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口特集論考口

岩手大学農学部における農村計画分野の教育

一造園学と観光学の視点から一

Education in the Field of Rural Planning in Faculty of Agriculture. Iwate University: 

From the viewpoint of Landscape Architecture and Tourism 

山本清龍*

Kiyotatsu YAMAMOTO 

1 岩手大学農学部における教育

(1) 5つの課程の中の共生環境課程

度重なる冷害等によって疲弊していた東北地方の農業

を改善し，安定した食料生産の推進と農業技術者の養成

を図るため，岩手大学農学部の前身である盛岡高等農林

学校が設立されたのが 1902(明治 35)年のことである。

以来，岩手大学農学部は 100年以上にわたり新しい技術

を産み出し，農業関連分野を中心として多くの人材を輩

出してきた。現在の農学部(入学定員 210)は農学生命

(同 55)，応用生物化学(同 40)，共生環境(向 55)，動

物科学(同 30)，共同獣医(同 30)の5つの課程によっ

て構成される。共生環境課程はさらに共生環境学コース，

森林科学コース，農村環境デザインコースの 3つに分か

れており，課程全体としては，農林業の生産基盤の整備

や生活環境の向上.農山村の生態系保全，歴史や文化を

生かした地域づくりなどに加えて，自然環境と人間の社

会活動が共生できる持続可能な地域社会実現を目指す，

そういった学問分野となっている。しかし共生環境

とは一言で何かという疑問に対する明快な解答はなく，

英語名称の Departmentof Environmental Sciences for 

Sustainabilityにその苦心が伝わってくる点，課程所属

の教員の多くが結局，旧農業土木と旧林学の教員で構成

され，目指す教育の理想像と現実のギャップがある点に

ついては，“共生"という用語の定義，普及啓発，教育

効果を最大化する教員構成のあり方など議論の必要があ

る。

(2)筆者が担当する二つの講義

さて，筆者は共生環境学コースに属し，農村計画分野

の人材の育成を目指しいくつかの講義と実習を担当して

いるが，筆者がすべての回を担当している学部講義は自

*岩手大学農学部 Faculty of Agriculture， Iwate University 

表 l 共生環境学コース学生が履修する講義，実習の例(一部)

転換教育科目 基礎ゼミナール

教養教育科目 人間と文化，人間と社会，人間と自然，総合科
目高年次課題科目，環境教育科医

専門基礎科目 基礎数学入門，線形代数学入門，微分積分学入
門，物理学入門，化学入門，生物学入門，地学
入門，生物統計学，基礎数学演習，基礎物理学
演習，基礎物理学実験，基礎化学実験，基礎生
物学実験.物理学，化学，生物学，総合フィー
ルド科学，総合フィールド科学実習

コース科目 実践キャリア形成ゼミ，共生環境学セミナー，
農林生物共生論，地域マネジメント論，共生環
境学実習，農山村調査実習，応用数学，卒業研
究

(生物系科目群)
野生動物管理学，森林保全生態学，地域生態系
保全論，植生科学，野生動物管理学実習，保全
生物フィールド科学実習，農村生態工学，緑地
環境学，森林造成学，森林保護学

(社会系科目群)
農村計画学，地域デザイン論，地域観光学，森
林政策学，林業・木材産業論，自然環境政策
論，森林計画学，地域景観保全論，地域振興政
策論，地域おこし論， NPO論，農山村自治体
経営論，環境教育論，農業経営学，海外農林開
発論

(基盤系科目)
地理情報処理学，農地工学，地理情報処理演
習生物資源利用論，水資源論，環境修復学，
農業生態学，農業環境評価論，砂防学，環境緑
化工学，林道工学，水環境論，環境デザイン演
習

課程共通科目 共生環境入門，基礎キャリア形成ゼミ，イン
ターンシップ

学部共通科目 農学のための倫理学，海外特別実習，科学文献
読解法，知的財産権概論，特許法特講

然環境政策論，地域観光学の二つである(表 1)。前者

は「自然環境の保護に関わる政策の歴史と背景について

学び，それら政策の体系，意義，課題について理解する

ことJ，後者は「観光とリゾートの相違等を理解した上

で，名所論などの歴史的経緯をふまえ，エコツーリズム

など新しいツーリズムが生起した背景を理解すること，

観光客の行動や心理に影響を及ぼすデザインや計画につ

いて学ぶこと」を教育目標に掲げており，二つの講義を

Key Words: 1)教育， 2)里山， 3)グリーン・ツーリズム， 4)震災復興， 5)就職先
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通して，人と自然が創り出し，維持してきた農山漁村の

