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           Ⅰ．第 65回大会報告                     

 
1．大会概要 

 
去る平成 19年 5月 19日・20日、下関市立大学にて開催された西日本社会学会第 65回大会は、参加者 72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 19日午前・午後に 4部会、20日午前に 1部会が開かれ、計 24名の会員が登壇され
ています。また今大会のシンポジウムでは、今日、社会問題ともなっている『格差社会ときずな』をテーマに活発なデ

ィスカッションが行なわれました。（なお、シンポジウムにつきましては、シンポジウム報告要旨、および同封の毎日新

聞の記事をご参考いただければ、と存じます。） 
総会では、報告事項としまして庶務報告、平成 18年度決算、監査報告がおこなわれました。また、審議事項では

6名の新入会員の入会承認ののちに、平成19年度予算案承認が行われました。ついで来年度第66回大会を活水
女子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は、下関市の水族館『海響館』に隣接する『デルフィーノ』で開催され、今年も多くの会員の

みなさまが参加されました。店内からはイルカの泳ぐ姿がみることができ、そちらに目を奪われながらも、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となっており

ます。 
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  第 65回大会 自由報告（1）テーマ：理論                                                         
 

先伝達的社会関係と身体 ――武道における同調・「間合い」―― 

  森山 達矢（純真短期大学） 
 
本報告は、「身体は同調する（共振する）」という事実」に焦点を当てた。この点は、社会学的身体論の中

でも、取り上げられることはまれである。しかし、学史をたどれば、そうした事実に着目しなかったという

わけではない。G.H.ミードは、相対するボクサーの動きの中に社会性を見たし、A.シュッツも音楽のセッシ
ョンの中に人々が同調する事実を見、現象学的に分析した。 
「同調する関係」とは、相手の動きやタイミングを合わせながら、互いの行動を遂行し合う関係であると

いえる。そのような同調する関係は、日常的な会話など、言ってしまえば、社会のどこでみられる事実であ

る。本報告の中心的テーマである武道というある意味特殊な領域においても同調する関係は見られる。 
本報告では、武道における同調する関係に焦点を絞って記述し、そして完成することはなかったA.シュッ
ツの「先伝達的社会関係」（相互同調関係）という概念に関して、身体論的立場から検討を行った。 
 
 まず、本報告では、武道における「間合い」に関して、報告者自身のフィールドワークから、主観的な記

述を行った。そこで指摘したのは、武道における「間合い」は三つの位相があるということである。すなわ

ち、①空間的位相②時間的位相③心理的位相の三つである。 
 そして、この三つの位相に関して、シュッツの「相互同調関係」概念と比較し、その概念を検討した。 
 この比較検討において、ベイトソンのダブル･バインドの議論を援用した。そして、武道の間合いの記述、

武道的な身体論、ベイトソンのダブル・バインド論を参考にしながら、シュッツの「相互同調関係」の概念

を検討した結果、次のようなシュッツ批判を行った。 
シュッツは、コミュニケーションにおける言語的次元と身体的次元、二つの次元の相違を考慮していない。

身体レベルのコミュニケーションと言語的コミュニケーションを二つで一つのシステムとして、前者は後者

を補助するものとして考えているのではないか。また、シュッツの音楽の分析に関しても、言語的コミュニ

ケーションと音楽的コミュニケーションをパラレルに語っていることが誤りではないだろうか。 
 また、相互同調関係は、シュッツの言うような社会関係のアーキタイプではなく、特殊なケースではない

か。 
ただ、コミュニケーションに関して、身体的位相に着目し、そこに間身体的な存在としての人と人との関

係を見出したのは、評価しなければならないだろう。しかし、間合いの分析から、同調するということにお

いても、主体的な間主観的・間身体的なものへの「意図」というものが不可欠な要素なのではないかといえ

る。この点に関して言えば、シュッツの“身心論”への無関心ということが指摘されるべきである。 
 「相互同調関係」の概念は、シュッツの他の概念である「関連性」「類型化」といったものとの関係で検討

しなければならないものである。また、西原和久が述べるように、シュッツの「発生論的」な解釈も可能で

ある（西原和久『自己と社会――現象学と社会理論と＜発生社会学＞』、新泉社、2003）。これらに関しては、
また別の機会に譲ることにしたい。また、ヴァーチャルな空間でのコミュニケーション、そこでの身体性と

いう課題についても、これからの課題としたい。 
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 第 65回大会 自由報告（1）テーマ：理論                                  
 

「心理学化する社会」についての一考察  ――自己と社会の系譜学に向けて―― 

園田 浩之（中村学園大学） 
 

気づくと私たちの日常は心理学のボキャブラリーであふれている。アイデンティティ、パーソナリティ、モチベ

ーション、トラウマ、ストレス、不適応、感受性、無意識、抑圧、欲求不満、共依存、劣等感、嗜癖（アディクシ

ョン）、自尊心、自己実現……etc. 心理学的な語彙、解釈の仕方、評価・判断の様式は、現代人の生活局面のい
たるところにどこからともなく入り込み、私たちの「現実」はまるで心理学の視点や言葉によって構成されている

かのようだ。このような現実をもたらす背景として、現代人の（特に若者の）アイデンティティの危機（と自分探

しへの没頭）や、ナルシスティックな自閉性をめぐって、新しい世代の反社会性・脱社会性を指摘する論者もあろ

う。あるいは、不透明さを増す現代社会のありようや、そこから湧出するさまざまな「リスク」や「ストレス」の

偏在に、<心理学化する社会>のそれなりにもっともな根拠を見出そうとするかも知れない。「心（の危機）の時代」
にそのもっとも有力な処方箋として「心理学」が求められている、というわけだ。それだけではない。さらにすす

んで現代の心理学は、不安や病理への対処のみならず、いっけん「ふつう」であるようにみえることのうちにさま

ざまな「問題」を発見し、「よりよい生き方」を導くようなものにすらなっているとの見方もある。人々が自らの

「生きづらさ」や「不安」「生活上の諸問題」を心理学的に解釈し対処しようとするだけでなく、あるべき現実そ

れ自体がいつしか心理学の言葉や視点によって秩序づけられるまでになる……。そのような状況を前に、「社会」
に対するリアリティの希薄さを問題視しつつ、「社会的なもの」へと向かう想像力の衰退を、どこか不安げに語る

論者があろう。反対に、そのことうちにある種の解放や自由の進展を評価する論者もあろう。あるいはそこに、桎

梏からの解放より「新たな管理」のかたちを見出すような論じ方も可能だ……。じっさいに、<心理学化する社会
>という切り口から出発する社会学的な考察のいつくかは、そこから何をどう論じるのかが決してひととおりのも
のでないことを示している。なるほど心理学は、近代的な個人主義の思想と親和的な知の形態ではあろう。しかし

その広まりから、たんに現代人の<視野狭窄>や<ナルシシズムの蔓延>、徹底された<個人主義>を見出して非難す
るばかりの議論は、それだけでは社会学的な探究としてあまり有意味ではないだろう。今回の検討をつうじて報告

者は、「問題」は、いささか安易にイメージされがちなように、「心（理学）か社会（学）か」という、単純な二者

択一を迫るような仕方で設定されるべきではないと主張した。そうした問いの立て方は、むしろ（問われるべきも

のそれ自体の反復ではありえても）ありうる社会学的考察を阻んでしまうものだろう。平板な二分法よりむしろ、

ここにはいささか奇妙な「ねじれ」のようなものがあるのではないか。一方で<社会的なもの>の解体（危機、終
焉?）が繰り返し言われつつ、他方で、ほとんどありとあらゆることが「社会学的」に論じられてもいる。解体や
消滅を危ぶまれている「社会」と、私たちのあらゆる事柄を説明するに至った「社会」との奇妙な共存。<心理学
化する社会>という、じつはいくらか座りの悪いこのフレーズは、その座りの悪さによって、むしろこの奇妙な共
存のありようを（おそらくは意図せざるものとして）示しているのではないか。<心理学化する社会>――そこで
はたんなる「心（理学）への還元」というだけの問題ではない、そしてまたたんなる「（心の）専門家批判」によ

っても触れられない、何かもっと別の重要なことが、問われうるのではないか。「心理学か社会学か」という単純

な二分法に依拠した考察や、イデオロギー的な心理学批判はどれも、そうした問いのはるか手前で宙吊りになって

いるかのようだ。本報告で少し慎重に近づいてみようとしたのは、むしろそうした問いの地平である。そのため今

回の報告では、①心理学化の多様な広がり、②<心理学化する社会>の論じられ方（特に「心の危機説」との関係
における「社会」の位置づけをめぐっての検討）、③心理学化をめぐる論じ方の中でいささか奇妙な位置を占める

ようになった「社会的なもの」について、考えてみようとした。それをつうじて照射してみたかったのは、<心理
学化された現実>よりむしろ、それを見出す社会学的想像力の現在を深く規定している「社会学的忘却」（市野川
容孝）の方であった。 
私たちはみずからをどのように思考し、判断・評価し、働きかけてきた（いる）のか。そしてそのことが、一体

どのような思考のシステムを成立させてきたのか……フランソワ・エヴァルドやニコラス・ローズらとともにフー
コーの問いをさらに引き継ぎ、発展させながら、心理学や精神衛生についての社会学的考察を試みるとともに、ま

さにそうしたシステムのひとつである社会学それ自体を問い返す作業をも展開していくことにしたい。今回の報告

（とその課題）をふまえてなされるそうした試みは、ひとつの現代社会論であると同時に、そうした「思考の現在」

そのものを問い返す系譜学になるだろう。 
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 第 65回大会 自由報告（1）テーマ：理論                                  
 

相乗平均と微分係数 
 鈴木 譲（九州大学） 

 
 本報告においては、「相乗平均にもとづいた平均変化指標」の極限値、つまり「相乗平均にもとづいた瞬間

変化指標」について考察した。以下では tを時刻とし、関数 f(t)は正の値をとるものとし、時刻 t=t1から t=t2
の間の関数 fの変化について考える。 
 まず、時刻 t=t1から t=t2の間の単位時間当たりの関数 fの変化を量、すなわち、差分としてとらえる場合
には、平均変化の指標を考えるための「平均」概念としては相加平均が適切である。この場合の平均変化指

標は、単位時間当たりの「変化量」の相加平均に等しい。差をΔで表すと、時刻 tがΔt = t2- t1だけ変化す
る間に、関数 fはΔf = f(t2)- f(t1)だけ変化する訳であるから、相加平均にもとづく平均変化指標は、Δf／Δt
である。ここで、t2→t1つまりΔt→0とした時の極限値が、微分係数 f´(t1)である。従って、微分係数とは、
平均概念として相加平均を用い、その極限値として導かれた瞬間変化指標に他ならない。 
 次に、時刻 t=t1から t=t2の間の単位時間当たりの関数 fの変化を率、すなわち、割合としてとらえる場合
には、平均変化の指標を考えるための「平均」概念としては相乗平均が適切である。この場合の平均変化指

標は、単位時間当たりの「変化率」の相乗平均に等しい。相乗平均にもとづく平均変化指標は、Compound 
Growth Rateとして知られている。1より大きい値の場合には正の変化を、1より小さい値の場合には負の
変化を意味するので、実際には相乗平均から 1を減じた値を用いることが多い。ここで 1を減じる意味は、
相乗平均を用いる場合、関数 fの変化が乗算にもとづいて計られており、乗算に関する群の単位元が 1であ
ることに対応している。なお、相加平均を用いる場合には、関数 fの変化は加算にもとづいて計られており、
加算に関する群の単位元は 0である。 
 平均概念として相加平均を用いる場合には、平均変化の指標とともにその極限値としての微分係数が定式

化されている。しかしながら、相乗平均を用いる場合には、平均変化の指標が定式化されているのみで、そ

の極限値については何ら定式化されていない。そこでここでは、微分係数の場合と同様に、t2→t1つまりΔ
t→0とした時の極限値を考える。冒頭にも述べたとおり、これは平均概念として相乗平均を用い、その極限
値として導かれる瞬間変化指標を考えることに他ならない。ここでは、この値を微分係数に対比させる意味

で「微率係数」とよぶことにする。 
 今、関数 fは正の値をとるものとしているから、微率係数が 1より大、1、1より小の値をとるための必要
十分条件は、それぞれ微分係数が正、0、負の値をとることである。すでに述べた通り、乗法に関する群の
単位元は 1、加法に関する群の単位元は 0であるから、変化の方向性に関しては微分係数と微率係数とが与
える情報は同値である。 
 言うまでもなく、関数 fの微分係数は、接線g(t)=a+b・tの傾きbの値である。これに対して、本報告で
論じている微率係数は、直線の代わりにh(t)=a・btなる指数曲線を用いた場合のbの値である。関数 fの任
意の点において、fと交点を持つこのような指数曲線hを考えることができるが、hと fとは接線を共有して
いる。従って、h は関数 f の接曲線であり、微率係数とはこの接曲線を表す指数関数の底の値であることが
分かる。 
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 第 65回大会 自由報告（1）テーマ：理論                                  
 

