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「地域構想学科」紹介

2019. 6.20軽米高校 出前授業

高野岳彦
（産業地域論，人文地理学）

東北学院大学教養学部

泉キャンパス
2023年度から都心の五橋キャンパス

まず初めに … 

・「地域」はリアルな「現場」であり，固有の歴
史風土に根差した生活・生業・文化に学ぶ姿
勢と，課題を具体的に把握し，理解し，表現す
る技能が必要になります。

・いま， 日本の発展を支えてきた社会経済
システムの多くが「ゆらぎ」を見せ，多くの
「問題」が顕在化しています。

… 人口減少，少子高齢化，格差拡大，東京
一極集中，地方産業の空洞化

・それらの原因は全国共通のものですが，
その具体像には地域性があります。

・問題克服の道を探るために求められてい
るのは，マクロ理論でもミクロ理論でもない
「メソ・スケール」，つまり「地域」の視点です。

・一方で「地域」は「local」＝地元というだけ
でなく，普遍的な見方・考え方でもあります。

・それは，「地元」は自分の地元だけでなく，
世界の人々に「地元」があるからです。

・「地域」からの学びを通して，「よりよい地域」
の仕組みを「構想」し， 国内外の「地域」の発
展に貢献できる人材を育てること … それが，
本学科の目標です。

・教養教育 … 大学生としての基礎的な知識を身につける。
考える，長文を書く，議論する力を養う

・学科基礎科目 … 学科の３領域の入門
専門分野の一端に触れて，視野を広げる。

⇒ 高校生から大学生（社会的責任ある立場）へ意識改革！

・少人数の「ゼミ」に所属して，卒業論文に向けた学習

・学科共通科目 … どの分野・領域にも応用できる技能，知識
・発展実習 … 座学だけでなく，実地調査を伴う授業
・領域専門科目 … 3領域・６分野の専門科目
⇒ 教養教育から，次第に学科の講義に比重

自分の関心分野をはっきりさせていく段階

１年生

２年生

３年生
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「地域」を感じるとき
②住民登録…………

・住所；○町◇丁目〇番地

⇒近隣地域

⇒行政地域
ゴミ置き場，町内掲示板

①家を出ると …………

出前
授業

戸籍管理のため

仙台に引っ越してきた日の経験から

③天気予報 …………

"東部仙台"，"西部仙台"

⇒天気予報だけの
「便宜地域」？

★各県
では⇒ 

④国際ニュース…………

・東南アジア
・中東，湾岸
・EU，東欧，北欧 … 

⇒政治地域，
歴史・文化地域

⑤鳥瞰体験

地域を感じるとき（その４）

… 一望する風景

ビル街→低層住宅街→業務地帯→近郊農村→山間地 … 

・土地利用・景観の違い ⇒ 「地域」の原型

⑤パノラマ体験,鳥瞰体験 … 車窓を移り変わる風景
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２）「まとまり」の契機は，自然環境， 歴史， 経済
活動，利害関係，人々の思い 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 ⇒ 

３）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」ともいう。

「まとまり」形成の原点

机上空間

… ミクロな個人空間にも，
ある種の「まとまり」が … 

・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

序立てていくことを必要とするから。

・「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。

机上空間2

P C

講義資料

（使用中）

電話

蛍光灯

地図帳類

講義資料

プリンター

スキャナー

文房具

湯飲み

事務文書

カレンダー

※机上空間のまとまりの理由は「機能性」

※機能性では説明できない部分も⇒

「「「「まとまりまとまりまとまりまとまり」形成の」形成の」形成の」形成の要因要因要因要因

①人間本来の欲求
… 利便性，機能性＝暮らしやすさ

③自然・風土
… 環境・文化領域

… 歴史領域

・「まとまり」は人間の
生存にとって不可欠
… 「実存空間」

④競争
・経済競争 … 地価
⇒ 土地利用,景観
・協力・提携

②社会的必要性
… 行政効率， 公平な行政サービス
… 地域計画

個人の意志を
超えた力

適応適応適応適応 疎外疎外疎外疎外
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地域の「まとまり」と「ゆらぎ」

・「まとまり」形成の要因と
なる諸条件は，時代ととも
に変わる。
・「まとまり」の状態そのも
のも変わる。
・「場所」ごとにも違う。

・高度経済成長期 … 人口流出， 出稼
ぎ， 過疎化， 公害
・石油危機後（1980年代） … 物価高，
工場の地方進出， 多就業化
・1990年代 … 超円高， 工場海外移転，
産業空洞化， IT化， グローバル競争
・2000年代 … 少子高齢化， 東京集中，
"地方消滅"， 格差社会

