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Ⅰ．会長就任のことば 
 

辻 正二（山口大学） 
 

 この度、三浦典子前会長の後を引き継いで会長に就任することになりました山口大学の辻正二です。
学問的にまだ未熟な身ですが、会員各位とともに伝統ある西日本社会学会の発展になにがしか寄与で
きればと思い、会長職をお引き受けしました。  
 いま会員の多くが在籍されている大学は、少子化の影響で変革の嵐に晒されているかと思います。
また、大学ばかりか、いまや企業も小中高の学校も行政機関も病院も公益法人の団体も、どこをみて
もなにがしかこうした変化の渦中にあるといえると思います。社会学をしている身で言いますと、こ
の動きそのものが研究の対象です。時には科学的な究明から予見をしたり、変革の必要性を唱えたり、
時には危険性を捉えたが故に押し止める役割を担ってきたかと思います。学会という団体も同時代に
存している限りこの動きに影響を受けております。 
 今日、学会全体を一瞥すると、国際学会への流れ、専門学会への流れ、大規模化と小規模化の分岐
の流れが大きな潮流を構成しています。つまり、「国際性」、「専門性」、「親密性」にウエイトを置い
た流れです。西日本社会学会は、西日本という地域で社会学の研究交流を行う地区学会という性格を
もってきました。それは同時に、日本社会学会の下位団体の色彩も兼ねてきました。日本社会学会は、
国内学会の頂点に立つ学会ということでブランド力を持ちますが、地区学会になるとその性格も弱ま
りますので、西日本社会学会はある意味で岐路に立たされつつあるといった方が正しいと思います。
いま以上に「親密性」の側面を強めることも必要なのではないかと考えます。 
  ともかく、日本の地区学会で戦後最初に立ち上がった歴史をもつ西日本社会学会は、実証研究にウ
エイトを置いた学会です。西日本社会学会のミッションは、研究者の学術研究交流を行うことにより
価値ある学問的な研究を行い、次いで地区学会として社会学という学問を通して地域社会に貢献する
ことだと考えます。そのためには機関誌『西日本社会学年報』の査読誌としての性格を強め、高品質
の論文を掲載する方向で努力し、研究発表等の充実をしながら会員増を推進し、西日本という地域が
抱える課題に積極的に取り組むことにより、社会に貢献していく必要があるように思います。岐路に
立たされているという意識を共有しながら、この歴史と伝統をもつ学会の発展に尽力できればと考え
ています。宜しくご協力下さい。 
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 三浦 典子（山口大学） 

 
 西日本社会学会がまだ西部社会学会と呼ばれていた頃、九州大学を卒業して社会学研究室の助手に
就いた。学会長はずっと文学部の教授であったので、学会の事務は助手の仕事であった。 
コピーもパソコンも普及していなかった時代、学会開催案内の表書きは、すべて手書きであった。
おかげで、どこの大学にはどのような先生がおられ、住所はどこなのか、次第に記憶に焼き付いてい
った。 
西部社会学会の歴史は古く、由緒ある学会ではあったが、顔見知りの者ばかりの少人数の学会で、
シンポジウムの企画も「手作り」のアットホームなものであった。 
それが災いしてか、ある時突然、学会長が退会届を事務室に送付してこられた。会長のいなくなっ
た事務局の私は、退会届を手にしてすっかり途方に暮れてしまった。その後、会長は選挙で選ばれる
ようになった。 
その頃は、自分が学会長に就任することも、学会長を退任するにあたって一文を書くようになるこ
となど思いもよらなかった。 
高校を卒業するときクラスメートが、寄せ書きに「女性でも男性と同じようにやれることを証明し
てください」などと書いてくれた。西日本社会学会の会長は女性でもできたことを、クラスメートに
40年ぶりに報告しなければならないであろう。 
退任に際して、事務局の皆さんや、理事・役員の皆さん、会員の皆さんのご協力により、2期の学
会運営が滞りなく終了できたことにたいして、あらためてお礼を申し上げなければならない。 
思えば長い間、社会学という学問とつきあってきたことになる。この間、経済の高度成長、伝統的
な地域社会の解体、環境問題の激化、グローバルなリスクの拡大など、われわれを取り巻く社会の問
題は多様に変化して、それに応じて、社会学的な関心は浮き沈みをみせた。 
このところの大学の状況は、産業界に追従するように競争社会に突入し、何かにつけ成果のみが問
われるようになってきた。学会活動にもその弊害は及び、学会は会員が相互に研鑽し合う場から、研
究成果をあげるための場に変容しつつあるようだ。 
会長退任後、一理事として出席した理事会で、西日本社会学会誌への投稿が会員以外にも認められ
ている事がインターネットで流されているのか、非会員の投稿が突然急増したことを知った。フリー
ライダーの登場だと笑って見逃すわけにはいかなくなった。 
このやっかいなフリーライダー排除は、逸脱研究の権威である新会長にバトンタッチして、側面か
ら、学会の動向を察知する役目に転じることにしたい。 
 

Ⅱ．会長退任にあたって 
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去る平成 20年 5月 10日・11日、活水女子大学にて開催された西日本社会学会第 66回大会は、参加者

65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 10日午前・午後に計 4部会、11日午前に 1部会が開かれ、計 23名の会員が
登壇されています。 
総会では、報告事項としまして庶務報告、平成 19 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、平成 20 年度予算案承認が行われました。ついで来年度第
67 回大会を福岡大学にて開催することが決定いたしました。また、今年度の大会では選挙がおこなわれ、
その結果、辻正二会員が新会長に選出されました。総会終了後の懇親会は、活水女子大学学生食堂で開催
され、今年も多くの会員のみなさまが参加されました。 
大会二日目には，シンポジウムが開催され、『リスクとソーシャル・キャピタル』をテーマに活発なディ
スカッションが行なわれました。（シンポジウム概要につきましては、27頁をご覧ください。） 
大学付近にも名所を抱えた異国情緒あふれる活水女子大学での第 66 回大会は，みなさまのおかげで無
事に終了となりました。 
 
 

 
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。 
 

Ⅲ．第 66回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 



 
 西日本社会学会ニュース No.127   2008年                          4 

 

