
  No121        2006.11.1 
                      発行： 西 日 本 社 会 学 会 

                          〒812-8581 福岡市東区箱崎 6-19-1 
                           九州大学文学部人間科学コース 

                           社 会 学・地域福祉社会学研究室内 
                          T E L & F A X  0 9 2－6 4 2－2 4 2 6 
                          郵 便 振 替 口 座  01750-3-23994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．第６４回大会報告････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
１．大会概要････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．自由報告要旨････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

３．テーマ部会報告要旨 

理論・現状分析・社会計画合同シンポジウム：山本努･････････・ ２９ 

「高齢社会研究の新展開」 

４．平成１８年度総会報告･････････････････････････････････････････・・･・ ２９ 

Ⅱ．第６５回大会について････････････････････････････････････････････・････ ３１ 

Ⅲ．会員異動･････････････････････････････････････････････････････････････３１ 

Ⅳ．退会者･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ３２ 

Ⅴ．研究室めぐり･････････････････････････････････････････････････････・･･･ ３２ 

Ⅵ．編集委員会からのお知らせ･･････････････････････････････････････・・・・・ ３３ 

Ⅶ．資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

Ⅷ．事務局からのお願い･･････････････････････････････････････････････････ ３７ 

 



 1 

Ⅰ．第 64 回大会報告 

 

1．大会概要 

 

 去る平成 18 年 5 月 20 日・21 日、広島大学にて開催された西日本社会学会第 64 回大会は、参加者 92 名をかぞ

え、盛会のうちに終了いたしました。 

 今大会では、自由報告が6部会となり、27名の会員が登壇されています。また昨年にひきつづき、今大会では、理

論・現状分析・社会計画の各テーマ部会をシンポジウムとし、「高齢社会研究の新展開」をテーマに、それぞれ、活

発なディスカッションが行なわれました。 

 総会では、庶務報告、平成 17 年度決算、監査報告、平成 18 年度予算案承認のあと、新入会員の入会承認が行

われました。今回は 12 名の新入会員を迎えています。ついで来年度第 65 回大会を下関市立大学にて開催するこ

とが決まりました。 

総会終了後の懇親会には、今年も多くの会員が参加され、議論や談笑のうちに時間が過ぎて行きました。 

 

 

 

 

 

2．自由報告要旨 

 

 次頁からの自由報告要旨は、報告者本人に執筆していただいたものを、プログラム順に掲載したものです。 
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保育所・幼稚園における子育て支援の現状と課題――呉市の事例―― 

 

         広島大学  佐々木 さつみ 

 

問題設定 

現在日本の社会は女性が働きながら子育てができる環境にあるのか、それを可能にするためにどのような支

援が必要なのかという問題について、保育所や幼稚園等の子育て施設に焦点を合わせて検討する。 

 

使用するデータについて 

2005年度呉市の研究助成を受けた「子育て施設を核とする地域社会の子育て支援システム構築に関する

社会学的研究（広島大学コミュニティ調査チーム・代表西村雄郎）」の「施設調査」と「母親調査」のデータを用

いる。「施設調査」は、呉市の保育所・幼稚園・認可外保育施設の全数調査。郵送法で2005年10月～11月実施。

回収率68.8％（75／109）。 ｢母親調査」は呉市の保育所幼稚園に子どもを通わせている母親1000名に施設を

通じて配布、回収は郵送で直接回答者から。2006年1月実施。回収率35.1％。 

 

「母親調査」から見えてくる母親の困難状況――経済・労働・家事育児資源  

現在収入を伴う仕事を「している」は回答者の 73.4％を占める。就労形態はパートが最多で38.6％（保47.0％）、

常雇は 27.8％（保 36.3％）である。卒業以来の就労継続は保育所でも 4 割程度であり、「働きながらの出産・育

児」の困難さがわかる。常雇の母は労働時間が長く、「残業の多さ」「有給休暇のとりにくさ」等家庭との両立に困

難をかかえている。パートの母も労働時間は長く、6～8 時間が 44.6％、それ以上が 14.6％を占める。 

世帯年収は、保育所・幼稚園世帯で経済的格差が表れており、また全体で「200 万以下」「200 万～400 万」が

ほぼ 3 割と、母親たちの「働かなければならない」状況が明らかである。働く理由も「家計の維持や補助、貯蓄の

ため」が 83.9％と群を抜いている。 

 家事育児は妻が「ほぼ毎日」が最多に対し、夫は「ほとんどしない」が最多で 6 割台。「ほぼ毎日」は「子どもの

遊び相手」のみで、38.7％である。それでも、「家事を最もよく手伝ってくれる人」は「夫」50.1％、「妻の父母」

21.3％という回答で、夫以外に「該当者なし」も 1 割程度いる。家族形態では核家族が 8 割を占め、互いの家を

頻繁に行き来する人「0 人」は 42.2％にのぼる。 

 

保育所や幼稚園の行なっている支援活動――親への支援の整備不十分     

現在呉市では 3 歳未満児は 15.3％が保育所に在籍し、3 歳以上児は 51.9％が幼稚園、35.3％が保育所に在

籍している。保育所や幼稚園は共通点として「子どもの発達と生活の保障」「親の就労・両立支援」「家庭育児の

支援」「親のネットワーク形成」の４つの機能を持っている。 

どちらの施設も「日々の取り組み」「行事」等、「子どもの発達と生活の保障」は重視している。「親の就労・両立

支援」は「学童保育」「病後児保育」「休日保育」「夜間保育」についての整備が特に遅れており、母親のニーズと

の間にずれがある。在園児以外の「家庭育児の支援」への支援については、必要と考えられてはいるものの、園

を中心とした取り組みが多く、相談活動や育児サークルとの連携はあまり活発ではない。「親同士のネットワーク

形成」については、施設が媒介となってネットワークをつくることができることと、反面、子どもが在園していてもネ

ットワークが形成されない親もいること、仕事を持つ母親の時間的な余裕のなさや、社会的関係の希薄さも明ら

かになった。働く母親に必要なのが両立支援だけはないということができる。 

 

今後の研究課題 

親への支援が不十分な点は明らかにできたが、母親たちの困難については、さらにライフコースに踏み込ん

だ分析を行い、必要な支援について明らかにしていくことが必要である。 
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非行観の類縁性―――発達的生成と時代的変容 

山口大学  高橋 征仁 

 

 

青少年の逸脱や非行に関する社会学分析は、２つの志向の間で大きく揺れ動いている。一つは、逸脱や非

行における量的・質的変化を強調し、その原因をメディア環境や教育環境などの時代的変化へと帰属させる志

向である。もう一つの志向は、逸脱や非行をめぐる管理や教育のまなざしを主題化し、逸脱や非行における変

化を道徳事業家たちの営みへと帰属させる方向付けを有している。 

 しかし、主客二元論を理論的背景とするこうした対立は、必ずしも生産的であるとは思えない。というのも、これ

らの立場はいずれも、時間的推移に伴う＜変化＞を理解する際に、２つの論点先取を犯しているからである。１

つには、メディア環境の変化を要因とみなす論者も、道徳事業家のまなざしの変化こそが要因だと主張するもの

も、ともに変化の主軸を＜時代変化＞に置いている点である。そこでは、青少年の規範意識や問題行動におけ

る揺らぎの多くが＜発達的変化＞に由来することが忘れられている。ときには世代間の差異や地域的・文化的

差異までも、強引に時代変化による差異として説明しようとする議論も見受けられる。しかし、規範意識や問題行

動には比較的大きな発達的変化が存在しており、時代的な安定性も、そうした発達的変化の上に構成されてい

る。したがって、時代的な変化を論じる場合でも、発達的変化の変化を明らかにする視点が重要になってくる。 

 もう一つの論点先取は、変化の有無に関する主張が、回答率や得点の増減という＜一次元的な尺度＞から行

われているという点にある。逸脱や非行をめぐる意識や行動には、著しく変化しているものもあれば、比較的安

定したものもある。したがって問題なのは、どのような領域において意識や行動の変化が激しく、どのような領域

においては安定しているのかということになる。この検討においてポイントになるのは、行為規範が単独で機能

するものではなく、常に他の行為規範や典型的なライフスタイルなどを参照しながら、類縁化されて機能している

という点である。＜道端に座り込む＞ことや＜電車の中で化粧する＞ことが、フツーだと判断されるか否かは、そ

れが他のどのような規範と類縁化されているかに係っている。基本的な変化とは、そうした類縁化されるカテゴリ

ーの変更であると考えられる。そうした関係性の変化（意味変容）こそが論じられなければならない。 

 本報告では、山口県における青少年の規範意識調査（1992 年、1997 年、2001 年、2004 年＝4 時点、小 5、中

2、高 2、18～24 歳＝4 年代）における非行観および問題行動に関するデータをもとに、上述した＜発達的変化

＞と＜類縁化作用＞を強調した議論を展開した。これまでの分析によると、ヤンキーやDQNとして類縁化された

非行認識は、時代的にみても発達的にみても、比較的安定している。他方、恋愛や性、消費にかかわる事柄は、

発達的にも時代的にも様々に変化している。それらは、自己決定権の肥大化というよりも、恋愛規範や性規範、

消費規範の一般化（＝年齢規範の衰退）という側面から捉えられる。 



 4 

「 地 域 の 子 育 て 活 動 」 の 可 能 性 

―「少年非行の抑制要因・推進要因に関する調査」より― 

 

                                               福岡県立大学  中村 晋介 

 

 

 本発表のもとになったのは、Ｆ県に住む中学生の保護者 6240 名を対象に実施した調査である。調査は 2005

年 10 月に実施された。Ｆ県全域より公立中学校 37 校を抽出。学校の同意を得た上で、生徒を通して調査票と

返送用封筒（無記名）を配布。郵送で 2152 票を回収した（回収率 34.5％）。 

 調査票に配置した、「日本全体の政治や経済のことを考えるより、家族サービスが大切だ」という質問への回答

を、回答者の私事化傾向の度合いを測る指標として採用した。すなわち、この質問に「そう思う」「少しそう思う」と

答えたグループ（604 名、全体の 28.6％）を「私事化傾向高群」、「どちらともいえない」と答えたグループ（892

名、全体の 42.2％）を「私事化傾向中群」、「あまりそう思わない」「そう思わない」と答えたグループ（618 名、全体

の 29.2％）を「私事化傾向低群」とした。 ついで、1)地域活動（町内会活動など）への参加度・重要性に関する

認識、2)学校活動（PTA 活動など）への参加度・重要性に関する認識、3)最近話題になっている「地域の子育て

活動」に対する意識、4)行政の子育て支援策への知識、などといった設問への回答分布をこの３群で比較した。

また各種の属性変数（性別、年収、家族構成）と、1)～4)との連関についても分析を行った 1)。 

 その結果、地域活動、学校活動への重要製についての認識や、「地域の子育て活動」についての評価は、私

事化傾向より「家族構成」や「年収」といった社会的変数によって規定されていることが示唆された。特に、ひとり

親家庭や、年収が低い家庭の保護者は、地域活動・学校活動への参加度が低く、その重要性に関する認識も

低かった。また行政の子育て支援策に対する認知度も低く、「地域の子育て」に関しても消極的であり、「子育て

に関して相談できる地域の人」の数も少なかった。その主たる理由は、これら保護者たちの「仕事の忙しさ」に求

められた。 

 また、ひとり親家庭の保護者や年収が低い家庭の保護者は、それ以外の保護者よりも、子どもの問題行動に

悩んでいる場合が多かったし、「親としての自信」もぐらつきがちであるという結果も導かれた。さらに、大多数の

保護者にとって、自らが「地域の子育て活動」の主体となる可能性は全くの想定外であったにも注意を喚起した

い。子育て支援に対する保護者の期待はむしろ学校教師への専門教育、相談・支援機関の設置や紹介、専門

家の育成といった項目に集中しており、自助的なボランティアグループの結成や運営の支援、民間の支援機関

への助成・支援に対する期待はむしろ消極的なものに過ぎなかった。 

 したがって、現状において安易に「住民の全員参加」を原則とする「地域の子育て活動」を提唱することには一

定の留保を差し挟みたい。「青少年の健全育成」を目的とする新しい「コミュニティ」を立ち上げることは、仕事の

都合や家庭の事情によってその「コミュニティ」に参加できない人びと（その大半はひとり親家庭、経済的に困窮

している家庭＝子どもの問題行動に悩む家庭の保護者となるだろう）、およびその子どもたちを、現状以上に

「地域」から疎外してしまう可能性が高い。この施策は、こういった人びとに対するセーフティネット、具体的には、

「生活のゆとり」を与えるための積極的是正措置を構築した後に初めて着手されるべき行政課題であろう。「住民

主体による地域の子育て」を安易に推進することは、この輪に参加できる住民と、参加したくても参加できない住

民との格差を広げる結果を招きかねない。そして少なくとも現状においては「参加したくても参加できない」住民

の方が、地域から孤立し、子どもの問題行動や子育て一般に悩んでいることを忘れてはならない。 

 

  1)「地域の子育て活動」については、「近所の人や地域の人が子どもとふれあったり、かかわりあったりすること

で、子どもの社会性を育てたり、規範意識を身につけたりするようになること」と定義した。 
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韓国における農家民宿の家族夫婦の機能 

―慶尚南道南海郡南面虹現里加川ダレンイ村事例の社会関係分析を踏まえて― 

 

熊本大学社会文化科学研究科博士課程・熊本大学文学部   張 綿珠・徳野 貞雄 

 

