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去る 2015年 5月 16日・17日、山口県立大学にて開催された西日本社会学会第 73回大会は、参加者 68

名をかぞえ、盛会のうちに終了いたしました。 

今大会、自由報告部会は 16日に 4部会、17日午前に 2部会が開かれ、計 22名の会員が登壇されていま

す。また、シンポジウムは 17日午後に「社会的支援の社会学―制度化をめぐる功と罪―」が開催されまし

た。 

総会では、報告事項として庶務報告、平成 26（2014）年度決算、監査報告が行われました。また、審議

事項では 15 名の新入会員の入会承認の後、平成 27（2015）年度予算案承認が行われました。ついで、来

年度第 74回大会を保健医療経営大学にて開催することが決定いたしました。総会終了後の懇親会は「セン

トコア山口」で開催され、今年も多くの会員のみなさまにご参加いただきました。このように山口県立大

学での第 73回大会は、無事に終了いたしました。 

 

 

 

社会的支援の社会学―制度化をめぐる功と罪― 

 

司会・コーディネーター 矢原隆行（広島国際大学） 

討論者         江頭大蔵（広島大学）・三隅一人（九州大学） 

報告者 

 第 1報告 

 浅利宙（広島大学）「セルフヘルプ・グループによるグリーフケア活動」 

 第 2報告 

 速水聖子（山口大学）「学童保育における担い手の多様性―制度化と協働のゆくえ―」 

 第 3報告 

 山田陽子（広島国際学院大学）「労働者の自殺の医療化と社会保障」 

 

 本シンポジウムでは、「社会的支援の社会学」の可能性について、相対的にミクロなレベルから相対的に

マクロなレベルまで幅広い事例を参照しつつ、「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を志向し、検討をおこなった。その際、多様な現実、および、多様な社会学的

関心を貫く共通の観察視座として「制度化」概念を位置付けることにより、シンポジウムにおける各報告

とそれらを踏まえた諸議論を有機的に節合させることを企図した。 

 浅利会員による第 1報告では、セルフヘルプ・グループによるグリーフケア活動の現代的な意義と課題

について報告がなされた。具体的には、遺族支援、グリーフケアに対する社会学における問題関心を確認

したうえで、セルフヘルプ・グループの近年の活動動向が整理され、さらに、浅利会員自身が取り組む調

査研究の紹介と、それらを踏まえた考察が示された。制度化の観点から見れば、セルフヘルプ・グループ

の運営に対する医療専門職によるコントロールや管理の進展という傾向は避け難いものと認識される一方

で、小規模集団として制度になじみにくい多様な背景を持つ人々の受け皿としてセルフヘルプ・グループ

が機能していること、しかし、集団の維持・運営には小規模ゆえの困難さがつきまとうこと等が確認され

た。 

 速水会員による第 2報告では、社会課題としての学童保育における担い手の地域ごとの多様なあり方に

ついて地域的共同、公共性の問題として報告がなされた。具体的には、1960年代から今日に至る学童保育

の歴史的展開を踏まえたうえで、各市町村が事業実施主体に位置づけられたことで、学童保育事業が各市

Ⅰ．第 73回大会報告 

1．大会概要 

2．シンポジウム報告要旨 
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町村の方向性に影響され、大都市と地方都市、また、地方都市間でも、歴史や条件に応じた多様性が生じ