社会学理論の今日的課題 ――近代化、グローバリゼーション、そして正義―― 

 
友枝 敏雄（大阪大学） 

 
0 はじめに 
  21世紀の社会になり、社会科学、社会学はいかなる課題をかかえているのか。本報告では、戦後社会、狭
くとれば冷戦構造崩壊後の世界を念頭におきながら社会学理論が取り組むべき課題について、最近考えてい

ることを提示した。報告者はポストモダン思想の影響によって、社会学のディシプリンが不明確化したとい

う印象を持っている。この報告は、社会学というディシプリンを確認する作業でもある。 
 
1 社会学の方法の問題 
  社会学的知識(概念、命題)の客観性ということを、(1)内部性－外部性と(2)事実判断－価値判断という２つ
の問題から考えてみる。 
 (1)内部性－外部性の問題について 
 ポストモダンの社会学は、この問題に固執するあまり、社会学において実証研究は不可能だという陥穽に

はまる傾向がある。つまり「外部には出られない」「観察不可能」ということに極度に執着するあまり、実証

研究への嫌悪が生まれ、リアリティ感覚なき研究が胚胎することになった。 
  (2)事実判断－価値判断の問題について 
 戦後の社会科学（もちろん主として社会学を念頭においているが）は、事実判断と価値判断との峻別を強

調するあまり、価値・規範の問題をうまく扱ってこなかった。 
  実証研究は、正しい事実（fact）の発見と確定を重視した結果、批判的理性の問題に無関心になったり、
不問にする傾向があった。しかるに事実判断－価値判断の問題については、発話行為論が問いかける遂行的

秩序の問題＝「事実と規範の二重性」ということを考える必要性を指摘した上で、規範的社会理論(社会の規
範理論)の探求が理論社会学の新たな展開につながることを論じた。 
  
2 社会変動とグローバリゼーションの問題 
  1980年代以降のグローバリゼーションの進行によって、国民社会レベルでの社会変動を考えることが有効
ではなくなり、社会変動という言葉は衰退してきている。そのかわりにベックの言う「第 1の近代から第 2
の近代へ」という言葉、あるいは「単純な近代化から再帰的近代化」という言葉には、リアリティがある。

かくて社会学においては、グローバリゼーションを理論化することが重要な作業となっている。そこで本報

告では、その作業の端緒として、グローバリゼーションという趨勢のもとで、普遍的正義を構想することの

可能性を考察した。その結果、ポパー、市井三郎、高坂健次の唱道する「幸福の加算ではなくて、不幸の減

算を」という主張が重要であること、現実を秩序づけるものが、理念もしくは理想といった<反現実>だとす
るならば、ここからも規範的社会理論の構築が重要になってくることを指摘した。 
 



 
 西日本社会学会ニュース No.124   2007年                          6 

 第 65回大会 自由報告（1）テーマ：理論                                  
 

高田保馬『階級及第三史観』の現代的意義 
                      千石 好郎（松山大学） 

 
(a) 私は、今年１月に刊行した『近代の＜逸脱＞』（法律文化社）で、デュルケーム→パーソンズ→ルーマン
→アレグザンダーといった系譜に立つ分化理論こそ、唯物史観にとってかわるパラダイムであるとした。と

ころが、私は、この系譜の先駆者が日本の社会学者にあったことに気づいた。高田保馬の『階級及第三史観』

である。 
 
(b) 高田保馬の社会学理論については、戦後日本では、高田理論の「現代的意義」を主張する近代社会学の
立場と彼の戦時中の戦争協力を批判し、理論的に一貫性がないとするマルクス主義社会学の立場とがあった。

だが、次第に、高田理論には、一貫性があったとする解釈が、森嶋通夫や八木紀一郎によって主張されるよ

うになった。 
 
(c) しかし、ただ単に「社会学史観の現状分析に対する有効性」だけではなくて、再検討され理論的に継承
されるべきものを多く含んでいるのではなかろうか？高田理論を真に総合的に理解するためには、専門書だ

けでなく、自らのモチーフを直截に述べている随筆集や歌集などをも一体として、解明する必要があると考

えている。そこで高田の理論活動の意義として浮上してくるのは、高田のマルクス主義批判がある。 
 
(d) 高田保馬の「理論的下部構造」を知るには、昭和 16年 8月 11日朝に書かれたエッセー「思想と人間性」
が手がかりとなる（高田保馬『思郷記』文芸春秋社、1941所収）。そこでは、①パリのソ連大使館に手入れ
をしたところが、地下に堅牢なる装備をもつ人間の電気焼却機が備えつけてあったこと、②「若い男女は昼

は行列を作って示威運動をやり、夜は一所に集まって大賑わひをやる。父を殺すのは党徳であり、姦淫は解

放である」という新聞記事から、高田は、マルクス（主義）の「人間性」欠落についての痛烈な指摘を行う。

さらに、その延長線上に、マルクス主義の非人間性は、唯物史観の欠陥に由来すると高田は、指摘している。

その上で、高田は、唯物史観に代わって「正統的なる科学」の構築を提唱した。 
 
(e) 高田保馬の社会学理論において再評価され、継承されるべき論点は、何であろうか？ 
それは、高田保馬の「定型としての共同社会」論の先駆性にあると考える。「利益社会の優越は必然的傾向で

ある。従って定型としての共同社会は衰え行く外ない。ただ利益社会の極限にありて之を支配するものは内

的結合に外ならぬ。是認さるべきものは共同社会の優位に非ずして、内的結合のそれである」（『社会関係の

研究』岩波書店、1926：239頁）。 
 テンニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』は、マルクスを継承して、近代を暗く見た。これに

対して、デュルケームの『社会分業論』は、たしかにアノミーはあるが、しかしこれに対処して「有機的連

帯」を追求した。「機械的」と「有機的」評価の逆転。 
高田保馬は、デュルケームの志向を継承しているのではないか？そして、この視座こそ、今日の「現代社会」

に対する基本的視座に据えるべきである。 
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 第 65回大会 自由報告（2）テーマ：地域・コミュニティ                                  
 

コミュニティの構造と防災意識 ――大宰府市国分と飯塚市飯塚の事例比較―― 

 
室井 研二（香川大学） 

 
 災害の社会学的研究には、災害発生後の被災状況に焦点を当てた研究だけでなく、災害を素材として平時の

社会の仕組みを批判的に捉え返すという志向性をもった都市社会学的研究も少なからず存在する。それは、田

中重好の言を借りるなら、「災害を、被災の場面に限定させず、発災を中心とした短期に限定せず、さらに、災

害を人々の日常生活の全体性の中で研究する」（田中 2001:144）研究である。報告者もそのような研究スタン
スに大いに共感するものである。 
そこで、2003年 7月の集中豪雨災害の被災地、大宰府市国分区と飯塚市飯塚地区を対象に、「防災」と「コ
ミュニティ」を二本柱とした質問紙調査を実施した。都市社会学におけるオーソドックスなコミュニティ論

の分析枠組を用いて対象地の基本構造を明らかにすると同時に、それが災害行動や防災意識との関連でど

のような意味をもつかを検討することがこの調査の目的である。本報告では、この調査の分析結果として以

下のことを指摘した。 
 
新興住宅地の国分では、（1）コミュニティや防災に関する意識（特に規範レベルでの意識）と実態が少
なからず乖離している、（2）防災の面で行政・専門機関への依存性が相対的に強い、（3）自治と防災の両
面において行政区という範域が半ば形骸化している、といった問題点が見出された。また、これらの点に

関し、現在市が進めているコミュニティ行政や防災政策は、現場の実情とマッチしていない。 
 
 中心市街地の飯塚では、自営層が自治と防災の両面で中心的な役割を果たしているが、開発規制や自主

防災組織に対しては消極的な傾向が見出され、その点でのジレンマを指摘できる。また、近年の商店街空

洞化や駅前再開発（高層マンション建設）の動向を鑑みるなら、現行のような地域の運営体制をそのまま

継続していくことは困難。中心市街地活性化三法改正や街中居住対策といった施策動向との絡みも視野に

入れて、広い視点から防災を構想する必要がある。 
 
 報告内容に対し、フロアーから有益なコメント（近年の地方分権改革との絡みで今回の災害の教訓をどのよ

うに意味づけるか、等）を幾つか頂いた。この場を借りて謝意を表しておきたい。 
 
田中重好, 2001, 「阪神淡路大震災研究から都市研究へ」金子勇・森岡清志編,『都市化とコミュニティの社会

学』, ミネルヴァ書房. 
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 第 65回大会 自由報告（2）テーマ：地域・コミュニティ                         
 

農山村における地域移動の考察 ――熊本県山都町を事例として――  

                       徳野 貞雄（熊本大学） 
 

一，調査地の概要と目的 
『山都町地域社会調査』は、熊本大学文学部地域科学科社会学研究室と山都町企画課の共同調査として、平

成の大合併によって出来た山都町の今後のグランドデザインを描くために行われた。山都町は、平成17年 2
月に旧上益城郡矢部町、旧上益城郡清和村および旧阿蘇郡蘇陽町の二町一村の合併によって出来た、中山間

地の典型的な新たらしい自治体である。山都町にとっては、合併後の新しい地域空間における、地域住民の

安定的な暮らしと一定のまとまりのある地域社会の構築という政策的課題が要求されている。しかし、この

合併後の社会統合という課題以上に重たい問題が山都町にはある。中山間地の過疎化・高齢化・少子化・世

帯の極少化・農林業の衰退・中心市街地の衰退などの地域社会の衰退とその再構築である。 
 
二、調査結果の概要 

a、山都町の人口構成は、住民台帳から見れば 50歳代が最大値を示しているが、40歳代以下が急激に
減少している。今後、この 50歳代が現役でいる 15年は現状維持がぎりぎり可能ではあるが、基本的には、
人口・世帯とも減少し、縮小型の地域計画を勇気を持って実行していく必要がある。しかし、山都町住民

は、90％以上が今後山都町の人口は増えないと答えているにもかかわらず、行政政策としては 45％近くが
人口増加政策を要求しているところに、この問題の難しさがある。 
なお、今後の山都町の高齢化率は、30 年後は 25％ぐらいで推移することが望ましい。この数値は先進
国の中山間地の一般的高齢者比率である。 
 b、山都町住民の生活様式は、車社会への適応などからかなり都市化・近代化されている。しかし、一
方で、通勤や通学、買い物など熊本都市圏との関係が強くなりつつある。特に、高校生などの通学は、半

数近くが熊本市に出て行っている。すなわち、山都町全体には若者定住政策などを求めているが、子供へ

の教育観など見ても個人レベルでは後継者の都市流出を是認している。この傾向は、えびの市などの他の

調査地寄りも強く出ている。熊本市近郊に山都町町営住宅を建設し、山都町に住民台帳を残すなどの住民

流出への現実的対応など要求されている。 
 c、本調査や「T型集落点検」でも明らかになったように、山都町からの他出子のうち 3／4近くは熊本
都市圏に居住していることが解った。今後、少子化による人口増加が望めない現状では、この熊本都市圏

の他出子との関係を重視していく必要がある。準町民的対応が必要であろう。 
 d、山都町の交通問題は、常識とは異なり、車さえあれば「かなり便利」である。高齢者などの車弱者
にも自助努力でかなり対応できている。むしろ、過疎バス対策の巨額の補助金を見直す時期に来ている。

高齢者の問題よりも、30・40代のお母さん達の子供達への送迎問題の方が緊急課題になってきている。 
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 第 65回大会 自由報告（2）テーマ：地域・コミュニティ                        
 

T型集落点検による過疎農山村の現状分 ――熊本県山都町の事例から―― 

 
松本 貴文 

 （熊本大学社会文化科学研究科 博士課程 1年） 
 
 現在、農山村の過疎問題は大きく変容し深化してきている。それは、これまでの若年人口を中心とする人口

社会減を中心的要因とした人口流出型過疎から、少子・高齢化を中心的要因とした人口自然減型過疎への変容

であり、また、過疎進展の地域間格差(｢集落分化型過疎｣)傾向も発生して来ている(山本努 2006)。本報告では、
このような過疎の進展・変容状況において現代過疎農山村分析に一定の有効性を持つと思われる徳野の｢T型集
落点検｣という手法に着目し、その方法論上の視点の整理と、熊本県山都町 4 集落でのケーススタディを用い
て｢T型集落点検｣による具体的分析を行った。 
｢T 型集落点検｣とは、徳野の考案したワークショップ形式を導入した集落行為計画策定までを意図した調査
法であり、その方法論上の視点に関して特徴を概略的に指摘するならば以下の 3点が挙げられる。(1)過疎問題
によるムラの空洞化や混住化にともなうムラの変質を考慮し、調査対象を大字より基礎的単位である集落(小
字)・家族とすること。また集落を単位とすることにより、前述の｢集落分化型過疎｣と表現されるような過疎現
象の地域間格差を明らかにすること。(2)集落の自治的機能の側面に着目し、行政の政策等では介入の困難な｢ヒ
トの問題｣についての有効性を確保していること。(3)個々の家族の縮小・高齢化状況に着目し、家族の機能縮
小の問題や具体的な世帯の維持・存続等について検討すること。また、縮小・高齢化する世帯の維持のため、

