
 

大学評価学会第13回全国大会 報告要旨 

 地域に根ねざして個性を磨き、 

       地域社会の再生に挑む                                             
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報告者           黒瀧 秀久（東京農業大学生物産業学部長） 
 





１．生物産業学と生物産業学部の原点 



北海道・オホーツク地域はどんなところ？ 

新潟県とほぼ同じ面積 
→ 何かの形に似ている？？？ 

キャンパスは 
広大な圃場に囲まれている 



 1989年（平成元年）に網走市に設置 

 東京農業大学設立100周年の年 

 東京農業大学創設者・榎本武揚先生の「蝦夷共和国」の先祖返りとも評価しうる 

  記念の年 
 

 学部のポリシー 

 オホーツク地域の農業生産や自然環境、水産資源、食品開発や高次加工、流通 

  や商工業の経営を学び、知識の習得のみならず実践的技術や応用を学ぶ 
 

 

 

生物産業学と生物産業学部の原点 

農林水産業からエコビジネスといった生物・生命をめぐる産業＝“生物産
業”を6次産業化を核としたなら「生産（生物生産学科、アクアバイオ学科）
－加工（食品香粧学科）－流通・ビジネス（地域産業経営学科）」というフー

ドシステム・バリューチェーンとして一貫して学ぶ 



 自然科学（技術系）と社会科学（経営経済系）の学際的融合・文理融合の学問体系を
新たな農学としての「生物産業学」と捉え、オホーツク地域の自然環境や研究フィー
ルドを活かし、地域に密着した実践学・実学を「オホーツク学」として展開してきた 

 

 

生物産業学部の新たな展開にむけて 

地域経済・社会が危機的な状況にあるなかでは、今一度、「地方創
生」に向けて、生物産業学部の原点＝「実学創造の原点」（東京農大
の“生みの親” 榎本 武揚の視点と“育ての親”横井時敬の視点）を

見つめ直す必要がある 



■榎本武揚から継承すべき視点 

①国際交流の視点 

   樺太・千島交換条約の際に見ていた国という枠を超えた広い視点＝「越境広域圏」交流の視点    
殖民移住を推進において描いたグローバルな視点 

②地域資源と“ものづくり”の視点 

     『獄中詩』での「日本中に種々の製造所をつくりたきこと、山のようにこれあり候」と述べた榎
本先生に倣い、地域資源の利活用とものづくりから産業振興を推進する視点 

③「近代日本の万能人」として文理融合の視点 

       文理融合によって日本近代化に貢献した「万能人」としての視点 

■横井時敬から継承すべき視点 

④地球環境問題の視点 

   日本最初の公害問題「足尾鉱毒事件」の分析に尽力し、工業化の負の側面を被害者の立場に立っ
て告発した視点 

⑤「人物を畑に還す」の視点 

   全国から地域人材を集め、地域の発展に尽力するべき担い手・リーダーを育成し、国内の農村と
海外の地域に還す →「地方創生」の人材育成・リーダー養成の視点 



２．地域発展の「オホーツクモデル」の発信 



 生物産業学の大きな特色は、フィールドを重視した実践的・実学的な教育・研究 

 オホーツク地域は、生物資源が豊富に存在し、環境共生モデルとしての地域経済社会システムを構
築している（人間活動による経済循環と自然環境による物質循環との間の共生関係が求められる） 

 豊富な生物資源を背景に、高い生産性を持った一次産業のビジネスが展開しているが、低次加工・
一次加工に留まっており高付加価値化といった点で課題を残している 

 

 

 

 

 

 各学科がオホーツク地域というフィールドを活かし、地域貢献や地域連携を進めなければならない＝
「オホーツク学」の確立 

 

地域 

 

フィールドを重視した実践的・実学的な教育・研究 

こうした課題を解決するためには、“実学主義”を踏まえながら地域全体をフィールドとし、“産
学官金労言”連携をより一層図りながら、一次産業を主体となったオホーツク地域の持続的発展の

将来展望を見出すことが必要 

地域研究分野としての「オホーツク学」としても確立することよって、21世紀に
おける環境共生と持続的な地域社会の形成、さらには地域活性化へのインパクト
を発信することができ、従来の農学の体系を超える新しい農学研究分野としての

「生物産業学」の確立につながる可能性がある 



２－１．オホーツク・大学間交流協議会 



 「オホーツク・大学間交流協議会」の設立経緯 

 オホーツク地域は、全国でもいち早く地元自治体と学校法人の“公私協力”によ
る大学設置が図られてきた地域であり、地域貢献、地域連携が積極的に展開され
てきた。 

 

 オホーツク地域は人口約40万人足らずのところに、“5つの大学”【北海学園北見
大学、道都大学、北海学園北見女子短期大学（1991年に北海学園北見短期大学に
校名変更）、東京農業大学生物産業学部、北海道日本赤十字看護大学】が存在し
た極めてめずらしいところであった。 