ていることが紹介された。制度化の観点から見れば、学童保育運動が当初の運動から条例レベルでのロー

カルな制度化を経て、法制化にまで至ったものの、当初の運動が有していた当事者性が十分に継承されず、

保護者が消費者化したこと、また、中途半端な制度化により、一部学童保育の市場化と格差拡大等が懸念

されることが確認された。 

 山田会員による第 3報告では、自殺が労働災害として同定されることで生じる自殺の医療化とリスク化

をめぐる課題について報告がなされた。具体的には、国による指針を大きな転機として自殺が労働災害の

カテゴリーに組み込まれる際、自殺を精神障害の症状として位置づける医療化と、自殺を皆に共通するリ

スクとして認識するリスク化が生じたことが述べられ、さらに、そうした医療化が遺族による自殺の責任

帰属をめぐる活動の中で再生産されていく過程についても考察が示された。制度化の観点から見れば、国

による指針というマクロレベルでの制度化が自殺を精神障害の症状とみなす医療化を促進することで、自

殺を社会問題化させ、社会的救済への途を開いた一方、遺族による自殺者の動機の構成を斉一化する方向

に機能していることが確認された。 

 これらの報告に対し、二人の討論者からは、制度化をめぐって各々大きな問いかけがなされた。江頭会

員からは、三報告の各事例における制度化の進展において「当事者性」と呼ぶべきものがいかなる意義を

有しているのか、アソシエーション的な当事者集団による支援の制度化や、当事者性と制度化の対立可能

性について問題提起がなされた。三隅会員からは、社会関係資本の観点を踏まえ、制度を作るために必要

な社会関係資本とは何か、また、制度によって生み出された社会関係資本とは何か、さらに、社会的支援

の制度化による道徳的紐帯の切り崩しという問題についてどのように考えられるかという問題提起がなさ

れた。 

 その他、フロアからも、各報告に多様な問いが示されたが、限られた時間の中で十分に応答しきれなか

った論点もあったと思われる。残された応答については、あらためて特集論文等での展開が期待される。

ひとまず本シンポジウムを振り返るならば、そこでは制度化概念を中軸とすることにより、いわば「社会

学的」社会的支援論の射程と、そのダイナミクスを一定の枠組のもとに描き出す貴重な契機が得られたこ

とが成果であるといえよう。 

（文責：矢原隆行） 

 

 

 

総会では、辻正二会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 

 

報告事項 

 

① 庶務報告（山本努 庶務理事）     

    ⅰ 理事会 

     第 1回 平成 26年 7月 27日 

・ 第 72回大会報告、学会ニュース第 145号 

・ 第 73回大会について 

 （シンポジウムのタイトル・コーディネーター候補・発表者選定など） 

        ・ 自由報告要旨のニュースへの掲載について 

（紙媒体のニュースへの掲載は廃止し、要旨は別途ウェブサイトに掲載する） 

・ 学会費未納者の自動退会について 

 

     第 2回 平成 27年 5月 16日 

・ 平成 26年度庶務報告、平成 26年会計報告、平成 26年会計監査報告 

・ 平成 27年度予算案審議 

・ 学会費未納者の自動退会について 

3．平成 27年度総会報告 
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・ 追悼文や弔電について 

・ 非会員の報告について（原則会員であること） 

・ 北海道社会学会との交流協定について 

・ 投稿規定の改定について 

 

     ⅱ 常任理事会 

     第 1回 平成 26年 3月 21日 

・ 大会プログラム作成 

・ 新入会員の申し込み状況 

・ 学会費未納者の自動退会について 

・ 追悼文や弔電について 

・ 非会員の報告について（原則会員であること） 

   ※ その他にも、Eメールで適宜話し合いを設けた 

 

     ⅲ ニュース発行 

     平成 26年 10月 21日 ニュース 145号発行（第 72回大会報告号） 

    平成 27年  2月 10日   ニュース 146号発行（第 73回大会案内号） 

     平成 27年  4月 17日    ニュース 147号発行（第 73回大会プログラム号） 

 

② 会員数に関する報告（山本努 庶務理事） 

  ⅰ 現在の会員数（平成 27年 5月 16日現在） 

   平成 26年度の最終会員数  190名 

    新入会員申し込み数   15名 

       計 205名  ※ 会員異動（5頁）参照 

 

③ 学会誌編集委員からの報告（加来和典 編集委員長）    

        ⅰ 『年報』13号（2015年 3月 31日）発行について  ※ 資料① 参照 

  ⅱ 平成 26年度編集委員会決算報告             ※ 資料② 参照 

    ⅲ 『西日本社会学会年報』第 14号の発行について  

 

 ④ 平成 26年度決算報告 （山下亜紀子 会計担当理事）   ※ 資料③ 参照 

 

 ⑤ 平成 26年度会計監査報告（速水聖子 会計監査）    ※ 資料④ 参照 

 

 

審議事項 

 