家族内他出者の持つ機能等までを考慮に入れ検討すること。 
熊本大学社会学研究室では、2006年熊本県下益城郡山都町において、住民の生活構造の現状認識を主眼とし
て複数の調査を実地した。本報告では、その中で町内の 4集落を対象とし実地した T型集落点検の結果を用い
て、年齢別人口構成、世帯構成、他出者の他出先、就業構造、集落の組織構造の 5つの指標から、T型集落点
検による具体的な個々の集落の現状分析および維持・存続の検討結果を示した。ここで明らかになったことは、

調査 4集落は集落の維持・存続という視点から見た場合、大きく分けて 2つのタイプの特性に類別されるとい
うことである。一つ目のタイプは、年齢別人口構成において比較的若年層が多く、世帯構成においても多世代

同居が約半数を占めており、比較的過疎の進展の緩やかな集落で、これらの集落は就業構造において高い兼業

化率を示した。それに対し 2つ目のタイプでは、40代以下の人口がそれ以上の年齢層に比べ極端に少なく、世
帯も極小化が進んでおりこれからの維持・存続が困難な集落で、これらの集落は地域的に見て奥地に存在する

場合か、地理的条件では一つ目のタイプとはさほど違いの見られない場合、就業構造において専業率の高い集

落であった。本報告における以上の調査結果から示唆されることは、第一に現代のような産業化の進展した時

代における農村社会において、｢農業振興(規模拡大や専業型農家の育成)＝農村振興｣という構図はもはや適応
されえないということと、第 2に個々の集落の現状は多様であり、それにともなって過疎対策のありようもま
た多様であるということである。 
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 第 65回大会 自由報告（2）テーマ：地域・コミュニティ                          
 

熊本県山都町における高齢者の社会的位置づけ及び社会的役割に関する研究 
“A Study on Social Situation and Role of Older People in Yamato City, Kumamoto Prefecture” 

 
Ozsen Tolga オズシェン・トルガ 

（熊本大学大学院社会文化科学研究科） 
 
日本の農山村においては、産業化・都市化により過疎化が進展し、従って高齢化は都市部よりも 30 年も早
く経験されている。さらに、現在の人口構造の変動を考えると今後「人口減少型社会」へと変質していくこと

が明確である。このような現状の中で、とりわけ高齢化が非常に進んでいる農山村において、高齢者の社会的

な位置づけを改めて検討し、彼らの社会的役割を明確にすることが必だと考えられる。本報告では、その一つ

の試みだとして、熊本県山都町における高齢者を対象にした調査データを使用し、農山村における高齢者の現

状を社会的位置づけ・役割の側面から検討してみた。 
報告では、まず山都町高齢者の職業・収入実態を明確にし、農業と山都町高齢者の関係性を検討した。その

結果、山都町高齢者は農業を主な仕事としているのが多いにも関わらず、農業を収入手段だとするのはわずか

2割にも達していなかった。このことから、農業は山都町高齢者にとって収入手段よりも日常生活の一部分（日
常的行動パターン）となっていることが考えられる。 
そして高齢者の日常生活における外出状況及び社会活動への参加状況を分析し、山都町高齢者の社会との関

わりを探ってみた。そこで、年代別・性別において高齢者の半数近くが農作業目的で、女性高齢者の 3人に 1
人は買い物や友人宅訪問など私的欲求充足目的で、ほぼ毎日外出していることが見られた。しかし、社会活動

への参加状況を探ったところ、週 3回以上参加しているのは全体の中 2割にも達していないことが分かった。
だが、ここでの社会活動とはボランティア活動や公民館活動などの制度的活動であり、都市社会における退職

者の退職後の人生を軸に設定されたものである。一方山都町も含め、農山村において、定年退職後も生産労働

として、日常生活の中に埋め込まれた日常的活動・行動としての農業が存在している。制度的活動への参加率

の低さの背景にはこのような現状があると考えられる。以上の現状から、山都町高齢者は活発に行動し、日常

生活の中で様々な目的で外出することによって社会的関係を維持していることが言える。また外出によって高

齢者が様々な社会的役割を果たすことも事実である。例えば；農作業は地域環境保護機能が働く。さらに、女

性高齢者が様々な目的で外出することは地域社会安全機能を高め、高齢者は目に見えない部分で様々な地域の

社会的役割を日常生活の中で潜在的に果たしていることになる。 
さらに、山都町高齢者の人間関係を家庭内及び家庭外において探ってみた。家庭内外における人間関係の場

合は、男性高齢者の方が配偶者に依存する傾向が見られている一方、女性高齢者は家庭内でも家庭外でもより

自立的な姿勢を示している。ここで、超高齢化してきている農山村地域において女性高齢者の位置づけを改め

て考え、検討する必要が生じていると考えられる。 
最後に現在の理論上の高齢者像と現在の山都町高齢者の現状を社会的位置づけ及び社会的役割の側面から

議論してみると、一般的な高齢者像が都市定年退職男性型高齢者像に偏っており、山都町も含め農山村におけ

る高齢者の現状の間にズレが存在していることが明らかとなってきている。そこで、農山村における 60 代に
限っていえば一般的な高齢者概念（弱者・社会的失業者等）としてではなく、農山村社会の中で様々な社会的

役割及び機能を果たしている現役者として捉える方がいいと考え、本報告において「後期中高年者」或いは「後

期壮年者」だという概念の中で捉えることの可能性を主張した。今後においても農山村における 60歳代の人々
の再定義化を一つの研究課題としていきたいと考えている。 
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 第 65回大会 自由報告（2）テーマ：地域・コミュニティ                          
 

林業政策における『顔の見える木材』での家づくりの可能性 
――我が家の木と繋がるムラの生活―― 

 

   松下 修 

（熊本大学大学院社会文化科学研究科・後期博士課程2年） 
 

背景と課題 
本研究は、山村の資源が搾取され、疲弊し、その結果放置林に至っている山村現状の背景を、木材自給率や

海外の森林破壊の実態、木材と家づくりとの関係、木材価格と農家林家の関係、林業就業者数の経年変化のデ

ータによって明らかにする。近年、林野庁は「顔の見える木材」での家づくりと「新生産システム」である国

産材の低コスト化による木材生産・流通政策の新たな展開に取り組んでいる。現在の流通システムは市場流通

に左右されている。流通に左右されないこれらの取組みは果たして山村の維持機能になりうるのか、本研究で

は、まず「顔の見える木材」での家づくりの可能性を研究課題として取り組んでみる。そのために消費者であ

る近郊都市部の建て主はどのような意識や信頼関係にあるのかを課題として調査する。 
 
調査地概要 
宮崎県諸塚村は、1997年から諸塚村産直住宅、所謂「顔の見える木材流通」を取り組み現在までに 130棟、
およそ 5000㎥の木材を川下の消費者に販売した。また、2005年 10月には生態系を配慮した森林管理「FSC
国際森林認証」を取得した。賛同する都市部の建築家や工務店が諸塚村の森林認証材を使用する「CoC 流通
認証」を取得し、「顔の見える木材での家づくり」を明確にした。諸塚村は人口 2400人。宮崎県北部の日向市
から約 50km山間部に入った九州山地の中に位置する急峻な地形の山村である。90年代以降の農林産物価格下
落の影響は村の施策で留められるようなものではなく過疎化と高齢化が進むと同時に、村民の就業構造が大き

く変化している。諸塚村はこのような中、新たな山村政策として「諸塚村産直住宅事業」を開始した。この事

業に対しての村民アンケートによると、林家の評価は高い。林家の林業経営の持続を意識する契機になってい

る。2 

 このような産直住宅で建てられた施主 100名を対象としてアンケート調査票を直接郵送・回収した（回収数
44(回収率44%)）。アンケートに際しては諸塚村の協力を得た。 
 
結果と考察 
全国の規模別林家数を見ると 1～2haから 30haが 85%であり、小規模・中規模農林家が圧倒的である。調
査地の諸塚村も同様である。宮崎県諸塚村の農家林家の家計の収入割合から林家農家は生活産業という視点が

大事である。オーストラリアのマレニー町のように人間関係資源（ソーシャル・キャピタル）を基盤とした生

活に根ざした小さな産業が信頼関係で成立っている。アンケートの結果は、①諸塚村の取組みに賛同②顔の見

える木材③設計事務所や工務店の提案④葉枯らし乾燥木材だから⑤木づくりの家が好き、が上位を占めている。

住宅購入の施主はある一定の価値観を取り入れ専門家による人的つながりによって生産者である諸塚村と関係

性を生み出している。これによる諸塚村の機能的維持が保たれているかは測定できないが、一定の運動論的成

果は見受けられる。市場原理にはない取組みだと考えられる。同時に、このことから人間関係資源（規範・信

頼・ネットワーク）と生活産業の位置づけをより具体的に調査研究する必要性を感じる。 

                                                   
「新生産システム」は、林野庁モデル事業。山元から原木を大型製材加工施設へ直接搬入し製材加工し大手ハウス

メーカーへ供給するシステム。それによって木材を低コストで大量に販売。全国 11箇所をモデル指定した。2006
年 6月。 

2 佐藤宣子「社会の持続と森林資源の相互管理の相互関係についての考察」林業経済学会 2005年 3月 
 安村直樹 地域材住宅事業にみる上下流域連携の成果 アンケート単純集計集から 2004年 

4ジル・ジョーダン 個人のライフスタイルとコミュニテイの自立 沖国大ブックレットno.11 2003年 3月 
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 第 65回大会 自由報告（3）テーマ：福祉・医療                              
 

19世紀における公衆衛生の歴史社会学  ――英国公衆衛生体制成立前史―― 

菊井 高雄（宮崎大学医学部） 
 

はじめに：かつて疾病構造は感染症中心から慢性疾患中心へシフトしたと言われたが、現状が必ずしも教科書どおり

ではないことは、新興・再興感染症の猛威によって明らかであり、21 世紀においても公衆衛生の重要性は増加して
いる。そこで本報告では、医療社会学の源のひとつであり親でもある「英国公衆衛生」の 19世紀における発展過程
を様々な権力関係との絡みから略述してみたい。 
１．E. チャドウィックと新救貧法体制：改正救貧法(1834年)では、労働者の救貧サービスへの過度の依存を防止し
救貧経費を削減するために、｢劣等処遇の原則｣が強調され、当初は貧民の医療問題には目が向けられなかった。しか

し救済の現状に関する公式調査などを経て、一般医療令(1842年)、一般統合令(1847年)が公布され、新救貧法体制
の中で次第に医療問題が公的政策の一部すなわち｢公共の保健的な方策｣（川喜多）として取り上げられるようになっ

た。こうした動きの中で、チャドウィックは 1837年頃から貧民の疾病調査を開始し、当初の救貧法審議官らの抵抗
を抑えて、｢衛生報告｣(1842 年)を作成した。ここに至って一般労働者の健康を貧民の疾病から防衛する必要性が認
識され、｢予防｣を基本とする近代的公衆衛生の考え方が生まれる契機となった(多田羅)。ただし、この近代的公衆衛
生の思想が法制化されるのは、1848 年の公衆衛生法成立を俟たねばならない。チャドウィックは新救貧法体制を整
備した主役であったが、公衆衛生法以降は、地方主体の救貧法体制の統括を目指す中央集権的な施策を打ち出す。そ

れは中央の保健総局－地方保健局－保健医官体制であり、従来の教区中心の下水委員会など地方における既得権益団

体に対する挑戦であった。だが、既得権益諸団体の抵抗は根強く、公衆衛生法自身も最大の｢地方｣である首都ロンド

ンをその対象から外しており、最も影響力の強い内科医学会にも(非専門家による支配を恐れて)反対され、チャドウ
ィックは早くも 1854年には保健総局を去ることになった。 
２．H. ラムゼイの「国家医学論」：チャドウィックによって新救貧法体制下の医療問題が重要視され、救貧法医官の
待遇改善と専任化が提案されたが、H. ラムゼイは逆に救貧法体制から医療サービス部門を独立させ、公衆衛生部門
と統合して一元的保健管理体制の確立と国民保健局創設を主張した(多田羅)。ラムゼイは主著『国家医学論』(1856
年)の冒頭で、P. フランクの『医学警察』(1779年)に言及し、大陸諸国の医学警察の思想と機構を英国に取り入れて、
これに法的な裏づけを与える独自の医療行政制度を発足させようとした。第 1 に｢国家調査｣として、(1)当時興隆し
だした統計学を援用し、人口、死亡率、出生率、傷病率などを明らかにするとともに、(2)地形・風土のとの関係や
(3)法医学的調査の改善を指示した。第 2に｢衛生取締り｣｣として、(1)予防(医学上の)指標（居住区、建設、上水道と
下水・排水・舗道・煤煙等の浄化、子供の保健と体育、食品販売、医薬品販売、職業病、移動や旅行、保養地、埋葬）、