自然と文化について幅広い教養を身につけ，それらの価

値と重要性を理解すること，地域の持続可能な発展をは

かるための知識を身につけること，地域社会の伝統や生

業を尊重し，自然，人および，それらを取り巻く環境に

対して適切な配慮ができるようになることを期待してい

る。筆者の場合，筆者が大学在学中に学んだ造園学，観

光学を基盤としているため 自然保護に関わる法令や視

知覚特性，名所論，リゾート論など人と自然の空間関係

の基礎情報の理解，学習に重点を置きつつ，自然環境

政策論の講義においては，農村計画に関わる話題とし

て，国立公固など保護地域を含めた土地利用計画の重要

性を説いている。たとえば.十和田八幡平国立公園に位

置する岩手山では，国立公園に指定された地域の中の資

源の保護だけでなく，周辺地域に広がる農村景観も重要

な資源であり価値がある。周知のとおり，岩手山の山麓

に広がるこの農業地域は国立公園の景観と一体となって

おり，自然公園法の力が及ぶ範囲と及ばない範囲がある

ことは動かざる事実であるが，景観の連続性，近景から

遠景までののびやかな風景の価値に目をむける必要があ

る。また，この講義の中では，里山と里海についても触

れ.2010年の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)

におけるインフォメーション・ペーパー iSATOYAMA

イニシアチブを通じた生物多様性の持続可能な利用の促

進J1)を紹介している。筆者は当時，愛知県瀬戸市にあ

る東京大学愛知演習林(現生態水文学研究所)に勤務し

ており，自転車でかけつけて会議に参加したが，何百年

にもわたる人と自然のかかわりの中で形成，維持されて

きた里山，里海の価値は，国立公固など保護地域の中に

人が住み，生業が展開されるアジアの多くの国々の共感

を得て，この新しい考え方に対する賛同を得たと理解し

ている。一方，地域観光学の講義では，エコミュージアム，

エコツーリズムなど地域振興の文脈を持つ考え方のーっ

として，グリーン・ツーリズムの概念や事例を紹介して

いる。筆者はこれまで，環境省のエコツーリズムプロジ

ェクトの中で，富士山北麓エコツーリズム推進協議会や

ワーキンググループ(作業部会)の委員，座長をした経

験があり，岩手大学赴任当初からエコツーリズムの考え

方を東北に普及できないかと取り組んできたが，岩手県

の自治体の観光担当者，民間観光事業者等との意見交換

の場ではあまりよい反応を得ることができなかった。考

えてみれば，東北は農林水産業，畜産業を基盤にして発

展してきた地域が多く，エコツーリズムよりも第 1次産

業に光があたるグリーン・ツーリズムの方が受け入れや

すい言葉，考え方で、あったと思われる。科学的な論拠と

精綴な既往の知見の整理を欠くが，わが国のこの二つの

ツーリズムの考え方を対比して私見を申し上げると，グ

リーン・ツーリズムではどちらかと言えば第 1次産業の

担い手の育成，産業の発展に比重が置かれるのに対し，

エコツーリズムは自然解説や環境保全に重きが置かれて

いる。前者は，生業の展開の中で交流入口の拡大，観光

振興を目指しているため，生業の片手間，あるいは農閑

期に余力で活動を展開せざるをえず，どうしてもガイダ

ンス(解説)や旅行者に対するサービスの質が落ちると

いう批判がありうるが，最近ではあえて「グリーン・ツ

ーリズムJという言葉を用いて話題提供するようにつと

めている。

(3)学生の質の変化

大学の講義において最も腐心していることは対話型，

参加型の議義とすることであり，幸いなことに講義が午

後の二つ目の時間に割り当てられていることもあって，

睡眠との葛藤の中で受講する学生は少ない。前職の東京

大学における約 11年の勤務経験を合わせてもおよそ 15

年の教員経験でしかないが，講義あるいは実習中の学生

とのやりとりから，全体的傾向としては学生の反応が早

くなっていることに気づかされる。学生の反応の早さと

は，講義中の私の質問に対して回答を導くまでの早さで

あり，結論を導くまでの早さのことである。学生時代の

自分はというと，十分な知識と経験がない話題に対して

意見することが億劫で，積極的に発言することが少なく，

“今"の学生を積極性という点では大いに評価している。

その一方で，先に触れたとおり，自然保護，あるいは環

境保全と一口に言っても わが国の自然公園の指定範囲

の中には人が住み，生業があり，文化が形成されている

ため，多くの場合，人の活動を排除して原生自然の復活，

保護といった極端な施策を展開する訳にはいかない。ま

た，地域社会の複雑な人間関係の中で，地域の宝は何か，

その宝をどのように生かすか，価値認識の強化や価値観

形成をはかっていく必要があり，地域づくりの着地点へ

の到達は容易ではない。そうした地域社会が持つ複雑性

の観点、から言えば，学生が結論を導く早さそのものが持

つ危うさを懸念しており，かえって，簡単には結論が出

せずに言葉を詰まらせる学生の存在が私自身を安心させ

てもいる。その一方で，就職等による現場での経験を通

した卒業生の成長を目のあたりにすると，筆者の心配が

杷憂であると思い直し不安が解消されることも多い。

(4)学生の研究テーマと直面する困難

筆者の研究室で取り組む研究テーマは，①自然公園(国

立・固定公園，都道府県立自然公園)の管理と計画に関

する研究，②公園および緑地における人の行動と心理に
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関する研究，③子どもの遊びに関する研究，④観光地の