環境白書にみる「海洋汚染」言説 
 

倉重 加代（鹿児島女子短期大学） 
 
海は、現代の社会における大量採取や大量廃棄の実体を遠隔化し、不可視化し、環境負荷を外部転嫁す
る場所の一つといえる。そこで本報告では、主に環境負荷の外部転嫁という観点から、環境白書の海洋汚
染に関する言説の特徴から時期区分を試み、その時期区分ごとの政府の海洋汚染に関する認識の変化や政
策の動向を概観した。 
まず、第Ⅰ期、1968～70年代初頭を「海洋環境行政の形成期」とする。1968年に公害対策基本法が
制定され、1969 年に『公害白書』が発表された。1970 年、いわゆる「公害国会」において海洋汚染防
止法、水質汚濁防止法が制定され、海洋汚染に関する政策は大きく動き出す。さらに1971年には環境庁
が発足し、これを機に、1972 年より名称が『公害白書』から『環境白書』へ改められる。環境庁は、従
来の公害規制行政だけでなく、総合的な環境保全対策の実施にも力を入れるようになり、海に関しては、
公害発生地といった「点」としての汚染区域の捉え方から、「面」として海を捉えるようになったという点
で大きな変化が見られる。海洋汚染対策がこの時期までに一つの形になったとみなすことができるが、当
時、海洋を汚染すると認識された物質の多くはすでに汚染を引き起こしているものであり、予防的観点に
はほど遠い。そして、本報告の観点から述べると、環境負荷を外部化してきた事実を認識してきた時期だ
と見なすことができる。 
第Ⅱ期は 70 年代半ば～1980 年頃で「安定期」と呼ぶことができる。第Ⅰ期に法制度が整備されたの
を受けてさまざまな調査が始まり、その結果が〈白書〉に掲載されるようになった時期である。 
1980 年代初頭以降を第Ⅲ期とし、「地球環境問題期」と呼ぶ。この時期はさらに 1990 年代前半と半
ば以降に小区分される。第Ⅲ-1期は、海洋への排出規制が強化された時期である。〈白書〉では、地球的
規模の環境問題に関する記述が増え、プラスチック廃棄物の海洋汚染への関心の高まりが見られるととも
に、水産業の海洋環境へ負荷を与える側面の記述が表れてくる。この時期を本報告の観点から述べると、
環境負荷を外部転嫁してきた空間としての海を少しずつ内部化するようになった時期といえる。第Ⅲ-2期
は 1993年に環境基本法が制定されたことが大きい。環境基本法が制定され、理念上あるいは政策上は海
の内部化が進んでいるが、認識としては（問題の実体を表面化させない、抽象的な表現が増えるという意
味で）海は外部のままであり、理念や政策と認識とのズレを見いだせる。 
さらに、2006年以降を、今後の展開の予測から別に時期区分することを提案する。2005年のNOWPAP
（国連環境計画北西太平洋地域海行動計画）第 10 回政府間会合において採択された海洋ゴミに関するプ
ロジェクトが2006年度に実施されたこと、さらに、漂流・漂着ゴミについて、より実効的な対策を検討
するため、「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議」が開催されたことが取りあげられている。また、
2007 年には海洋基本法が制定されている。地球環境の保全に関わる重点項目の一つとして、今後、海洋
環境の保全が、政策のより重要な位置を占める可能性はある。 
海洋投入する廃棄物の種類や量はますます制限されていくことが予想されることから、海が次第に制度
上は「内部」に取り込まれていく可能性は大きい。ところがこれまでの議論は「意図的に」廃棄物を捨て
る場所としての海に関する議論であり、「無意図的に」生じた海の汚染について汚染状況の回復は誰（どこ）
がするのか、という大きな問題は残ったままである。今後は、海の外部化、内部化の定義を明確にし、問
題構造を明確にした上で、海の汚染の回復の取り組み主体の問題について併せて検討していきたい。 
 
 

自由報告（1） 環境・地域・農山村 
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「ねんねんばばしゃま」の明治・大正・昭和 
̶̶山林地主家（福岡県浮羽町）へ嫁いできた女性達̶̶ 

山口 信枝（福岡県地域史研究所） 
 
福岡県の山林地主家が所蔵する史料を理解するために実施した聞取調査のうち、地域の名望家を縦横に
結びつけてきた姻戚関係と結婚から始まる女性達の生活を中心視座において報告する。中心人物は「ねん
ねんばばしゃま」である。この呼び名は曾孫が「いつも眠っているお婆さん」という意味で呼んでいた愛
称であり、名前は野上トイ（以下敬称略）である。元治元年生まれで昭和 33 年に 95 歳で亡くなってい
る。彼女の結婚から晩年までを辿りながら、明治期以降各年代を継いできた女性達の暮らしの様子をみて
いく。 
野上家は旧筑後国生葉郡新川村分田名（現、福岡県うきは市浮羽町新川分田）に所在し、近世初頭から
有力な林業経営家であった。トイは千年村の大地主である（南）久保田家に生まれた。結婚については他
家との婚儀が整っていたが、嫁入りの途中で花嫁の駕籠が奪われたので仕方がないということにして野上
家を選択している。これらはすべて親が決めた家と家の結びつきであり、夫 24 歳、トイ 16 歳頃のこと
である。婚家の当主は養父の兄であり、家族と住込みの雇人が同居していた。トイは結婚後流産を繰り返
しており、これを心配した実家の母は、当時の言い伝えにより生まれたばかりの乳児（トイの末妹）を野
上家に預けて一人で帰って行った。その後トイは結婚7年目にして長男を産んでいる。後年この妹は（北）
久保田家へ嫁ぎ、トイの娘は実家の（南）久保田家へ嫁している。母になったトイではあるが赤子のおし
めが取れるまでは敷布団の使用は許されず真冬を過ごしている。一方昼間は雇人を指揮して家で使用する
味噌や醤油等の常備食を作り、家事や来客の接待にと一日中働いている。またトイは23年間の間に8人
の子を産んでいるが、母乳の出が良く地主の妻でありながら近所の人からのもらい乳に応じている。トイ
は嫁、妻、母、そして「奥様」（野上家の主婦に付せられた敬称）として暮らしている。野上家では女性達
も労働力の要員として家内で働いているが、長者番付に掲載される家であり金銭的な苦労はなかった。金
銭の管理は当主が行っており、主婦が家計全体を把握するということはなかったという。また法事や行事
が多くその都度親戚が集まっていた。夫はトイが60 歳の時に亡くなっているが、その後 35 年間は 4 世
代の家族と雇人達に囲まれて歳を重ねている。トイは80歳代後半に「白そこひ（白内障）」に罹り失明し
ており、座敷部屋で専属の家政婦と暮すようになるが、昼間は念仏を唱えながら勝手知った家の中を歩い
ていた。 
昭和 33 年 1 月トイは風邪をひいて容態が悪化した。家族や親戚、医者、住職達が見舞いに来て野上
家に泊り込むようになる。このようななか久しぶりに顔を合わせたトイの妹達は話が弾みすぎてトイから
叱られている。トイが亡くなる4日前に95歳の祝いが行われ、トイは金杯で酒を一気に飲干している。
その後息子や孫達が交代でトイを膝の上に抱きかかえて看病し、最期は布団を東向きに変えてもらい太陽
に手を合わせながら亡くなっている。この昭和 30 年代はまさに戦後の建設需要の高まりや高度経済成長
で木材価格が高騰していく時代であった。木材価格はその後昭和 55 年に最高値を更新するが、以降は外
国から安価な材木が大量に輸入されるようになり価格は大きく下落していく。 
野上家の姻戚関係は主に村外の地主家や商家や政治家と結ばれている。トイの姑は村内の富裕
家から嫁しており、トイとは相反して朝 10 時頃に起床して朝酒を飲んでから生活が始まっている。トイ
の長男の嫁は中広川村の醤油醸造業家の娘で、子どもを 12 人産んでいる。孫の嫁は久留米市長
の娘で、姉は池田内閣時の文部大臣の妻である。各々性格の異なる妻達がそれぞれの問題に直
面しながら前にあるものを受入れて、仕来りや慣習を守りつつも少しずつ変化させて暮しを引
継いできている。 
 
 
 

自由報告（1） 環境・地域・農山村 
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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 
̶̶農山村の地域再生の道筋を求めて̶̶ 

松下 修（熊本大学） 
 
背景と課題 
一般的な住宅との取組みとの比較検証をすると、消費者と山村を結ぶ「顔の見える家づくり」は、運動
論的役割を果し、人間関係資源である信頼や規範、ネットワークを生み出し、繋がりと橋渡し機能が明確
にされた。この運動により、諸塚村森林組合加工所は雇用の増加と一定の成果（160 棟）を出している。
しかし、この人間関係資源が山村の維持機能として一定の成果を出しうるかについては、まだ未解明であ
る。すなわち、人間関係資源と小さな産業が果す機能や役割、一産業としての運動から地域形成する構造、
地域システムについてである。 
 
概要 
 そこで、一般的な住宅と顔の見える木材での家づくり（諸塚村産直住宅）を資源と交換要素、家屋によ
る構造的特性に整理した。表２５[資本主義的生産市場から互酬的地域外共同体の関係性へ] 
A は、共有木材は労働力を交換として、生活の為の家を手に入れる互酬的な地域共同体の中で行われてい
た家づくりの関係である。B は、世界各地の木材を貨幣によって商品としての家を手にいれる資本主義的
生産市場へ転換したシステムであり、今日的一般住宅である。 
C は、互酬的地域外共同体の関係性を形成する。貨幣+共感、運動的関係性の互酬的な経済システムであ
る。 すなわち、諸塚村産直住宅で見られた広範囲で相互性のある関係性があらたな地域形成に結びつく可
能性を秘めている。 
 