及び(2)対処指標（平常時の医学的観察、医薬品、病院、医務官と伝染病発生時の準備指標、家宅捜索、検疫、予防
接種、獣疾病）をあげた。ラムゼイはこうしたデータをきちんと示した上で、第 3 に行政機構の改革案を(1)医療サ
ービス担当者の教育（医学教育、医師免許と登録、地区医師会、権利と免除、医師以外の治療者の教育と免許制、獣

医師）及び(2)公式の委員会と部局（都市部衛生・医学委員会、地方局）並びに衛生区、各職員－中央委員会・地区
局、教区の面から論じた（Rumsey, 1856）。ラムゼイは上記の国家的調査による｢疾病登録｣の必要性と登録医官によ
る｢医療警察体制｣の確立を主張したのである(多田羅)。ラムゼイの国家医学の思想はその後 1868年に英医師会内の
国家医学委員会として結実し、社会科学協会との合同委員会が作成した報告書(同年)によって、英国全体の公衆衛生
に関する(中央と地方の諸問題を含む)法規的・機構的課題が明らかになった。この報告書は、結果的に王立衛生審議
会(1868年)と地方自治局(1871年)及び保健医官協会(1888年)を設立させる契機となり、保健医官創設には医師会内
部に（公衆衛生と臨床の分断と言う）異論があったが、これらの一連の流れは国家的規模で衛生行政の政策決定過程

に医師会が積極的に関わったと言う点で、特筆に価する(多田羅、P. Rhodes )。 
 
主要参考文献：多田羅活三『公衆衛生の思想』医学書院、1999年 
川喜多愛郎『近代医学の史的基盤(下)』岩波書店、1977年 
レズリー・アイドル/ 青木郁夫訳『健康と医療の経済学』法律文化社、1990年 
H. W. Rumsey, Essays on State Medicine, John Churchill, 1856(主にその第 1部). 底本は、RKP社によるリプリン
ト版(2001年)を使用した。 
P. Rhodes, An Outline History of Medicine, Butterworths, 1985 
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 第 65回大会 自由報告（3）テーマ：福祉・医療                             
 

知的障害者に対する〈日中活動及び施設入所〉支援の実態と課題 
――施設Ａの事例から―― 

 
中山 妙華（広島大学大学院）  

 
知的障害者の豊かなくらしを支えるというテーマに関しては、わが国では、ノーマライゼーションやアメリ

カで展開された「自立生活運動」の影響を受けて、1980年代頃から「在宅福祉論」や「脱施設化論」が活発に
展開されるとともに、「ピープルファースト」などの当事者運動も展開されている。これらの議論や運動におい

ては、入所施設は知的障害者の豊かなくらしの実現を妨げるものとして否定的に見なされ、そこからの離脱と

いうことのみが強調される傾向にある。 
しかし現実には、成人知的障害者約 34万人のうち約 3割が現在でもなお入所施設で生活している。そして、
その一方で、成人知的障害者の地域での生活を実現していく際に要となるグループホームなどの地域資源は、

まだほとんど整備されていない状況にある。 
つまり、現実に照らして考えれば、知的障害者が施設や親元を出て地域で生活していくための資源はまだほ

とんど準備されておらず、そのような環境を十分に整えるためにはまだまだ時間が必要であることは明らかで

ある。したがって、今現在において知的障害者の豊かなくらしを支えていくためには、「脱施設」や「自立生活」

といったことを議論するだけでは不十分であり、未だ彼らの主な生活の場でありつづけている入所施設におい

て彼らの豊かなくらしをいかに支えていくのかといったこともまた十分に議論されなければならないといえる。 
しかし、このような入所施設の改善に関する議論や運動は、障害者の施設収容保護が一般的であった 1980
年代以前には職員不足の問題を中心としてある程度活発に展開されていたものの、それ以降はまるで時代遅れ

のテーマであるかのように見なされ、現在ではほとんど活発な議論や運動が展開されなくなっている。 
そこで、本研究では、あらためて入所施設の改善というテーマを取り上げて、過去に中心的に議論されてき

た職員不足の問題が現在の入所施設においては解決されているのか否かという観点から入所者の生活内容と職

員の業務内容に関する実態調査を行った。そして、その結果、入所者の豊かなくらしを実現するうえで現在の

入所施設が抱えている以下のような課題が明らかになった。 
まず、それぞれの職員が、常時 10 名前後の入所者に対応しながら業務をこなしていた。そのため、個別の
入所者に対する支援が単発的で細切れのものとなってしまい、一人ひとりの入所者とじっくり関わって十分に

コミュニケーションを図っていくような時間的ゆとりをもつことができていなかった。そして、このような状

況は、入所者にとっては自分のニーズを十分に把握してもらい適宜それに対応してもらうことを困難しており、

また、どのような活動をするかの選択肢が狭く行動の内容を自分で決定することが困難な入所者（知的障害者

の多くはこれに当てはまる）たちは、時間を無為に過ごすことが多くなってしまっていた。 
さらに、職員の業務内容のほとんどは、入所者にとって欠くことのできない日常生活活動に対する支援で占

められてしまっていた。そのため、入所者たちは、彼らの生活内容を豊かにすることにつながる作業活動や休

息・余暇活動に関して、それらを行うための十分な支援を受けることができていなかった。 
 今回の実態調査から明らかになった入所施設の抱えているこのような課題は、入所者の豊かなくらしの実現

に向けて早急に解決されるべき課題であるといえる。 
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 第 65回大会 自由報告（3）テーマ：福祉・医療                             
 

介護保険制度のインフラとしての成年後見制度 
吉田 栄次郎 

  （長門高等学校教諭／慶應義塾大学法学部在学） 
 

 わが国の社会福祉サービスの給付システムは「措置から契約へ」という大きな転換点を迎えている。介護保

険法の施行によって、介護サービスの給付形態が契約方式へと切り替えられ、平成 15年 4月からは支援費制
度導入によって身体障害者・知的障害者に対する福祉サービスも契約による給付が中心となっている。このよ

うに福祉サービスの給付関係を契約によって再構成することは、サービス提供者と利用者を理念上、契約当事

者という対等の立場に位置づけることになる。しかし、福祉サービスの利用者は、契約能力に何らかのハンデ

ィキャップを抱えているケースが多く、福祉サービスのニーズが高いものほど、福祉サービスへのアクセスが

困難になるという逆説的な事態を引き起こしかねない。これを防止するためには、利用者の契約締結を支援す

るシステムの整備が必須である。この意味において、成年後見制度はわが国の社会福祉制度における最重要イ

ンフラの一つとして位置づけられることになったのである。そして、成年後見は単なる民法ないし家族法上の

制度であることを越えて、社会福祉諸法との架橋を果たす機能を併有するに至った。 
家族構成も、平成 18年度の「高齢社会白書」によれば、65歳以上の者のいる世帯は 1786万世帯であり、
内訳は「単独世帯」が 373万世帯(20.9％)、「夫婦のみ世帯」が 525万世帯(29.4％) であり、単独世帯及び夫
婦のみ世帯の割合だけで 50％以上であり、地域社会が弱体化する以上に家族が小規模化してきている。これか
ら 2025年には、一人暮らし高齢者は 380万人(65歳以上の 36.9％)になると予想されている。 
平成 12 年度に、介護保険制度の施行に間に合わすように、100 年間続いてきた禁治産者制度を改め、成年
後見制度を施行された。法改正も多大のエネルギーがないとなかなか既存のものを変えていくことはできない

ものであろうが、これを契機に一気呵成に制度の大改正をした。しかし、介護保険制度のインフラとしての成

年後見制度という視点からみるとその利便性に問題点がある。 
数値的にも、認知症高齢者数は、少なく見積もった推定数値でも 170万であり、成年後見制度の後見開始の
審判の申立件数は、最新のデータで年間 2万 1114人である。この数値を比べる時に、認知症高齢者が成年後
見制度を利用される確率は桁違いに低いと言わざるを得ず、立法趣旨の精神からのズレを指摘せざるを得ない。 
介護保険認定調査における、認知症高齢者の現実的対応としては、社会福祉施設の利用契約などに「第三者

のためにする契約」(民法 537条)形式を利用した契約書を用いることが少なくないことが考えられる。民法 537
条によれば、受益者が債務者に対し受益の意思表示をすることによって、受益者が利益(サービス)を請求する
ことになる。ところが、この契約書では、たとえ本人の判断能力が不十分であっても、契約者が家族や親族で

あるならば、本人に説明さえすれば有効に成立するとしているため、成年後見制度を利用せずとも契約を締結

することが可能になっているという現実がある。こうした成年後見制度の利用をさけるような工夫については、

費用や手間もかからず、現場の要求を優先したものといえるが、成年後見制度の立法趣旨との整合性からみる

と問題点もたくさんある。 
高齢者を狙い撃ちした悪徳(質)商法が跋扈し続けている昨今、高齢者の大切な財産等を守る意味でも、法務
省と厚労省の垣根を越えた「契約」に関する差異と解釈を喫緊に解決していかなければならない課題である。 
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高齢期の人間関係 ——独居後期高齢者実態調査４５ケースについて――  

松成 恵（山口県立大学） 
  

【研究目的】戦後の日本における家族変動は、「直系家族制から夫婦家族制への変動」という類型変化で把握さ

れてきた。しかしながら、1990年代に夫婦家族制は定着したと考えられ、それ以後の家族変動をどのように把
握するかが課題として提示された。そこで、まずは、緻密な実態調査から始めるほかないとの認識、また、昨

今では、問題家族を病理ととらえる立場よりも、家族問題のノーマライゼーションとして認識する傾向性が一

般化している。老親扶養の問題も、一層深刻かつ一般的な問題となっている。なかでも、独居後期高齢者の増

加が予想される。地域福祉としてのサポート・ネットワーク構築の可能性を探ることは意義があると考える。

本報告は、その一環として、独居後期高齢者をとりまく人間関係に焦点をあてて分析した。 
 
【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。また、調査時

点に７年の幅があるものを一覧にして分析している点も注意している。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）、2006年（5名）の合計 45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

インタビューした。1 回目は筆者がインタビューした。2 回目は、卒業研究の一環として数名の学生がインタ
ビューした。学生の許可を得てその内容を参照させていただいている。 
 
【研究結果】「男子がいる場合で、跡取りを長男と決めており、将来についても長男が帰ってくることを期待し

ている」8 つのケースについて分析した。将来を長男に期待するものの現実には、長男との同居による介護は
期待できない。そのような中で、別居している娘との交流が蜜であることか観察された。「男子がいる場合で、

跡取りは長男と決めているが、将来、長男との同居を希望しない」22ケースについて分析した。非該当 5ケー
スを除くと、ほとんどのケースで娘との交流が蜜である。どちらともいえないケースが 3 つある。「男子がい
るが、何らかの事情で、跡取りが長男ではない」8 ケースについて分析した。別居子の性別に注目すると、非
該当を除くと、娘との交流が蜜である。「男子がいない場合」の７ケースについて分析した。男子がいないので

性差を論じられないが、幼少期の娘との離別、うまくいっていない養女のケースを除くと、娘との関係は良好

である。しかしながら、ほとんどが近居というわけではない。次に、45ケースの健康状態については、比較的
良好と観察されるケースは 8ケースであり、75歳以上ともなれば、何らかの身体的問題をかかえていることが
わかる。したがって、調査対象者の加齢とともに、友人関係、親族関係、近隣関係などの人間関係の縮小が観

察された。今回、詳細は省くが、地域の老人会の参加についても聞いている。ほとんどの高齢者は参加してい

ないし、情緒的なコミットメントは観察されなかった。問題点としては、男性の高齢者が地域社会のなかで、

孤立化していくケースが観察された。要約すると(1)高齢者には「家」意識が残存している。(2)娘がいる場合、
情緒的関係は息子より娘との関係が強い。(3)高齢者は今後も一人暮らしの継続を希望している。(4)ほとんど
の高齢者は加齢に伴う身体的問題をかかえている。(5)高齢者は加齢に伴う、人間関係の縮小を余儀なくされて
いる。(6)伝統的な老人会には情緒的コミットメントをもっていない。 
【課題】木下謙治は「高齢者と家族―九州と山口の調査からー」『西日本社会学会年報』2003、No.1,3-13にお
いて、地域のあり方、都市化の進展度が家族や高齢者のあり方に影響することを指摘している。また、森岡清