韓国の農業・農村政策を時期別に分けてみると、1970 年代の近代産業化の初期として経済成長による都市部と農

民間の所得格差発生の時期である。1980 年代は工業化の過程で資本主義による農業経済，農水産物の輸入開放，

農地制度が行われた時期である。1990 年代は農業構造政策，農産物の流通改善，有休農地対策であり、2000 年代

に入ってからは米政策への転換，所得，経営安定と構造改善農業・農村の危機感がより深くなってきた。 

あわせて、韓国農業総調査報告および農業基本統計調報告書を調べてみると、農家人口は 1985 年の 852 万人

(22.7%)から 2002 年 359 万人(7.9%)に減少した。そのうち、60 歳以上の農業人口は 1990 年 31.3%から 2001 年 55.4%

で農村高齢者の問題が進んでいる。2004 年の専業農家は 63.3 ％、兼業農家 36.7 であり、耕地規模は１ha 未満の

農家が全体 59.1％である。 

このような農業・農村の危機のために、2002 年から新たな農村振興政策としてグリーン・ツーリズムが全国各地から

活発に行われている。そのなかで、中山間不利地域であり、2002 年の農村振興政策として農家民宿や農家レストラ

ンなどを営んでいる慶尚南道南海面虹現里加川ダレンイ村を対象にした。 

特に、農家民宿経営者を中心に人間関係はどうなっているのか。農家民宿のなかで夫婦、家族の機能と役割はど

うなっているのかについて問題点をおいて研究を進めた。調査方法は村全体の民宿経営農家 14 戸のうち、9 戸・16

人の家族を 2005 年８月 11‐15 日・20－21 日の７日間に面接調査を行った。設問項目は<村のなかで様々な問題や

難しいところをだれと相談していますか>である。分析方法は、UciNet 5.0 プログラムを通じて直接的（degree 

centrality）間接的（centrality 人間関係分析を行った。 

ダレンイ村の一般現況は村人口が 1960 年代の 120 戸・700 人から 2005 年は 6５戸・152 人に減少した。6５戸のな

か、専業農家３５戸、商業６戸、2002 年以後農村振興政策が始まってから都市部から移転が７戸（このなか農家民宿

５戸、別荘が２戸）である。村全体の耕地面積は 42ha、このうち田２4ha、畑 18 ha である。米収穫時は１０日間という短

期間に労働力を集中する共同労働として‘ツーレ(dure)‘が行われている。 

人間関係分析の結果、直接的影響力(degree centｒality)は、KT さん(60.656)、PM さん（63.934）の夫婦が非常に

大きく直接的影響力を持ち、農家民宿住民間の相談先として役割をしている。間接的影響力（betweenness 

centrality）は、女性民宿経営者の PM さん（213.376）が多く持っている。  

また、農家民宿協会長である KJ さん（49 歳）は、農家民宿の予約、管理などで行政からの政策事業を担当してい

る。元々ダレンイ村の出身であるが、20 代に釜山市でボイラ技術者として働いて 10 年後に U タンしてきた。奥さんは

農家民宿や農業体験の仕事を一緒に手伝っている。家族構成員は李さん（奥さん、42 歳）、中学校３年、中学校１年

の息子２人（15 歳、1３歳）、小学校３年の娘（9 歳）である。 

つまり、以上の分析結果をまとめてみると、第１に、農家民宿間の信頼関係には夫婦相互に影響が大きい。 第２

に、男性より女性の影響力が高い。第３に、U タンした KJ さんが主導的に農家民宿の維持・管理している。第４に、行

政事業を行っている外部向けリーダーと、内部向けリーダーが異なっている。すなわち、行政事業管理型リーダーと

農家民宿間の相談リーダーとは不一致する。第 5 に、人間関係の網では村のなかで農家民宿という協同作業をする

住民同士により深く相互影響を及ぼしていることがわかった。 
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現代の家庭における食生活に関する調査の考察――日韓比較調査―― 

熊本大学大学院社会文化科学研究科 立山 ちづ子 

１ 研究の目的 

子どもの食卓の孤食化については、1982 年に足立己幸らの調査で明らかにされた。「子どもの食生活は現代

の食事情を映す鏡」（中村靖彦、1998 年）といわれる。この研究では孤食化が産業化の進展によりもたらされて

いるのではないかとの仮説をもち、①孤食事情を主とする家庭の食卓の実態調査、②孤食化の要因とその背景

の考察の 2 点について、日本（熊本）と韓国との対比で行った。就業構造の変化が、日本の 1955－1975 年の過

程と、韓国の 1975－1995 年の過程がほぼ重なり、概ね 20 年の時間差があり、その後韓国では急速な産業化が

進んだという事情をふまえたものである。 

２ 研究の方法 

（１）現代の家庭における食生活に関する実態調査 

１） 調査対象者は、成人：韓国では水原市（主に農村振興庁職員）、テグ広域市（主に高校教員）の 47 名、

熊本では熊本市（九州農政局職員）、宇城市海東地区（農村地域）の 71 名。中高校生：韓国では水原

市とテグ広域市の 143 名、熊本県の高校生 全日制 1,086 名、定時制通信制 150 名である。ただし、

統計的な処理は行っていない。 

２） 調査時期 2005 年 8 月～12 月  

３） 調査方法 韓国では①訪問先での依頼、②知人に配布と回収の依頼。熊本では①成人：知人に配布

と回収の依頼、②高校生の結果は、熊本県高等学校教育研究会家庭部会家庭科研究委員会が実施

した結果を引用。福岡市は熊本大学徳野貞雄教授が担当した「平成 15 年 福岡市民の食生活に関

するアンケート結果の概要」（財団法人 福岡都市科学研究所）から引用。 

 

３ 現代の家庭における食生活に関する実態調査の結果と考察   

（１）孤食（「ひとり」食）は、日韓ともに、成人より、中高校生で多い 

朝食を「食べていない」が最も多いのは、高校生の熊本定時制通信制（以下「熊定通」と略記）で 42.7％、次

に多いのは成人・福岡市 2003 年の 17％である。夕食を「食べていない」はどの群も朝食より少ない。 

「ひとり」食は、朝食：成人群では福岡市 2003 年（34.7％）が最多で、中高校生群（以下「中高群」と略記）では

熊定通の 65.1％、続いて熊本全日制（以下、「熊全日」と略記）の 52.2％である。夕食：成人群では福岡市 2003

年（18.4％）、熊本（18.3％）。中高群：韓国（26.1％）、熊定通（24.7％）。朝食・夕食ともに、成人群より中・高校生

群の方が、「ひとり」食の割合が高い。 

高校生が家族と一緒に食べない理由として、朝食では熊定通の場合｢寝坊｣（52.8%）が多い。熊全日では自

分の「課外活動」(34.7%)、「家族が仕事」（25.4%）。夕食の場合も数値は低いが同じ理由である。 

韓国の高校生は、学校に残って大学受験のために 21 時過ぎまで自主学習をする。夕食は「学内食堂」

（41.3％）や帰宅後の「ひとり」食、｢友人などと食べる｣（韓国の高校生 50.8％）である。熊本も韓国も、大学受験

という高学歴化に向かう社会のなかで、高校生の「ひとり」食が多くなっているとみられる。 

「食べていない」や「ひとり」食などの食形態が解体しているにもかかわらず、どの群も食事に対する満足感は

高い。最低の数値でも、成人群での朝食の福岡市 1987 年 78.9％。中・高校群で朝食の熊全日 71.0％。このよう

な実態について徳野貞雄は「危機を危機として感じられない危機」との警告を発している。 

（２） 食事行為は産業化の影響を受ける 

「ひとり」食は、成人群：産業化が進んでいる福岡市で、1987 年より 2003 年の方が朝食も夕食も「ひとり｣食が

多い。韓国の場合、中・高校生群では朝食を「家族と一緒に」食べる割合が高いが、夕食では熊本高校生より低

い。また、日韓ともに、中・高群の方が、成人群より「ひとり」食が多い。産業化が進むことと、「ひとり」食の進行は

連動しているとみられる。 

（３） 食育推進計画の「朝ごはんを毎日食べる」などの推進による成果は上がらないとみられる 

父・母の労働時間の長さや労働形態により、家族と一緒に食事をとれないという子どもたちが、大幅に減少す

ることは今後も難しいとみられる。消費者の側では、食の外部化が進み、調理食品の購入は増え続けてきた。生

産の側では、国内生産額に占める農・漁業は減退し、食品産業のウエイトが増加し続けてきた。韓国でも日本に

似た動きがみられる。わが国では食育基本法を制定し、食育推進計画を具体的に立てた運動が推進されつつ

ある。しかし、個人の食生活は、法律や行政の指導によって変わる面は弱く、社会構造によって変動させられる

面が強いとみられる。 
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ケアマネジャーの介護保険制度に対する評価と役割意識 

――福岡・山口県における調査票調査をもとに―― 

 

久留米大学比較文化研究科後期博士課程  藤島 法仁 

 

少子・高齢化の進展のもと、介護をめぐる問題は多くの人にとって不可避の課題となり、2000 年４月、介護保

険制度が導入された。同制度導入の目的は「介護の社会化」にあり、理念として普遍性、公平性、妥当性、専門

性を備えた福祉サービスの供給を掲げた。すなわち、これらの実現に向けて、従来の高齢者福祉は、財源方式

において公費主体から社会保険方式に、サービス提供において措置方式から契約方式に、負担において応能

負担から応益負担に大きく転換した。 

このような介護保険制度導入の意義について、伊藤は大きく認定、利用、サービス提供、公的責任という４つ

の側面から問題点を指摘している。①介護認定について、認定の基準を心身状態に限定するため、認知症高

齢者等の適切な認定は困難である、②利用者負担について、応能から応益へ負担方式が変化したことによって、

特に低所得者層はサービス利用を抑制、あるいは利用から排除される、③サービス提供について、営利企業の

行う効率化によって、サービスの質は低下する、④公的責任について、介護保険法上の「サービス費の支給」と

いう規定や契約化によって、公的責任は後退することを指摘している。 

さまざまな問題を指摘されながら介護保険制度は７年目を迎え、認定者数は 400 万人を超えた。システムとし

ては定着したかにみえるが、その実態はどうであろうか。制度導入にともない、新たな職種としてケアマネジャー

が誕生した（2004年度第７回試験までの資格取得者数は約34万人）。ケアマネジャーの職務は特に適切なアセ

スメントに基づくケアプランの作成が重要で、その作成にあたって、利用者の生活を全体的にとらえることが求め

られている。 

このように介護の質に関わり、制度運用の要といわれるケアマネジャーは介護保険制度をどのように評価して

いるのであろうか。また、自らのケアマネジャーとしての役割にどのような意識をもつのか。そして、現在、ケアマ

ネジャーは職務の遂行にあたってどのような状況におかれているのか。本報告は、実際に制度を運用するケア

マネジャーに注目し、ケアマネジャーの制度、役割、おかれている状況に対する意識を検討することによって、

介護保険の意義について考えることを目的とする。 

報告では、福岡・山口県で行った質問紙調査（有効回答数 494、有効回答率 66.7%）の結果をもとに、第１に、

ケアマネジャーの介護保険制度に対する評価と役割意識を明らかにし、制度評価と役割意識を軸にしてケアマ

ネジャーの類型化を試みる。第２に、ケアマネジャーのおかれている状況について、職場環境・職務内容・給与

に対する意識と、抱えるストレスについて分析する。このような分析によって、運用主体にとっての制度の意義に

迫ることができる。 
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家族と介護（独居後期高齢者事例研究４０ケース） 

 

 山口県立大学  松成 恵 

 

【研究目的】 

現在の高齢者は、戦前、戦後の激しい社会変動を体験しており、それに伴う家族変動にも直面せざるを得な

かった。跡継ぎによる老親扶養は当然のこととして、自らも、舅姑の最後を看取ってきた世代である。そのような

日本における伝統的な老親扶養に関する家族意識も変化を余儀なくされ、もはや当然のこととして、家族に介

護を期待することは困難になった。しかしながら、伝統的な老親扶養に関する規範に代わる新しい社会規範は

いまだ確立したとはいえない。本研究は、家族にかわる担い手はいったい誰なのか、という問いに答えようとする

ものである。高齢者研究の蓄積にはかなりのものがある。しかしながら、65 歳以上を前期高齢者、75 歳以上を後

期高齢者とするならば、後期高齢者に関する実証的研究は意外と少ない。特に今後一層増加すると予測される、

独居後期高齢者に関する実態調査はほとんどないといってよいであろう。2000 年には、介護保険制度が導入さ

れ、社会制度としての一端が整備された。また 2006 年 4 月には、一部改正され施行されている。今後も制度の

見直しは絶えずなされる必要がある。このような意味からも、独居後期高齢者の実態調査は意義があると考えら

れる。 

 

【研究方法】 

調査地は、交通の便、調査協力、などを考慮して、山口市の１地区が選ばれた。この地区には、独居後期高

齢者が、百数十名いる。そのうち、民生委員の方々から推薦いただいた人が自動的に調査対象者になっている。

調査対象者になることを承諾するという点で階層差があることは、十分承知している。1999 年(4 名)、2000 年(5

名)、2001 年(7 名)、2002年(9 名)、2003年(5 名)、2004年(5 名)、2005 年(5 名)の合計 40 名である。調査方法は、

ライフコースアプローチを採用し、各ケース、2 回ずつ、家族歴、職業歴、健康状態、友人関係、近隣関係、親族

関係、趣味や楽しみ、子どもとの関係、将来のことなど、生活全般について数時間インタビュウした。 

【研究結果】（１）性別は女性が31名で多い。（２）年齢は、80歳以上が半数いる。（３）寡婦（夫）期間が長い。（４）

子どもについては、男子が少なくとも一人以上いる人が 34 人いる（養子２名含む）。（５）跡取りについては、男子

がいる場合、圧倒的に長男と決めている。（６）男子がいる場合で、跡取りを長男と決めており、将来長男が帰郷

することを期待しているケースが８ケースある。１ケースを除いて跡取りはすべて県外に住んでいる。（７）男子が

いる場合で、跡取りを長男と決めているが、将来のことを長男に期待しないケースが１８ケースある。そのうち３ケ

ースが県外、４ケースが県内他市、１１ケースが市内に住んでいる。親と子の物理的な距離にかかわらず、将来

同居することは希望していない。（８）男子がいる場合で、跡取りを長男以外とするケースが８ケースある。長男死

亡が３ケース、長男病気が１ケース、長男と離別が１ケース、その他３ケースある。その他３ケースのうち、次男に

将来を期待する１ケース以外すべて、自宅での一人暮らしの継続、ないしは施設希望である。（９）男子がいない

場合、すなわち、養女を含めて、子どもが女子のみのケースが６ケースある。この場合は、すべてのケースで、自

宅での一人暮らしの継続、ないしは施設希望である。１ケースのみ、「当面は一人暮らし継続希望」であるが、い

よいよとなったら娘が放って置かないと答えている。 

 