評価/結論 
林業政策における「顔の見える木材での家づくり」は、一部の取組みであり、序所に進める運動論的萌
芽である。諸塚村産直住宅のこのような活動は方法論的に有効であるのではないか、社会的に有効なモデ
ルとして評価されるべきものである。また、人間関係資源を重層的に導き出す自立的発展の形成要因があ
るのではないか。とはいえ、要因とはなりえても、地域の再生には、資源型小産業では十分とはいえず、
人口減少や限界集落に対する答えはでていない。 しかし、このような互酬的地域外共同体の関係性を地域
論へ読み替えることで、人の問題、すなわちそれぞれの暮らしのあり方が前面に出てくる。地域の資源や
暮らしを生かした統合的な取組みの可能性を構築できる。 
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農山村振興における都市農村交流、グリーン・ツーリズムの限界と可能性 
 

                           徳野 貞雄（熊本大学） 
  
 近年、都市農村交流やグリーン・ツーリズムが、農山村振興政策の切り札の如く全国各地で展開されて
いる。ブームを越えて政策的バブル化が発生しているのではないかと危惧する。確かに、過疎農山村は有
効な政策や対策がないまま、長期にわたる過疎化、少子高齢化、農林業衰退の中で内発的課題解決能力が
著しく低下していることは否めない。だからといって、苦肉の策で生まれた「交流人口論」に依拠した都
市農村交流やグリーン・ツーリズムだけでは、農山村の維持や振興に結びつくとは思えない。 
 筆者自身、長らく都市農村交流型の村おこしや農の六次産業化にかかわってきたなかで、従来の農業生
産力至上主義的な農業・農村活性化政策を批判してきた。都会の消費者を意識した農業経営のあり方や農
村の多面的価値を引き出す実践活動を強く支持してきた。都市農村交流やグリーン・ツーリズムに関して
も、かなり早期から関心を持ち実践的リーダーへのサポートも行なってきた。しかし、一九九〇年代まで
は、行政関係の反応は鈍く、第三セクターの集客型施設の建設などを除けば、都市農村交流は各地の実践
的リーダーたちが孤軍奮闘している状況であった。だが、この一〇年間で状況は一変し、「農山村振興政策
＝都市農村交流」とも思える変化である。それ故、この急激な政策的変化はなぜ起こったのか。何よりも、
行政主導型の都市農村交流やグリーン・ツーリズムで、どこまで農山村の維持や活性化が可能になるのか。
その可能性と限界（問題点）を客観的に分析していく必要があるのではないかとの疑念に駆られて本論を
執筆した。 
 よって、本報告では、多種多様に展開されている都市農村交流活動を、具体的実践事例に基づいて整理
し、都市農村交流活動の類型化を縦軸に活動目標を取り、横軸に活動のターッゲトの重点化を試み５類型
に分類した。最後に、政策としての都市農村交流がオーバーヒート化する社会的・政策的背景と、その問
題点を指摘した。 
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自治会等の法人化について（再論） 
 

                                               湯淺 良之助（広島大学名誉教授） 
  
 自治会・町内会等にともなう諸問題については、前回、現行の自治会（筆者が加盟している瀬野川団地
自治会）が是としている考え方を前提とし、問題点を指摘したのであるが、今回は、その前提について根
本的に再検討した。                                    現行規約、例えば「役員選挙規則」では「瀬
野川団地自治会会員はすべて選挙権を有する。ただし、未成年者（満２０年に満たない者）はいずれかの
成人者に選挙権（投票権）を委任することができる」となっている。現在の会員には零歳児など投票行動
のできない者が含まれているため、おかしな規定になっているが、会員の本質規定によって、これらが排
除されれば、ただし書き以下の規定は削除することができ、スッキリした規定になる。 
 このように矛盾をかかえた役員規則を改正するためには、何よりもまず、会員の本質規定に立ち返って
考察する必要がある。 
 現行規約第６条に「正会員＝第３条に定める区域に定める区域に住居を有する個人で、この会の目的に
賛同するもの」とあるように会の目的に賛同する者だけが入会することになっている。広島市その他多く
の自治体の参考規約でも入会・脱会の規定がある。ところが、本会では少なくとも、法人化以前の住民に
ついては、入会については自由が認められておらず、脱会の自由のみが認められていた。 
 これまで総会が開催される前に、構成員名簿（＝会員名簿）を作成するために、毎年、脱退世帯を除い
た各世帯に調査用紙を配布し、各世帯員の名前を記入させ、自治会に提出させているが、このやりかたは
強制的に一定区域の住民を自治会に加入させていたわけで、現行規約第６条にも違反（抵触）している。 
 地方自治法２６０条の２は自治会等の法人化について規定して、その第２項では「その区域に住所を有
するすべての個人は、構成員となることができるものとし」 とある。しかし、これは一定区域に居住して
いる住民はすべて零歳児を含め当該自治会等の構成員となる、という意味ではなく、当該自治会等に入会
したいという意思を表明した者だけが会員になるということである。「その区域に住所を有するすべての
個人は、構成員となることができる」という規定は自治体職員をもその解釈を誤り、一定の区域に居住す
る者が即会員になる、ないしは会員にしなければならないという解釈した所さえ出てきている。 奈良市
などでは、法解釈を誤って、当該区域に居住する住民は零歳児を含めて会員だという指導をしたため、法
人化をすすめていた自治会との間で大論争が展開され、奈良市側がかなり自治会住民の主張に折れたとい
う事実を当該会長とのメールの交換によって知り得たが、このように第２項の規定は、行政側職員やわが
団地自治会の役員等の躓きの石となっているといえる。 
 また、愛知学泉大学コミュニティ政策学部の学部長をしておられる山崎丈夫氏は『町内会・自治会の新
展開』第７章において「その区域に住所を有する個人は、構成員となることができる」とあるのを誤解し
て、したがって年齢、性別を問わずすべての個人ということであり、乳幼児から老人のすべてが構成員と
されているとして、誤った解釈をされている。このように自治体の職員、学者、わが自治会の三役は会員
の本質規定を誤って解釈したために混乱と無駄な手続きを結果しているのである。    
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制度移行による旧総合選抜高校間格差のメカニズム 
 

  松森 武嗣（別府大学） 
 
 この報告は、長崎県内3地区で実施されていた普通科進学校の総合選抜高校入試が、2003年から単独
選抜制度となったことを契機として、調査対象長崎地区の高校間格差がみられるのか、もしそうであるな
ら、いかなる要因で、どのようなメカニズムによって発生するのかを明らかにしたものである。 
 ①格差の発生か否か、②格差があれば、その担い手は誰か、③担い手の高校進学の理由は何か、④担い
手の高校選択の理由は何か、⑤選択理由の根拠は何に基づいているかの分析視角に基づき、2003 年は新
制度1期生、2005年は中学3年生と新制度1期生を対象として、Ⅰ．格差の動因（②と③）とⅡ．格差
の背景（④と⑤）の分析枠組から明らかにした。 
 純粋な総合選抜制度→移行期の総合選抜制度→単独選抜制度の過程で、Ａ高の合格実績は飛躍的に伸び、
Ｄ高のそれは凋落した。これにより、高校間格差は明白（①）となった。また、Ⅰ．格差の動因（②と③）
では、単に学力上位層の動向のみならず，どの段階までの教育を将来受けたいかという教育期待（将来の
教育達成）である学歴取得意識の差異も関連していた。Ⅱ．格差の背景としてのインプットにおける差異
（④）では、「個性の伸長」「校風が好き」の選択者は新制度への＜適応群＞，「成績下降」「友達と一
緒」の選択者は＜不適応群＞となり、Ａ高は＜適応群＞の要件を，Ｃ・Ｄ高は＜不適応群＞の要件を満た
していた。スループットにおける差異（⑤）では、高校満足度で特にＡ高とＤ高の有意差がみられ、また
Ｄ高は入学後の期待はずれ感が大きかった。さらに中学生のイメージと高校生の現在評価から、「明るい」
「にぎやか」「楽しい」の各項目を規定する「伸びやかさ」の因子がＤ高のみなかった。そして、Ａ高に
隠れた意味が，規則的なものから相対的に自由でありつつも，自らの責任を果たすことで，生徒関係が良
好であることに起因していた。 
以上のことから、新制度1期生によるアウトプット公開前までの，すなわち4期生までの格差形成のメ