美は「5章 異居近親関係の研究」『発展する家族社会学』2005有斐閣 131-171、において米国の1960年代の
拡大親族的活動は妻がより積極的で母系的傾向がみられることを指摘している。サポート・ネットワークの必

要性は緊急の課題であることは明らかであるが、この地域特性の中で、はたしてその可能性はということにな

ると非常に困難な課題といえる。今後、既存の研究成果を学び、実態調査を継続する中でその可能性を探りた

い。 
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地域社会と住民による地域福祉活動 

 
                               酒井 出（西九州大学） 

 
 戦後わが国では、昭和 30～40 年代における高度経済成長に伴って、工業化・都市化・過疎化及び過密化等
が進展し、伝統的な地域社会が解体化した。その後さらに、昭和 48 年の第一次石油ショック以来、不況・低
成長に移行して国民生活が不安定化し、高齢化・少子化の進展とあいまって国民の不安感は、深刻化した。こ

の過程で地域社会における伝統的な相互扶助機能の衰退に伴う高齢者に対する家族員による介護の困難化の問

題も顕在化した。 
  このような状況においてコミュニティの形成が政策的にも実践的にも取り上げられはじめた。社会福祉の分
野でもコミュニティの形成が政策的に取り上げられるようになった。 
さらに、1990 年の社会福祉関係 8 法の一部改正によって、市町村が住民に対する福祉サービス提供の責任
と権限をより多くもつことになった。 
  また、社会福祉協議会では、その創設以来全国各地の社会福祉協議会で少地域福祉活動に取り組んできた。
その基本となる地区社会福祉協議会は、地域福祉の考え方が浸透するにつれ、その役割があらためて確認され、

各市区町村社会福祉協議会での取り組みが活発化してきている。 
 以上のような近年の市町村重視の福祉政策、社会福祉協議会による地域組織化活動等の地域福祉活動への影

響について地方都市の事例として佐賀県鳥栖市、大都市の事例として東京都中野区を考察した。 
 その結果、以下のような事が明らかとなった。 
鳥栖市では、市で計画した高齢者のための地域福祉活動のほとんどを社会福祉協議会に委託していた。市社

会福祉協議会では、校区社会福祉協議会を組織し様々な活動がおこなわれていた。鳥栖市での活動は典型的な

地方都市での地域福祉活動の特徴を現していた。 
 一方、中野区では、中野区区役所が企画または支援している地域福祉活動として「ふれあい食事サービス」、

「元気でネット」、「高齢者会館での活動」等があった。さらに中野区社会福祉協議会も「ほほえみサービスセ

ンター」、「まちなかサロン」等の地域福祉活動を企画し、住民による地域福祉活動を支援していた。すなわち

中野区では、社会福祉協議会だけでなく自治体も地域福祉活動に力を入れていた。 
 鳥栖市の地域福祉活動と中野区の地域福祉活動で共通する点として鳥栖市の基里地区社会福祉協議会の活動

が「里の会」の会員、すなわち市社会福祉協議会によるボランティア講習会終了後その参加者がその中心とな

っていたこと。また、中野区内にある高齢者会館の中でも活発な活動が行われている東山高齢者会館の運営委

員のほとんどは、中野区役所が行った寿大学の出身者であった。 
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精神障害者、回復者の就労を考える視点―奄美大島｢明りの家｣の訪問を通して― 
近藤 功行(沖縄ｷﾘｽﾄ教学院大学人文学部) 

 
 筆者は奄美大島名瀬市に展開する精神障害者小規模作業所｢明りの家｣の活動状況を追いながら、障害者雇用
のうち精神障害者、回復者の雇用面を重視している。本作業所命名の経緯について、ここでは施設名の｢明かり｣
の｢か｣が入っていない。なぜ、｢か｣が付かないかを施設長は以下のように述べる。「かっとなる｣「きちがい｣
「くるしむ｣「けとばす、けおとす｣「ころす｣、これら｢か行｣のイメージされるこれらの言葉は、強い刺激語
となりかねない。｢火｣の偏は｢燃える｣ことを意味する。｢灯(あか)り｣はそもそも｢か｣が入らないが、｢明かり｣
は本来｢か｣がいる。しかし、本来はいるこの｢か｣をとっている。灯火（ともしび）という用語があるが、灯―
り、明―り、両者をかけてつくったのが、この作業所命名の経緯であり、｢ともしび｣の意味も込めて｢明かり｣
の｢か｣を抜いた、と説明される。今回は利用者の状況の変化、就労形態及びその将来展望、など収集資料をも
とに概説していく。 
 
 障害者雇用の重要な視点は、図１で示したように、(1)から(2)へと変化している点であると筆者は考えてい
る。つまり、これまでは(1)であったが、これからは(2)の視点が重視されるべきである。(1)には、限界がある
と考えられる。障害者に理解のある経営者がいても、部下がそうでなければ障害者への理解は図られない。ま
た、その逆もしかりである。 
これまで、目に見えないところで虐待や言葉の暴力などが起きているケースも収集している。そういったこと
を回避できるのは(2)の視点であろう。障害者の直のところに、障害者福祉の専門家であり事業所の代表者とな
っている者が常にいる仕組みをつくることである。この場合、障害者雇用がより障害者側にたった取り組みが
可能になると考えられる。 
 

 
 企業 

 
 障害者側 

 
  (1) 
  

 
                  (2) 

 

 
→有限会社。 
  重度多数事業所。 

        ↓                                        障害者雇用100％を超える 
      障害者雇用                                  有限会社。の設立（喫茶店を 
      身体・知的・                             都心に。様々な就労場所を）。 

 図１ 障害者雇用の視点 
 
  明りの家では、2007年度からは床面のｺｰﾃﾝﾝｸﾞ作業を中心とした京都にある障害者雇用を行っている有限会
社の支店となり、障害者並びに一般就労を図る予定である。所長が京都にある福祉施設の長をしていた経緯か
らそのつながりがある。但し、所長としてはこの事業を継続して行うことよりも、一時的にこういう事業を展
開することの方に意義を見いだしている。このため、当該作業所の仕事内容をピラミッド上で示すと、そのイ
メージは(1)最上部にこの有限会社の仕事があり、次に、(2)指定管理の公園管理の仕事、(3)公民館清掃、(4)最
下層部で作業所部門となる構成である。これら全体の就労を通して障害者により高い賃金を支払うことが可能
となる。ただ、(2)は現在まだ受注に至っていない。この入札がかなえば最低賃金のクリアがより可能となる。
また、このピラミッド全体の仕事のあるなしが、ピアジョブコーチ雇用を伴って障害者をどんどん指導してゆ
ける理想系となるのである。 
 
まとめ 
 2006年 6月 1日の障害者雇用のデータから、精神障害者雇用が追加された。このことは障害者雇用におい
て 3障害全てが入ったことを意味する。これまで身体障害者と知的障害者でカウントしていた数値に、精神障
害者が加わったのである。このことは身体障害者と知的障害者の雇用実数が下がらず、精神障害者雇用がゼロ
でなければ、一般論としては障害者雇用の数値は 2障害でカウントしていた時よりも、3障害でカウントした
場合の方が、増加することになる。このように、精神障害者が障害者雇用率の中に入ることで、仮にその後就
労が続いていないことは考えられるが、3障害のカウントにより障害者雇用は増えることになる。ただし、55 
人以下で何人雇用していても障害者雇用率（法定雇用率）には反映されない。障害者雇用率は従業員 56 人以
上の会社が対象であるからだ。障害者雇用は、有限会社あるいは株式会社どちらでもよい。56人以上の会社が
報告の対象となる。例えば、55人×1.8％＝0.99。この数値では対象にならない。56人×1.8％＝1.008。この
数値は対象になる。つまり、「１」の数値が出ないと、報告の義務がないのである。毎年、6月 1日現在(7 月
15日締め切り)の数値が本省（厚生労働省）にあがり、本省で集計されている。そのため、毎年 12月頃になる
と、どのくらいの数値であるか、つまり精神障害者を入れた数値が分かるのである。旧労働省時代、障害者雇
用率の都道府県別のデータ公表はしていなかったが、最近順位発表を行うようになった。障害者雇用率 1.8％
を達成していない自治体が殆どであるが、この数値自体決して高いものではない。障害者雇用をさらに達成す
るには大企業での雇用実績のアップもさることながら、地道に歩んでいる小規模作業所の取り組みが地域の
人々の意識の中に根ざしてゆくことで、障害者雇用の考え方、つまりはよりよい障害者観を持つことで将来に
つながるのではないか考えている。 
 
 付記：筆者は、精神障害者雇用の側面を研究する目的で科学研究費補助金を 2 年越しで得て、奄美大島｢明
りの家｣に通った。明りの家の調査研究からは、精神障害者また回復者の雇用に取り組む所長の姿を通して、障
害者雇用の難しさ、そして重要性を確認した。 
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医療職におけるジェンダー体制の変化をめぐる観察の差異の観察 

 
矢原 隆行（広島国際大学） 

 
医師の女性化、看護師の男性化とも言い得る今日の職業領域におけるジェンダー体制の変化は、まさにそれ

を「職業領域におけるジェンダー体制の変化」という視座から観察するならば、その傾向を「性別職域分離の

統合化」の一環として観察することも、（看護師の男性化を）男性による女性の職業の「侵略」、「乗っ取り」と

して観察することも、さらに別の視座からこうした変化について様々に観察することもまた可能である。しか

し、医師の女性化、看護師の男性化というマクロな社会状態の変化をめぐって生じているそうした多様な記述、

という位置づけは、J.I.スペクターと M.B.キツセによって切り拓かれた社会問題の構築主義アプローチを採る
ならば、そもそも因果の連鎖の矢印が逆であるとみなされる。すなわち、それらをめぐる多様な記述の重なり

こそが、特定の社会の状態の変化（ここでは「医師の女性化」、「看護師の男性化」）という社会的現実を浮かび

上がらせていると考えることが妥当ともいえる。 
本報告では、そうした構築主義アプローチに鑑みつつ、現在の日本社会における医師の女性化、看護師の男

性化という変化について、それがいかに観察され、記述されているのか、観察することを試みた。あえてそう

したアプローチを採ることによって得られる認識利得として期待される効果は、ひとつには、当該変化をめぐ

る記述について、その記述が用いている観察視座に焦点をおいた観察、すなわち観察の観察が可能となること。

また、医師の女性化と看護師の男性化という二つの変化のそれぞれをめぐる記述を観察することにより、諸観

察間の差異を観察することが可能となることである。 
具体的に観察対象とするアリーナは、主に国内医学文献の抄録誌である医学中央雑誌のデータベースにもと

づく医学・歯学・薬学およびその関連領域の原著論文である。一定の条件で検索をおこなった結果、女性医師

について 46件、男性看護師について 86件の記述が確認され、さらに個々に内容を確認したうえで内容的な非
該当記述を除いた結果、女性医師について40件、男性看護師について 39件の記述が確認され、これらが分析
に用いられた。 
分析の結果得られた結論は、以下の通りである。①両者をめぐる観察の共通性として、当該職業における性

的多数者との差異への着目が存在する。②両者をめぐる観察の共通性として、女性患者の羞恥への着目が存在

する。③両者をめぐる観察の差異性として、当該職業における性的多数者との比較の場が、女性医師では家庭

領域に、男性看護師では職業領域におかれている。④両者をめぐる観察の差異性として、女性患者の羞恥への

着目は、女性医師ではその存在の必要性を示すレトリックとして、男性看護師ではその存在の可否を問うレト

リックとして用いられている。⑤両者をめぐる観察の差異性として、総体的に女性医師をめぐる観察において

は、その課題の所在、解決の方向性、固有の存在意義が焦点化されて明確であるのに対し、男性看護師をめぐ

る観察においては、焦点化が見られない。⑥両者をめぐる観察において観察されていないものとして、男性看

護師における家庭領域とのかかわりが不在である。⑦両者をめぐる観察において観察されていないものとして、

女性医師および男性看護師の男性患者に対する影響が不在である。 
 



 
 西日本社会学会ニュース No.124   2007年                          19 

 第 65回大会 自由報告（4）テーマ：労働・ジェンダー・青年                        
 

職場トラブル相談ニードの相関関係 
                      福井 祐介（西日本短期大学） 

 
現代の職場トラブルは、従前のような「集団的紛争」でなく、より多様性をもった「個別労働紛争」（労働

条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争）として数多く発生している。

セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントといった新しいタイプの職場トラブルもそれらには含まれ