【考察】 

昨年の学会発表では、２００４年までの３５ケースについて発表した。そのときのテーマは、調査対象者が、調

査時点にいたるまでに、別居中の子どもたちと同居するタイミング（たとえば、配偶者の死亡、本人の病気、跡取

りが家を新築するなど）があったと予想されるにもかかわらず、同居せず現在にいたっており、今後も同居する可

能性はほとんどないというものであった。今回、２００５年の５名のケースを加えてさらに詳しく分析した。その結果、

家意識の残存、寡婦期間の長さ、ライフスタイルの確立、自立意識の高さ、義理の関係への気遣い、地域や自

宅への愛着、介護保険制度の定着などから、このまま自宅での一人暮らしを全員が希望している。したがって１

ケースを除いて、いずれは、在宅介護、施設入居、病院の可能性を想定しなければならない。家族の境界線の

液状化ともいうべき現象が生じており、家族研究は、かつてそうであったように、地域研究へと必然的に進んでい

かなければならない現実がある。 
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上海における高齢者介護施策の展開 

 

                        熊本学園大学社会福祉学部  篠崎 正美 

 

東アジアの高齢化の急速な展開の中で、高齢者に対する社会保障の整備が求められているが、年金・医療と

並ぶ介護については、取り組みが遅れていた。しかし、90 年代半ば以降、介護についても、従来的な家族価値

に依拠する私的保障への期待と強化がまず行われるとともに、社会的サービスを整備する方向が新たに展開し

つつある（シンガポール、韓国、中国）。筆者は、1990 年代半ばに、中国とシンガポールにおいて制定された高

齢者保障に関する立法を「親孝行法」として注目し調査したが、増大する介護需要と減退する家族の介護機能

の進行から見てサービスの社会化は不可避であろうと予測していた。親孝行法はとりあえず、社会の含み資産と

もいえるアジア的な親子関係文化を私的保障のために法的に動員し、社会的サービス整備への時間を確保し

たものと考えられた。 

ただ、社会保障の中に介護を位置づけることは、日本の介護保険導入においてもそうであったが、それぞれ

の社会において未知の経験である（欧米での先進経験の学習はあるが）。 

その社会の家族観、家族機能の実態、介護を従来になってきた女性の社会的位置・役割変化及びジェンダ

ー・ポリテイックス、高齢者自身の生活と意識における自立志向と介護要求度などの要因の把握と調整といった

システム内部の再構成が必要である。同時に、社会的介護サービス提供にかかわる諸レベルの人材育成、サー

ビス需要と供給の調整の制度枠組み形成、財源確保と公私の負担問題、等々多くの要素を取り込んだ新たな

システム構築が必要である。日本の介護保険制度導入は大きな東アジアの諸社会にとって、大きなモデル的意

味はあったと考えられるが、では具体的にそれぞれの社会で具体的に介護の社会化への「展開プロセス」がどう

なるかは予測が困難であった。 

2000 年以降、上記の諸国で介護サービスの社会化が開始されてきた/きつつある。今回は、日本の公的介護

保険モデルをもとに民間介護保険システムを導入するかに見えていた上海市において、試案とは異なる形で急

速に展開されてきている介護の社会化施策について、展開過程と内容、意味づけ、親孝行方との関係について、

現地での調査をもとに検討を試みた。 

発表では、まず上海市の人口高齢化の高速の進展状況においてとりわけ 2010 年から 30 年までの２０年間が

重大な時期となっていること、一人っ子政策が格段に成功している上海では、今後高齢ひとり暮らし、夫婦二人

暮らしが増大、健康問題を抱える後期高齢者の比率が増加することを確認した。また、介護者が、配偶者が 4 割

強と最も多いものの、子どもと「お手伝いさん」がそれぞれ 2 割強を占め、すでに「介護サービスを買う」という行

為が一定程度広がっているのである。この状況に対して、介護保障に関する市の施策の展開は三つの時期に

段階的に区分された。第三期は、星光計画導入という社会化施策導入期であるが、これが、失業者の再雇用、

地域福祉体制の一定の整備、福祉ミックスという供給体制の導入によって開始されていることを確認した。 
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ケアマネジャーのストレス調査からみた現代的課題 

 

久留米大学文学部  保坂 恵美子 

 

ケアマネジャーは 2000 年 4 月の介護保険制度の下で生み出された福祉専門職で、その業務はアセスメント

に基づいて要介護者や要支援者のニーズを把握し、ケアプランを作成することにある。しかしながら、ケアマネ

ジャーは行政と利用者の接点に位置し、制度と現実とのギャップや自分自身の能力の壁、職場内での位置づけ

や賃金の低さ、長時間労働など、様々な矛盾の中で仕事をしており、ストレスを受け易い立場にいるように思わ

れる。上のような観点から、本研究はケアマネジャーのストレスに焦点をおく実態調査を行ったものである。 

調査方法は、現任研修に参加したケアマネジャーに直接調査票を配布し、現任研修終了後に受付にて回収

する集合調査法による。調査票配票数は福岡県 365 票、山口県 376 票で、有効回答数〔率〕は福岡県 257

（76.7％）、山口県 237 票（63.0％）であった。分析枠組みには、燃え尽きを測定するための Maslach のＭＢＩ尺度

と、これに影響を与えると思われる属性、性格特性、職場環境・職務内容・給与に対する満足感、ワークファミリ

ー・コンフリクト、社会的地位・仕事の負担感、制度評価と役割意識、健康状態の 7 つの要因群からなる質問群

を設定した。 

 分析結果によると、ケアマネジャーの職場環境は、中高年女性を中心とした時間外労働の多い環境となって

いる。ケアマネジャーの前職は看護職 4 割、介護職 3 割で、最終学歴は約半数が専門学校、残る 4 割が高校・

短大卒、所属する事業所の過半数は 3 人以下のケアマネジャーのいる小規模事業所である。こうした中でケア

マネジャーは担当ケースの多さから 1 日 1～2 時間程度の時間外労働に従事し、8 割以上が勤務時間外での対

応、過半数が祝日・休日での対応を行う等、公私の区別のつきにくい職場環境で働いている。 

給与については、看護職より介護職の方が 10 万円低く、全体の 6 割以上が給与は「低い」と答えている。また、

社会的地位についても、7 割以上が「低い」と答え、負担となる業務については、「主治医との連携」（65％）、「サ

ービス担当者会議」（55％）などの割合が高い。バーンアウトの感情については、ケアマネジャーの 6 割以上が

「心身の疲労感」や「心にゆとりのない感じ」、「仕事をやめたい」など、負の感情をもっている。また、健康状態に

ついては、全体の５割～6 割に身体症状（「肩こり」等）や心身症状（「目の疲れ」、「眠さ」等）、4 割に精神症状

（「忘れ易さ」「考えがまとまらない」等）が見出される。バーンアウトの 3 つの下位尺度（情緒的消耗感・脱人格

化・個人的達成感）と健康状態とのクロスによると、精神症状と個人的達成感を除外して、3 つの下位尺度と身

体・心身・精神症状との間には危険率 1％水準の有為差が見出された。以上の結果から、ケアマネジャーの負

担感については、担当ケース数を減らしたり横の連携システムづくりを強化する等の措置が、また、健康問題に

ついては行政による定期的な健康診断と健康相談の必要性が指摘できる。 

 



 11 

単独選抜制度移行の影響力－旧総合選抜校を中心に－ 

 

別府大学  松森 武嗣 

 

１ 問題意識 

・ 総合選抜制度においては、総合選抜校間格差を極力なくすことを理念とした制度により、「成績均等配

分」の基本原則のもとにあった。それゆえ、保護者や生徒の意識の中では、高校間格差はないことが建

前であった。 

・ 公立高校入試における単独選抜制度への移行は、旧総合選抜校間の格差をもたらすことになるのか、そ

うであるなら、それはいかなる要因によってもたらされるのか。 

 

２ 理論的仮説 

① インプット（層別入試）はアウトプット（進学実績）に、アウトプットはスループット（学校文化）に、スループット

はインプット（単独選抜入試）に規定される。 

② インプット（単独選抜入試）における牽引力は、成績上位者の動向。  

 

３ 調査 

 『単独選抜高校入試制度に関する調査結果』(2003)と『中学生の進路と生活および高校生の学校生活に関

する調査結果』(2006)の２つの調査結果に基づく。 

 

４ 分析 

Ⅰ アウトプットにおける差異 

  ★単独選抜入試は高校間格差をもたらすという、理論的前提の立証。 

Ⅱ  インプットにおける差異 

★「個性の伸長」と「校風」の志願理由選択者は、新制度への適応（順応）群。 

★これらの志願理由は格差化を牽引するものと考えられるが、特に「校風」の牽引力が格差化の最も有力な

要因となっている。 

Ⅲ  スループットにおける差異〔Ａ高校とＣ・Ｄ高校との比較を中心に〕 

★Ａ高校のイメージ・評価因子では、「伸びやかさ」（＝明るい＋賑やか＋楽しい）が、中３生、高３生入学前、

高３生に一貫している。この因子は、Ａ高校の「校風」と関連するものと推察される。 

★また「自由」の高さは、校訓「自律」との関連性を物語っている。つまり、高校満足度の相対的高さは、「自

由」な雰囲気の中で、生徒関係の良好さのために、伸びやかに学校生活を過ごしていることの証左と思わ

れる。 

 

５ 結論 

 ①学力上位層の高校選択の動向が高校間の序列化を促進するという理論的前提にたてば、学力上位層が高

校に対して抱く「個性の伸長」や「校風」という、高校への期待と魅力が、格差形成にとって重要な意味を持っ

ている。生徒の期待する「個性の伸長」とは、生徒の個性を、高校が尊重し伸ばしてくれることであり、また生

徒が魅力を感じる「校風」とは、生徒の自律・自由性を高校が尊重し、それによって生徒たちが醸し出す「伸び

やかさ」のことである。これらが中学生のイメージのみならず、現役の高校生にとっても実感できるような学校文

化こそ、世間による実力校としての高い評価とともに 高校の独自性への期待と魅力（価値）に連動している。 

 

②総合選抜校間の格差形成の契機は、学校文化が層別入試をもたらすことによって成立し、それが固定化

すると、インプット（層別入試）→スループット（学校文化）→アウトプット（進学実績）→インプット（層別入試）が

成立する。           
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生活構造と運動・スポーツ実践の状況分析 

熊本大学  後藤貴浩 

 

研究の目的 

スポーツ隆盛の時代を迎えた現在，地域住民の運動・スポーツ実践に関する，より綿密な状況分析が求めら

れている．また，現代社会において，身体活動を不可欠な要素とする運動・スポーツ実践がどのような機能を果

たしているのか再確認する必要がある．一方で，地域スポーツ政策は大きな転換期を迎えており，学卒後に自

分たちの住む地域で，どのように運動・スポーツ実践を展開することができるかが問われている．さらに，このよう

なテーマを研究主題としてきた地域スポーツ研究では，生活主体としての個人の側から地域スポーツの実態を

捉えてこなかったという反省すべき課題が指摘されている．そこで，本研究では，生活者としての個人の生活構

造と運動・スポーツ実践の関係を実証的に明らかにすることを目的とした． 

 

1． 研究の方法 

1) 調査項目 

鈴木広の生活構造分析やこれまでのスポーツへの社会化に関する研究を参照し，独自の調査項目を設定し

た．具体的には，基本的属性(年齢・性・学歴など)のほか，生活条件(仕事や住居など)，様式(余暇活動など)，

意識(生活観など)，運動・スポーツ活動(頻度，種目，仲間など)について調査した． 

2) 調査方法 

アンケート調査を用いた．配布・回収は配票留置法及び調査員による訪問調査によって行われた．  

3) 調査対象 

調査地区には，都市部として熊本市，都市周辺の地域として御船町，農山村として小国町を設定し，それぞ

れに居住する 20 歳以上の男女を調査対象とした．回収率については，機縁法を用いて対象者を選定したため

算出しなかった．有効サンプル数は男性 206，女性 296 の合計 502 であった．平均年齢は，男性 45.7 歳，女性

47.7 歳となった． 

4) 調査期間 

平成 17 年 10 月～平成 18 年 3 月 

 

2． 研究の結果 

現代社会における運動・スポーツ実践の様相は，定期的実施者の増加，実施種目の個人化という特徴を持

ち，生活構造との関連性について次のように示すことができる．まず，これらの運動・スポーツ実践の特徴は，基

本的には年齢，自由に活動できる時間及び家族のあり様に規定される．特に，子どもや父母などの存在により，

その様相が異なることが分かった．さらに，健康文化への同調性が拡大する中で，ますます運動・スポーツ実践

の個人化は進むことが予測される．地域スポーツ行事は，スポーツ活動というよりは，地域社会活動として認知さ

れており，それへの参加については，個人が直接的につながるのではなく，家族がその接着剤的な役割を果た

していることが確認された．さらに，上層・流動社会は運動・スポーツの個人化を特徴する．一方， 土着・下層社

会では，地域住民あるいは家族の関係性をベースにした地域社会活動としての地域スポーツ行事が，今後の

地域社会形成において重要な役割を果たしていくものと思われる． 

 

※参考文献については，紙面の都合上省略する． 
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現代日本社会における対人的コミュニケーション状況に関する一考察 

―福岡市民意識調査を用いた友人関係の世代間比較― 

 

九州大学大学院生 菅澤貴之 

 

【 目的 】 

現代の若者の友人関係やコミュニケーション様式の特異性についてはマスコミのみならず精神科医、研究者

など様々な立場の人間から言及されることも多い。しかしこれらの論考は、臨床経験に基づく印象論であったり、

高校生や大学生など若者世代に特化した調査データから結論を導き出している。しかし、若者世代のコミュニケ

ーションの特質を描き出すには、全体性を把握することが重要なのではないだろうか。そこで、本報告では、九

州大学文学部社会学研究室が 2005 年度に福岡市民を対象に実施した質問紙調査の結果をもとに、世代間比

較という方法を用いて全体性を眺めながら現代日本社会における対人的コミュニケーション状況の中でも特に

友人関係に注目して分析を行い、若者の友人関係の特質を描き出すこととした。 

 

【 調査の概要 】 

調査方法：調査票による自記式調査、留置法 

調査期間：2005 年 8 月 8 日から 28 日 

調査対象：福岡市南区に在住する 20 歳から 69 歳までの男女 1200 人 

回収結果：有効回収数 439 票 （男性 140 人、女性 296 人、不明 3 人） 回収率：36.6％ 

 