カニズム〔図 1〕と校風文化形成のメカニズム〔図 2〕を示す。5 期生以降は、アウトプットとスループ
ットがインプットに影響を及ぼす。 
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若年求職者の求職基準と就業傾向̶̶福岡県内求職者の意識調査より 
 

                                  中村 晋介（福岡県立大学） 
 
 本発表は、福岡県労使就職支援機構と福岡県立大学附属研究所生涯福祉研究センターが、2006 年７月
より2007年 11月にかけて実施した「福岡県内における若年求職者の雇用と就業に関する調査研究」（研
究代表者：清田勝彦福岡県立大学教授）の一部、「若年求職者意識調査」の結果をもとにしている。具体
的には、以下の３グループに対して調査票を配布、郵送で回収した。a)福岡県内 12 ヶ所の公共職業安定
所（ハローワーク）に求職相談に訪れた15～34歳の求職者2630名、b)福岡県内４ヶ所の福岡若年者し
ごとサポートセンターに求職相談に訪れた15～34歳の求職者200名、3)ジョブサポート福岡（福岡市）
に来所した 15～34 歳の求職者 200 名。調査票は現在無職の者と対象とするＡ票、現在就職している者
を対象とするＢ票の２種類を作成した。結果的に716票の有効回答数を得た（うちＡ票640、Ｂ票76）、
回収率は23.6%である。今回は、Ａ票回答者（＝現在無職で働く意志を持っている15歳以上35歳未満
の者、640名）に対する分析を提示する。 
 これら来所者が職を選ぶ基準（求職基準）に対して分析を加え、来所者の求職基準を、①実利をともな
う評価を外部から受けること、②職場で自分の主体性が発揮できること、③求める仕事が、これまで言わ
れてきた「理想的な仕事像」と合致していること、の３点に整理した。ついでフリーターに対する対象者
の意味づけ（フリーターへの評価、フリーター増加の原因として考えるもの）、これまでの働き方のスタ
イルと求職基準との連関について検討を加えた。ここからは、フリーター増加の原因を社会状況や学校教
育といった外在的な要因に求める若年求職者たちは、自らの求職の動機付けや求職先に求める条件を「実
利をともなう高い評価（を受けられること）」に限定する傾向が明らかになった。 
 これらの分析結果は、求職基準を「実利をともなう高い評価（を受けること）」に限定することにより、
その限定を再生産し自己正当化する循環システムに領有されてしまう若年求職者の存在を示唆している。
これはすなわち、自ら進んで非正規雇用を選び取っていくとともに、そのような選択を主体的かつ正当な
判断と認める循環的なプロセス（＝非正規雇用の道を自ら選びとらせ続ける循環的プロセス）への領有と
も言い換えられる。 
 正規雇用であろうと非正規雇用であろうと、高い評価を受けることのみを目的として選ばれた仕事に対
し、われわれは主体性を発揮する気持ちにはならないし、またその仕事が理想的な仕事像と合致するか否
かを考える必要も感じない。そのような仕事をいくら積み重ねたとしても、「仕事を通しての自己実現」
「社会貢献」といった感覚は生まれることはなく、ますます仕事の意味・求職の基準が実利一辺倒に限定
されてしまう。その結果、正社員になること／正規雇用されることの魅力がさらに低下する。こうなった
行為主体としての若年労働者は非正規雇用での頻繁な転職や離職という実践を繰り返すことになる。 
 この転職や離職が常に「主体」的な決断である以上、正社員にならない／正規雇用されない要因は、無
気力や忍耐のなさと言った自己の内面以外のところ、すなわち社会や経済構造の中に見いだされるだろう。
かくして、社会のあり方や経済構造が劇的に好転する空想上の将来において「自分にふさわしい」「自分
が就くべき」仕事が見いだされるという希望が生まれ、現時点において自らの求職基準を「実利をともな
う高い評価」に限定することが翻って正当化されるのだ。 
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就業系列のジェンダー構造――日韓比較の試み 
 

三隅 一人（九州大学大学院比較社会文化研究院） 
 

本稿は、女性の就業経歴の枝分かれ（就業系列分岐）に関する日韓比較分析から、そこに関わるジェン
ダー構造の比較社会文化論を試みる。就業系列とは、従業上の地位の観点から職歴の変化パターンを（タ
イミングを考慮せずに）系列化したものである。ここでは従業上の地位として正規雇用／非正規雇用／自
営／無職の区分を用いる。分岐は、これらの地位カテゴリー間で転職、離職、再就職の3パターンを呈す
る（同じ従業先での異同は省略）。データは2005年 SSMの日本および韓国調査データを用いる（当該デ
ータの使用に関しては2005年 SSM調査委員会の許可を得た）。 
はじめに、日韓共通にみられる女性のM字型就業パターンを比較の準拠フレームとして、就業系列分岐
の平均像に認められる性差およびその日韓差異を検討する。下図に、女性について、日韓それぞれに特徴
的な就業系列分岐を抜き出して示している。これをもとに、教育－就業移行や結婚・出産のタイミングを
考慮しながら、主に韓国女性を特徴づける分岐パターンを議論し、共通項として表れる自営就業に、結婚・
出産・家庭に女性を結びつけるジェンダー・バイアスを読みとる。その分岐パターンを一言でいえば、学
卒後「いったん無職」を経ながら、そのまま、あるいは初職に就いてその離職後に、結婚して自営として
就業を続ける、というものである。 
さらに、階層構造との関係におけるそのバイアスの意味を、結婚して自営化することに対する規定因の
分析により検討し、ジェンダー・バイアスがかかった自営階層出身の効果がある一方で、本人の教育・職
業達成の効果があることを指摘する。また、「雇用主」としてのパートナーシップ自営化が、高学歴女性の
都市型自営キャリアを指標する可能性を示す。こうして、韓国女性にとって自営としての労働市場への関
わり方が、ジェンダー構造と階層構造の諸力がせめぎ合う場になっている中で、M字の底上げに関わる動
きがあることを論じる。 
（詳細は有田伸編『2005年 SSM調査シリーズ13 東アジアの階層ダイナミクス』pp.133-156） 
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単記投票制に基づく調査回答方式の問題点 
 