る。 
本報告では、箕面市で実施した住民意識調査（調査名称は『職場トラブルの対処方法に関する調査』）にも

とづき、それらの職場トラブル対処についての相談ニードの社会的所在と、それらニードの間の相関関係につ

いて、調査データにもとづき考察した。この調査は、既存の労働相談窓口（行政機関や専門家や労働組合など

による）がそれぞれの窓口単位で行ってきた職場トラブル相談の統計データとちがい、地域単位でそうした相

談ニーズを集計分析し、これらの相談ニーズへ社会的に対応するための基礎データを得ることを目指している

点に特色がある。 
本調査で例示的に設定した相談先は、(1)同僚、(2)上司、(3)別部署同僚、(4)別部署上司、(5)会社相談窓口、

(6)社内労働組合、(7)家族・親族、(8)友人・知人、(9)ユニオン（社外労働組合）、（10）行政機関、（11）専門
家、（12）裁判所、（13）その他、の 13種類であった。これらのうち、職場トラブル発生時の相談先としても
っとも期待されているのが上司であった。次に家族・親族、友人・知人、同僚といった、職場の内外にわたる

身近な人々への相談ニードが高く、トラブル対応において重要な役割を果たしうる存在とみられる。 
また、本調査で例示的に設定した職場トラブルは、①解雇通知、②労働条件切り下げ、③いじめ、④険悪な

人間関係、⑤仕事干し、⑥適性無視の仕事強要の 6種類であった。これらのうち、相談ニード・スコアが最も
高い職場トラブルは、解雇であった。次に相談ニード・スコアが高い職場トラブルは、職場いじめであったの

が興味深い。 
また、相談先別相談ニード・スコアの相関関係を分析した。それらのうち有意なものはすべて正の相関であ

った。こうした相関関係がある場合、何らかの職場トラブルが起きたときに、同時あるいは相前後して、それ

ら相談先に相談する可能性がある。これらの相関関係の意味はどのように解釈されるべきだろうか。 
 
ⅰ)相関のある相談先は、それぞれ問題解決のため相談者をサポートできる。そのため豊富な人間関係や人間関
係スキルを持つ人ほど、そうしたサポートを相乗的に活用可能である。 
 
ⅱ)いっぽうこれらの相関関係は、反面として孤独あるいは排除の連鎖とみることができる。それら相談先に相
関関係があるとき当事者が一定のまとまりをもった関係性全体から連鎖的に疎外される可能性がある。男性高

齢者が親密圏から疎外され、女性非正規雇用が制度的な解決窓口を総じて好まない、などが具体例である。 
 
ⅲ)相関関係がないことにも、一定のチャンスを見出すことができる。無相関の相談先は、正の相関が作り出す
負の連鎖と無関係に、トラブル解決の助けになってくれる可能性がある。たとえば家族・親族や友人・知人の

相談ニードは、行政窓口を初めとする制度的諸機関の相談ニードとの相関をもたない。この点を積極的に考え

れば、そうした無相関の相談先を組み合わせるやり方は、職場トラブル解決をめざすサポート先の組み合わせ

でありうる。 
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「食育」の現状についての一考察 ——主として熊本県内の取り組みの場合—— 

 
立山 ちづ子 

（県立湧心館高校／熊本大学大学院社会文化科学研究科後期博士課程公共政策学専攻） 
 

2005年７月に施行された食育基本法、その後食育推進基本計画（06年３月）、熊本県食育推進計画（06年
４月）が制定され、現在、行政の主導の下、全国で食育が推進されている。 
この研究は、現在の熊本県ないで行われている食育活動がわが国の食料自給率向上に果たして貢献するのか

について考察を試みたものである。分析資料として、熊本県内の食育推進活動での報告、九州農政局主催食育

研究会で報告されたものを取り上げた。 
研究の動機は、筆者が所属する熊本県高等学校教育研究会家庭部会（略称：高校家庭部会）の「食育ボラン

ティア活動」（これは、熊本県農政部管轄の食育推進事業で、登録団体は県食生活推進連絡協議会、県栄養士会、

県学校栄養士会、JAくまもと、くまもとふるさと食の名人、高校家庭部会の 6団体）の 4年間の活動の分析
から、主な成果は地産地消の料理技術習得であり、食料自給率向上への意識の高まりや食料生産活動に対する

理解などについての成果は低いことが明らかになったからである。 
そこで分析資料収集を熊本県内に広げ、熊本県教育委員会が指定した小中学校の食育推進事業実施校報告

（平成 15,16,17年度）、熊本県農政部主催「食育活動交換会」（前述の「食育ボランティア活動」6団体の報告
会、平成 16,17年度）、九州農政局主催の九州地域食育推進ボランティア活動発表会（九州７県から一団体ずつ、
大学生・食生活推進員・生産者団体・生産者と消費者の民間団体が報告：熊本市で 07 年１月）を得た。これ
らの資料について、以下の 10 項目のキーワードを用いて分析・考察を試みた。①農業（生産）体験・生産者
の支援、②食料自給率・後継者・農業政策、③生産者と消費者をつなぐ、④特産物・地元の農産物への理解や

誇り・地産地消、⑤食べ物調理・生活技術、⑥食べ物の安全性、⑦健康維持・栄養、⑧残食の扱い、⑨マナー・

食べ物への感謝、⑩家族人間関係・他の人との関係。 
その結果、主な活動の成果は、小中学校では、①食と農をつなぐ取り組みで、稲、ナス・トマトなどの野菜、

大豆などの植物性食品の栽培体験、②地域の農産物を学校給食に利用、③餅つき大会や地産地消の野菜料理会

開催、④学校栄養職員を講師に栄養学習、⑤食べ物の大切さ、生産者への感謝の念の育成、⑥学校の活動を保

護者に啓発・広報であった。また県「食育ボランティア活動」では、①地産地消の料理技術の習得、②栄養学

習、③ふれあい食事（園児、小学生、老人会など）の開催など。九州地域食育推進ボランティア活動では、地

産地消、郷土料理の伝承、そして食事バランスガイドの啓発などが主な成果であった。 
以上の結果をまとめると、現在の食育活動は、地産地消への関心を高め、地元農産物の伝統的な、あるいは

その創作料理の技術習得であり、また健康維持と生活習慣病予防の食生活の啓発が主である。その内訳は植物

性食品の野菜と米が中心の食材であり、食料自給率低下の主因である動物性食品と油脂類の近年の大幅な増加

に対する具体的な取り組みはみられず、自分たちの日常食への考察がほとんどみられない。田植え体験をして

も、収穫した米は餅つき大会となり、日常食の米消費拡大には向かっていない。小中学生の活動では食農教育

中心とはいえ、生産者と消費者をつなぎ、今後の需給や安全性、農業労働と所得、農業就業への関心を高める

ことについてはほとんどふれられていない。また活動は農山村かその近郊地域での活動であり、食料消費量が

多い都市部での報告はみられない。以上のことから現状の食育活動では、わが国の食料自給率の向上にはあま

り貢献しないものと考えられる。 
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台湾の青少年における学校観と非行観 
 

高橋 征仁（山口大学） 
王 美玲（山口大学） 

1．報告の目的 
 本報告の目的は、2007 年 3 月に台北市および台北県において実施した「台湾における青少年の学校観と非
行観」の調査をもとに、台湾の青少年の学校間や非行観における基本的特徴を明らかにすることにある。この

「台湾における青少年の学校観と非行観」の調査は、中学 2年生、高校 2年生、大学生を対象者として、中学
７校、高校 2校、大学 2校において、自記式集合調査法によって実施された。これらの学校は、地域と学力ラ
ンクを考慮して選定された。その結果、820票の回答が得られ、それらをもとに、台湾の青少年における学校
観や非行観の基本的特徴が捉えられると考えた。 
 
2．台湾の青少年における学校観 
 山口県の青少年調査（山口県青少年問題協議会）のデータと比較してみた場合、台湾の青少年は、学校に対

する知的信頼や道具的期待が比較的高い傾向がみられる。山口県の青少年では、「学校へ行く目的」（複数回答）

として、「将来に対する自分の希望を実現するため」とする回答だけが約 6 割の高い回答率を示しているのに
対して、台湾の青少年においては、「知識や技術を学ぶこと」や「いい会社に入るため」とする回答も、7割～
8割の学生が挙げていた。 
 また学校生活に対する満足度は、山口県の青少年に比べると、高校生で高く、大学生で低いという点に特徴

がある。台湾の大学生活の満足度がなぜ低いのかという点に関しては、学校への期待との関係から、分析して

いく必要があるように思われた。 
 
3．台湾の青少年における非行観 
 台湾の青少年は、「家出」や「同棲」、「無断欠席」、「ＡＶ鑑賞」などの項目において、山口の青少年よりも強

い非行認識を示している。全体としてみると、家規範や親期待、性規範について、台湾の青少年のほうが、非

行認識が強いと考えられる。他方、「出会い系サイト利用」や「自転車盗」に関しては、台湾の背少年の規範意

識は比較的弱かった。 
 このような文化的な差異が見られる一方で、規範どうしの類縁性に着目する類縁化アプローチからすれば、

いくつかの共通点もみられた。まず第１に、台湾の青少年でも山口の青少年でも、麻薬・リンチ・たかり・売

春の 4項目（ヤンキー型規範）に関しては、非行認識が強く、発達的変化がみられないという点である。第 2
に、ズル型の規範、タバコ型の規範、カジュアル型の規範の順に非行認識が弱くなること、タバコ型やカジュ

アル型の規範が発達的に大きく変化することも共通している。日本の青少年と同様、台湾の青少年においても、

非行観の分化パターンや序列には 1次元性がみられた。 
 
4．展望と課題 
 学校観に関しては、台湾の青少年の学校への期待の高さが特徴的であった。高学歴化による学歴資格のイン

フレのなかで、そうした学校観がどのように変質していくのか、追跡していく必要があるだろう。他方、非行

観に関しては、非行認識が全体的に強いものの、日本の青少年とほぼ同様の構造的特徴が見出された。このこ

とからすれば、台湾の青少年においても、カジュアル型の規範はいずれ弛緩していくと考えられる。他方、性

規範は、文化的多様性や時代変化、個人差などを理解する上で、重要な位置を占めると考えられる。性と道徳

意識の関連について、再考していく必要があるだろう。 
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スポーツは地域の統合性を再生するのか 
 

後藤 貴浩(熊本大学) 
1． 目 的 
人々の関係性が希薄化したといわれる地域社会において，近代スポーツの振興が地域住民の関係性を再構築

する契機となりうるのかということについて，実証的データをもとに明らかにする． 
 

2． 方 法 
調査方法：アンケート調査(配票留置，訪問調査) 
調査対象：熊本県熊本市，御船町，小国町に居住する20歳以上の男女 
調査内容：アンケートA＝生活構造とスポーツ活動に関する調査 

アンケート B＝ライフコースとスポーツ活動に関する調査 
サンプル数：アンケートA＝552．アンケート B＝350 
分析の進め方： 
1) 生活構造とスポーツ実践の質的側面の関係性(データ：アンケートA) 

地域住民のスポーツ実践の質的側面(種目，相手，場所)と生活構造(階層性・流動性・公共性・同調性)
の関係について分析した． 

2) スポーツ実践のコーホート比較(データ：アンケート B) 
団塊世代と団塊ジュニア世代のスポーツ暦をその頻度・種目・相手，場所の面から比較した． 

3) 生活構造の地域間格差とスポーツ実践(データ：アンケートA及び地域構造に関するインタビュー) 
農山村における市街地と山間部における生活構造とスポーツ実践の関係について比較した． 
 

3． 結 果 
スポーツ実践の質的側面は，階層性，流動性，公共性，同調性いずれの影響も受けていることが指摘され

た．具体的には，上層，流動，私化，同調の傾向が強い者ほどスポーツの行い方が個人志向にあった．産業化・

機械化による自由時間の拡大とマスメディアの発達は，スポーツ実践の量的拡大を促すが，高学歴化社会，流

動化社会，私化・同調社会として捉えられる現代社会では，スポーツの行い方は，今後ますます個人化の方向

に向かうことが予測される． 
コーホート分析では，以下の点が明らかになった．団塊の世代は比較的社会や制度に対して受動的にスポ

ーツを実践してきた世代であり，環境的な要因が整わない限りスポーツ実践から遠ざかっていく．しかし，健

康不安が表出してくる年齢時(1980年代)に健康ブームが起こり，個人本位的な活動としての健康スポーツを志
向するようになった．一方，団塊ジュニア世代は，学校教育において楽しい体育を経験し，大量消費社会で育

った世代である．このため，皮相的な楽しみをベースにしたスポーツを志向(消費)するようになったと推察さ
れる． 
生活構造とスポーツ実践の関係性について地域間比較を行なった結果，スポーツ実践の個人化は一律に浸透