【 分析結果の概要 】 

まず、友人関係の意識に関して構造的な把握を試みるために因子分析を行った結果、＜クール志向＞、＜

ホット志向＞、＜親密性＞の3因子が抽出された。 

次に、世代による友人関係の相違を検証するために、年代を独立変数、3因子を従属変数とする一元配置の

分散分析を行った。その結果、年代が高まるにつれて一貫して＜クール志向＞因子の因子得点が上昇する一

方で、＜ホット志向＞因子、＜親密性＞因子の因子得点は減少していることが判明した。このことから、若年世

代ほど狭く深い濃密な友人関係を志向する傾向が高いことがわかった。すなわち、今回の分析では、従来提示

されていた若者の友人関係像とは異なる結果が得られたといえる。 

しかし、なぜ若年世代ほど深く濃密な友人関係を希求しているのだろうか。この点については、データが存在

しないので推論の域を出ないが、若干の考察を行うこととした。 

長谷正人は、自己アイデンティティは他者の承認なくしては存立しえず、人はコミュニケーションを通して他者

の承認を得ようと日々、葛藤していると指摘している（長谷2005）。ここから、友人関係とは、自己承認を得るため

の供給源のひとつとして位置づけられよう。そして、若年世代では、友人関係が生活世界の重点を占めているこ

とをふまえると、高齢世代よりも若年世代のほうが、友人関係において自己を開示しあう濃密な関係性を求める

点も理解できる。自己承認の供給源にしめる友人関係のウエイトは、若年世代ほど大きいからだ。しかし、年を

重ねるにつれて、自己承認の供給源である親密な関係性は多様化する。例えば、既婚者であれば、配偶者か

ら自己承認欲求を充足することが出来る。このように自己承認の供給源が多様化した結果、高齢世代では、自

己承認供給源としての友人関係のウエイトが低下する。とすれば、高齢世代ほどあっさりした表面的な友人関係

を志向している点も理解できるのではなかろうか。 

しかし、上記の考察は、既述したように推論の域をでていない。そこで、今後の研究では、こうした不備を補う

ために、継続調査を実施し、今回、得られた知見の妥当性を検証していきたいと思う。 
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協調関係の比較事例分析に向けて 
 

九州大学大学院比較社会文化研究院 三隅一人 

 
 報告者が役割関係分析のために開発したモデル（Misumi 2004）を、より一般的に協調関係の比較事
例分析に活用するために、論点を整理し、社会的価値理論を素材として試論的な展開を試みる。このモ

デルは、ゲーム次元と役割次元を互いに独立な意思決定の次元として考え、意思決定の結果に応じて異

なる関係持続率を導入して繰り返しゲームにおける長期的期待利得を計算し、どちらの次元の意思決定

に従うことがどういう条件下で合理的か、を分析するものである。ここで、協調関係を、何かを犠牲に

してある社会状態を生み出す（維持する）、その納得（説得）の根拠となる状況的意味づけのスキーム

の一種、と定義する。そうすると先のモデルが想定する役割関係は、協調関係の下位スキームとして考

えることができ、さらにそれと類似した下位スキームとして個人間の約束、組織の制度的取り決め、社

会の慣習的合意、国家間の協定などを一般的に考えることができる。こうして先のモデルは、協調関係

のもとでの相互行為、あるいは、相互行為を協調関係に秩序化する過程に関する、一般的な比較事例分

析枠組みとしての可能性をもつ。 
 ゲームの戦略的行為と、規範・価値との関係については、社会的価値論（Van Lange and Liebrand 
1991）の研究蓄積がある。ここで社会的価値は、自己と他者の効用の考慮の仕方として操作化されるけ
れども、それは状況の文脈とは独立に作動する一般的な規範要因と考えられる（土場 1995）。したがっ
て、われわれのモデルを適用して価値と効用を独立に定式化することは妥当である。それにより、価値

が実現すべき社会状態を指示する側面のみならず、実現したい社会状態を導くために価値が手段的に参

照される側面も考察できる。囚人のジレンマで例解しよう。そのゲームの解は「相手が譲歩するのなら、

つけ込む」という競争的スキームを前提にしている。そこに「相手が譲歩するのなら、自分も譲歩する」

という協力的スキームに相手を引き込もうとする駆け引きを考える。例えば下図において、協調関係を

構築して(coop, coop)を実現したい P1が、あえて coop を選択して価値サインを送り、P2を協力的スキ

ームに引き込む駆け引きを行う、と考えるのである。長期的利得を吟味すると、その合理性は P2 のス

キームに依存する。すなわち、P2 が競争的スキームなら駆け引きを行う合理性はないが、P2 が協力的

スキームなら無条件に、また P2 が駆け引きに応じてスキームを競争から協力に転換するならば一定の

条件下で、駆け引きは合理的である。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
スキームは、その場に応じた一時的な「表出と解釈のスキーム」（Goffman 1961）とみることもでき
る。それがどういう契機で規範性を帯びるかを合理性に照らして説明し、類型的に記述する枠組みとし

て展開できるかもしれない。また、制度的に裏打ちされたスキームが、具体的な相互行為を通して（そ

の非合理性がゆえに）虚実化し、解体ないし再編される側面も興味深い。そこでは権力関係スキームが

焦点になるだろう。（文献省略）

V1：価値（自己スキーム） 

R1 ：認知（他者スキーム予

B1：行動 
 （価値サイン） 

V2 

R2 

B2 

d1=2, d2=2 c1=4, c2=1 defect 

b1=1, b2=4 a1=3, a2=3 coop  
P1 

defect coop  
P2  

P1 P2 
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フリーターの語る「やりたいこと」論理・再考 ―雑誌『No！』の分析を通じて― 

九州大学大学院 修士 2 年 益田 仁 

 

本報告ではフリーターの多くが語る（そしてフリーターを選択する心理＝原因としてこれまで度々論究されてき

た）「やりたいこと」という言葉に着目し、それがどのような社会経済的背景の下、どのようにして語られているのか

を考察する。 

用いるデータ：月刊誌『No!』（福岡都市圏で販売されている若者向け情報誌）2003 年 3 月号～2006 年 5

月号に掲載されているフリーターへのインタビュー記事（計 108 人分） 

 

不安定なのは正社員もフリーターも一緒 

 正社員として就職しても先行きが不透明であるということが、多くのフリーターによって意識されている。 

正社員は「割に合わない」 

 その上で、フリーターたちは正社員という就業形態を「割に合わない」と評価している。この「割に合わない」と

は、時間対賃金といった経済的合理性のみを意味するのではなく、労働時間・給与・責任・転勤の有無等を

総合的に判断した上で正社員は「割に合わない」と評価されている。 

選択肢としてのフリーター 

 正社員でもフリーターでも先行きが見えないことは同じであり、正社員の場合は「割に合わない」。従ってフリー

ターという働き方が選択されるのであるが、このフリーター選択のプロセスの背景には、フリーターという働き方

が比較・選択の対象として認知されていることが前提としてある（逸脱の度合いの低下）。 

フリーターへの否定的評価 

 しかし一方で、フリーターたちは「フリーター」という就業形態への否定的レッテルを強く内面化しており、早く

「脱フリーター」をしたいと語っている。しかしそのことがフリーターからの離脱を直接的に促すわけではない。ここ

で、フリーターたちは次のようなダブル・バインドな状況に直面する。 

二重拘束 

Ⅰ．正社員にしろフリーターにしろ先行きが見えないのは同じであり、正社員は割に合わない 

Ⅱ．「フリーター」ではなく、正社員として働かなければならない 

Ⅰは（「割に合わない」のだから当然）正社員の回避を促す一方で、Ⅱは正社員として働くことを要請する（規範

的価値観）。このようなダブル・バインドな状況に対する対応は三つある。 

 

①「割に合わない」正社員を「割に合う」ようにする 

②正社員として働かなければならないという価値観を否定する（＝フリーターとして働く） 

③割に合わない正社員として働く 

 

①「割に合わない」正社員を「割に合う」ようにするには、時間・給与・責任などの悪条件（マイナス面）を帳消しに

出来るほどの「何か」を正社員として働くことに見出すしかない。しかしその「何か」は報酬・社会的名声など外的

なものに見出すことができない。そのような状況下でも積極的にその「何か」を見出さなければならないとしたら、

そこへ残されたものは「やりたいこと」―つまり、やること（仕事）自体から内面的な楽しみ・快楽を得ることのできる

こと―しかないと考えられる。多くの「フリーター」は正社員の非合理性を知りつつも、正社員として働くことを求め

られる状況にある。だからこそ「やりたいこと」がこれほど多くのフリーターによって語られるのだと考えられる。 

②しかし一方で、「やりたいこと」がない（見つからない）フリーターは、正社員として働くことを断念せざるを得な

い状況となる。 

③また、「割に合わない」正社員として働く（外的な強い）必要―例えば結婚や親の希望、友人たち（準拠集団）

の就職など―に迫られた場合には正社員が選択され、「やりたいこと」は放棄される。 

このように、一見するとわがままともとれる（そしてこれまでも実際、若者の未成熟として描かれてきた）「やりた

いこと」への強い志向は、その背景として厳しい（と「フリーター」たちに考えられている）労働環境があり、それが

相互に矛盾するような困難な状況をつくり出し、結果「やりたいこと」がフリーターたちによって語られていた。多く

のフリーターたちにとっては正社員として働く意義・理由などない。しかし彼ら／彼女らはその意義・理由を求め

ざるを得ないのである。 
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現代若者の親密性に対するジレンマー小説を題材としてー 

 

九州大学 博士課程Ⅰ年 深山 雅宏 

Ⅰ．問題の所在 

 現代の若者論では多様なテーマが議論されているが、そのなかでも若者をめぐってある矛盾することがらが語

られている。それは切り詰めて言えば「動物化」（個人充足志向）と「つながり」（関係充足志向）という語りである。

本研究における問いは「矛盾する性質を持つ動物化とつながりはどのような関係にあるのか？」をめぐるもので

ある。 

 

Ⅱ．先行研究 

 動物化という言葉に象徴される議論を乱暴に要約すれば「動物化とは他者から承認を求めないような状態」で

ある。ここでの「私」は他者との関係性の中で構成される「私」ではなく、１人で不安なく充足できる「私」である。 

以上の議論に対して「つながり」の議論では次のような若者が語られている。この「私」とは他者との関係性のな

かで構成されるものであり、現代の若者にとってはまさにこの関係性こそが重要な課題であることを指摘している。

非常におおざっぱに両者の特徴について述べてきたが、考えられうる両者の関係は①80 年代若者論のように

「動物化／つながり」を全く異なる人格類型として分類する②同一人物のなかに動物化を促す力とつながりを促

す力が同居している、であろう。②に沿う議論として土井［2004］は両者を「個性的な自己を支えるために、他者

による承認が必要」と説明し、現代の若者はこのジレンマにおかれるとしている。本報告では②の立場に立ち、

次節では大人の語る若者像ではなく、若者の立場から語られる若者像に迫ってみたい。若者の立場からみたと

き、動物化／つながりといった軸はみられるのか？あるいは見られるとすれば土井の言うようなジレンマはどのよ

うに位置づけられているのかを検討したい。 

 

Ⅲ．小説を題材とした一試論 

 本報告において小説をとりあげるにはいくつかの意図がある。近年の若者論においては宮台［1998］東［2001］

芳賀［1999］などを代表に「若者は内面を持たない」と述べられ、その結果若者の内面への具体的接近があまり

ないからだ。前節で②の立場を取った本報告では内面に焦点を当てることを目標としているため、メリット／デメ

リットはあるもの長いあいだ内面を描くメディアとして存在してきた小説を題材として、若者のジレンマの一側面を

描くことを狙う。 

【小説分析】 

 具体的に検討したのは、2003『蹴りたい背中』綿矢りさ（1984生）と2004『野ブタ。をプロデュース』白岩玄（1983

生）である。両者の主人公の態度（性格）はもちろん異なるのだが、彼らの語りには三つのカテゴリーが見られた。

それは①嘘の絆 ②嘘じゃない絆 ③孤独という３タイプの語りである。 

 それではこれら３つのカテゴリーはどのような関係にあるのだろうか①ネタのためのつながりと②嘘じゃない絆

は反対の位置関係にあるが、否定的で耐えるべきとして描かれる孤独はどのように位置づけられるだろうか。 

 ギデンズの親密性の議論によれば、親密な関係を形成することによって、信頼を獲得することができる一方で、

自分が傷つくかもしれないという賭けの要素が存在する。小説の分析からわかったことは、親密性に賭けの要素

があるのなら、傷つく可能性は選択したくない若者たちの態度である。彼らは傷つきたくないがゆえに、絶対に

自分を裏切らないという信頼（嘘じゃない絆）を求めるのだが、それが不可能な夢であることもわかっているため、

やむをえず次のような技法を採用する。それが「ひとりで孤独を我慢すること」や「ネタとして友人とつながること

によって孤独を一時的にまぎらわす」という技法である。これらは①絶対的な信頼が欲しいが②傷つきたくないと

いう、親密性に対するジレンマへの対応とみることができる。 

 

Ⅳ．結論と課題 

 Ⅰで述べた動物化とつながりの語りの関係は土井の議論によってある程度、説明可能なものだったが、若者の

自己語りから見えてきたものは、それに厚みと彼らの技法であったように思われる。若者の語りにおいては「ネタ

のためのつながり／嘘じゃない絆／孤独」という「動物化／つながり」と比較的近いカテゴリーが参照されており、

それらカテゴリー間の関係性は上述したようなものである。しかし、本研究の分析で描き出された「ネタのための

つながり／嘘じゃない絆／孤独」というカテゴリーの使用については、それぞれの主人公においても採用する技

法が異なっていたように、多くの若者においても異なっているはずである。本報告の分析では小説を題材とした

一側面にすぎない。そのため、今後はより幅をもった説明を行なうための調査が必要とされる。 
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結婚による女性正社員の就労形態の変化――総合スーパーA社の事例―― 

 

広島大学大学院総合科学研究科博士課程後期  佐藤 洋子 

 