ブランド化，地域形成史に関する研究，⑤観光地および

都市の「にぎわい」空間の構造と要素に関する研究，⑥

エコツーリズム，グリーン・ツーリズムに関する研究な

どであるが，研究室配属を希望する学生には観光学領域

の研究テーマに取り組むことを望む者が多い。ゼミは週

に1回ベースで開催し学生各人が取り組む卒業論文，

修士論文，研究室で取り組む地域課題解決プログラムの

各研究課題について議論を行っている。岩手大学の学生

は約 7割が東北地方の出身者であり，その意味では彼ら

にとって第 1次産業は身近な産業と言え，グリーン・ツ

ーリズムや第 l次産業の 6次産業化は取りかかりやすい

研究テーマである。これまでの卒業論文の中には，岩手

県内に数多く存在する牧場牧野景観を取り上げて，その

アピールポイントとその評価構造を明らかにしたもの引

や，盛岡市内に多く展開されている「じゃじゃ麺屋」を

取り上げて，その立地特性と定着過程を明らかにしたも

の31があり，農地景観と食という切り口で地域の個性や

魅力の解明に一緒に取り組めたことは研究室の大きな財

産となっている。研究はオリジナリテイの追求が欠かせ

ず，既往研究のいずれに位置づくものかを明確に主張す

る必要がある一方で，地域の気候，社会構造など属地性

も高く，結局は，一般解というよりもその場所特有の個

性のようなものに目をむけがちである。とはいえ，人は

その場所にあるオンリー・ワンに惹かれ，観光行動が誘

発される側面もあり，一研究者としては事例研究の積み

重ねにも大きな意味があると感じている。さて，学生と

ともに卒論に取り組むと数多くの困難に直面するが，最

も大きい困難は「人と違うことをしなさい」ということ

を伝えることである。これは，初等中等教育課程で「人

と同じことをしなさいJI同じように解きなさいJIみん

なで同じルールをまもりなさい」と訓練づけられてきた

彼らにとってはかなりつらい思考方法ではないかと想像

できるが，新規性の高い研究を目指す上で重要な思考で

ある。と同時に，社会科学的アプローチを有する学問領

域では「多くの人がどのように考え，行動しているのか」

を知ることも重要であり，研究テーマに取り組む出発点

で，すでに幅広い教養と知識，経験が求められている。

3年生後期の研究室配属時に社会に対して問題意識を持

つ学生が，早い段階で目的的に研究レピューとフィール

ド視察を開始することが多く，大学における農村計画に

関わる人材育成の早期段階で，農村に関わる諸問題への

関心をいかに高められるかが重要な課題と言える。かつ

て東京大学では，社会経験の少ない1. 2年生の学生が

実際の社会，フィールドに足を運ぶ機会を増やすため，

教養学部の講義，実習，演習に関する改革の議論があっ
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写真 l 東北の観光復興に関する調査(釜石市)
2012年度，東北の観光復興に関する調査の一環として農家民
泊を体験。東日本大震災後の復興状況，農家民泊の経営上の課
題などについて調査した。学生の問題意識の醸成という点で，
フィールドでの体験は有効。