異業種間交流”によるオホーツク・大学間交流協議会 



 「オホーツク・大学間交流協議会」の設立経緯 

 しかしながら、このオホーツクには、都市とは異なる閉鎖感が生じていた。東京
など大学が多く存在する都市部では、同じ分野を研究する教員同士の研究会や交
流会が適時催されるが、オホーツクではそれができない。オホーツクに存在する
のは、まったく分野のことなる単科大学に近い形態の大学であり、オホーツク地
域内での同業種間（同じ研究分野・領域）交流は不可能であった。 

 

 そこで、このような閉鎖感とそこから生じる危機意識を打開すべく立ち上げられ
たのが、「オホーツク・大学間交流協議会」という構想であった。そもそもこの
「オホーツク・大学間交流協議会」という構想は、本学に所属する教員がこのよ
うな閉鎖感に危機意識を持ち、オホーツク地域においては異業種間（異なる研究
分野・領域）交流ならば不可能ではない、オホーツクに存在する各大学の学部を
集結させれば、「総合大学としての機能を担うことができるのではないか」、
「同業種でないほうが知的インパクトや刺激がもっとあるのではないか」といっ
た打開策を検討したことが、その発端となっている。 

 

異業種間交流”によるオホーツク・大学間交流協議会 



 研究者間交流に止まらない産官学民連携 

 当初は閉鎖感や危機意識の打開のために進められた異業種間交流であったが、地
域に存在する大学の責任を果たすという意味で、その地域が抱える様々な課題を
取り上げ、それに応えていくのも大学の使命であるという意識から、地域コン
ソーシアム事業に力が入れられていく。 

 

 ①地域住民との交流事業「オホーツク公開交流セミナー」 

 ②地域住民や企業が活用できる「研究者データベース」の作成と発行 

 ③研究者と企業・地域住民との「プロジェクトチーム」による共同研究や共同  

  開発の実施 

 ④異分野の学生同士が交流する「オホーツク学生セミナー」 

 ⑤異業種間交流の「研究例会」 

                      など 

産学官民連携による地域コンソーシアム事業 



 東京農業大学と北見工業大学の連携 

 「オホーツク・大学間交流協議会」において展開してきた異業種間交流の新たな
試みとして、2007年12月に東京農業大学と北見工業大学は、研究交流や人材交流
などの様々な分野についての協力を目指す包括連携協定を結んだ。 

 

 両大学は2003年度からすでに単位互換制度を導入しており、この協定を契機とし
て、協力関係を教育、研究、地域活動、人的交流などの多様な分野にまで拡大さ
せ、関係を強化していくことを目的としている。また、東京農業大学の得意とす
る農業や食品科学、水産分野と、北見工業大学が得意とする機械工学や食品バイ
オの分野での共同研究を模索することで、農業と工業の融合によるオホーツク地
域の新たな発展も期待される。 

異業種間交流の新たな試み“農業と工業の融合” 



２－２．網走東部・西部流域活性化協議会 



オホーツク地域（網走東部・西部流域）の活動 

 オホーツク総合振興局管内では、木材産業団体や市町村等が構成で
ある「網走東部及び西部流域森林・林業活性化協議会」において、積極
的に木材利用の推進に取り組んできた。 
 

①2003年 

  「地域材有効利用指針」の策定 
 

②2005年 

  「地域材『産消協働』アクションプログラム」を策定 
 

③2011年 

  「地域材『循環利用』アクションプログラム」に改定 
 

 



地域材『循環利用』アクションプログラム 



地域材『循環利用』アクションプログラム 



 

図1　網走地域における流域循環の目指す姿

資料：『地域材循環アクションプログラム』網走東部・西部流域森林林業活性化協議会 2004年
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＋森林環境税 

流域循環の目指す姿  
森 林 認 証 の 導 入 



地域資源的価値循環の再建に向けた森林認証の可能性 

・外材に対するアンチテーゼとして認証材の可能性 
・消費者の購買意欲の変化 （食品のトレーサビリティーなど） 
・持続的な森林管理のために！ 

「ヒト」・「モノ」・「カネ」の地域内循環を取り戻す役割 

しかしながら 
・木材価格の低迷 
・ニッチ市場 

ソフトランディングしながら・・・・ 
 ・都市部を中心とした認証材による市場の開拓 
 ・国産材へのシフトを図る 
 
 



森林認証制度とは 

・森林が持続可能な方法で適切に管理されていることを、利害関係者から独立
した第三者機関が評価・認証する制度。 

 

・認証を受けた森林から産出された木材に認証マークを貼付することでトレーサ
ビリティーを確保。 

 

・森林管理協議会（FSC） / PEFC森林認証プログラム（PEFC） 

  / 『緑の循環』認証会議（SGEC）などの制度がある。 
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雄武町 

上湧別町 

大空町 

網走市 

斜里町 

清里町 

小清水町 

網走東部・西部流域における森林認証 

滝上町 

西興部村 

興部町 

北見市 

湧別町 

遠軽町 

津別町 
置戸町 

訓子府町 

紋別市 

美幌町 

佐呂間町 

既にオホーツク管内の約8割の森林が認証林！！ 
 （北海道の認証面積の約70%、全国の約39％を占める） 
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美幌町におけるFSC認証の取組み 
１．美幌．木夢クラブ（びほろどっとこむくらぶ）の設立 