① 自由報告要旨のニュースへの掲載について 

―――紙媒体のニュースへの掲載は廃止し、要旨は別途ウェブサイトに掲載することが承認されました 

 

 ② 新入会員の承認（徳野貞雄 会長） 

―――15名の新入会員すべてが承認を受けました   ※ 会員異動（5頁）参照 

 

③ 平成 27年度予算案の承認について（山下亜紀子 会計担当理事）   ※ 資料⑤ 参照 

 

④ 平成 27年度編集委員会予算案の承認について（加来和典 編集委員長） ※ 資料⑥ 参照 

      

⑤ 来年度大会開催校の決定と承認について（徳野貞雄 会長） 

―――保健医療経営大学での開催が承認されました 
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⑥ 理事の指名（1名）・事務局長の指名（徳野貞雄 会長） 

 ―――辻正二会員が理事に指名され、承認されました。高野和良会員が事務局に指名され、承認されま

した 

 

⑦ 閉会の辞（ 徳野貞雄 会長） 

 

 

 

 

（1）大会案内 

 第 74回大会は、 2016 年 5 月 21 日（土）・22 日（日）に保健医療経営大学（福岡県）にて開催いたし

ます。スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（2016年 2月発行予定）をご覧下さい。 

 

（2）シンポジウム 

 

観光と地域づくり（仮題） 

 

 本年 9月我が国を訪れた外国人観光客は 1342万人を超え昨年 1年間の実績を上回りました。観光庁は本

年度末までに 1900万人に達するとみており 2020年に年間 2000万人の見通しを上方修正する見込みです。

大分の観光地でも中国・韓国・台湾からの観光客が必ずと言っていいほど目につきます。竹田市の農家民

泊では 7割が韓国から、トレッキングコース九州オルレも多くの外国人観光客を集めています。観光の形

態も団体から個人客へ、旅行社が企画して観光客を連れて行く発地型観光から受け入れ側が企画する着地

型観光へなど大きな変化が起こりつつあります。尐子高齢化が進行する中、地域づくりでも大きな期待が

よせられています。場所を消費する収奪的な観光からサステイナブルな観光へ、観光のあり方も模索され

つつあります。このシンポジウムでは、竹内裕二氏（情報コミュニケーション学科准教授・地域経営論）

に我が国の観光の状況と地域経営という点から概括的なお話をお願いし、吉良が大分県の観光とまちづく

りについて別府・由布院・竹田のケースを中心に報告、高橋雅也氏（埼玉大学教育学部准教授・地域社会

学）にジョン・アーリなどの観光社会学理論についてお話しをお願いする予定です。竹内氏は韓国大邱大

学校東亜細亜観光研究所研究員などを務め 4月から本学に赴任、高橋氏は現代の代表的観光社会学者ジョ

ン・アーリの『場所を消費する』の訳者の一人です。現代の我が国の観光の状況をふまえ、地域づくりで

観光はどこまで期待できるのか、どのようなあり方が求められるべきか、活発な議論を期待いたします。 

 

司会・コーディネーター 吉良伸一（大分県立芸術文化短期大学） 

討論者         米田誠司（愛媛大学）・越智正樹（琉球大学） 

報告者 

 竹内裕二（大分県立芸術文化短期大学）「我が国の観光の現状と地域経営学から見た観光と地域づくり」 

 吉良伸一（大分県立芸術文化短期大学）「大分県の観光の現状と課題−別府・湯布院・竹田」 

 高橋雅也（埼玉大学）「観光社会学の理論と展開−ジョン・アーリを中心に」 

 

（コーディネーター：吉良伸一） 

 

 

タイトルにつきましては、仮のものですので、変更の可能性があることをご了承ください。なお、詳細

につきましては、次号ニュースに掲載するとともに、内容が決定次第、学会ホームページにてご案内いた

します。今しばらくお待ち下さい。 

Ⅱ．第 74回大会について 
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※ 変更後のご住所・ご連絡先は事務局までお尋ねください。 

 

1．宛先の変更（順不同） 

荘秀美（自宅） 田代英美（自宅） 中川輝彦（自宅） 稗島武（自宅） 後藤貴浩（自宅）  

靍理恵子（自宅） 作田誠一郎（職場） 吉武由彩（自宅） 黒田宣代（自宅） 小松洋（自宅）  

清川康雄（自宅） 

 

