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西日本社会学会 第 73 回大会は、下記の通り開催されます。 

 

 日時：2015（平成 27）年 5 月 16 日（土）・17（日） 

 場所：山口県立大学 

〒753-8502 山口県山口市桜畠 3-2-1   TEL 083-928-0211（代表） 

http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/ 

 

ⅰ．参加・発表申し込みについて 

 

 本大会への参加をご希望の方は、同封の葉書にてお知らせ下さい。懇親会の参加についてもご記

入いただきますようお願いいたします。また、不参加の方もその旨ご連絡下さい。 

 自由報告の発表をご希望の方は、同じ葉書で発表題目をそえてお申し込み下さい。多数のご参加

をお待ちしております。 

 

発表申し込み締め切りは、3 月 13 日（金）必着です 

 

締め切り厳守でお願いいたします。 

Ⅰ．第 73 回大会案内 

Sociological Society of West Japan 

西日本社会学会ニュース 
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ⅱ．歓迎の言葉 

 

                              山口県立大学 中村文哉 

 

 来たる5月16日（土）、17日（日）に、第73回西日本社会学会大会が、山口市宮野にあります山口

県立大学にて、開催されます。会員の皆様のご来訪を、心より歓迎申上げます。 

 山口県立大学を簡単に紹介させていただきます。1941年、「山口県立女子専門学校」として開学し

て以来、「山口女子短期大学」を経て1975年に、文学部と家政学部から成る「山口女子大学」に改組、

更に1999年に共学化されるとともに現在の名称である「山口県立大学」と名称が変更になりました。

現在の山口県立大学は、学会当日の会場となります社会福祉学部をはじめ、看護栄養学部、国際文化

学部を設置し、一学年約300名の学生が学んでいます。西日本社会学会の会員は、社会福祉学部に中

村文哉、坂本俊彦、高木健志、看護栄養学部に田中マキ子の計4名が在籍しております。 

 大学が位置する宮野地区は、北へと続く連山を仰ぎ、山々を越えて阿東町や萩へと抜ける登り口の

ちょうど手前、山口市街の北部に位置します。大学は、一見すると、住宅街の中に位置するようにも

みえますが、少し歩くと、田園風景が広がり、四季の移ろいを感じさせてくれます。しかし、農業を

営む人たちのリタイアにより、田畑の耕作が可能な土地に学生用のアパートが建つ、高齢者の住む古

い民家がなくなり空き地になる、という現実的な風景も、みえてきます。開催の頃は、つつじの時節

でしょうか。 

 宮野には雪舟の作庭で有名な常栄寺があり、また山口市内には、瑠璃光寺、サビエル記念聖堂とい

った宗教に関わる文化財が点在します。 

 山口県立大学へのアクセスについてですが、鉄道、バスの便数が限られておりますので、利用する

交通手段の時間を予め調べてお越し下さい。JR山口線を御利用の場合は、新山口駅から宮野駅まで30

～40分（320円）ですが、ダイヤが山口駅で切れるため、新山口発の宮野行の本数はそれほど多くは

ないと思われます。新山口駅で山口線の接続を御確認のうえ、ご乗車ください。なお、山口駅（新山

口駅から25分、240円）で下車される場合は、萩行のJRバスのみの御利用となりますが、本数が少な

いので、約10分（小型1,270円程度）で済むタクシーの御利用をお勧めいたします。新山口駅下車の

場合は、北口（在来線口）より、防長バス「宮野温泉行」「仁保行」の御利用になりますが、所要時

間は小一時間ほどかかり、便数も少ないので、JR山口線の御利用をお勧めいたします。宮野駅から大

学までは徒歩約5分です。 

 懇親会は、地方公務員共済の経営する「セントコア山口」にて、開催いたします。湯田温泉に位置

し、二次会に繰り出すにも、山口では、これ以上はない？というロケーションにあります。大学近辺

には、徒歩約10分の距離にコンビニエンスストアがある以外は、他にありません。学食、売店も、当

日は開いておりませんので、昼食やお買い物は、御出発の時点でご用意いただくか、もしくはコンビ

ニエンスストアをご利用ください。2日目の昼食も、コンビニエンスストアをご利用いただくか、開

催校にて、お弁当の手配をいたしますので、それらをご利用くださいませ。 

 会員の皆様のご参加を、お待ち申し上げております。 
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ⅲ．シンポジウムの概要 （登壇者の所属は、2015 年 1 月 31 日現在のものです。） 

 

社会的支援の社会学―制度化をめぐる功と罪― 

 