たが，筆者も「体験」を通した問題意識の醸成. I知識」

の体系化が重要と考えており，なるだけ学生とともにフ

ィールドに足を運ぶようにしている(写真 1)。

(5)大学の組織改革とその影響

全国の大学と同様に，岩手大学は今，改組，改革にむ

けて議論の終盤にある。現在の改組の構想の中ではすで

に「共生環境jの文字は消え. I古くからある学問分野」

が復活するかのような錯覚にさえ陥る。大学の予算や人

員が削減される今の流れの中で，体系化された知識，教

養を学生に身につけてもらう機会を提供し，学問の体系

を確保，維持するためには，教員側も共通性を見出しや

すい学問分野の中で教員構成を検討する方が議論しやす

い。ある程度やむをえない選択とも言えるが，学問体系

が変われば，農村に関わる話題も異なる文脈の中で伝え

ざるをえず，筆者の場合はたとえば，グリーン・ツーリ

ズムや里山，里海，第l次産業の6次産業化などの話題が，

森林科学(旧林学)など他の学問体系の中で学生にどの

ように伝わるのか予測不能な一面もある。私自身，細分

化，専門化した学問領域を分解，統合する試みが将来に

わたって永久に行われると考えるものの，農村計画に限

らず農学のような社会問題や社会からの要請に応えてい

く学問領域が，必要な人材の育成のために常に最適な解

を見出せていけるのか，社会との接点を持つ大学の教育

機関としての真の力が問われている。

2 東北地方，農村社会と大学

(1)東北地方が抱える問題

東北地方は，南東北の裏磐梯のエコツーリズムの取り

組み，山形県朝日町のエコミュージアムの取り組みなど

があるものの，全体と しては，国土形成の中で，第 l次



産業を中心として生業を形づくりへ森・里・川・海を

基盤とする文化を発達させてきた地域である 5)。筆者の

理解では，来訪者の受け入れを拡大するための取り組み

は他の地方に比べて必ずしも積極的とは言えず，観光と

いう側面から見ると，地域の個性や魅力を伝える仕組み

づくりは発展途上である。そのような中で. 2011年 3

月に東日本大震災が発生し太平洋沿岸部は甚大な被害

を受けた。筆者は，直後の 4月に岩手大学に赴任し，学

生とマッチング作業などのボランティア活動に参加し

地域コミュニテイの維持，形成を意図して被災小学校の

野外活動の支援等を行ってきた。震災直後は，一部の自

治体から漁業の後継者育成，漁業文化の保全に関するプ

ログラム企画の要請があったものの，環境保全や観光振

興は議論の中心で、はなかった。しかし震災から 2年が

経過した 2013年頃から，農家民泊などグリーン・ツー

リズムについて検討したいという意向を持つ自治体や，

碁石海岸など三陸復興国立公園内に所在する観光地のサ

イン(標識)の整備のあり方を大学から提案して欲しい

とする自治体が現れ，現在では岩手大学が独自に学内の

競争的研究経費として予算化し筆者も参加して地域課

題を解決する研究プロジェクトを展開している。震災と

原発事故からの復興は， 日本の第 l次産業を牽引してき

た東北地方に重くのしかかり，担い手不足の深刻化，高

齢化など第 1次産業が置かれている厳しい状況，中山間

地域の疲弊と併せて大きな問題であり，東北の沿岸部被

災地と関わりを持つ大学は震災復興と地域振興に関する

教育プログラムの開発が求められている。

(2)学生の就職先と社会における実践上の課題

共生環境学コースでは学部と大学院修士課程を合わ

せ. 2010年度から 2013年度までの各年度に 16-24人

の卒業生があり，その就職先は 21-29%が国，県，市

町村(公務員).21-54%が民間企業や NPO. 19-

25%が大学院への進学で、ある。自治体に就職し公務員

となった卒業生は，配属部署によっては農山漁村，地域

社会の発展に直接的に貢献できる機会があると思われ

る。また，学生の就職先となっている民間企業の多くは

食品流通分野，食品加工分野，林業関連分野など第 I次

産業に関連の強い企業であり，大学における学びを社会

での実践に活かす機会がある。しかし国家行政，地方

行政の論理，企業論理の中で，東北地方が抱える大きな

問題に対応し活路を見出すための取り組みを展開する

のは容易ではないだろう。東北の一部地域には，雑穀の

消費のように地域循環型資源利用と山村の自給の体系 6) 

が残り，そうした地域に市場原理を導入することの是非

については慎重な議論が必要で、ある。また，農家民泊や

グリーン・ツーリズムに関する調査経験から言えば，東

北地方居住者は農林水産業が身近であることを理由とし

て農家体験，農業体験に対し否定的意向を持つ傾向が強

い。つまり，東北地方ではなく，関東圏や首都圏などの

他の地方からの来訪者を意識した交流入口の拡大，観光

振興を志向する必要があり， どのようなサービス水準が

そうした属性の来訪者の期待を満足しうるのか理解する

必要がある。農村の良さをアピールする上でも，都市へ

の理解，都市居住者が持つ意識，感覚のようなものへの

理解が欠かせないが，そうした問題意識は共有されてお

らず，取り組み不足という意味で私自身の反省点でもあ

る。

3 おわりに

以上，農村計画に関わる大学教育について，日頃直面

する課題や私自身の意見 改善提案を主観的に述べさせ

ていただいた。今，わが国は累積債務や少子高齢化，地

方(中山間地域)の疲弊，食料自給率の低下など喫緊の

課題が多いが，教育問題をそれら他の問題の根底に位置

づけることで，多くは改善と向上を図ることができると

考えており，これからも大学における人づくりに貢献し

ていきたい。最後に.10年以上大学の教育に関わって

きたが，これまで大学教育に対する自分の考え，思いを

文字化することはなかった。このような機会を与えてく

れた学会編集委員会に深謝する。
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