2．所属の変更（順不同） 

徳野貞雄 【一社】トクノスクール・農村研究所 

後藤貴浩 国士舘大学 

靍理恵子 跡見学園女子大学 

作田誠一郎 佛教大学 

吉武由彩 下関市立大学 

黒田宣代 中九州短期大学 

山本努  熊本大学 

 

3．新入会員（順不同） 

山田陽子  （広島国際学院大学）   紹介者＝矢原隆行 

吉井友見   （琉球大学）    紹介者＝安藤由美 

吉武理大  （慶応義塾大学）   紹介者＝鹿又伸夫 

周怡君   （台湾・東呉大学）   紹介者＝荘秀美 

瀬充    （山口県立大学大学院修士修了、無所属） 紹介者＝中村文哉 

吉岡一志  （山口県立大学）   紹介者＝坂本俊彦 

岡邊健   （山口大学）    紹介者＝横田尚俊 

二階堂裕子 （ノートルダム清心女子大学）  紹介者＝谷富夫 

高崎義幸  （広島修道大学）   紹介者＝徳野貞雄 

宮瀬美津子 （熊本大学）    紹介者＝牧野厚史 

福本純子  （熊本大学）    紹介者＝牧野厚史 

井上智史  （九州大学）    紹介者＝高野和良 

鄭湑穎   （九州大学）    紹介者＝高野和良 

髙木一也  （九州大学）    紹介者＝高野和良 

焦暁蕾   （九州大学）    紹介者＝高野和良 

 

4．ご逝去（順不同） 

鈴木廣 丸山定巳 

 

5．退会者（順不同） 

陳暁嫻 岡本晴美 筒井健二 大塚善樹 山田晋 河野文香 白石久祈 末廣洋祐 加藤亜希子 

岸政彦 坂元英俊 佐藤亜紀 篠崎正美 肖嵐 桃原一彦 戸田清 花崎正子 森山達矢 保良昌徳 

 

6．転居先不明（順不同） 

池内一樹 プルナマワティ アクスト・フローリアン 

 

  

Ⅲ．会員異動（2015年 10月現在） 
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鈴木廣先生を偲んで 

 

篠原隆弘（鹿児島大学名誉教授） 

 