本報告では、結婚・出産時における女性の働き方の変化について、総合スーパーA 社の事例から考察を行っ

た。特に結婚・出産後も正社員として就業を継続している女性の働き方の変化に着目し、その背景と意味を探る

ことを目的とした。 

用いたデータは、2005 年に行った A 社正社員への聞き取り調査（女性 9 名、男性 1 名）と、A 社女性正社員

を対象に行った質問紙調査によるデータである。A 社は 1961 年創業、広島市に本社を置く総合スーパーであり、

現在、中国・九州地方を中心に 74 店舗を展開している。従業員数は女性正社員 922 名、男性正社員 1273 名

であり、その他パートタイマー、アルバイトから構成されている。A 社はまた均等推進企業として表彰された経験

を持つなど、女性の活用を積極的に行っている企業でもある。 

A 社で働く女性は 20～30 歳代前半が 83.8％と若い年齢に偏っており、既婚者 165 名、子どものいる者も 83

名と少ない。A 社では入社数年の間に男性社員の多くも退職していくが、女性の離職率は男性よりも高く、特に

結婚、出産といったライフイベントの時期と重なるであろう入社 6～7 年目以降、男性との離職率の差はどんどん

開いていく。 

そこで結婚・出産時の働き方に着目してみると、異動範囲に制限のないレギュラー社員として入社した A 社の

女性正社員は、結婚・出産を機にそのほとんどが①退職、②パートタイマーへ転換、③エリア社員へ転換、のい

ずれかの変化を経験する。エリア社員とは転居を伴う異動がないかわりに、レギュラー社員よりも基本給が 1 割

低く、昇格の上限も決められている社員群である。こうしたエリア社員への転換は、人事担当者によれば結婚後

も正社員として働く女性の 9 割が経験するものであり、社内では「通説」となっているという。 

ではなぜ会社側は女性が結婚を機にエリア社員に転換することを当然と考えるのであろうか。そこでは転居を

伴う異動のあるレギュラー社員との公平性の問題が語られる一方で、女性の家庭責任を念頭に置き、それに「配

慮」していることが理由のひとつとして語られていた。そのように会社が「配慮」によって既婚女性をエリア社員へ

と誘導する一方で、女性側は複雑な思いをのぞかせている。A 社の女性は結婚規範や母親役割意識を強く持

っており、それゆえ家庭生活と両立させやすいエリア社員の働き方を評価する者もたしかにいる。だが実際に結

婚を機にエリア社員に転換した者の多くは、レギュラー社員でいたくとも家庭のことを考えて「仕方なく」転換して

いたのである。 

しかもエリア社員に転換して働く女性たちも、夫や家族のサポートがなければ働き続けることは難しく、また子

どもが小さいうちに働き続けることができたとしても小学校入学の時期にまた壁にぶつかり、さらに昇進を望んだ

としてもそれは困難であるなど、さまざまな悩みを抱えていた。 

A社における「結婚→エリア社員」という転換は、会社が既婚女性の家庭責任を当然視しそれに「配慮」するた

めに、既婚女性が下位の職務に流し込まれていくという問題をはらむものであった。たしかに女性が自らエリア

社員に転換することを選択する場合も多いが、それはあくまでも与えられた選択肢内での最良の選択でしかな

い。仕事もキャリアもと望んだとしても、それを可能にする選択肢は A 社に用意されていなかった。 

またジェンダー公正という観点で考えると、A 社では従来の＜男性＞対＜女性＞という構図ではなく、＜男性、

男性並みに働ける独身女性＞対＜男性並みに働けない既婚女性＞という新たな分離が生じている点でも問題

であるといえよう。 
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大学生の結婚観に関する一考察 

活水女子大学  園井 ゆり 

 

1. 課題設定 

本報告では、2004 年に西日本の 14 大学において行われた「大学生のスポーツ・価値観に関する調査」に基

づき、大学生の結婚観がいかなるものかを検討することを目的とする。 

近年、結婚に対する意識は大きく変化してきている。本研究では、今後、結婚を行う可能性のある大学生が結

婚に対していかなる考え方を持っているかを検討する。すなわち、本研究で明らかにするのは未婚の大学生の

結婚に対する考えである。日本では、結婚後、子どもをもつ傾向があることから、結婚をするか、しないか、また

するとすればいつするか、ということは、子ども数にも影響を及ぼす。未婚の大学生の結婚観に関して何らかの

知見を導き出すことは、少子化傾向が続く日本において、今後の出生動向を見据えるうえでも意義があろう。 

 

2. 分析方法と結果 

本研究における分析対象者は、未婚の大学学部生 1260 名である(全サンプルに占める割合は 97.4％)。本研

究では、先行研究をふまえ、以下の 2 つの検討課題を設定し分析を行った。すなわち、「(1)家族主義的な規範

意識に否定的な者は、結婚に対する考え方に個人主義的な傾向がみられるのではないか」と「(2)個人主義的な

考えを有する者は、結婚に対する考え方に個人主義的な傾向がみられるのではないか」という 2 つである。 

分析の結果、検討課題(1)については、この傾向が確認された。すなわち、家族主義的な 

規範意識に否定的な者は、結婚に対する考え方に個人主義的な傾向がみられた。検討課題(2)については、個

人主義的な結婚観に対して有効な変数は、男性、女性ともに「国家観」に関する変数であった。かつ、女性につ

いては「社会関心」に関する変数が有効であることが確認された。 

 

3. 考 察 

検討課題(2)において、「個人主義的な考え」をはかる変数として、本研究で取り上げた「国家観」、「社会関

心」に対しては、個人主義的な傾向をそれぞれ「国への帰属意識が低い」、また、「社会関心が低い」と解釈した。

しかしながら、「国家観」、「社会関心」のそれぞれにおいて、個人主義的傾向をこのように解釈することに対して、

再検討を要する。従って、「国家観」、「社会関心」において解釈に制約があることをふまえた上で、本研究の分

析結果を考察する。結婚に対して個人主義的な傾向にある、ということは、従来の価値規範にとらわれず、結婚

に対して多様なあり方を受け入れることだといえるかもしれない。まず、「国家観」について、国のあり様における

多様な考え方を受け入れようとする姿勢が、結婚に対する多様な考え方を受け入れることにつながっているのだ

ろうか。次に、「社会関心」について、社会関心の高さは社会における様々な考えに対する認識を深めることだと

すれば、社会や国のあり方における多様な価値観を受けとめる姿勢は、結婚に対しても多様なあり方をうけとめ

る姿勢へとつながるのであろうか。今後は、今回の分析におけるさまざまな課題を再検討したうえで、大学生の

結婚観について考察をすすめたい。 
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福祉力から見る大都市における高齢人口集中地区 

－福岡市の校区別地域高齢化と介護サービスの実態－ 

 

九州大学大学院人間環境学府博士課程 1 年  李 暁鐘 

 

本稿では、政令指定都市の一つであり、九州地方の中枢都市として発展の著しい福岡市を事例として、高齢

人口集中地区の発生状況を明らかにする。当市は 2000 年高齢社会の段階に突入しているが、人口高齢化の

状況は、都市内部で異なっている。この研究では、まず異なる都市内高齢化についてのパターンの抽出を行い、

その経緯を明らかにする。用いた分析手法は、以下の３つである。 

まず、小学校区をケースとして、2000 年の国勢調査結果から導き出される人口変数、及び介護事業者数に関

する変数に基づいてデータベースを作成した。このデータベースに基づいて、変数間の相関分析を行った。そ

の結果、人口高齢化と世帯構成及び要介護者発生度に関わる変数間などには一定の相関が見られるが、これ

らと介護サービスの有無との間には相関関係は見られなかった。 

 次に、人口高齢化と介護サービスの関係を明らかにするために、高齢者の移動と介護サービス事業者の有無

とのデータを用いて、小学校区をケースとして、1995 年と 2000 年の国勢調査結果から導き出される向老期コー

ホート分析を行った。その結果、福岡市では、高齢化に対応して福祉が整備されるというよりは、福祉施設が整

備されたので、その地域に転入する高齢者数が増えていることがわかった。 

さらに、ＧＩＳ（地理情報システム）上で、町丁目ごとに住民登録人口から導き出される年齢別人口割合を反映

させ、老年人口割合（65 歳以上）の多少でランク分けを試みた。その結果 65 歳以上人口が 30％以上を占める

町丁目（高齢人口集中地区）の存在が浮き彫りになった。さらにＧＩＳを拡大して、この高齢化が著しい町丁目の

地図情報を読み取ることで、高齢人口集中地区には、「農村型」、「山地型」、「島・半島型」、「都心商業地型」、

「病院・施設立地型」、「住宅型」、「公共施設立地型」の７類型が存在することが分かった。 

これらの高齢人口集中地区の分析を総合して地域パターンをまとめてみた。その結果、大きく４つの地域パタ

ーン（居住特化型地域、農山漁村型地域、高齢化の緩和型地域、就業者居住型地域）が抽出できることが明ら

かになった。 

福岡市は、表面上は「若い人口」の大都市であるが、その内部には高齢化の進んだ小地域を数多く含んでい

る。このような小地域の人口高齢化に注目した概念としては、アメリカにおけるＮＯＲＣ（自然発生的な退職者コミ

ュニティ）や日本の過疎地域におけるデ・ファクトの高齢者コミュニティがあるが、福岡でもこうした地域の発生が

見られる。このような地域は、今までのような福祉対策のままで放置されれば、コストのかかる高齢者移動を発生

させる背景になりかねない。「エイジング・イン・プレイス（住み慣れたところで老後を暮らす）」という理想を実現す

るためには、このような小地域の実情に即した地域分析に基づいた整備計画が必要であり、福祉力の増強もこ

のような枠組みの中で検討されるべきであろう。 
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センサス・コーホート法による地域間移動の分析Ⅱ 

The Studies of regional mobilities  by  Census Cohoot MethodsⅡ 

 

                            大分県立芸術文化短期大学  吉良 伸一 

 

  ５年ごとに実施される国勢調査において、たとえば1995年10～14歳の人口は2000年では15～19歳に達する。

この人口コーホート（同時発生集団）の国勢調査間における変化率すなわち「生残率」を求めれば、ある地域に

おける特定年齢層の地域間移動の大きさを測定できる。たとえば大都市圏における1995年10～14歳の人口と2

000年15～19歳の人口の比を求め、この値が１より大であれば非大都市圏からの人口の流入があったと考えら

れる。特定地域におけるある年齢の純移動数は、その地域の生残率（コーホート変化率）が全国と等しいという

前提のもとに、ある年次の生残数をもとめる。その地域における実際の期末人口との差を求めれば、その間の純

移動数が求められる。こうして得られた数値と、住民基本台帳人口の移動データから得られた純移動数（転入超

過数）と完全には一致しないが、誤差はわずかである 

 センサス・コーホート法による分析から、70年代前半では、多くの年齢層とくに25～29歳で流出の増大が生じ、

大都市圏への流入は急速に減少する。70年代前半では期末年齢15～19歳と20～24歳での流入が依然大きく、

全体として大都市圏への流入超過が続くが、70年代後半になると期末年齢15～19歳と20～24歳の流入の減少

と25～29歳の流出の増大によって、全体として流出超過となっている。 

 80年代にはいると、期末年齢25～29歳と30歳代の流出の減少とそれに伴う随伴移動と考えられる5～9歳の流

出の減少によって、再び流入超過が起こっている。80年代後半では流入の増大と流出の減少によって70万人

程度のかなり大きな流入が生じている。 

・90年代前半では、期末年齢15～19歳と20～24歳での流入の減少と25歳～44歳までの流出の増大によって流

入は縮小する。しかし、95～2000年に入って、期末年齢15～19歳と20～24歳での流入は変化がないものの、期

末年齢25～29歳の流出の減少によって再び流入増加となっている。 

 東京圏における純移動の総数は、大都市圏全体とは異なり、70年代後半においても流入超過である。80年代

に東京一極集中と呼ばれた大きな流入超過がある。90年代前半にかなり減少するものの90年代後半には再び

増加しているが、80年代に比べると流入量は半数程度である。2000年代に入って住民基本台帳人口移動年報

報告では再び流入の大きな増加があるが、2005年国勢調査の発表が待たれる。 

 大阪圏と名古屋圏の分析から、従来、大都市圏への人口移動と考えられていたものは、1970年以降では基本

的に東京圏への人口の集中によって動いてきたと考えてよかろう。 

  やや強引ではあるが、この方法によって地方圏の道県の人口移動の分析を試みた。2000年国勢調査の地域

間移動の数値と比べかなり近い数値が得られた。1990年代以降の特徴として50歳代から60歳代の地方圏への

移動が見られる。2000年では鹿児島・熊本・大分などの西日本に多く見られる。今後、団塊世代のUターンの動

向などを考える上で、さらに分析を進めて生きたい。 
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農山村振興における GT・都市農村交流の限界と可能性 

 

                        熊本大学 文学部 徳野貞雄 

 

 Ⅰ、本報告の目的 

１）“GT（グリーン・ツーリズム）・都市農村交流”はどこまで現実的に農山村振興に寄与できるのかを明らかに

することが、最大のテーマである。近年,GT・都市農村交流が、過疎過、高齢化、農林業衰退に苦しむ農山村地

域の振興政策として、農水省はじめ各自治体から推奨されているが、現実にどれほどの効果が生じているのか

は具体的には明らかにされていない。現在の所、有効な農山村活性化政策がほとんどない中で、行政や地域リ

ーダーを軸に、都市人口の持つ経済的資源に対する過剰期待と、行政的な政策のシングルフォーカス化が起

こっているのではないかと考えている。そして、このような「夢に漂う都市農村交流」が、どのような農山村の歴史・

社会的事実から生まれてきたのか。 

 

 ２）現在、各地で行われている農家民宿や棚田オーナー制、「道の駅」や体験農業などの“GT・都市農村交

流”は、多様な内容であるばかりでなく、それらが、地元住民を軸とした【地域活動】なのか【経済的な農業事業】

なのか、それとも行政を軸とする【農業・地域政策】なのか曖昧であり、それらの活動内容および活動主体を整理

することによって分類したい。現時点では、活動主体である a、農家・農山村住民と、b、都市住民、c、行政（地元

自治体／国・県）の間に、目的や機能、効果などに様々な《ズレ》が発生したままブーム的に推進されているとみ

ている。 

 

 ３）以上の課題を遂行するため、“GT・都市農村交流”を整理していくための分析基準を提示したい。①【人口

（担い手）ｖｓ人材】、②【地域経済浮揚論ｖｓ農家＋a 所得論】、③【定住人口論ｖｓ交流人口論】、④【農業・農村

の実態性ｖｓ農的クラシ・農的世界という観念】の４つの分析基準からアプローチする必要がある。 

 Ⅱ、“GT・都市農村交流”の社会的背景の分析 

 １）農家・農村住民における【内発的課題解決能力の低下】と、都市人口に対する幻影的な過剰期待。地域活

性化における【交流人口論】の一人歩き。 

 ２）過度な産業化・都市化による生活の質とアメニィティーの低下に対する不安と反省が、『緑豊かな農村』と

『新鮮で安全な食』という【農的世界】への憧れ 

 ３）農業・農村政策の手詰まり状況の中で、ポスト生産力主義的政策としての国・県などの場当たり的政策。お

よび都市住民へのサービス行政としての“GT・都市交流” 