 鈴木 譲（九州大学） 
 
 質問票調査においては、いくつかの選択肢を提示し回答者にその中から選んでもらう、という設問設定
はきわめて一般的である。本報告においては、このように回答者が1つ、もしくは複数の選択肢を選択す
る回答方式について考察を行った。 
 今、回答者にn個の選択肢を与え、この中からk個の選択肢を選ばせることとし、調査目的は回答者の
目から見た上位m個の項目が何かを調べることとする。 
 まず、k＝1 の場合、すなわち、回答者に 1 つだけの選択肢を選ばせる方法が、選挙投票における単記
投票制である。これに対して、k≧2の場合、すなわち、回答者に2つ以上の選択肢を選ばせる方法が、選
挙投票における連記投票制である。連記投票制の場合には、選択肢に優先順位をつけさせるかどうかでさ
らに2通りの方法に分かれる。 
 m＝1の場合、つまり上位1位のみを調べる場合には、k＝m＝1となるから、必然的に単記式となり、
通常よく見られる設問方式となる。問題となるのは、m≧2 の場合、つまり、上位 2 位、もしくはそれ以
降を調べたい場合である。この場合には、単記式、順位付き連記式、順位なし連記式の3通りの方法が可
能である。 
 単記式の場合、つまり、m≧2，k＝1 の場合とは、回答者に一番良いと思うものを1 つ選ばせて、その
結果で2位以下の順位を決める、というやり方である。これは、定数が2人以上の選挙区における単記投
票制そのものである。社会調査に関する文献においても、この方法を提唱しているものがある。しかしな
がら、この方法には大きな問題点がある。この方法の本質的な欠陥は、1位として2番目に多くの票を得
た項目が、2 位として一番適切とは限らない、ということである。この問題はとりもなおさず、定数が 2
人の選挙区における単記投票制の問題点に他ならない。定数が2人であったとしても、相当数の有権者に
最も優れた候補者と認められない限り得票には結びつかず、第2位で当選することはできないからである。 
 次に、連記式においては優先順位をつけさせる方法と、つけさせない方法がある。順位なし連記式の問
題点は、選ばれた選択肢がすべて同等に扱われる、ということである。従って、m≧2 の場合には、順位
付き連記式が望ましいと考えられる。ただし、1位から k位までの票数に、それぞれの順位の重み付けを
乗じ、その結果を一律に加算する方法（固定加算方式）には問題がある。これは、1 位を決める時に、2
位以降の票数が影響を与えることである。結果として、m＝1, k＝1の場合と、m＝2, k＝2の場合とでは、
1 位に選ばれる選択肢が異なる可能性がある。つまり、何位までを決めるかによって、1 位となる項目が
異なることになり、調査方法としては適切とは言えないことになる。 
 固定加算方式の誤謬は、「2 位の項目を決める際には、回答者の 2 位に関する意識も用いるべきだ」と
いう論理を誤用し、1位の項目を決める際にも2位に関する情報を用いている点にある。正しくは、1位
の項目を決める際には、回答者の1位に関する情報だけを用い、2位の項目を決める際には、1位と2位
に関する情報を用いるべきである。このように、何位の項目を決めるかによって加算する得点を変える方
法（可変加算方式）をとる必要がある。 
 

自由報告（2） 労働・格差・理論 
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デーヴィッド・レーンのソ連論 
 

    千石 好郎（松山大学） 
                             
 イギリス社会学界のソ連-ロシア研究者のデーヴィッド・レーンは、ソ連崩壊以前と以後を一貫して研究
を継続している。そのなかで、1996年に刊行された“The Rise & Fall of State Socialism”（Polity Press：
溝端佐登史・林裕明・小西豊訳『国家社会主義の興亡：体制転換の政治経済学』明石書房、2007）は、
レーンの全著作のなかで、いわばそれまでの全業績を総括するという位置にある業績なのではなかろうか。
したがって、先行の著作にも目配りしながら、コメントすることにしたい。       
 レーンは、共産主義国家の進化を、①権力掌握、②支配と発展、③改革、④最終崩壊とポストコミュニ
スト資本主義への移行、という４段階に区分する。レーンは、ソ連についての様々な解釈をそれぞれ批判
していく。すなわち、①アーレントなどの全体主義論（静的で、政治的変化を説明しえない）、②マルクー
ゼやトニー・クリフなどの官僚的国家資本主義論（５０年経ったあとで、「階級権力」にシフトが生じた理
由を説明し得ない）、③トロツキーやマンデルなどの過渡的社会論（堕落した官僚制国家を打倒するのは、
労働者階級であると考えられたが、「しかし、＜改革＞の指導力はインテリゲンツィア、あるいは官僚内部
の集団から生じたのであり、かれらの世界観は社会主義への移行ではなく、資本主義の創出であった（250
頁）」）。最後に残された理論が、レーンが支持する「収斂理論と工業化」論（国家社会主義論）である。す
なわち、国家社会主義を「国家的所有、そして程度の差はあるが中央指令経済によって特徴づけられる社
会であり、マルクス・レーニン主義にもとづき国家の媒介を通じて人々を無階級社会へと動員しようとす
る支配的共産党によって管理される社会」（29 頁）と規定する。レーンの見解のポインントは、「政治運
動としての国家社会主義は、初期の資本主義とその成熟した形態との間に位置づけられる」という認識で
ある。したがって、２０世紀の社会主義の実験は、「初期の資本主義」→「国家社会主義」→「資本主義の
成熟した形態」という展開として把握されることになる。 
  
報告者が行った批判的コメントは、以下の七点である。 
 
  ① 国家社会主義の初期の解明が手薄 
  ② 工業化一本槍で説明できるか？時期区分の問題    
  ③ 初期のソヴィエト連邦は、全体主義的でなかったか？  
  ④ 国家社会主義は、歴史における「一時的な逸脱」ではなかったののか？ 
  ⑤ 唯物史観と分化理論の優劣の問題 

（この点のみ、若干の説明をすると、レーンは、冷戦期にソ連を論じる場合に、唯物史観だけで
なくパーソンズらの分化理論を活用する必要を説いたが、それは、冷戦期には積極的な意味があ
ったと思われるが、ソ連崩壊後には、むしろ複数のパラダイムの「折衷」というネガテイブなも
のになってしまったのではないか？）             

  ⑥ マルクス主義への未練 
 
 このように見てくると、レーンは、現代社会学の知見を活用して、国家社会主義の興亡のうち特に「亡」
の過程の鮮やかな現状分析を達成しているのであるが、「興」の過程に分析に難点があり、マルクス主義へ
の未練を残している点で疑問が残る。報告者としては、レーンにマルクス主義に対する原理的再検討を望
みたい。 
 

自由報告（2） 労働・格差・理論 
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農村における他出子の意義 
 

 Tolga Ozsen（熊本大学），木村 亜希子（熊本大学） 
 
１．調査の目的 
現在農村では、過疎化、少子化、高齢化、担い手不足、後継者問題といった厳しい問題が山積している。
このような問題を抱えた中、もはやムラ内だけでは将来像を描きにくくなった。そこで外部へと目を向け
る必要があるが、都市農村交流やグリーン・ツーリズムに期待することは非常に限界がある。熊本大学徳
野研究室では、「Ｔ型集落点検」から“他出子”という資源に注目し、「2006 年度熊本県山都町地域社会調
査」において、調査対象者の他出子の51％が近い距離に他出しており、51％中 38％が熊本都市圏（熊本
市、上益城・下益城・阿蘇郡内）へ他出していることが判明した。このことから、今後の山都町の将来を
考えるにあたり、熊本都市圏へ他出した子どもの意識や動向を調査する必要性を認識した。これを調査の
目的とし、山都町から熊本都市圏へ他出した人を対象に調査を行った。 
  
２．調査方法 
 熊本市中心部を直接面接法、周辺部を郵送法に区別し調査。調査対象者は、現在熊本市中心地とその周
辺に暮らす19歳～59歳の山都町出身者で、山都町役場において305人を無作為抽出。88件の有効回収
で、有効回収率は28.8％。 
 
３．調査結果 
 (a)対象者の移動経歴をみてみると、23.8％（21 人）が一度山都町にＵターンしており、20 代でのＵ
ターンが最も多かった。しかし、一度山都町へＵターンしているにもかかわらず、30 歳時以降熊本都市
圏へ他出しており、若年流出以外にも壮年流出が課題となる。 
 (b)今後のＵターン予定について、26％（23人）が「Ｕターンする」と回答。「Ｕターンしない」は39％、
「わからない」は 35％であった。「Ｕターンする」理由は、「親のことが気にかかるから」が最も多く、
次いで「土地や家を守るため」である。「Ｕターンする」時期は 50～60 代で、若年型Ｕターンのほかに
中高年型Ｕターンの可能性が示唆される。 
 (c)対象者の 68％が、少なくとも月に１回は山都町に帰省している。「盆・正月」だけでなく、「祭りな
どの行事」、「農作業の手伝い」、「親の世話」も挙がっており、親の生活、山都町の農業、農村社会の維持
を他出子が担っていることがいえるだろう。 
 (d)「親の介護や家の相続について兄弟姉妹と話し合うことがありますか」という問いに、62％が「今
後話し合うつもりだが、まだ話し合っていない」と回答。このことは、農村地域の後継者・担い手不足問
題を象徴しているのではないだろうか。 
 