 鈴木先生が昨年 11月に満 83歳でご逝去され、はや 1年が経とうとしています。大学の学部以来長く先

生にご指導をたまわったものの一人として先生の思い出をいくつか偲ばせていただきたいと思います。 

 先生は、東北大学の学部・大学院で社会学を専攻され、同大学の助手を経て、1959年 7月に九州大学文

学部に講師として着任されました。同大学には 1994年 3月の定年退職まで、それ以降は、特任教授等の時

期も含めて久留米大学の文学部・大学院に 2012年 3月まで在職されました。この間、1961年に東北大学

から文学博士を、1982年には関西学院大学から社会学博士を授与されています。 

 学界では、日本社会学会をはじめ、西日本社会学会、日本都市社会学会、日本社会分析学会、日本都市

学会・九州都市学会等で理事、評議員、会長等の枢要な役職にあって長年各学会の研究活動をリードされ

ました。特に、日本都市社会学会（1982年 5月設立）と日本社会分析学会（同窓会と学会の両機能未分化

の九州大学社会学会として 1965年 3月に発足していましたが、1985年 3月に学会として特化し改組され

たもの）は先生の思い入れの深い学会であり、前者では初代会長、後者でも改組後の初代会長にそれぞれ

選出され、ともにわが国の枢要な社会学関係学会としての役割を今日も果たし続けています。先生の著書、

論文等の膨大な業績の仔細については、九州大学社会学同窓会/九州大学文学部社会学・地域福祉社会学研

究室『鈴木廣先生の思い出』（2015年 5月）をご覧ください。 

 この樅の巨木のような先生のご声容に接する期間が長かっただけに、思い出も多いです。あの業績のう

ちから、私自身の調査研究とのかかわりにも引き付けて、巨木のごく一部に触れるような形で三つほど思

い出を記してみます。 

 一つは、北九州市での町内会・自治会調査のことです。現北九州市は、周知のように、約半世紀前の 1963

年 2月に、門司・小倉・若松・八幡・戸畑の 5市が対等合併してできた市で、同年 4月政令指定都市とな

り、新しい都市づくりを構想するマスタープラン調査会（会長は都市社会学の故磯村英一先生）が発足し

ました。鈴木先生も、磯村先生とのかかわりで同調査会の一員だったのだろうと思います。当然各旧市ご

とに、位置づけ、組織形態、活動内容等々に異同のある地域住民組織の実態をまずは把握し、次いでより

よい地域住民活動の在り様を探るために、1964年夏に調査は開始されました。5区の全町内会長・自治会

長（当時 1,623人）から無作為抽出された対象会長（400人）に対する標準化調査票による量的調査（郵

送法、回答者 222人）と、若干の町内会長・自治会長への質的聴き取り調査の 2つで収集したデータを分

析したのが先生との共同執筆論文「都市における町内会・自治会の構造―北九州市のばあい―」（『九州大

学産業労働研究所報』第 40号、1966年 9月）です。 

 導入部では分析のさいの理論的枠組みとして、自治体の政治行政と地域住民組織の地域活動との間の「統

制管理と自治自律」をめぐる政治学や行政学の諸説に言及しています。これは、基本的には今も地域住民

の組織と活動をめぐる不変の基本的なテーマだと思いますが、北九州市が吉田法晴革新市政として発足し

たことともかかわっていたと思います。次いで 2つの章にわたる収集データの分析のあと、先生による終

章「町内会論についてのノート」で、データを踏まえて地域住民の組織と活動の現状がチェック・考察さ

れます。これで、社会学からするモノグラフとしての形が整ったわけです。この仕事は私にとり活字化さ

れた最初の論稿であり、この後のいくつかの地域住民研究の出発点に位置しますので、特に思い出深いで

す。何回か現地にご同行して、フィールドワークの一番大切な作法を初発に学んだように思いました。 

 もう一つは人吉市・大野城市調査のことです。先生と先生主宰の社会移動研究会（略称：移動研）に参

Ⅳ．ご逝去を偲んで 



 

