を重ねつ
つ，「まとまり」を持続させてきた。

・その「まとまり」を発見し，その背後にある
「つながり」と，その中心としての「よりどこ
ろ」の様相を知ること，

・また，それらが域内外との影響や相互作
用の中で変容したり持続したりする「論
理」を知ること，

・さらに，それらをふまえて「地域」のより良
いあり方を考えること，

… これが私の考える「地域構想」学