４．まとめ 
 本調査の結果から、若年型Ｕターンのほかに中高年型Ｕターンの可能性が示唆され、それに応じた対策
が求められるだろう。また、家族と定期的な関係はあるが、将来の話し合いがまだされていない現状であ
り、この現状を政策的にどう展開させるかが今後の農村の課題である。 

自由報告（3） 移動・生活様式 
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沖縄の過剰都市化と移動世代 
 

 谷 富夫（大阪市立大学） 
 
ここで「過剰都市化 over-urbanization」とは、経済の発展段階から予想される程度をはるかに上回る
都市化のことである［Davis & Golden, 1954］。発展途上国の首座都市に共通して見られる高い人口集
中率と高い失業率の同時併進を説明するための概念だが、何をもって「過剰」とするかの適正基準が曖昧
な点が批判されてきた。しかし鈴木広は、こうした批判を一定踏まえて、産業化率と都市化率との相関か
らの逸脱の一形態について、索出的な形容詞としてこの概念を使用することには意味があるとの立場から
那覇都市圏を研究し、過剰都市化の社会的メカニズムとして「ゲマインシャフト的第一次集団」を発見し
た［鈴木, 1986］。 
当時、鈴木の研究グループの一員として、報告者は沖縄の「移動世代 mobile generations」に着目し
た。ここで「移動世代」とは、10代後半から20代のもっとも移動性の高い世代のことをいう［Suzuki,1981］。
報告者が移動世代に着目した主な理由は、この世代の本土からの環流現象（いわゆるＵターン）こそ、過
剰都市化の主要因の一つに他ならないからである。そして、戦前戦中期（1945 年以前）、高度経済成長
期(1960 年代)、日本復帰後(1970 年代)、これら三つの移動世代、31 人のＵターン経験者のライフヒス
トリーから、「沖縄的生活様式」を仮説的に索出した。それは、「自力主義」、「家族主義」、「相互主
義」である［谷, 1989］。 
ここで「自力主義」とは、所与の条件と各自の力量に応じた手職の獲得の意志と能力のことである。「家
族主義」とは、自己の生活をある程度犠牲にしてまでも家族規範に従う行動様式のことである。そして「相
互主義」とは、家族も含むより広い第一次集団内での相互扶助の原則のことである。31 人のライフヒス
トリーから、この「沖縄的生活様式」が、本土他出→本土都市への適応→Ｕターン→那覇都市圏への再適
応、これらすべてのライフコースを規定していることを仮説的に明らかにした。 
 この研究が行われてから30年近くが経過した。沖縄の移動世代も若返っている。80年代以降の移動世
代に対しても、上述の仮説はなお有効であろうか。この追跡調査が今回の研究の目的の一つである。第 3
報告者の野入直美が、その中間報告を行う。それから、「沖縄的生活様式」の仮説はいまだ十分に検証さ
れているとは言い難い。そこで、那覇都市圏の意識調査を遂行し、仮説の検証、理論化を試みることが、
今回の研究のもう一つの目的である。第4報告者の安藤由美らが沖縄中南部全域で行った標本調査によれ
ば、住民の県外居住経験率は約4割とのことである。また、波平勇夫沖縄国際大学名誉教授も、那覇都市
圏在住者の約3割が本土就職経験者であるとの調査結果を報告している[波平，2000]。これらを目安に考
えれば、那覇都市圏のサンプリング調査には一定の意味があると言えよう。なお、岸政彦の第2報告は、
本土移住に関する基礎的研究である。戦後沖縄の政治経済史の中で本土移住が制度化され、常態化してい
く過程を解明する。 
 報告者の研究に対しては、これまでいくつかの批判が寄せられている。なかでも三隅一人は、職獲得過
程における「異なる社会関係基盤からの累積的な資本回収とそこにおける多重基盤性の活用」の分析が不
十分な点を指摘した［三隅，2004］。研究を再開するにあたっては、こうした批判にも応えていきたい。 
また、この間、アジアＮｉｅｓなど、発展途上国から離陸を果たした国・地域もある中で、フィリピン、

タイ、インドネシアなど、今なおそこに留まっている国も少なくない。これらの国々では、現在、労働力
の海外移出が顕著だが、本研究は、そうしたアジア発展途上国の労働力移動と過剰都市化にも示唆するも
のがあるに違いない（紙幅の都合で参考文献リストは省略する）。 
 

自由報告（3） 移動・生活様式 
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「出稼ぎの島」の経済社会学 
──戦後政治経済史のなかの「過剰移動」と沖縄的生活様式── 

岸 政彦（龍谷大学） 
 
 沖縄は「出稼ぎの島」である。戦前の海外移民から戦後の本土出稼ぎにいたるまで、沖縄の人々はいつ
も海を越えて移動している。本報告では、沖縄の人々の暮らしのなかにある移動と、戦後のマクロな経済
や政治との関係を考えてみたい。 
 沖縄の経済は常に厳しい状況にある。失業率は復帰後急上昇し、現在まで全国でももっとも高いレベル
で推移している。基地経済のもとで製造業よりもサービス産業が肥大した産業構造になっている。事業所
あたりの従業員数も全国で最低レベルである。事業所の開業率と廃業率も全国でもっとも高い。小さな事
業所が大量に生まれては消えていくのである。 
 このような厳しい経済情勢のなか、本土への出稼ぎや就職は沖縄の社会にとって不可欠のものとして「制
度化」されている。職安を通じて毎年１万人前後が本土に就職している。他方で、本土のアルバイト情報
誌や就職情報誌などを見て直接応募する人々も相当数いることが推測される。あわせて年間数万人は本土
へ移動していると思われる。問題は、これらの流出者が本土に移住することなくUターンしてくることで
ある。結果として、失業率が本土よりも高い沖縄の那覇市周辺に、過剰な人口が滞留するということにな
る。現在、沖縄本島中南部の17市町村に県人口の75％が集中している。まさに那覇は「過剰都市」なの
である。 
 沖縄経済の厳しい状態は、まず占領初期の米軍の経済政策によってつくりだされている。沖縄戦終了後、
米軍は基地の建設にとりかかるが、膨大な建設資材を安く購入するために、当時の沖縄の通貨だったB円
を日本円に対してきわめて高い水準に固定したのである。このことによって、本土から安い資材や商品が
大量に流れ込むことになった。沖縄の物価は低い水準におさえられ、それが沖縄人の賃金に対する下降圧
力として作用したのである。米国の援助資金の受け取りや米軍基地に対する各種サービスの提供によって
沖縄経済はようやく維持されていたが、米軍の経済政策は製造業を振興し沖縄に富を蓄積させる方向には
むかなかった。人為的に構築された沖縄のデフレ経済は、戦後の人口増加を吸収することができず、人口
の多くの部分が低賃金の労働力として本土へ流出したのである 。 
 沖縄でも 60 年代に経済成長が本格化したが、同時に本土移動が急増した。琉球政府も本土移動を積極
的に促進した。この時期の沖縄経済は、低い失業率と高い成長率によって特徴付けることができる。した
がって、この移動は、失業率などの経済的要因に還元されない移動という意味で、ある種の「過剰な移動」
なのである。そしてそれは、復帰後も沖縄経済のなかに必要不可欠の要素として制度化され組み込まれて
いったのである。 
沖縄の過剰都市化には、その前提として過剰移動が存在していた。経済的条件と政治的要因によって本
土への流出が準備され、制度化されたことがプッシュ要因として作用し、他方で、いまだに色濃く残る沖
縄的生活様式やアイデンティティが、ほとんどの移動者をUターンさせているのである。本土移動は、「出
稼ぎの島」としての沖縄の生活様式でもあると同時に、沖縄をめぐるマクロな政治や経済の歴史が生み出
したものでもある。下位文化とは、経済的環境への適応の様式である 。とすれば、沖縄的規範や文化を、
戦後の政治経済史と結びつけて考察する必要がある。米軍によるデフレ政策と琉球政府による本土流出の
推進は、沖縄的ハビトゥスを近代化せず温存することによって、逆説的にも流出後の大量の還流を生み出
す原因となったのではないだろうか。那覇都市圏の過剰都市化をもたらした流出と再流入は、同じマクロ
な構造のなかで生み出されていったのである。
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沖縄的生活様式の持続と変容̶̶沖縄ブームとの関連で 
 