 西日本社会学会ニュース No.148   2015                        7 

加していたメンバーたちが調査を実質的に開始したのは 1974年 8月のことで、人吉市の概況聴き取りのた

め、手始めに熊本県庁の企画開発部企画課（当時）を訪ねました。諸社会指標等から土着性と流動性の組

み合わせで九州内の地方都市を類型化し、そこから土着性都市として人吉市、流動性都市として大野城市

を仮に措定する作業は、その頃までに終えていたのでしょう。その後の 4年間の共同調査を集約したのが

1978年 9月出版の鈴木広編『コミュニティ・モラールと社会移動の研究』（アカデミア出版会）で、総勢

11人の執筆からなる588頁の大書です。出版直後から沢山の書評が寄せられましたが、その評者の一人で、

都市社会学の倉沢進先生は、同書を次のように的確にかつ有難く書評されました。「土着－流動というユニ

ークな軸を中心に、現代社会学の論争的概念であり、また現代日本の社会的現実の問題点でもある、コミ

ュニティー、生活構造、社会移動、社会指標などの問題と、地方都市の社会的現実分析の中で格闘したす

さまじいまでの記録である」（朝日新聞「えつらん室」欄 1978年 12月 20日付）。また同書は、1980年 5

月に第 6回日本都市学会賞（奥井賞）も授与されました。 

 先生もちまえの、社会的現実への鮮烈な問題意識と社会事象を連動的に把握する総合力と収集データの

精緻な分析力の 3つが総合された成果が同書だといえます。私ふうに同書中のポイントの一部をごく簡略

に整理すると、次のようです。①特にわが国の高度経済成長期に進展した都市化にともなう社会移動（階

層間、地域間、集団間）の及ぼす社会的効果、つまり、地域社会の住民構成、生活環境水準、社会構造、

意識形態の 4側面での社会変化を統合的に把握するための枠組みが提示されました。②そのもとでの調査

で重要な発見が得られましたが、その一つが先生のいわゆる「近代主義の虚妄性」あるいは逆に「土着の

再評価」です。同書での使用用語でいえば、次のようです。住民のコミュニティ意識を量・質両面で重層

的に把握するために提起されたセット概念のコミュニティ・モラールとコミュニティ・ノルムは今や社会

学世界の共有財産です。主体・開放・平準のノルム 3要素の保持、つまり地域的開放性、ひいては民主的

当事者意識の保持が地域への愛着・統合・コミットメントのモラール 3要素の高さと相即していない、そ

れら 3要素の高さはむしろ逆の客体・閉鎖・格差のノルム 3要素の保持と親和する場合が目に付くという

ことです。③社会構造への各住民の社会参加の独自の束が生活構造ですが、私は、移動パターンとこの生

活構造との関連を分析した章など 3章を担当しました。そこでは地域社会における土着性要素をもつ Uタ

ーン層の生活構造が特に注目されました。これも、上記②での発見と一部関連するとみてもよいでしょう。 

最後に、前記の二つとは別種の思い出です。先生を囲む仲間たちはそのほとんどが楽しく飲んだり、歌

ったりするのが好きで、研究会など各種の会合後、カラオケのある店によく立ち寄りました。ご承知の方

も多いと思いますが、先生の歌の上手さは格別です。「椰子の実」や「名月赤城山」などの懐かしの名曲を

あの澄んだ美声で歌い上げられると、店に来合わせたほかのお客までもが粛然と聞きほれている、こんな

状景がよくありました。本務での名手は余技でも名手だということを何度も痛感いたしました。 

 鈴木先生、長い間本当に有難うございました。ご冥福を心からお祈り申し上げます。 

合掌 

 

 

 

 

丸山定巳先生を偲んで 

 

田口宏昭（熊本大学名誉教授） 

 

 西日本社会学会の理事（元）として学会運営に深くかかわられた丸山定巳先生（熊本大学名誉教授）が、

昨年 12月 27日他界されました。熊本大学文学部社会学研究室を中心に、30数年間、共に学生の教育に当

たった年下の元同僚としての立場から、追悼の言葉を述べさせていただきます。 

 ご遺族の話によりますと、すでに一昨年あたりから体調に異変が生じていた様子で、熊本大学附属病院
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において昨年後半、二期にわたる抗がん剤治療を受けられましたが、治療の甲斐なく同病院において 74