 ４）国以上の厳しい現実的課題の中で、藁にも縋る思いの“GT・都市農村交流”を進める地元自治体。地元商

工・観光業者の根強い交流客待望論。 

Ⅲ、小結 １）“GT・都市農村交流”は、【政策論】的には農山村振興に対する過剰期待（団塊の世代の U ターン

期待など）とシングルフォーカス化が発生しているが、【活動論】・【事業論】的には一定の有効性が有る。

故に、願望としての“GT・都市農村交流”から、現実的実証的な“GT・都市農村交流”のあり方を検討し

ていくべきだ。 

 

    ２）【活動論】的には、交流対象を整理・類型化し、交流の目的・機能を明確化する。 

     Ⅰ型―家族・身内（他出子）との関係強化、農家の維持と将来設計 

     Ⅱ型―広域的地域住民間の関係強化と【対、都市対応策】の形成 

     Ⅲ型―都市の自然・農的指向性市民（有り難い人々）によるサポーター形成 

     Ⅳ型―赤の他人（観光型市民）、経済的効果の重視 
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住民調査からみた地域連携―関門地域共同研究より― 

 

下関市立大学  加来 和典 

 

 本報告では、住民の往来を中心に、2 地域の機能的結びつきを検討した。 

 調査対象地として、北九州市門司区門司港地区と下関市長府地区を選んだ。両市は、近年、さまざまな行政

領域で連携を打ち出している。その背景には、住民の頻繁な往来がある。両地区は、関門海峡に隔てられなが

らも、4km ほどしか離れていない。また、交通の便も悪くはない。 

 

調査の概要 

調査期間：2006 年 2 月 10～20 日、調査方法：郵送法、調査対象：80 歳未満（2006 年 1 月 1 日現在）の有権者、

サンプリング台帳：選挙人名簿抄本、サンプリング方法：系統抽出法、サンプル数：門司港 601・長府 600、有効

回収：門司港 280（46.6%）長府 323（53.8%） 

 

結果 

a) 海峡を越えた住民の往来 

 長府・門司港両地区のそれぞれの回答者の半数以上が、1 か月に 1 回以上相手市を訪れていた。相手市へ

の平均訪問回数は両地区でほぼ同数であった。 

 なお、行為単位ではなく、人単位でみるならば、仕事目的の訪問者率は長府で 9.9%、門司港で 8.6%にとどまり、

両地区とも買い物目的の訪問者率が 3 割を超え最も多いことも分かった。 

 買い物目的の訪問者率を年齢別にみると、「長府から北九州市」では、20,30 歳代で高く、年齢が高くなるにつ

れ低下するが、「門司港から下関市」では、年齢ごとにばらつきがあり、長府のような一貫した傾向はない。また、

性別にみると、「長府から北九州市」では、女性は男性に比べ買い物目的の訪問者率が高いが、「門司港から

下関市」ではこのような性差がない。ここから、北九州市の吸引力が若年層向け・女性向けの消費機能を中心と

することが窺われる。 

 全体の分析から、住民の往来という生活構造から見た両市の結びつきは、買い物や娯楽、観光といった消費・

文化次元で深いことが示唆された。 

 

b) 行政連携に関する住民の認知  

 回答者の大半が北九州・下関両地域の関係が深まることを期待しながらも、両市の行政連携に関する認知度

はかなり低い。 

 行政連携の認知度を左右する要因として、親しい人の人数・団体参加数・相手市訪問回数の 3 変数を想定し、

行政連携認知スコアとの相関係数を求めた。長府では、微弱ながらいずれとも有意な正の相関があった。門司

港では、団体参加・下関市訪問回数とは有意な正の相関が見られたが、親しい人の人数とは無相関であった。

考察：1) 相手市訪問回数と認知スコアの相関係数から、訪問者に対する両市の情報発信量には差があると推

定。2) 門司港地区では、インフォーマル関係量は行政情報の認知度に影響が無く、団体参加数によって情報

格差が生じている。行政情報の流れは、地域における社会関係のありようが影響を及ぼすとも考えられるが、今

後の課題としたい。 
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加来和典,1997,「通勤と地域類型」日本都市社会学会年報』15 号: 101-16. 

関門景観協議会ホームページ http://www.kanmon-keikan.com/html/main.html 

国土交通省九州地方整備局関門航路事務所ホームページ http://www.kanmon-waterway.go.jp/ 

松本康編著,2004,『東京で暮らす-都市構造と社会意識』東京都立大学出版会. 

吉津直樹,2006,「地域連携に関する一考察(I)～主として山口県および関門地域を事例にして～」関門地域研

究第 15 号: 37-50. 



 23 

まちづくり資源としての観光と住民の意識 

 

                    北九州市立大学文学部  須藤 廣 

 

リゾート法による大型観光開発の破綻が目立った 1990 年代以降、日本各地において、歴史的遺産の保全保

護や、景観の整備等によって、他所からの訪問客のまなざしを集め、まちの活性化を図るという手法（観光まち

づくり）が、まちづくりにおける重要なテーマとなりつつある。本報告においては、2006 年 2 月に行った「関門地

域まちづくりアンケート調査」から、北九州市門司港地区、下関市長府地区における地域の観光化に関する住

民の意識について分析することにより、観光化が地域や地域住民にどのような「効果」と「問題」をもたらすのかを

分析した。  

また、この調査から、両地区における「観光まちづくり」の問題点は、住民参加が十分に行われていないことに

あることが分かった。このことを克服するために、「観光まちづくり」に関わろうとする住民の特徴を分析する中で、

観光における住民参加の可能性について考察した。 

  

先ず、地域の観光地化に対する、門司港、長府両地域の住民の評価に関しては以下のような結果であった。 

 

１ 総論では「観光」の導入に賛成する。特に、道路の整備等ハード面における評価においては評価が高い。ま

た、地域に観光客を呼び込むことに関してもおおむね評価は高かった。 

 

２ しかし、経済効果、アイデンティティ効果に関してはネガティブな評価がなされていた（門司港は「まちのイメ

ージ」に比較的良い評価がされてはいるが）。また、自由回答における問題点の指摘には（１）地域の観光

化に賛成でありながら、その手法を批判するもの（例えば、歴史遺産の保存保護の一貫性のなさに対する

批判や、観光客の呼び込む努力が足らないこと対する批判等）、（２）地域の観光化そのものに反対するも

の（例えば、作られたイメージの押しつけに対する批判や、住宅地に観光客が入り込む事への批判等）の

二つの相異なる方向性が見られた。 

 

３ 両地域においては、住民が主体となっていないために、住民の間に観光に対する「疎外感」が存在した。 

以上の結果から、両地域が、観光地化の過程の状況としては、George V, Doxey による観光地住民の「い

らだち指標 irridex」における中位段階である、「無関心」と「いらだち」の状態にあると推測される（初期段階

は「幸福感」であり、最終段階は「反感」である）。「反感」へと向かう住民の疎外感を克服するための条件は、

住民の観光まちづくりへの参加なのであるが、両地域の住民の参加意識は総じて低い。しかし、観光ボラン

ティア等への関心を持つ住民も少なからずおり、彼らが地域に対する愛着を強く持つことも分かった。今後

は、こういった層を掘り起こし、「観光まちづくり」への参加を促す対策が必要であろうと結論づけた。 
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国家理念としての平和概念の定着と変化 

― 施政方針演説・所信表明演説の分析― 

 

広島大学  シピローワ・アンナ 

問題認識 

日本の「平和概念」は、世界的にみて、非常に特殊なものである。なぜならば、日本の「平和主義」は、欧米の

パシフィズムと明らかに異なっているからである。欧米のパシフィズムは、国家の国境線を超えるインターナショ

ナルなレベルでの人類愛に基づく思想である。それに対して、日本の「平和主義」は、日本国家をアイデンティ

ファイし、日本の独自性を強調する要素である。そして、日本が「平和な国」であるという認識は、日本国民に中

で根強く定着している。1990 年代以降、「平和概念」をめぐる国民コンセンサスがなくなり、改憲の支持率が増加

しつつある状況の下でさえ、日本社会において、「平和概念」が重要な価値として認識されつづけている。しかし、

「平和概念」は、日本に固有のものとして存在したわけではない。この概念は、第二次大戦後、導入されたもので

ある。このように外来のものである「平和概念」は、いつどの過程を経って、現在のような重要な役割を演じるもの

となったのだろうか。このことを明らかにするため、本稿では、戦後の首相の施政方針演説・所信表明演説を検

討する。 

 

論文の構成 

「平和概念」は、これまで日本社会において重要な位置を占めてきたものの、その意義については、1990 年

代に入るまで殆ど議論されてこなかった。そして、「平和概念」の意義は、1990 年以降議論されるようになった。

このため、まず、日本における「平和概念」の役割についての先行研究を概観する。そして、施政方針演説・所

信表明演説を分析する際の研究方法を検討する。次に 2 節では、両演説の分析を通して、「平和概念」が国家

理念となる以前の状況をたどる。そして3節では、1960年代半ば以降、両演説において「平和概念」が日本の独

自性を示す国家理念となったことを明らかにし、それ以降どのような諸施策が「平和国家」としての自己認識を支

える要素となったかを示すことで、日本の「平和概念」の特殊性についてその内容に照らして検討する。 

 

研究成果 

 内閣総理大臣の施政方針演説及び所信表明演説を検討した結果、1948 年から 1964 年までの時期では、

日本は、まだ「平和国家」として位置づけられておらず、むしろ「平和国家」となることが課題であったことがわかっ

た。1960 年代半ばから、日本は、自らを「平和国家」であると位置付けるようになり、それにとどまらず、日本は独

自の「平和国家」であると強調されるに至った。1965 年から 1970 年まで、突発的事件を経て、日本を平和国家と

して位置付ける要素が成立し、定着した。これらの諸要素は、他の国々との相違や日本の独自性を強調するもの

であった。このように、1960 年代の半ばから、平和概念は、日本の独自性を強調するものとして用いられ始める。

これによって、日本社会における平和概念は、日本国家に位置付けを与える重要な概念の一つとなり、換言す

れば日本をアイデンティファイする要素となった。  

そして、1990 年代に入ってから、平和概念の諸要素は重大な変化を遂げたものの、日本を国家として位置づ

ける概念として平和概念は重要な位置を相変わらず占めつづけるのである。 
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中国における医療事故の処理制度 

 

広島大学  肖 嵐 

 

中国においては、経済の発展に伴って人々の生命健康に対する権利意識が高まるとともに、医療の高度化・

複雑化によって医療環境が急速に変化する中で、近年、数多くの医療紛争が発生している。しかも、そこでは、

多くの患者及び家族による建物の破壊や、診療妨害、さらには医師への攻撃といった過激な行動が見られる。

生命身体に被害を受けた患者側は、不幸な事故への怒りを抑えきれず、感情的になり暴力的な抗議行動に走

ったのである。こうした力による解決の背景には、中国における医療紛争処理制度の問題が存在している。 

 本報告では、修復的司法の視点から、中国の医療紛争処理制度について検証し、制度がかかえる問題点を

明らかにするとともに、今後の方向について考察を加えた。なお、2002 年 9 月 1 日「医療事故処理条例」が施行

され、今日まで医療事故や医療紛争の処理規定として機能してきた。本報告では、「条例」に規定されている３

つの医療事故処理方法について取り上げた。 

第一の処理方法は、自主交渉である。これは、紛争の両当事者が第三者を交えずに直接話し合って合意を

達成するものである。低費用、迅速かつ柔軟な解決、直接の対話を通じて理解し合えることなど多くのメリットが

あるとはいえ、自主交渉がうまく行くのは、病院側が裁判になれば敗訴が明らかなケースに限られる。しかも現実

には、素直に医療過誤であると認める医療機関は極めて少ない。結局、情報に関して病院側と患者側が不平等

な立場にいる限り、自主交渉は決して公平な紛争解決方法とはならず、互いに互譲し合って解決に向かう可能

性は極めて乏しい。それが自主交渉の限界といえる。 

第二の処理方法は、衛生行政局調停である。これは、衛生行政局が両当事者間に介入して調停を行うもの

である。両当事者の自己決定を尊重しながら適正な合意形成に導くことや、両当事者の関係改善を図ることが

できるという大きなメリットがある。しかし、行政調停には多くの制度的制約が付随するだけでなく、とりわけその

「公正さ」の維持が問題視される。 

第三の処理方法は、医療裁判である。これは、被害者救済の最後の受け皿といわれる、重要な処理方法であ

る。医療裁判は公平性に優れているものの、長期化や高費用という問題がつきまとっている。しかも、裁判では

金銭的賠償に限定されるため、患者側が期待する医療者側の真摯な反省や対応は実現されない。この点が、

修復的司法の観点から見た場合、最大の問題といえる。 

以上の検討から、次のような結論を得た。すなわち、力の隔絶した医療者と患者の間の紛争を解決するには、

第三者の仲介は必要不可欠な条件といわねばならない。また、医療紛争が黒白をつけ金銭的賠償金額を争う

性質の紛争ではなく、医療者側の真摯な反省や対応を求める性質のものであるとすれば、裁判よりも話し合い

解決である調停・仲裁方式がより適合的といえる。しかも調停・仲裁方式は、金銭的負担や時間的負担が裁判よ

りもはるかに軽い。しかしながら、現在の衛生行政局調停には、「公正さ」の点で大きな問題がある。その意味で

は、中国において、公正な第三者機関による調停・仲裁制度、つまり裁判外紛争処理制度の展開が大きな課題

といえる。 
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職業性健康障害の歴史社会学に向けて 

－19 世紀後半英国の事例を通して－ 

菊井高雄（宮崎大学医学部） 

 

はじめに：昨年度の講座再編で社会医学講座へ配属されたことを契機に、社会医学とりわけ公衆衛生学の起源

に興味を持つようになった。また医療社会学の領域では、公衆衛生学の対象や方法に関して（いかにも古臭い

と？）自明視している感もある。そこで本研究では、19 世紀後半英国を事例として職業性健康障害に関する研

究がどういった経緯でなされるようになったのか、またその社会的背景などについて、若干の考察を試みた。 

 

職業性健康障害に関する先行研究（19 世紀後半以前）：主たる業績として次のものが上げられる。(1) B. ラマッ

ツィーニ『働く人々の病気』（1700 年：イタリア）、(2) E. チャドウィック『英国労働階級の衛生状態に関する報告』

（1842 年：英国）、(3) F. エンゲルス『英国における労働者階級の状態』（1845 年：英国）。 

 