 野入 直美（琉球大学） 
 
 ここでは、2007年に行った沖縄の本土Ｕターン経験者を対象とする生活史調査から得られたデータに
基づいて報告を行った。 
調査研究の課題は、（１）谷富夫による先行研究で見いだされた「沖縄的生活様式」の持続と変容を明ら
かにすること、および（２）Uターン経験者の沖縄をめぐるアイデンティティを、沖縄ブームとの関連で
とらえることであった。この調査では＜バブル期移動世代＞（1987～92）、＜沖縄ブーム期移動世代＞（95
年以降に本土に移住体験）という二つの移動世代を設定した。 
調査対象者は、80年代以降の本土Uターン経験者を中心に、26人を機縁的に獲得した。また、沖縄県
内のホームレス・日雇労働者支援団体から5人の紹介を得た。対象者の内訳は、男性17人、女性14人、
年齢でいえば30代 11人で、20代 10人、40代・50代がそれぞれ4人、60代は 2人であった。 
調査によって見えてきた現代の沖縄における本土Ｕターン経験について、まず、「沖縄的生活様式の持続
と変容」の「持続」の局面に関しては、ほとんどの対象者に、自力主義、家族主義、相互主義の果たして
いる重要な役割が見出せた。そして、それが充実している人と欠落している人の生活史に大きな相違が見
出せることも、先行研究と一致した。次に、「変容」の局面について、今回の対象者31人には、谷が1980
年を中心に調査した31人に比べると、①自営業を営んでいる人がかなり少ない（先行調査では8人、今
回調査では3人）。②「相互主義的半失業」が少ない（先行研究11人、今回2人）。③相互主義、家族主
義よりも、自力主義によって裏打ちされた生活史が主流である（本土で資格を取って沖縄に戻り、それを
生かした仕事に就くなど）。④Ｕターン後、野宿生活を経験した人々を、地縁・血縁ではなくＮＰＯがサポ
ートしていることなどが見出せた。これは調査方法に起因する対象者の偏りによるものかもしれないが、
「『食べていける』社会関係が、沖縄人を二重三重に囲っている」〔谷 1989：302〕という状況が、沖縄
において縮小しつつあるのではないかという問いが立ち上がってきた。また、すべての人々が沖縄的生活
様式を享受しているのではなく、階層による格差があることもわかってきた。家庭に文化・経済資本があ
る人は、沖縄的生活様式が充実していることが多く、本土Ｕターン経験を、ひとつの＜発達＞過程として
体験し、意味づけているのに対して、そのような文化資本・経済資本を持たなかった人は、「沖縄的生活様
式」に欠落があり、本土Ｕターン経験は、その欠落を増幅させるリスキーな体験となる傾向が見出せた。 
 沖縄ブーム期移動世代の特徴は、１）本土Ｕターン経験を、自分を成長させたプロセスとして語る人が
多いこと、２）あからさまな差別、排除の経験がなく、むしろ「沖縄」を、新しい仲間関係を作る導入部
の会話の「ネタ」して、本土社会に入り込んでいること、３）しかし偏見は継続していること、そして４）
沖縄県出身者の、沖縄ブームを巧みにかわし、ときに利用する聡明さであった。また、あからさまな排除
を体験していないこの移動世代が、なぜ沖縄県出身者どうしで緊密な仲間関係を結びあうのかという問い
が残った。 
 
参考文献 
谷富夫『過剰都市化社会の移動世代－沖縄生活史研究－』1989年、渓水社 
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沖縄の本土Ｕターン経験者のライフコース̶̶移動軌道とその形成要因 
 

 安藤 由美（琉球大学） 
 

発表内容： 
 本報告では、沖縄県出身者で本土での生活経験の後に沖縄にＵターンした者３１名（以下、本土Ｕター
ン経験者）への生活史調査データ（野入報告に同じ）を使い、かれらのＵターン経験とその要因をライフ
コース・アプローチによって考察した。ライフコース・アプローチでは、Ｕターン経験を先行する人生の
累積的効果と、それに影響を及ぼす固有の歴史的条件とによって形作られる過程とみなす。具体的には、
離島までの軌道→離島という移行→帰島という移行→帰島後の軌道といった時系列にそって、Ｕターン経
験者のライフコースを観察した。 
 以下、質的分析から得られた知見を、離島と帰島の２つの移行に絞って列挙する。 
 まず、沖縄から本土へ移り住む離島の局面では、親の職業・経済階層が高い場合（たとえば、専門職、
ホワイトカラー）、それに見合った地位の獲得へ規範的圧力が働き、それは離島の要因として作用すると考
えられる。進学はその典型である。 
 逆に、経済的ないし社会的剥奪状態も離島の契機となった。とくに、幼少時に両親と生き別れたり、あ
るいは親が離婚したりといった生育歴をもった人の場合、「沖縄にいても仕方がない」から本土に行くとい
うように、そうした家族関係の不在が、離島を促したと契機の一つと解される。また、家族や職場といっ
た、一番コミットする生活領域における人間関係のもつれから逃れるために離島したケースもあった。 
 つぎに、沖縄への帰島とその後の軌道については、われわれの対象者の場合、本土の大学や専修学校へ
進学し、卒業後に帰島して県内で就職したケース、あるいは、中学ないし高校卒業後、学校からの斡旋や
求人情報を得て本土の企業に就職したケースが多く見られたが、これは沖縄における標準的（Normative）
なＵターンのプロセスの一つ典型といえる。そのなかには、あととりとしての予定された帰還のケースも
あった。 
 しかし、一方では、離婚や、劣悪な労働環境といった、本土でのネガティブな状況が帰島のきっかけに
なったケースもある。そうした本土での剥奪的な体験が、必ずしも帰島後にネガティブに作用するわけで
はないが、上で述べた標準的なパターンに比べると、帰島後のスタートは順調ではなかった。 
 最後に、ふるさと沖縄に帰りたい、あるいは家族親族の近くで暮らしたいといった故郷回帰志向は、多
かれ少なかれ、今回の対象者に共通にあると考えられる。ただ、そのような志向を明示的に語ったのは、
予定された帰島であったり、もしくは帰島後の生活が順調にスタートできた人たちであり、逆に、本土で
の生活を断念してやむなく帰島した人たちには、そのような語りは見いだせなかった。 
 以上、沖縄の本土Ｕターン経験の軌道とその形成要因を考察した後、今回の質的調査で見いだされた知
見のいくつかを量的な研究で検証するための統計調査を2008年度に実施する計画であることを付け加え
て本報告のまとめとした。 
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親もとからの知的障害者「自立」の困難̶̶廿日市調査の事例を中心として 
 