年の生涯を閉じられました。会員諸氏とともに、ここに先生のご冥福を慎んでお祈りいたします。 

 丸山先生は 1940（昭和 15）年 2月 22日、熊本県八代市で出生し、幼尐期は熊本県内で、また高校時代

は宮崎県高鍋町で過ごされました。高校を卒業して京都大学文学部哲学科（社会学専攻）に進学され、同

大学大学院修士課程・博士課程を経たのち 1968（昭和 43）年 4月より熊本大学法文学部に赴任し、その後

1979（昭和 54）年の法文学部改組にともない、文学部へ配置換えとなり、1982（昭和 57）年文学部教授に

昇任されます。在職 37年のあいだに教育、研究の仕事に加え文学部長の要職も務められ、2005（平成 17）

年 3月、熊本大学を定年退職され、名誉教授の称号が授与されました。その後、久留米工業大学や熊本学

園大学の教授を務められました。存命中は本学会理事、日本社会学会理事等も務められ、また国や地方自

治体の各種政策審議会・懇話会等委員、報道機関の番組審議委員としても活躍され、晩年は水俣市立水俣

病資料館名誉館長に就任され、水俣病問題の啓発と普及にご尽力されました。 

 丸山先生の専門分野は環境社会学と地域社会学ですが、先生の場合、それらは水俣病問題と常に深くか

かわっていました。以下、紙幅の関係でその要所のみを振り返っておきたいと考えます。 

 先生はおそらく環境社会学が社会学の一分野として認知されるずっと前から、水俣病問題に環境社会学

的観点から取り組んでおられた社会学者です。熊本大学赴任後間もない 1970（昭和 45）年に端を発する水

俣病の環境社会学的研究は、2000（平成 12）年に水俣病に対する「三つの責任」（発生・拡大・救済の責

任）論として明確な形をもって集大成されました。「三つの責任」論は、30年間にわたる水俣病の現場で

のフィールドワークをふまえたものです。一つ目の企業の加害責任は、環境への有機水銀の放出によって

漁民をはじめ地域住民に多大な健康被害をもたらしたチッソの責任です。二つ目の行政の不作為責任は、

企業活動を監督指導する立場にある熊本県が、住民の健康を守るために迅速かつ積極的な行動をとること

を怠り、被害を拡大させた責任です。三つ目の責任は、地域住民が加害企業チッソに歩調を合わせ、被害

者に対する差別や偏見を通して被害者を苦しめた責任です。先生はこれら「三つの責任」論を、実証的な

データをもとに時間をかけて構築していかれました。因みに丸山研究室に事務局が置かれていた水俣病研

究会が 20年以上の歳月を要して収集した膨大な資料を丸山先生が共編著者の一人としてまとめられた『水

俣病事件資料集』（1996、葦書房）が出版され、それは毎日出版文化賞、熊日出版文化賞を受賞しました。

この大著は先生の上記の研究の一里塚であり、またその後の研究の基盤となったものです。 

 次に、水俣病の地域社会学的研究についても振り返りをしておかなければなりません。すでに早い時期

から地域社会の権力構造に関心をもっていた先生は、「企業城下町」としての水俣市を事例にとり、単一の

巨大企業としてのチッソが、さまざまな方法で地域の権力構造の中枢に食い込み、海浜、川、土地等の自

然的公共空間を私物化し、収奪してゆく過程を、地域社会学の視点から体系的に解明していかれました。

他方、先生は被害者、患者を支援し、寄り添うという立場からその現実を告発し続けられたのです。この

ように水俣病の被害者が、地域住民を巻き込んだ「企業運命共同体」から排除され差別される構造を、長

期間にわたり実証的に解明された業績は他に類例を見ないように思われます。 

 あるときは単独で、あるときは研究会の仲間たちと、またあるときは社会調査実習の一環として学生た

ちと、水俣というフィールドに足しげく通い続ける丸山先生の姿を、私は永年見てきました。理論的研究

のみならず、このように現場に出かけて地域の人びととの交流と信頼関係を通して地に足のついた仕事を

するという研究姿勢は、社会学研究のひとつの雛形であったと今更ながらしみじみと思いだされます。私

自身としては忸怩たるものがありますが、このような研究姿勢を継承していく若手研究者が西日本社会学

会から多数輩出されることを願って止みません。 
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愛媛大学法文学部総合政策学科観光まちづくりコース（観光政策系） 

 

米田誠司 

 

 