グローバル化、脱工業化、少子高齢化など、1990 年代後半以降顕著になったマクロな社会環境の

変化によって、戦後日本型生活保障システムには機能不全が生じている。さらに、大震災や原発事故

は、従来のシステムが孕む問題を急激に顕在化させるものであった。このような状況に対して、「社

会的なるもの」を基盤にすえた対抗戦略の提示、オルタナティブな社会形成の構想が求められている。 

本シンポジウムは、「社会的支援の社会学」の可能性について、複数の具体的テーマからアプロー

チすることを通して、上記の構想に資することを企図するものである。社会的支援（social support）

という概念が 1970 年代のアメリカにおいて、疫学や地域精神医学の観点から、身体的・精神的健康

に不可欠のものとして注目され、その後、多くの研究者によって体系化が図られ、また、様々な分野

で実証研究が進められたことはよく知られている。さらに、社会的支援概念は、1990 年代に Putnam

によってその重要性が指摘され、現在も幅広い分野で議論が展開される社会関係資本（social 

capital）概念とも交錯し得る。相対的にミクロレベルの社会的支援論と、相対的にマクロレベルの

社会関係資本論をつなぐ際、社会学的テーマとしての制度化は、ひとつの重要な焦点となるだろう。 

そうした意味で、本シンポジウムは、2013 年 5 月 12 日に琉球大学で開催された西日本社会学会第

71 回大会におけるシンポジウム「福祉社会学の現在：福祉的行為の分析」、および、2014 年 12 月 13

日に東呉大学で開催された日本社会分析学会第 128 回研究例会におけるシンポジウム「社会的支援と

連帯」における諸議論とも共鳴しつつ、さらに新たな側面から社会的支援をめぐる議論を切り拓く試

みといえる。 

報告者は、浅利宙会員（広島大学）、速水聖子会員（山口大学）、山田陽子会員（広島国際学院大学）

の三名である。浅利会員には、「遺族支援」におけるピアサポート活動というテーマについて、保健

医療福祉領域における専門職とピアサポートとの結びつき方、また、遺族団体による制度改正に向け

た提言活動等を報告していただく。速水会員には、これまで制度的な基準や法的根拠のない形で地域

ごとのニーズに応じた民間運動として展開してきた「学童保育」というテーマについて、法制化や制

度化が急速に進められようとしている状況が、これまでの学童保育の地域性や自律性にどのように影

響し、子育て支援をめぐる地域社会資源の連携や協働のあり方にどのような変容をもたらしているの

かを報告していただく。山田会員には、「自殺」の医療化と社会保障というテーマについて、日本の

労災保険制度における自殺の取り扱いの変化を整理し、自殺の社会的救済が医療化とリスク化を通し

て可能となっていることを示したうえで、社会保障制度上の規定が自殺遺族による自殺の解釈や意味

づけにどのように影響するのか、また、企業や行政によるメンタルヘルス対策といかに関わるのかを

報告していただく。 

討論者は、江頭大蔵会員（広島大学）、三隅一人会員（九州大学）にお引き受けいただいた。江頭

会員には、デュルケムの議論を踏まえた自殺研究や家族社会学の切り口から、三隅会員には、社会関

係資本としての連帯をめぐる理論研究の切り口からコメントいただけることと思う。司会は、コーデ

ィネーターの矢原隆行（広島国際大学）が担当する。 

フロアーの皆様とともに活発な論議ができることを期待したい。 

（文責：矢原隆行） 
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○ 山口県立大学へのアクセス 

 

（山口県立大学ホームページより） 

 

●鉄道をご利用の場合 

 ［九州方面、関西方面から］ 

  新幹線 新山口駅で JR 山口線に乗り換え、宮野駅下車徒歩 4 分 

 ［益田方面から］ 

  JR 山口線宮野駅下車徒歩 4 分 

 

●バスをご利用の場合 

 新山口駅から防長バス県立大学バス停下車徒歩 1 分 

 

●車をご利用の場合 

 山口インターチェンジから国道 262 号で山口方面へ 

 

●飛行機をご利用の場合 

 山口宇部空港から車で約 1 時間 

 もしくは JR 宇部線 新山口駅で山口線に乗り換え、宮野駅下車徒歩 4 分 

 

※ 当日の大会会場は、正門を入り、すぐ左手の社会福祉学部棟です。 

 

※ 電車運賃、時刻表等については以下のホームページをご参照ください。 

  JR おでかけネット https://www.jr-odekake.net/ 

  防長交通  http://www.bochobus.co.jp/ 

 

※ 山口県立大学へのアクセスは山口県立大学ホームページもご参照ください。 

http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/ 

 

 

ⅳ．交通案内 

https://www.jr-odekake.net/
http://www.bochobus.co.jp/
http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/
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○湯田温泉周辺 

 

○小郡（新山口）周辺 

 

○山口市街 

 

※ 宿泊料金はシングル一室の価格ですが、あくまで一つの目安とお考え下さい。なお、施設等の条

件、およびインターネット予約割引については別途ご確認下さい。 

※ 山口県立大学周辺には、宿泊施設はありません。 

ⅴ．宿泊案内 

セントコア山口（公立学校共済組合） 山口市湯田温泉 3-2-7 083-922-0811 8,790 円～ 

翠山荘（地方職員共済組合） 山口市湯田温泉 3-1-1 083-922-3838 6,921 円～ 

防長苑（全国市町村職員共済組合） 山口市熊野町 4-29 083-922-3555 6,480 円～ 

ホテルニュータナカ 山口市湯田温泉 2-6-24 083-923-1313 6,480 円～ 

ホテル喜良久 山口市湯田温泉 4-4-3 083-922-0333 5,200 円～ 

ビジネスホテル 富士の家 山口市湯田温泉 4-8-2 083-922-0536 5,500 円～ 

新山口ターミナルホテル 山口市小郡下郷 1292 083-972-0002 7,400 円～ 

サンルート国際ホテル山口 山口市中河原町 1-1 083-923-3610 6,100 円～ 
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●  平成 26 年度までの学会費が未納の方におかれましては、何とぞ納入くださいますようお願い申

し上げます。 

 

●  西日本社会学会のホームページを、下記 URL にて運用しております。ご意見等ございましたら事

務局までご一報下さい。http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 

【 編集後記 】 

●  学会ニュース 146 号をお届けします。今回は第 73 回大会の案内号です。お忙しいなか、玉稿を

お寄せいただいた先生方には深くお礼申し上げます。 

 

●  次回ニュースの発行は、4 月中旬の予定です。住所・電話番号・所属機関などの異動等ございま

したら、事務局までご一報下さい。よろしくお願いいたします。 

 

         （事務局：吉武 由彩） 

Ⅱ．事務局からのお願い 

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/