19 世紀後半までの英国公衆衛生事情：英国公衆衛生の起源として、(1)絶対王政下の「メディカル・ポリース」構

想（1779 年：オーストリア）と(2)エリザベス救貧法（1601 年～1833 年）の影響が挙げられる。そして公衆衛生を国

家的事業へと押し上げたのが、(3) 「劣等処遇の原則」で知られる改正救貧法（1834 年）と(4) 保健総局(中央)

－地方保健局－保健医官体制を（E. チャドウィックの努力にもかかわらず、不十分ながら）敷いた公衆衛生法

（1848 年）および(5) 国家医学委員会の結成（1868 年）による衛生行政への英国医師会の提案 などである。 

 

死亡率から見た健康に与える職業の影響：F.ネーソンは「人口調査報告書」（1861年）及び「戸籍本署長官第25

回年報補遺」（1860 年～1861 年）を調査資料として、いくつかの職業における作業環境が健康に与える影響を

死亡率との関連で明らかにしようとした。なかでも採鉱職従事者と動物性食品関連業従事者双方の死亡率を職

種ごとに提示したデータから、職業が人々の健康に与える物質的な影響を明確に指摘している。(表 1：部分) 

表１ 採鉱職従事者の死亡率（1861 年） 

25－65 25－45 45－65 年齢 

採鉱職 （1.50） （1.05） （2.30） 

鉄鉱石 1.37 0.98 2.63 

石炭 1.48 1.10 2.54 

錫 1.61 0.85 3.14 

鉛 2.03 1.34 3.67 

銅 2.47 1.40 4.95 

 ＊カッコ内は全人口死亡率(1861 年) 表 1 はネーソン(1872 年)の原表 A を基に作成 

 

公衆衛生に対する英国医師会の貢献：衛生審議会報告(1871 年)を経て｢中央｣と｢地方｣の妥協の産物として改

正公衆衛生法(1875 年)が成立した。これはシモンの｢予防医学｣体制（国家医学）によって、自然科学及び医科

学を地域保健の推進のために適用する試みであった。ここに至って初めて公衆衛生に対する英国医学の直接

的な貢献を指摘することが出来るが、それでもなお｢医療･医学｣の論理が(既得権益を含む)｢福祉｣のそれよりも

優先されることはなかった。すなわち、貧民に対する医療救済提供の可否決定権は救貧法保護委員会にあっ

て、医師にはなかったのである。 

 

主要参考文献は以下の通り。 

Francis G. P. Neison, “The influence of occupation upon health as shown by the mortality experience,” 

Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine (1872), 17, pp.95-126. 底本は、Kevin 

White (ed.) The Early Sociology of Health and Illness, Vol.1, 2001, RKP, pp.232-263. 

B. ラマッツィーニ/ 松藤訳『働く人々の病気』北海道大学図書刊行会、1980 年 

エンゲルス/ 一條他訳『イギリスにおける労働者階級の状態』岩波書店、1990 年 
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北九州市におけるホームレスの生活状況と自立支援 

 

稲月 正（北九州市立大学） 

 

 本報告では、2003 年、2004 年に北九州市で行われた「ホームレス実態調査」の結果をもとに、(1)北九州市のホーム

レスの特徴ならびに生活状況、(2)ホームレスになるまでの経緯を明らかにした。さらに、(3)それらの結果をふまえ、地

方中核都市におけるホームレス自立支援の方向性について考えた。以下、順に紹介する。（詳しくは『ホームレス自立

支援』明石書店［2006］をご参照ください。） 

 

（１）北九州市のホームレスの主な特徴 

①日本経済の構造調整期（1997-98）に北九州市のホームレス数は急増した。その増減は自殺者数（全国）の推移

と符合する（相関係数は 0.92）。 

②北九州市出身者が多い。また、地域移動歴を見ても北九州市一貫型が 25.2％、U ターン型が 20.6％（両者の合

計は 45.8％）である。北九州市のホームレスは潜在的には社会関係資源を保持している。 

③調査に比べて「公園」などでの「小屋がけ」が少なく、「道路」での寝起きが多い。このことが「近隣住民からの嫌が

らせ」や「通行人からの暴力」の多さ、体調不良を訴える人の多さとも関係しているように思われる。 

 ④社会関係における剥奪が顕著である。ホームレスになる前に家族からも地域からも孤立・無援化している。ただホ

ームレスどうしの生活上の助け合いは比較的多い。また、家族との再開を望む人も多い。 

 

（２）ホームレス化の過程 

 調査結果から導かれたホームレス化の過程は下図の通りである。 

 
 

（３）地方中核都市におけるホームレス自立支援の方向性 

 ①物質的困窮（ハウスレス）解消のための基礎的生活支援が急務である。 

 ②それとともに、社会関係（ホーム）の回復のための支援が必要である。ホームレス数が数百人規模であれば、NPO

ボランティアとの「顔の見える」関係の構築は可能である。 

 「役所」や「福祉」という言葉に比べて「ボランティア」という言葉への好感度は非常に高い。「自立支援センター」の設

置だけではなく、「炊き出し」を通した社会関係の構築や「自立」した後も継続して生活支援を行うための「自立生活サ

ポートセンター」の働きが重要である。未だ完全なものではないにせよ、こうした「公－民協働」による「トータルサポート

システム」の一例を北九州市のホームレス自立支援システムに見ることができる。 
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精神障害者、回復者の就労を考える視点      沖縄キリスト教学院大学人文学部  近藤 功行 
はじめに 

 身体・知的・精神障害の３障害において、優劣の差は身体、知的、精神の順であることは歪めない。「精神障

害はある意味診断がついている。治療のフィルードに出てきている。治療方針がたちやすい(できる)」と、ある学

生は述べる。身体また知的障害は、児・者の区別がつきやすいと考えられる。一方、精神障害者においても、

児・者の両者が存在する。３障害の中で、「精神障害児・精神障害者」の位置づけは他の２障害よりも一般の

人々の認識においても、周知されにくいと考えられる。障害者にとって重要な視点はノーマライゼーションもさる

ことながら、就労の側面にある。そこで、精神障害者、回復者の就労に関する内容を、奄美群島内の２作業所へ

の訪問からの内容を紹介してゆく。障害者就労をさらによくするためには、地域の人々の考え方、つまり、障害

者観が重要である。障害者観には、福祉機関、医療機関や行政機関の障害者観、企業の持つ障害者観、など

様々なそれがあると考えられる。精神障害者、回復者の就労が理解され、雇用率がアップする模索を行う上で、

以下の項目について調査研究『平成 17・18 年度：科研費採択』の現状を紹介する。 

障害者雇用率 

 これまで、企業就労（一般就労）1.8％ の実雇用率が都道府県で達成出来ているかどうかは、障害者雇用月

間中の各地方の新聞記事に頼ることで、その数値が公表されていた。2004(平成 16)年 6 月 1 日現在、2005(平

成 17)年 6 月 1 日現在、からは全国の順位が公表されるようになった。2004 年の数値をみると、1.8％を達成でき

ている自治体は全国 47 都道府県で８件、2005 年の数値では９件。その数値は微増した【都道府県別民間企業

実雇用率】。2005年度：障害者雇用率に精神障害がカウントされることになった。 2005(平成17)年度途中から、

これまでの身体障害者・知的障害者に加えて、精神障害者の常用雇用率へのカウントがはじまった。精神障害

者の常用雇用率へのカウントは、実際は 2006(平成 18)年 6 月 1 日現在の雇用状況でもって数値が計られる。

つまり、その年のその日(6 月 1 日)の現状が数値として公表される。一般的にみれば、精神障害者の雇用がカウ

ントされれば、精神障害者の雇用数だけ雇用率は高くなることになる。 

 

奄美大島「明りの家」：奄美大島では生活保護者層が多いと言われている。地域住民の潜在的貧困と生活保

護に流れてしまった社会状況を指す。精神障害者の計り方にもよるが、奄美大島では現在、障害年金（精神障

害）年金受給者、精神科病院に通院しながら生活保護対象となっている人、などの合計数が約２千人いるとされ

る（自治体発表とは差がある）。名瀬市の人口は約４万人。２万世帯中２千世帯が生活保護対象とされ、９～10

軒に１軒が該当するこの数字は、全国平均の倍の数値となっている。一般的に、精神障害者は、毎日８時間の

就労は困難な場合が多い。一方、障害を持っていない人の雇用もままならない奄美大島の現状にあっては、精

神障害者、回復者の就労はかなり厳しい（皆無に近い）。企業就労に頼ることよりも、NPO 法人を立ち上げること

により（「明りの家」現所長による）、その傘下に作業所をつくることが障害者(回復者)らに、より近い就労の場を提

供することなる。職員との人間関係がとれたら、NPO 法人の中の会社部門を立ち上げる。ジョブコーチを 3～4 人

を雇用しているかたちで、彼らの就労を目指すことが理想である。「明りの家」「つどいセンター海」は、この福祉

的就労が目的である作業所である。奄美大島にある精神科病院は、「病院立（病院が母体の）の作業所：医療

法人あるいは社会福祉法人」を持っている。「明りの家」は、個人が立ち上げた作業所である。 

与論島「つどいセンター海」：2006 年 4 月 19 日(水)に精神障害者グループホーム「あぐんちゃー」を立ち上げ

た。この日、開所祝いがあった。4 月 1 日からの活動拠点は与論島百合ヶ浜の前にある旧民宿（さゆり荘）跡であ

る。月曜日と木曜日を休みとして、定員７部屋を持つ。就労支援として畑仕事の手伝いなどを行うが、これは定

期的ではなく、就労先としては、塩づくりをしている島内に開設された知的障害者通所授産施設秀和園（徳田秀

子理事長：徳田虎雄夫人）に、３人を派遣させている。ここまで精神障害者の就労支援が出来るにあたっての流

れは、2002 年の鹿児島県庁から派遣された瀬平企画調整課長時代のゆんぬまちづくり委員会（オンリーワンの

まちづくり事業：企画調整課沖野一雄氏）に遡る。この時期、精神障害者の福祉就労をめぐる動きに「心の健康

推進グループ」が応募、何度も会合を持ち、それから２年後、つどいセンター海が設置された。そして、NPO 法

人の中のこのグループホームを今回、立ち上げることとなった。NPO 法人つどいセンター海を支える会が、グル

ープホームを運営・管轄している。 

 一般的に作業所は、安価な賃金で軽作業を行うところが多い。「明りの家」は、ジョブコーチを請け負っている

が、もっと給料の出せる状況に、もっと雇用できる環境を目指したいと考えている。本研究に対して、鹿児島労働

局、社団法人鹿児島県障害者雇用促進協会での聞き取り調査なども含めて継続中である。なお、これら

鹿児島市内での聞き取り内容については、今回の口演時に資料配布を行い、その内容を紹介した。 
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3．テーマ部会報告要旨 

 

 テーマ部会の報告要旨は、コーディネーターにまとめていただいたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度は理論部会・現状分析・社会計画部会合同で下記のようなシンポジウムを行なった（敬称略）。 

 

 

  

 

 

周知のように、日本が少子・高齢化社会に入ったのは、1970 年（65 歳以上人口割合７％こえる）から 1975 年

（合計特殊出生率、2.0 をきる）にかけてである。学会終了後、日本の少子・高齢化（15 歳未満人口・13.6％、65

歳以上人口・21.0％）が世界一の水準に達した、との新聞報道が出た（2005 年国勢調査速報値、朝日新聞、

2006 年 6 月 30 日、夕刊、西部本社版）。 

 このような状況の中、従来の研究を整理、批判、反省して、報告者各人の立場から「高齢社会研究の新展開」

について充実した報告がなされた。また、討論者・フロアを含めた熱心な議論が展開された。シンポジウムでの

報告は、当日の討論をふまえて、『西日本社会学会年報』第 5 号に特集として掲載されている。ご覧頂ければ、

幸いである。                                          

(山本努) 

 

4．平成18年度総会報告 
 

 総会では、保坂恵美子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。 

 

(1) 報告事項 

 1．庶務報告（友枝敏雄常任理事） 

 

ⅰ. 常任理事会 

第 1 回 200５年 7 月 23 日 

・ 第 63 回大会報告、学会ニュース第 118 号 

・ 第 64 回大会について、テーマ部会のタイトル・担当者・コーディネーターの選定、会計中間報告 

 

   第 2 回 2006 年 4 月 8 日 

・ 第 64 回大会の情報、第 64 回大会までの準備事項、テーマ部会の進行状況、会計中間報告 

 

「高齢社会研究の新展開」 
 
【報告】  石橋潔  （久留米大学）  「計量（測定）と福祉研究をめぐって」    
 
         片桐資津子（鹿児島大学）  「高齢者差別とエイジング概念の理論的検討」 
 
      坂本俊彦 （山口県立大学） 「生涯現役社会づくりの展望と課題」 
 
        叶堂隆三 （福岡国際大学） 「高齢者の居住と社会関係の発動 
 
                       ―島嶼地域における福祉社会の形成をめぐって」 
 
【コメント】 辻正二（山口大学）、鬼崎信好（福岡県立大学） 
 
【司会】  山本努（県立広島大学）、吉良伸一（大分県立芸術文化短期大学） 
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ⅱ. 理事会 

    第 1 回 2006 年 5 月 20 日 

・  平成 17 年度庶務報告、平成 17 年度会計報告、会計監査報告 

・  総会議事について 

 

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 

 

    2005 年 11 月 1 日   ニュース 118 号発行（第 63 回大会報告号）   

    2006 年 3 月 16 日   ニュース 119 号発行（第 64 回大会案内）   

    2006 年 4 月 28 日   ニュース 120 号発行（第 64 回大会プログラム号） 

 

2．会員数に関する報告（友枝敏雄常任理事） 

ⅰ．現在の会員数(平成 15 年 5 月 20 日現在)   221 名   

 

ⅱ. 退会者（16 名） 

                       Ⅲ.会員異動（p31～）、Ⅳ退会者参照（p32） 

ⅲ. 入会希望者（12 名） 

 

3．学会編集委員会からの報告（小川全夫編集委員長） 

  →Ⅶ資料（p33～）①参照 

 

 

(２) 審議事項  

 

1．新入会員の承認（三浦典子会長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅲ会員異動（p31～）参照 

2. 平成 17 年度決算報告（山本努常任理事）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅶ資料（p34～）①参照 