 愛媛大学は、人口 51万人の松山市の中心部に位置している。（ほかにも医学部と農学部のキャンパスあ

り）県庁、市役所、繁華街そして道後温泉まで、それぞれ直線で 1km程度というまれに見る好立地であり、

10分間隔で走る伊予鉄道市内線の停留所が 2か所大学に隣接している。このため 1万人近くの学生は、大

学で学びながら、松山の街で働き、そして街を楽しみながら生活している。 

 法文学部総合政策学科は、昼間主として「公共コース」、「企業システムコース」、「司法コース」、「グロ

ーバル・スタディーズコース」、「地域コース」、「観光まちづくりコース（観光政策系）」、夜間主として「総

合コース」の 7コースから構成されている。この「観光まちづくりコース」は、観光庁が発足した 2008

年の翌年に、法文学部の人文学科と総合政策学科の両学科に設置された。このうち総合政策学科の観光ま

ちづくりコース（観光政策系）は、佐藤亮子会員（観光まちづくり論）と米田誠司（観光産業論）の 2名

で担当する小規模コースである。AO入試で 5名、一般入試から 5名の 1学年 10名の定員であるが、2007

年に設置された同規模の「地域コース」と連携しながら、AO入試メンバーには 1年生前期からゼミを行う

など、尐人数教育のメリットを活かした教育を実践してきた。その特徴的な取り組みをいくつか紹介して

みたい。 

 まず 1点目は、毎年 4月 1日、2日に観光まちづくりコース（観光政策系）と地域コースの 1年生から 4

年生まで、総勢約 80名で実施する「春合宿」である。新 2，3年生は、それまで 1年間の研究の成果をグ

ループやゼミ単位で発表する。入学式前に招集された新 1年生は、AO入試で実施したそれぞれのプレゼン

をさらに磨いて発表している。またサークルなどでさまざまな情報を新入生が得る前に、上級生たちの頑

張る姿を見せ、大学は学ぶところであることを先に「刷り込む」ことも意図している。全学年がこの場で

揃うことにより上下関係も醸成され、この 80名はほぼ顔の見える関係を構築することができている。 

 2点目は、地域にこだわったゼミ運営である。地域コースと連携して 2年次の早い段階でゼミ決めを行

い、2年次の基礎演習、3年次の専門演習、4年次の卒業演習と、文献講読を進めながらゼミ内での議論に

時間を割いてきた。並行して学年ごとにフィールドワークを実施し、愛媛県内の地域はもちろん、学生と

の議論を経て研究対象地域を選定し、地域に滞在しまたは繰り返し通いながら、地域から多くのことを学

んできた。また 2014年度には JR四国と連携し、愛媛県と高知県にまたがる予土線沿線を調査し、0系新

幹線をイメージした鉄道ホビートレインから沿線の地域資源まで詳細にまとめていった。その成果は「よ

どせん探検隊」というホームページや Facebookで現在も好評を博している。一方で当ゼミでは、2018年

度以降改修工事が検討されている重要文化財「道後温泉本館」を巡って、3年間ワークショップを開催し、

工事期間中の対策や今後の道後温泉の方向性について、道後地区の住民や事業者と議論を進め、一定の方

向性を見出すことができた。 

 3点目は、国際交流の推進である。2013年度から台湾の開南大学運輸観光学部と交流し、年に 1度お互

いに渡航し共同でフィールドワークを実施している。言葉の壁はありながらも、観光面だけでは見ること

のできない双方の地域の文化や暮らしを学ぶことで、それぞれの地域が持つ価値を体感してきた。2016年

度から愛媛大学では改組が予定されているが、観光が地域固有の自然や風土、文化に根差したものである

と同時にグローバルな価値を持っていることを念頭に置き、教育と研究をさらに充実させていきたいと考

えている。  

Ⅴ．研究室めぐり 
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資料① 『年報』13号（2015年 3月 31日発行）について 

・特集：「農的支援の可能性―生業、観光、食と農―」（解題 1本、論文 3本） 

・一般投稿論文：4本掲載（投稿数 5本）、研究ノート 1本、自治体レポート 1本、現場レポート 1本、書

評 7本 

 

資料② 平成 26（2014）年度 編集委員会決算 

 
 

資料③ 平成 26（2014）年度 西日本社会学会決算 

 

Ⅵ．資料 
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資料④ 会計監査報告 
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資料⑤ 平成 27（2015）年度 西日本社会学会予算 

 

 

資料⑥ 平成 27（2015）年度 編集委員会予算 
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＊ 昨年度までは大会会場で会費をお預かりしておりましたが、今年度から会費は同封の振込用紙にて納

付くださいますようお願いいたします。 

 

＊ 2015年度までの会費が未納の方には、振込用紙を同封させていただいております。なお、西日本社会

学会では、会則第 8 条において、「本会所定の会費を 3 年以上未納の会員は、原則として会員の資格

を失う」としておりますので、どうぞよろしく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 148 号をお届けします。今回は第 73 回大会の報告号です。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。また、大会開催にあたりましては、山口県立大学の

中村文哉先生、田中マキ子先生、坂本俊彦先生、髙木健志先生、吉岡一志先生ならびに山口県立大学

の学生の皆様には、たいへんお世話になりました。厚くお礼を申し上げます。 

 

＊ 次回ニュースの発行は、来年 2月中旪の予定です。住所・電話番号・所属機関などの異動、また宛先

不明の方のご連絡先をご存じの方は、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：高野和良） 

Ⅶ．事務局からのおしらせ 

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