するのではなく，それぞれの地域構造によって影響を受けていることが明らかになった．特に，婦人会，青年

団，地域おこしグループ，大字協議会，さらには多世代家族を中心とした家族などの中間集団の存在が，スポ

ーツ実践の個人化に歯止めをかけていると推察された． 
 

4． まとめ 
現代社会において生活の都市化はますます浸透し，それに伴いスポーツ実践の都市化も進行していくであろ

う．その進行は個人・世代・地域によってそれぞれ格差が認められるものの社会全体としての流れは変わらな

い．現代社会でもスポーツが実体としての共同性を発揮し，地域社会形成の一翼を担うためには，前提となる

べく一定の共同性が必要となる． 
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就労形態別に見た母親たちの子育て ――呉市の事例―― 

                           

 佐々木 さつみ（広島大学） 
問題設定 
近代化の過程で子育ての担い手が減少した中で、また自身も社会進出を果たしていく中で、母親たちはどの

ように子育てをしているのか、家族親族・地域社会・企業や行政からの「支援」はどの程度受けられるのか、

どのような困難をかかえているのか、働き方によってどう違うのか等について、就学前の子どもを持つ母親に

焦点を絞って検討する。 
 
使用するデータ 

2005年度呉市オープンカレッジネットワーク会議地域活性化研究助成を受けた「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

「母親調査」のデータを分析した。調査は 2006年実施、呉市の幼稚園・保育所の母親 1000人に施設を通じて
配布、回答者から郵送で直接回収。回収率 31.5% 

 
常時雇用・パートタイム・専業主婦――それぞれの状況での子育て 
回答した母親たちのうち 73.3％が働いている。常雇 27.9%、パート 40.2%、専業主婦 26.7%と最も多い働き
方はパートである。保育所でも常雇 36.5％よりパート 47.6％のほうが多い。3つの層は、就労継続、本人と夫
の学歴、職種、世帯年収とそれぞれ相関を持っている。 
就労形態の違いは子育てに使える時間の差になる。しかし子育てそのものには大きな差異は認められない。

どの層も強い規範意識を持って日々の子育てを行っており、将来の教育費の備えも始めている。子育てのとら

え方もほぼ肯定的である 
 
それぞれの困難――周囲からの支援との関連で 
常雇の母親たちは、高学歴・専門職の比率が高く、産休や育休の制度、家族親族の支援等を駆使して職業生

活と家族生活の両立をはかっているが、長時間労働のもとで時間的な制約を大きな困難として抱えている。子

どもと接する時間の不足や多忙という問題以上に、長時間労働・残業、休日勤務・夜間勤務、子どもの病

気のとき、子どもの小学校入学等に、労働時間と利用できる制度のずれがある。そのため夫や親族の個人

的なサポートがなければこの常雇という位置を維持することが難しい。職場や社会に理解を求めたり、制度の

充実を求めたりする意見も多いが、役割葛藤に苦しむ姿も多く見られる。 
パートの母親は経済状況も含めてもっとも困難な状況に置かれている。パートといってもかなりの長時間労

働で、常雇同様に就労継続や両立の困難を抱えていながら、職場からも行政からも支援が受けられない状況に

ある。産休・育休の権利は事実上使用できない場合がほとんどで、常雇以上に出産期の就労継続が困難である

し、保育所等の支援サービスも優先順位が下に置かれがちである。家族親族や近隣のサポートもまた受けられ

ていない。 
専業主婦は家事育児を一身に引き受けており、支援のネットワークがもっとも希薄な状況にある。転勤族も

多く地域や親族の助力が得られにくく、「夫だけが頼り」であるが、実際にはこの層の夫の家事育児参加は最も

低い 
 
まとめと課題 
このように母親たちがそれぞれに異なる困難を抱えて子育てに孤軍奮闘している点を明らかにすることが

できた。この状況に対してどのような「支援」がより有効なものであるのか、今後の研究課題としたい。 
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 第 65回大会 自由報告（6）テーマ：階層・ネットワーク                         
 

社会階層と社会ネットワークの効果について 

 
井上 寛（九州工業大学工学部） 

 
社会階層は個人の行動と社会状態を予測し説明する重要な社会構造要素と考えられていた。例えば、高学歴

で高威信の職業従事者ほど社会・政治参加志向が強まる。低学歴で、低威信の職業従事者ほど平等志向が強ま

り、高学歴で、高威信職業ほど競争社会と格差を肯定する。 
しかしながら、社会階層の決定力を過信することはできない。文化嗜好に注目した片岡（2000）は、ハイブ
ラウ文化嗜好が、性、年齢、教育年数、所有財の影響を受けていることを確認しながらも、職業威信の効果は

ないとしている。むしろ、相続文化資本はハイブラウ文化嗜好の境界を維持するように働いているとしている。

文化的寛容性については、教育、職業威信、家族年収、所有財が高いほど文化的寛容性を示すこととしながら、

同時に相続文化資本が多いほど文化的寛容性を示すことを明らかにしている。 
 白倉（2000）はさらに明確に「生活満足度を生み出すものはライフスタイルか階層か」という問に答えよう
とした。父親の職業威信と本人の教育が本人の到達階層を規定すること、父親の職業威信と 15 歳時の所有財
と幼少時文化資本が教育にプラスの効果をもつこと、到達階層は仕事中心的ライフスタイルとプラスの関連を

もつこと、職業威信と 15 歳時所有財が幼少時文化資本を規定し、その幼少時文化資本が私的ライフスタイル
観に影響すること、そして、生活満足度は、一方で到達階層に規定され、他方で私的ライフスタイルに影響さ

れることを明らかにした。 
 このように個人の政治選択、消費行動、生活満足度、ライフスタイル、基底的性向などは、社会階層が直接

に作り出すものではなく、ブルデュー的には社会階層が維持するハビトゥスにおいて維持され、そして学習・

社会化される文化資本によって作り出されることといえる。 
しかし、そもそもハビトゥスとはなんだろうか。われわれは、そのハビトゥスの実態を社会ネットワークに

求めることにしてみよう。社会ネットワークが個人の意識と行動を生成し維持するという仮説を吟味すること

である。 
 ここでは個人の「脱階層志向」を目的とする。この志向はさらに二つに分解し、反階層志向と非階層志向（狭

義の脱階層志向）からなるとする。前者は、高い評価の職業、高学歴、財産、高い地位を重要でない、あるは

あまり重要でないとする志向である。後者は、 共同性（ボランティア活動、町内会活動などの社会活動で力

を発揮すること）、遊び（趣味やレジャーなどのサ-クルで中心的役割を担うこと）、そして脱物質志向（これか
らは物質的な豊かさよりもこころの豊かさやゆとりのある生活をすること）を重要あるいはやや重要とする志

向である。 
 われわれは、これらの指標のそれぞれを目的変数とし、年収、現在職業威信、父子職業威信差（移動効果を

みるための変数）、本人学歴、交際相手数、年齢を説明変数とする重回帰分析を試みた。1995年 SSMデータの
分析の詳細は省略するが、高評価職業、高収入、高学歴、多い財産、高い地位、共同性、遊び、脱物質という

志向に対して、学歴のみが職業的野心と関連していることを除いて、社会階層のいずれの変数も効果を示さな

い。言い換えるならば、客観的社会階層は、脱階層志向（反階層と非階層志向）をほぼ決定しないと言ってよ

い。年齢とともに収入、学歴、脱物質の３志向に変化が起こることを除けば、交際相手数つまりパーソナル・

ネットワークの豊かさが、狭義の脱階層志向（共同性、遊び、脱物質志向）に影響している。すなわち、社会

資本の大きさが、狭義の脱階層志向（共同性、遊び、脱物質志向）の意識と実践のための資源の流通を可能に

する。ただし、他の分析ではネットワーク自体が社会階層の影響を受けていることが検証されているので、社

会階層はネットワークを通して個人を制御するというメカニズムを留保しておく必要はあるだろう。
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3．シンポジウム報告要旨 

 

シンポジウムの報告要旨は、コーディネーターにまとめていただいたものです。 

 

 

テーマ 『格差社会における社会的きずな』 

 

【司会者】徳野貞雄（熊本大学）、叶堂隆三（福岡国際大学） 

 

【報告者】 

①稲月 正（北九州市立大学）    「ホームレス化の過程と自立支援における“社会的きずな”」 

②佐々木美智子（中村学園大学）  「子育て支援における社会的きずな」 

③江口貴康（島根大学）  「地方高校生をめぐる地域間格差と U ターン意識 

――島根県高校生意識調査の分析から」 

 

【討論者】木下謙治（宇部フロンティア大学）、安河内恵子（九州工業大学） 

 

 

  以上のような報告とメンバーでシンポジウムを開催しました。フロアーからは、格差社会を論ずるならば、現

代の階層研究の分析が必要であり、その報告がなされていないとの手厳しい指摘などがあり、活発に討議され

た。今回のシンポの準備段階では、格差社会論より社会的きずなに重点を置いた報告準備をしていたため、

発表者とフロアーの間にテーマの重点に関して齟齬が生じた点は、コーディネーターの課題でもある。なお、こ

のシンポジウムの様子は、後日、毎日新聞にて報道された。  

  （文責、徳野貞雄） 

 
 

4．平成 18年度総会報告 
 
総会では、佐々木武夫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。 

 
□ 開会の辞 （三浦典子 会長） 
 
□ 報告事項  
 

 

①  庶務報告（山本努 常任理事） 

 
  ⅰ 常任理事会 
    第 1回 2006年 7月 22日 

・第 64回大会報告、学会ニュース第 121号 
・第 65回大会について 
（シンポジウムのタイトル・担当者・コーディネーター候補選定など） 

    第 2回 2007年 4月 14日 
・第 65回大会の情報、第 65回大会までの準備事項、 

シンポジウムの進行状況、会計中間報告 
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ⅱ 理事会 
    第 1回 2007年 5月 19日 

・ 平成 18年度庶務報告、平成 18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 
    2006年 11月 20日  ニュース 121号発行（第 64回大会報告号） 
    2007年  3月 10日   ニュース 122号発行（第 65回大会案内号）   
    2007年  5月 11日    ニュース 123号発行（第 65回大会プログラム号） 
 
 
 ② 会員数に関する報告（山本努 常任理事） 

 
ⅰ 現在の会員数(平成 19年 5月 19日現在) 

 
平成 18年度退会者数     111名 
平成 18年度の最終会員数  221名    会員異動（p27）参照 
新入会員申し込み数  126名    
平成 19年度会員数（5月 19日） 227名 

 
 
③ 学会誌編集委員からの報告（稲月正 編集委員長）                       ※ 資料 1参照 

 
ⅰ 『西日本社会学会年報』第 5号(2006/12/15)発行について 
ⅱ 平成 18年度編集委員会決算報告 
ⅲ 『西日本社会学会年報』第 6号の発行について 
ⅳ 北海道社会学会機関誌との相互投稿について 

 
④ 平成 18年度決算報告（辻正二 会計担当理事）                       ※ 資料 2参照 
 
 ⑤ 平成 18年度会計監査報告（鈴木譲 会計監査）                        ※ 資料 3参照 
 
⑥ その他 
 

 

□ 審議事項   
 
① 新入会員の承認（三浦典子 会長） 

――6名の新入会員すべてが承認を受けました            会員異動（p27～）参照 
 
② 平成 19年度予算案の承認について（辻正二 会計担当理事）        ※ 資料 4参照 
 

③ 平成 19年度予算案の承認について（稲月正 編集委員長）     
――『西日本社会学会年報』の抜刷料金の改訂が承認されました       

※ 資料 5 及び 編集委員会からのお知らせ 参照 
           

④ 来年度大会開催校の決定と承認について（三浦典子 会長） 

――活水女子大学での開催が承認されました 
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⑤ 理事の指名   ――叶堂隆三、園井ゆりが指名され、承認されました 
  
⑥ 事務局の指名  ――深山雅宏が事務局長に指名され、承認されました 
 

⑦ その他 
 
□ 閉会の辞（三浦典子 会長） 

 

 

                       Ⅱ．第 66回大会について                        
 
( 1 ) 大会案内 
 第 66回大会は、平成 20（2008）年 5月 10日（土）、11日（日）に活水女子大学（長崎県）にて開催いたしま
す。なお例年より、一週間早い日程となっております。スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（2008
年 3月発行予定）をご覧下さい。 
 
( 2 ) シンポジウム 
 

テーマ  ：  リスクとソーシャル・キャピタル 

コーディネーター ：  城戸秀之（鹿児島大学）・三隅一人（九州大学） 

 
 スケジュールや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。 
 
 

                            Ⅲ．会員異動                       

 
※ 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（平成 18年 10月現在） 
藤島法仁  挽地康彦  加来和典  速水聖子 
  