・「地方」の地域を取り巻く状況

・「自然環境」 … 不変にみえ
ても，その利用条件は変わる。

⇒外部依存の地域変化
… 他力本願でゆらぐ地域

・こうした変化を「ゆらぎ」
と呼ぶ。

「まとまり」を強化する力 … 「つながり」

・都市の町内会 … 住人は「たまたま」来
住して「まとまって」住んでいるだけ。

⇒未加入者が増加， 地域行事に非協力

・そうした偶然の形式的「まとまり」を，
実質化させ，強化・持続するのに必要
なこと ⇒ 「つながり」の構築

・各地で行われている「地域づくり」や「地域おこし」は，
まさに 「つながり」をつくり，地域の「ゆらぎ」に対抗する
ための取り組みのはず。

・「まとまり」＝ 近接， 併存
… それは「たまたま」のものかも。

・東北最大の都市・仙台
… 「支店経済」の転勤族，大学・学校の若者
単身者が集まる。 … その多くは人生の一時
期だけ「たまたま」集まって住んでいる。

⇒1990年頃から様々な「つながり」づくりが。 1998～

1991～

2004～
1999～

1985～

よりどころ

「地域」のもう1つの要素「よりどころ」

①機能的中心：みんなが集まる場所, 拠点施設
・自治体 … 役所， 公共施設 ＝行政的よりどころ
・商店街 … 商店会事務所, 街路灯,アーケード, 広場 …
・農村集落 … 共同施設， 集荷場， 直売所， 鎮守神 …

②象徴的中心 ：地域のシンボル，ランドマーク
・意図されたもの … 記念碑，モニュメント
・意図しないもの… 山,川,高層ビル,大観音？
・意図が復活・再建… 史跡,城,歴史景観 etc.

③無形の中心 … 伝統行事， イベント, 市民講座etc. 自宅近くの「市民センター」
「○○センター」は文字通りの

「中心」＝「よりどころ」

★まとまり・つながりが持続するには「中心」
が必要 … すなわち「よりどころ」
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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「中心」の意味に。

よりどころ

私の故郷の山・鳥海山。その眺望地域に鳥海山信仰圏が広がる。

・津波で消えた大曲浜。
・伝統の獅子舞は人々
の心の「よりどころ」

津波被災と
獅子舞2012. 9.24

仙台の下町のよりどころ再興

「よりどころ」の再興2

八幡町と天賞苑

「城」の再建は何のため？

白石城（1995復元）

若松城（1960再建）

★

★

★

★

★

★

★

まとまりまとまりまとまりまとまり

つながりつながりつながりつながり

よりどころよりどころよりどころよりどころ

「地域」の概念モデル
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○よりよい「地域」を考えるチェックシート

・象徴的よりどころ
・意図されたもの …
・意図されないもの …
・意図が復活したもの …

・無形のよりどころ
・まつり， 共同の行事

①「よりどころ」はあるか？

③どんな「つながり」が生まれているか？

… 集まる人の属性，活動の内容，
集まりの頻度，支援者

・物理的よりどころ
・集会所，共同広場

②どんな「まとまり」が生まれているか？

・まとまり，つながり，よりどころの場所，施設，
人，組織を地図化してみる。

⑤地域間比較の視点

・「地域」は「地元」＝local だけじゃない。
… regional, national, globalな視野を。。

・「見えるもの」から「見えないもの」，背後にあるものへたどる …

④これらを地図化

★調べてみよう：
・軽米町ではどんな「つながり」づくりの取り
組みが行われていますか？
… それがつまり「地域づくり」，「地域おこし」

★まとめてみよう：
・軽米町が直面してきた／いる「ゆらぎ」と，
それに対する「つながり」づくりの流れ，現状，
問題点を整理してみよう。

★考えてみよう：
・諸君にとって「よりどころ」となる場所は？
・諸君の町内にとって，「よりどころ」となる
場所や行事は？

岩手県の地域づくりは
ずうっと前から面白い

もち

牛

古代文化

散村

先端工業

先進福祉

雑穀

りんどう

うるし

スキー

雑穀
雑穀

こはく

ウニ,アワビ

真崎ワカメ

体験観光
林間放牧
乳製品

ワイン
風力

ワイン

曲り家
かっぱ

鉄

林業住宅

アーク牧場
古代稲

和紙

バッタリ村
あまちゃん

サケ定置

ワカメサケ川

ホタテ

ホタテ
ワカメ

オガール

牧場観光

干アワビ… 稲作不適の風土
を逆手に

りんご

八木沢商店

五大ダム

高原開拓

山麓開拓

吉里吉里人
イーハトヴ

アテルイ

短角牛

神楽

農産加工

いま岩手県がすごい

https://paragon-style.com/archives/8417
https://baseballking.jp/ns/172188
https://presidents-diary.com/rouki_sasaki_2019draft_expectation