3．平成 17 年度会計監査報告（三隅一人会計監査）・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅶ資料（p34～）①参照 

4．平成 18 年度予算案の承認について（山本努常任理事）・・・・・・・・・・・・Ⅶ資料（p34～）②参照 

5．来年度の大会開催校の決定と承認について（三浦典子会長） 

６．選挙 

園井ゆり会員が選挙管理委員委員長に推挙され、厳正に行われました。開票結果は以下の通りです。 

なお、加来和典・叶堂隆三両会員が三浦新会長より選挙規程第 5 条による理事に指名されました。 

 

役職 当選 次点 

会長 三浦典子 小川全夫 

三隅一人 小川全夫 山本努 理事 

徳野貞雄 辻正二 稲月正 

保坂恵美子 

会計監査 保坂恵美子 鈴木譲  友枝敏雄、平田暢（同票） 

事務局 李暁鐘 深山雅宏 益田仁  

   

  また、新理事体制は以下のように決定されました。 

役職  

常任理事 山本努 三隅一人 

編集理事 稲月正（編集長） 小川全夫 

庶務理事 山本努 徳野貞雄 

研究担当 徳野貞雄 叶堂隆三 

大会担当 加来和典  
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Ⅱ．第 65 回大会について 

 

(1) 大会案内 
 第６５回大会は、平成 19 年 5 月 19 日（土）、20 日（日）に、下関市立大学（山口県下関市）にて開催いたしま

す。なお、スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（2007 年 3 月発行予定）をご覧下さい。 

 

(2) テーマ部会 

 テーマ部会は、理論部会・現状分析・社会計画部会の 3 部会合同で行います。なお、テーマ部会の題目・報

告者につきましては、次の通り、一部が決定しております。以下、テーマ部会のコーディネーターにまとめていた

だいたものです。 

 

 

 

西日本社会学会の来年のテーマ部会は、仮題で『格差社会における社会的きずな』です。 

報告者は、稲月正（北九州市立大学）、佐々木美智子（中村学園大学）、江口貴康（島根大学） 

の３名です。コーディネーターは、叶堂隆三（福岡国際大学）と徳野貞雄（熊本大学）です。 

  

稲月氏からは、格差社会の中で拡大しているホームレスの実態と共同体的関係の再構築の取り

組みを報告して頂く予定です。佐々木氏からは、格差社会が家族関係や機能に及ぼす影響を軸に

報告して頂く予定です。江口氏からは、島根県の高校生調査を通して過疎地島根県の教育問題を

通して地域格差とからめて報告していただく予定です。 

 

 

                                         

 

Ⅲ．会員異動 

 

 

５．ご逝去 

平田 昌一 

 

６．新入会員（五十音順） 

①鋤本 美鈴（九州大学）  紹介者＝鈴木譲譲 

②高須 道枝（九州大学）  紹介者＝安立清史 

③金 霞   （九州大学）  紹介者＝安立清史 

④荒木 寛子（九州大学）  紹介者＝安立清史 

⑤深山 雅宏（九州大学）  紹介者＝友枝敏雄 

⑥高嶋 正晴（下関市立大学） 紹介者＝加来和典 

⑦肖 嵐（広島大学）  紹介者＝小谷朋弘 

⑧佐々木 さつみ（広島大学） 紹介者＝西村雄郎 

⑨佐藤 洋子（広島大学）  紹介者＝西村雄郎 

⑩高畑 幸（広島国際学院大学） 紹介者＝谷谷富夫 

⑪加藤 亜希子（熊本大学） 紹介者＝松浦雄介 

⑫オズシェン トルガ（熊本大学） 紹介者＝徳野貞雄 
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Ⅳ．退会者 

 

大山智徳 狩野友里 波多江優子 田名橋真敏 伊藤芳枝 坂井美樹 明 眞 

李宜庸 李怡燕 平野 優 北川洋平 鄭香里 豊島慎一郎 野口英子 

福村昇平 林雅孝      

 

Ⅴ．研究室めぐり 

 

研究室めぐり／ 熊本大学文学部総合人間学科 
  徳野貞雄 

 

 熊本大學には、社会学系の研究者は、文学部と教育学部に 7 名が所属している。文学部（5 名）は、2005 年の

文学部の改組によって、文学部地域科学科社会学講座が、教育システムとして文学部総合人間学科の社会共

生学コース社会学分野（教員４名）と地域科学コース地域社会学分野（教員 1 名）に分かれた。徳野は、地域科

学コースの地域社会学分野を担当している。ただ、３・4年生は、旧地域科学の社会学のカリキュラムで授業を受

けており、変化の途上にある。また、研究室の運営組織としては、社会学分野・地域社会学分野が一体となって

社会学研究室を構成している。大学改革は、熊大の社会学の組織にも複雑なシステムを要請し始めている。 

 大学院修士課程は、現在のところ旧体制の文学研究科地域科学科を軸とした社会学研究室として対応してい

る。大学院博士課程は、文学部と法学部を基盤とした社会文化研究科に所属し、社会学系教員は文化学専攻

と公共社会政策専攻に分かれて所属している。教員2名が文化学専攻・文化政策論分野に所属し、教員3名が

公共社会政策学専攻・地域連携政策論分野に所属している。 

 西日本社会学会に所属する研究者は、文学部では田口宏昭（医療社会学）、松浦雄介（文化社会学）と徳野

貞雄（農村社会学）がいる。非学会員ではあるが、田中雄二（映像文化論・ドイツ文化論）、佐藤哲彦（犯罪社会

学）が文学部にいる。教育学部では、古賀倫嗣（地域社会学）、後藤貴浩（地域スポーツ社会学）の２名が西日

本社会学会の会員である。さらに、社会文化研究科の学生（DC）の５名が西日本社会学会の会員である。よっ

て、熊本大学の関係者で約１０名が、西日本社会学会の会員となっている。なお、長年熊大社会学研究室の軸

であった丸山定巳（環境社会学）は、定年後久留米工業大学に移動した。しかし、現在も非常勤講師のみなら

ず、名誉コンパ顧問として研究室の運営に協力していただいている。 

 熊大文学部社会学研究室の構成員は、ここ数年、学生、院生、教員を合わせると約１００名の構成員によって

構成されている。文学部では、最も人数の多い研究室である。近年、学部および大学院に外国人留学生が増

加している。現在、私のゼミでも韓国・トルコ・中国・台湾からの留学生が５名在籍している。全くインターナショナ

ルな様相を示している。さらに、もう一つの大きな変化は、大学院を軸に社会人学生が急増していることである。

この現象は、熊大に限らず全国的傾向であると思われるが、大学教育の大きな変化である。私のゼミでは、大学

や高校の教員のほか地域づくりの専門事業に従事している地域活動家が実践的研究を行っている。 

 熊大文学部社会学研究室での教育の特徴の一つは、非常に充実した社会調査の実習教育である。地域調

査のみならず様々な社会調査が毎年行われている。学部生は、２年次に１年間社会調査方法論を学び、３年次

に現地調査を軸とした実査が行われ、報告書を学生が主導的に作成する。それ故、３年次を軸とした学生は、

調査表作成、実査、データー入力、分析、報告書作成のため研究室に夜遅くまで入り浸り状況である。研究室

は、常に作業場状況であることが多い。学生の中には調査系の卒業論文を作成する者もおり、彼らは熊大在学

中に２本の本格的な調査報告書を書くことになる。近年、日本社会学会では社会調査士制度を推進し、全国の

大学の社会学系講座では社会調査士用の教育カリキュラム編成に苦労しています。このように、社会調査は制

度的にはブラッシュアップされてきていますが、教員の過重負担や個人情報保護法などの施行により、肝心の

調査実習自体はレベルダウンしているのではないかと危惧しています。熊大文学部では、今年度は熊本県山都

町役場と協同して『山都町地域・生活構造調査』（アンケート調査３８５人対象）を軸に、学生・院生約３０名で商

店街調査（聞き取り調査）や PTA の母親調査などに精力的に取り組んでいます。  
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 最後に、熊大文学部社会学研究室では、学生達が主体となって『社会学フォーラム』と言う雑誌を年１回発刊

しています。年度ごとにテーマを決めて、企画・編集・発行を学生だけで行っています。かなりの力業です。この

ように、熊大社会学研究室は現在の所、エネルギィー量の高い動きをしています。しかし、学部の学科再編や、

DC の社会文化研究科の再編が予定されており、今後の研究室の動向に不透明さが増してきているのも事実で

す。 

                         

 

Ⅵ．編集委員会からのおしらせ 

 

 今期の編集委員会は下記のメンバーで運営していくこととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

稲月正（委員長）、小川全夫、奥田憲昭、園井ゆり、高橋征仁、 

高野和良、中村晋介（編集事務局長・副委員長）、野入直美 

 

 また、今年度より『西日本社会学会年報』の発行時期を秋に変更いたしました。それにともなって、次号の一般

投稿論文の締め切り時期も 2007 年 6 月中旬を予定しております（詳細は次号のニュースでお知らせいたしま

す）。 

 



 34 

Ⅶ．資料 

 

資料① 平成 17 年度決算報告 

 

①－１ 学会本体の会計 

 

①－２ 学会誌の会計 

収入 

 2005 年度予算 2005 年度決算 

学会誌売上 46,000 13,000 

2004 年度からの繰越 29,703 29,703 

学会予算からの繰入 620,000 620,000 

利息 1 1 

収入合計 695,704 662,704 

 項目 予算 執行済予算 備考 

前年度繰越金 1,616,903 1,616,903  

学会費 1,000,000 648,000  

    

預金利息 0 0  

その他 100 31 プログラム代 

学会誌発送受託収入 3,000 1,000  

今年度収入総計 1,003,100 719,621  

 

 

収

入

の

部 

 

計 2,620,003 2,336,524  

63 回大会予備費 30,000 9,609 会員控え室お茶・お菓子代。事務

局員交通費（63 回大会分） 

テーマ部会運営費 20,000 20,000  

理事会準備費 13,000 13,000  

64 回大会

運営費 

大会事務準備費 40,000 40,000 前日作業アルバイト代・事務局員

交通費補助 

常任理事会費 45,000 2,062 菓子代、食事代 常任理事

会運営費 常任理事交通費 50,000 119,140  

通信費 150,000 222,250 学会誌発送受託支出分含む 

印刷費 270,000 132,279 ニュース 118 号、ニュース 119 号、

ニュース 120 号、名簿 

事務・文具費 20,000 18,474  

謝金など 20,000 20,000 パネラー謝金、交通費 

経常費 

事務局手当 100,000 100,000  

学会誌発行費 

（学会誌会計へ移管） 

620,000 620,000 学会誌代（6,900 円）の学会誌会計

への移管分含む 

その他 100 18,000 学会費超過分返却 

今年度支出小計 1,378,100 1,334,814  

予備費 1,241,903 1,001,710 来年度予算繰越 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支

出

の

部 

 

 

 

 

 

計 2,603,100 2,336,524  
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支出 

 2005 年度予算 2005 年度決算 

印刷費 450,000 438,060 

学会誌郵送費 65,000 70,590 

事務局通信費 23,000 15,150 

編集事務局運営費 45,000 52,073 

販売事務局運営費 25,000 20,000 

編集委員手当 35,000 35,000 

広告費 1,000 1,000 

次年度繰越予算 51,704 30,831 

支出合計 695,704 662,704 

 

※事務局と編集委員長の間で協議する機会が多かったため、原稿手持ちで事務局通信費が減少し、編集事務局運

営費がかさんだ。 

 

資料② 平成 18 年度予算案 

 

②－１ 学会本体会計の予算案 

 項目 金額 備考 

前年度繰越金 1,001,710  

学会費 1,000,000 5,000 円×200 名（のべ） 

寄付金 0  

預金利息 30 概算 

学会誌郵送受託費 71,000  

その他 3,000 ニュース代実費（500 円）×6 

収入総計 1,074,030  

収

入

の

部 

計 2,075,740  

62 回大会予備費 30,000  

テーマ部会運営費 20,000  

評議員会準備費 13,000  

63 回大会

運営費 

大会事務準備費 40,000 事務局員交通費・前日アルバイト代 

常任評議員会会費 45,000  常任評議員

会運営費 常任評議員交通費 50,000  

通信費 130,000 ニュース３号分 

印刷費 130,000 ニュース３号分 

事務・文具費 20,000  

謝金など 20,000 来賓の先生方への謝礼 

経常費 

事務局手当 100,000  

学会誌発行費 620,000  

支出小計 1,218,000  

予備費 857,740  

支

出

の

部 

計 2,075,740  
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②－２ 学会誌会計の予算案 

（１） ２００６年度予算 

収入 

学会誌売上 50,000 

2005 年度繰越 30,831 

学会予算から繰入 620,000 

利息 1 

収入合計 700,832 

支出 

印刷費 450,000 

学会誌郵送費 71,000 

事務局通信費 23,000 

編集事務局運営費 45,000 

販売事務局運営費 40,000 

編集委員手当 35,000 

広告費 1,000 

次年度繰越予算 35,832 

支出合計 700,832 

 

既刊号と一緒に配布するところが出てくるので、郵送費は高くなる。 
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Ⅷ．事務局からのお願い 

 

◇平成 18 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きますので、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 にて試験的に運用しております。ご意見等ございましたら事

務局までご一報下さい。 

http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/ s̃ociowest/ 

 

 

【編集後記】 

 

◇学会ニュース 121 号をお届けします。今回は第 64 回大会の報告号です。お忙しいなか、御玉稿をお寄せい

ただいた先生方には深くお礼申し上げます。また、大会開催の際、広島大学の小谷朋弘先生、江頭大蔵先

生、 西村雄郎先生、 鈴木玉緒先生、ならびに広島大学の学生の皆さまには、たいへんお世話になりました。

ありがとうございました。 

 

◇『西日本社会学会年報』の発行時期移行に伴いまして、ニュース（大会報告号）と年報を同時にお送りさせて

いただくことになりました。そのため、ニュース発行時期もそれに合わせるかたちとなりました。ご了承下さい。 

 

◇次回ニュースの発行は、来年 3 月中旬の予定です。住所・電話番号・所属機関などに異動がございましたら、

恐れ入りますが事務局までご一報下さい。 

 

◇事務局は、平成18年度からメンバーが変わりました。今後とも、会員のみなさま方のご支援・御鞭撻をたまわり

ますようお願い申し上げます。 

                                 （事務局：深山 雅宏） 

 