2．所属の変更（平成18年10月現在） 
挽地康彦 和光大学現代人間学部現代社会学科  
佐藤祐一 宇部フロンティア大学  

 
3．メールアドレスの変更（平成 19年 10月現在） 
友枝敏雄  tomoeda@hus.osaka-u.ac.jp       
小川全夫  ogawat@yamaguchi-pu.ac.jp 

 
4．その他の変更 
山本努 キャンパスの住所変更 

 
5．ご逝去 
居村栄一 
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6．新入会員（順不同） 
 
中山妙華（広島大学） 紹介者＝西村雄郎    高嶋正晴（立命館大学） 紹介者＝加来和典      
入部千鶴（九州大学） 紹介者＝安立清史      松本貴文（熊本大学） 紹介者＝徳野貞雄    
松下 修（熊本大学） 紹介者＝徳野貞雄    稗島 武（飯塚病院） 紹介者＝三隅一人 

 
7．退会者 
 松崎正重 金泰泳 山田忠昭 内藤考至 古賀倫嗣 神谷一夫 竹村剛 西光義秀 花野裕康  
 木村恭子 陳暁雲  
 
8．転居先不明 
池内一樹  川上周三  岡本晴美  李珊  横山美栄子  山本賢治  宮本晋一  中村淳子 

 

 

              Ⅳ．編集委員会からのお知らせ                     

 

 今年度総会でも報告がありましたとおり、本学会の会計は、かなり危機的な状況にあります。なかでも、会

費収入の伸び悩みと『西日本社会学会年報』の収支が会計を圧迫しております。 
 編集委員会としても『年報』印刷費の抑制にも取り組んでまいりますが、あわせて学会収入の増加も必要

であると認識しております。 
 つきましては、これまで『年報』執筆者の方には、無料で抜き刷り（30 部）をお送りしておりましたが、次号
『年報』第 6号より、抜き刷りは希望者にのみお送りすることになりました。また、印刷費（50部、5,000円）と
送料をいただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

                  Ⅴ．研究室めぐり                        
 

久留米大学文学部 
 保坂 恵美子 

 
 2008（平成 20）年に創立 80周年を迎える久留米大学は、文・法・経・商・医の 5学部 11学科と、
比較文化・心理学・ビジネス・医学・法務の 5つの大学院研究科、及び 10の研究所・センターをもつ
総合大学となっています。 
 その沿革を説明すると、久留米大学は 1928（昭和 3）年、九州医学専門学校として発足し、第 2次世
界大戦後は商学・医学の２学部体制となりました。その後、1970～80 年代に、商学部経済学科の増設
や法学部法律学科が設置され、1992（平成４）年に文学部人間科学科・国際文化学科の開設、1994（平
成 6）年、法学部国際政治学科の増設と続きました。 
 設立時の文学部の入学定員は国際文化学科 100名、人間科学科 100名で、人間科学科は心理学系と社
会学系の２つの系に分かれていました。社会学系コースには、基礎社会学、応用社会学、実践社会学の

3 科目群があり、完成年度はスタッフ 12 名を有する大所帯となっていました。このうち、西日本社会
学会会員は、鈴木廣会員（都市社会学）、井上圭二会員（産業社会学）、坂岡庸子会員（家族社会学）、

原山哲会員（医療社会学）、中西吉則会員（理論社会学）と私、保坂恵美子（福祉社会学）の 6名の外、
非常勤として、福岡県立大学の清田勝彦会員（社会病理学）や熊本大学の徳野貞雄会員（地域社会学）

等がいましたが、2000（平成 12）年、文学部に社会福祉学科（定員 100名）が増設された際、坂岡・



 
 西日本社会学会ニュース No.124   2007年                          29 

保坂の２名の会員が社会福祉学科に移籍しました。社会福祉学科では、坂岡会員は社会学、家族社会学

を担当、保坂が福祉社会学・老人福祉論を担当しています。 
 また、2004（平成 14）年、文学部人間科学科が心理学科（定員 85名）と情報社会学科（定員 60名）
に改組転換された際に、鈴木・井上・原山・中西の 4名の会員は情報社会学科に配置替えとなりました。
その後、鈴木会員が比較文化研究所へ移り・定年を迎え、現在、客員教授として都市社会学を担当して

います。また、原山会員の転出により、情報社会学科には、井上・中西会員と社会調査の専任として新

たに迎えた石橋潔会員がいます。この外、非常勤の清田・徳野会員には情報社会学科と社会福祉学科の

2 学科の講義を担当してもらっています。さらに、情報社会学科の社会調査実習には、本学比較文化研
究科後期博士課程の藤島法仁会員が、非常勤スタッフとして加わっています。なお、経済学部の非常勤

として、下関市立大学の加来和典会員が老人福祉論を担当しています。 
 久留米大学の西日本社会学会会員は、以上のように文学部情報社会学科と社会福祉学科を中心に、経

済学部や法学部などに分属しています。申し遅れましたが、法学部国際政治学科では、松田光司会員が

情報処理関係科目と政治社会学を担当しています。このように会員数が多い割には、会員がまとまって

共通の研究室で教育研究活動を行う環境にはありませんので、特に学部が違う会員については、会員同

士どのような教育研究活動を行なっているのか、相互に知り合う機会は乏しい現状にあります。しかし

ながら、情報社会学科と社会福祉学科とは同じ文学部であることや、中西吉則会員が文学部長であるこ

となどから、学科は違っても相互の協力体制は維持されています。 
 次に、久留米大学大学院比較文化研究科についてご紹介いたします。大学院比較文化研究科の修士課

程（前期博士課程）は 1989（平成元）年、後期博士課程は 1991（平成 3）年に開設され、その後学部
学科が相次いで増設されたことから、久留米大学大学院は文学部、法学部、経済学部、商学部、医学部

をベースとする学際的な総合大学院へと急成長しています。 
 比較文化研究科が基礎を置く学系は、日本文科系、欧米文科系、東洋文科系、福祉・社会学系、法学

系、政治学系、商学系、医学系（一般）でしたが、2001（平成 13）年、比較文化研究科から心理学系
と医学系が独立し、新たに言語文科系と健康文科系が追加されました。また、比較文化研究科の前期博

士課程（修士課程）を総合文化コースと専修文化コースに分け、定員を 24名から 48名に増員する等の
改革がありましたが、その後、比較文化研究科からビジネスコース（前期博士課程）が分離独立し、法

科大学院が開設される等、大学院を取り巻く環境は大きく変化しています。特に、心理学研究科の分離

独立後、福祉・社会学系の科目のみが専門科目 1（文化理論研究領域）に残されるなど、比較文化研究
科の開講科目の整合性を問われる問題も出現し、大学院は今激しい改革の渦中にあります。 
 何はともあれ、間口の広い比較文化研究科の中にあって、社会学は、総合文化コース（前期博士課程

と後期博士課程）の福祉･社会学系と、専修文化コースの保健福祉社会学コースに所属しています。総

合文化コース、前期博士課程では、鈴木廣会員が都市社会学研究と社会構造論研究、地域福祉論研究を、

坂岡庸子会員が家族社会学研究と環境社会学研究を、井上圭二会員が産業社会学研究を、松田光司会員

が政治社会学研究と数理情報処理研究を、そして、保坂が福祉社会学研究法と福祉社会学研究、家族福

祉論研究、老人福祉論研究を担当しています。この外、木下謙治会員（宇部フロンティア大学）には、

隔年で家族問題論研究を担当してもらっています。 
 これに対して、前期博士課程のみの専修文化コース（保健福祉社会学コース）では、上記のような会

員の科目に加えて、中西吉則会員が理論社会学特講を担当しています。 
 また、後期博士課程では、鈴木廣会員が都市社会学特別研究、社会構造論特別研究、地域福祉論特別

研究を、保坂が老人福祉論特別研究、福祉社会論特別研究を担当しています。 
 大学院に在籍する学生のテーマは、以前は認知症高齢者の介護問題やケアマネジャーのストレス、薬

物依存と地域福祉など保健･医療・福祉に関わるテーマが多かったのですが、近年、保坂研究室では、

台湾・中国・ウクライナなど外国籍の留学生が増加しており、台湾における国際結婚や少子化問題、中

国におけるジェンダー問題、チェルノブイリの事故と障害者問題など、研究の焦点がマィノリティの問

題へと変化しています。このようななかで、久留米大学比較文化研究科は「国際化時代における多文化

共生」の問題に、理論的にも現実としても向き合わざるを得ない状況にあるといえます。 
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                       Ⅵ．資料                               

 

資料 1 編集委員会平成 18年度決算報告  

 予算 決算 備考 
学会誌売り上げ 50,000 40,750 売り上げ不振 

2005年度繰り越し 30,831 30,831  

学会予算から繰り入れ 620,000 800,000 ページ数の増加 

利息 1 81  

収 
入 
 

収入合計 700,832 871,662  

 印刷費 450,000 590,625 ページ数増加、印刷数増加のため 

 
支 

学会誌郵送費 71,000 75,090 学会事務局への郵送費が 5000円 

  
出 事務局通信費 23,000 42,190 

締め切り期日変更連絡ハガキ代、

ほか投稿者多数のため 
    編集事務局運営費 45,000 45,000 予算通り 
  販売事務局運営費 40,000 37,817 予算通り 
  編集委員手当 35,000 35,000 予算通り 
  広告費 1,000 1,000 予算通り 

  
次年度繰越資産 35,832 44,940   

 
支出合計 700,832 871,662  
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資料 2 西日本社会学会 平成 18年度決算報告  

  項目 予算 執行済予算 備考 
前年度繰越金 1,001,710 1,001,710  
学会費 1,000,000 865,000  
寄付金 0 0  
預金利息 30 604  
その他 3000 0 プログラム代 
学会誌発送受託収入 71,000 71,000  
今年度収入総計   1,074,030 936,604  

収
入 

計 2,075,740 1,938,314  
65回大会予備費 30,000 30,000 会員控え室お茶・お

菓子代、大会運営ア

ルバイト 
テーマ部会運営

費 
20,000 20,000  

理事会準備費 13,000 13,000  

65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 5,688 菓子・食事代 常任理事会運営

費 常任理事交通費 50,000 42,380  
通信費 130,000 151,200 news121 号＋「年

報」、news122号、
news123号 

印刷費 130,000 75,894 ニュース 121、122、
123号 

事務・文具費 20,000 8,117  
謝金など 20,000 0  

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） 620,000 800,000  
その他 0 0  

支
出 

今年度支出小計 1,218,000 1,286,279  
予備費（次年度持ち越し） 857,740 652,035  
計  （今年度支出合計＋予備費） 2,075,740 1,938,314   
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資料 3 編集委員会平成 19年度予算案  

収入の部 2006年度予算 2006年度実態 2007年度予算 備考 
学会誌売り上げ 50,000 31,550    40,000 公費購入増加 2校 
抜刷代（2007～） 0 0 50,000 5000円 × 10人 
前年度繰越金 30,831 30,831 35,660  
学会予算から繰入 620,000 800,000 620,000  
利息 1 3 2  
収入合計 700,832 862,384   745,662  

支出の部 2006年度予算 2006年度実態 2007年度予算 備考 
印刷費 450,000 590,625 450,000 印刷費削減に努める 
学会誌郵送費 71,000 75,090 71,000 例年通り 

事務局通信費 23,000 42,190 30,000 ハガキ代不要 
編集事務局運営費 45,000 45,000 45,000 例年通り 
販売事務局運営費 40,000 37,817 40,000 例年通り 
編集委員手当 35,000 35,000 35,000 例年通り 
広告費 1,000 1,000 1,000 例年通り 
次年度繰越資産 35,832 35,660 73,662  
支出合計 700,832 862,382 745,662  

 

資料 4 西日本社会学会平成 19年度予算案 

  項目 金額 備考 
前年度繰越金 652,035   
学会費 1,000,000 5,000円×200名（のべ） 
寄付金 0   
預金利息 100 概算 
その他 3,000 ニュース代実費（500円）×6 
収入総計 1,003,100   

収

入 

計 1,655,135   
66回大会予備費 30,000   

テーマ部会運営費 20,000   
理事会準備費 13,000   

66回大会 
運営費 

大会事務準備費 40,000 事務局員交通費・前日作業アルバイト代 
常任理事会費 45,000  常任理事

会運営費 常任理事交通費 50,000  
通信費 130,000 ニュース 3号分 
印刷費 100,000 ニュース 3号分 

※今までの実績から例年より削減 
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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
支出小計 1,188,000   

予備費 467,135   
計 1,655,135   
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                Ⅶ．事務局からのお願い                               

 
◇ 平成19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/~sociowest/ 
 
 
【 編集後記 】 
 
◇ 学会ニュース124号をお届けします。今回は第65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、下関市立大学の加来和典先生ならびに下関市立

大学の学生の皆様には、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。 
 
◇ 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：深山 雅宏） 