   2007年に森林認証を受けた６社によって設立し、現在は１４社が加盟。美幌町内の森林認証を受けた木材を利
用した住宅建築等に取り組む。 

２．美幌町産材活用住宅助成制度 
   町内で産出されたFSC認証木材を使用し、町内でCoC認証を取得した工場・工務店などで加工・建築さ
れた住宅に対して、40万円～100万円を町が助成。 

３．企業の森林（もり）づくり、カーボンオフセット 
   環境負荷低減の取り組みとして、認証森林を活用した植林等のプロジェクトを実施。 
     ①東京都市大学との連携 
    ②エア・ドゥ絆の森 など 

     → 森林認証の取得が、森づくり（植林等）の事業を呼び込んでいる 
 



美幌町におけるFSC認証の取組み 

４．地域住宅モデル普及推進事業（国土交通省2009年～2013年） 
   「BIHORO.COM ECO LAND （びほろ どっと こむ えこ らんど）」 
    美幌町内に宿泊体感可能な常設の住宅総合展示場を設置し、認証材や地域資源 
    を利用した先導的環境モデル住宅集合体「ＧＵＥＳＴ（ゲスト）」を町内に建築。 
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紋別市を中心とした網走西部流域の取組み 

①公共工事での認証材の優先的使用 
 ・市が発注する「土木工事」等において、認証材購入を義務化 （大山公共住宅 → 80戸建設） 

 ・国営や道営事業への認証材使用要請 など 

  ⇒「紋別市SGEC認証材利用推進取組方針」の策定 
 

②紋別市認証材活用住宅助成事業 
 ・市内のSGECの認定工務店やその顧客を対象に助成 

   2010年度実績：14棟 11,224千円   2011年度実績：6棟  5,361千円 

   2012年度実績：12棟 11,294千円   2013年度実績：10棟 8,642千円 
 

③紋別市認証材活用共同住宅等助成事業 
 ・市内の共同住宅や長屋などで認証材を活用した場合に助成 

   2013年度実績：1棟 2,070千円 
 

④みなとモデル二酸化炭素固定認証制度 
 ・東京都港区内の公共施設、民間建築物に協力自治体の合法材（2年前より認証材の使用も 

  可能となった）を使うことにより、地球温暖化防止に貢献 

 ・紋別市が参画(現在、全国の48自治体)し、港区に紋別産材を使用した公共施設等が造られ 

     ている。紋別市は20社を登録（2014.3現在） 
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紋別市を中心とした網走西部流域の取組み 

⑤森林認証材首都圏普及モデル事業 
  住友林業㈱と古河林業㈱が建設し、首都圏（東京近郊）で紋別市内の工場から産出された木材を5㎥以上使用して
個人住宅を建設した本人とその家族及び、本人が認めた者2名に対して、紋別空港を往復利用する1泊2日のパック
旅行をプレゼント（事業費用の半額を市が負担）し、認証森林の視察・林業体験・工場見学等を行ってもらう。 

   

       ＊ 2013年度  首都圏での建築棟数 9棟    認証材使用量 30.2844m3 

紋別市での視察体験等（2013年）  
 

    ・過去最大の16名が参加（補助対象は12名） 

    ・枝打ち体験や集成材工場の見学などを実施。  
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オホーツク材のブランド化への取組み 

従来までの考え方・学説では・・・ 
 ①FSC等の国際的森林認証は、グローバルスタンダード 
       な認証制度であり、産地ブランドの形成は困難。 
 

 ②森林認証制度（FM・CoC）は、製品の品質や規格を担 
       保するものではない。 

① オホーツクの認証森林から産出されたFSC材／SGEC材 
  をCoCで統合（加工流通業に対してダブル認証の取得を推奨） 

② FM認証＋CoC認証の独自基準（JAS規格よりも厳しいブラン 
  ド基準）による品質の担保 
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ＮＰＯ法人 国産認証材利用促進協議会（東京） 
ＮＰＯ法人 「地球の会」環境共棲住宅（大阪） 
ＮＰＯ法人 緑の列島ネットワーク（名古屋） など 

国産材利用の促進、特に認証材利用が 
全国的に増加傾向！！ 

 

・認証取得の段階から脱却し、川下で認証材を売るための仕組みを形成 
 

・全国最大の認証森林面積（スケールメリット）を持つ流域であることをアピール 
 

・地産（材）地消のみの取組みだけでなく、環境配慮型経営推進の追い風を活かし  
 て、都市部をはじめとした全国各地に市場を形成 
 

・カラマツ材のみならず、トドマツ材の利用普及に力を入れる 
 

・認証材の質の向上を図り、オホーツクの認証材のブランド形成を目指す 
 

・2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた認証材の売り込み 
 （ロンドンオリンピックで使用した木材や紙類は全て認証材由来のもの） 

オホーツク産材のブランド形成“オホーツクWOOD” 
①ＦＳＣ、ＳＧＥＣの２つの森林認証 
②地域における品質の担保 

 連   携 

 全国初 

森林認証を利用した今後の取組み 

ダブルスタンダード 

網走流域における森林認証（認証材）の活用課題 
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