                          中山 妙華（広島大学） 
 

わが国においては、2005 年に「障害者自立支援法」が制定されるなど、障害者の「自立」ということ
が政策的にも強調されてきている。しかし、非常に多くの知的障害者が親もとから自立して暮らすことの
できていないという現実については、ほとんど認識されていない。 
そこで、2005年の 8月から9月にかけて、社会福祉法人Ａと障害児者地域生活支援センターＢと共同
で、石倉康立命館大学教授と中山らが「知的障害や発達的な弱さのある人と家族のくらしとねがいに関す
る調査」（以後は「廿日市調査」と表記する）を実施した。その結果、以下に示すような「親もとで暮らす
知的障害者とその家族が抱えている諸問題」と「知的障害者の親もとからの自立を阻害している諸要因」
が明らかになった。 

１）親もとで暮らす知的障害者とその家族の抱えている諸問題 
① 親の介助負担 
 約 9割の親が主な介助者となっており、「日頃の疲れ」を「感じる」と回答している親が69.5%に上っ
ている。 
②  子離れの遅れ 
日ごろの疲れを感じているにもかかわらず、多くの親が子どもの主たる介助役割を担うことを当然のこ
とと考えており、「在宅介護・介助の保障」の必要性を感じている親は21.6%に留まっている。 
③  親離れの遅れ   
本人の「将来の希望」については、「親と暮らしたい」と回答している人が49%と最も多くなっており、
親もと以外で暮らしている人と比較してもその割合は高くなっている。 
④  親亡き後の不安 
「生活面での困りごとや不安」について、「本人の将来のこと」と回答している親が約 7 割に達してお
り、子どもの将来を見通すことができず不安な状況におかれていることが分かる。 

２）知的障害者の親もとからの自立を阻害している諸要因 
① 経済保障の不足 
  本人の収入源は、「障害年金・手当」と「作業所の給料」のほぼ二つで構成されており、その額は月々
10万円にも満たない状況にあるため、本人の生活費は同居家族の収入によって補われている。 
② 親もと以外の生活の場の不足 
調査地域における知的障害者を対象とした入所施設の在所率は既に98.7%に達している。また、同地域
内のグループホームの設置はまだ3カ所に留まっている。 
③ 介助の社会的担い手の機能不全 
ホームヘルパーを「利用している」と答えている親が14.5%に留まっており、介助の社会化のための仕
組みが、在宅知的障害者とその家族にとっては十分に活用し得るものになっていない。 
３）まとめ 
 以上で見てきたように、親もとで暮らしている知的障害者とその家族は、さまざまな困難を抱えている。
しかし、知的障害者への社会的な支援体制がまだ不十分であるため、彼らは親もとを離れて暮らすことの
できない状況にある。 
したがって、このような状況を打開するためには、① 障害年金額の引き上げなど経済保障をさらに充実
させること、② 親もと以外の生活の場を今よりも大幅なペースで整備拡大すること、③ 行動障害などに
も対応できるようヘルパーの専門性を高めること、④ 介助サービスを積極的に活用するよう親に対して働
きかけていくことなどが必要とされている。 
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若年福祉労働者の動向と問題点̶̶K専門学校卒業生の動向を通して 
 

名和 久仁子（熊本社会福祉専門学校） 
 
 近年、福祉関係の学校における定員割れの問題が深刻になってきている。K 専門学校も例外ではなく学
生数は3年前から定員割れし年々激減してきた。全国でも同様の傾向が見られ、閉校を余儀なくされる学
校も出てきている。 
 学生数減少の原因には、K専門学校が抱える特有の要因だけではなく、様々な社会的要因も考えられる。
一般的には、「少子化の影響だ」「学校が増えすぎたせいだ」と言われているが、一方で「若者の福祉離れ」
の問題も挙げられている。福祉を目指す学生の減少の背景にあるものは何か。福祉をとりまく社会の問題
としての状況を分析する中で、見えてくるものはないだろうか。 
本調査ではK専門学校卒業生の卒業後の動向を調べ、福祉現場の実情を考察した。その中で、①若者の
離職率が高いこと、②その離職までの期間が短いこと（特に 1 年以下での離職率が 30%を越す高率とな
っている）、③離職後の再就職先は福祉職の選択が多いこと、が統計で明らかとなった。では、なぜこのよ
うに多数の福祉労働者が短期で多数離職していくのだろうか。ここでは、離職を決めた卒業生の話から、
その背景にある福祉現場の実情を9点ほど指摘した。 
 
1．結婚や育児：時間的にも体力的にも仕事を続けることは困難である。 
2．給与・職場の採用条件：給与が低く待遇への不満がある。生活の不安定さが離職につながる。 
3．職場の業務：3Kを通り越して9K(きつい・汚い・危険・休暇が取れない・規則が厳しい・化粧がのら
ない・婚期が遅い・薬に頼って生きている・給料が安い)の職場となっている。 

4．職場の人間関係：直属の上司との関係で、理想を語る上司・現実肯定の上司ともに非難の対象となる。 
5．福祉のもつ｢専門性｣の曖昧さ：福祉の仕事が誰にでも出来る仕事だという以前からの視点は、｢専門 
 性」を曖昧にしている。ともすると｢専門性｣がその人の資質や倫理性にすりかえられてしまう。 
6．精神的ダメージ：社会的評価の低さはモチベーションの低下までもたらす。モチベーションの低くな
った自分や他の職員を許すことが出来ず、離職へとつながる。 
7．離職への抵抗感の少なさ：職場によっては周りの離職があまりに多い為、離職への抵抗感が無い。 
8．研修システムの欠落：現場では人不足の為、研修の時間も人手も足りない状況となっている。そのよ
うな職場では、就職と同時に専門家としての仕事を要求される。 
9．独立・転職：少数ではあるが、自ら独立して会社や施設を設立するものもいる。 
 
以上のような様々な要因が重なる中で、若い福祉労働者たちが職場を去っていく現状がある。この現場
の大変さが離職を増やし、求人を増やし、職務を大変にしているのである。悪循環はどこかで断ち切る必
要があるものの、これらの福祉の現状が報道によって皆に知れ渡ることとなり、ますます若者の福祉離れ
が助長されることとなった。 
しかし、少子高齢社会の流れの中で、福祉に携わる専門職員の確保は急務である。これからは福祉の専
門職のあり方を再構築すること、職員の社会的地位を確立すること、勤務条件・研修環境の改善をするこ
と等、課題は山積していると言ってよい。ただ一方、現場で働く人たちの中には専門の資格を持つものも
増えてきている。やりがいや熱意を持った福祉労働者を評価し、育てる視点がこれから一層重要になって
くると思われる。 
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新介護保険の評価と課題̶̶介護予防事業の効果の検討から 
 

田中 マキ子（山口県立大学） 
 
＜はじめに＞ 
 2000 年に導入された公的介護保険制度は、2006年にはリニューアルし（以下、新介護保険とする）、

予防介護を中心とした方向に転換された。従来制度下において、要支援や要介護Ⅰに相当する認定者の増
加が、他の介護度の増加割合と異なり、大きな伸びをみせたことから、予防介護が重要視されるようにな
ったためである。 
世界的にも最も早いスピードで超高齢社会を迎えている本国の先駆的対応である公的介護保険制度の成
否は、関連諸国においても注視の的と言えよう。本報告では、新制度下での介護予防事業の成果を確認・
評価するとともに、今後の展開に向けた課題抽出について検討する。 
 
＜研究の目的＞ 
少子高齢先進県として位置づく山口県における新介護保険での実態並びに効果について検討し評価を行
う。加えて、高齢社会が伸展する社会状況にあって、介護予防事業に関する課題を明らかにする。 
 
＜結果・考察＞ 
新介護保険において予防介護事業の概要確認を行うと共に、対象者特定（特定高齢者の選定）の仕組み
や行われているサービス内容の確認を行った。かかる費用等から、山口県では、栄養や口腔機能の向上に
関する事業展開が少ない傾向が指摘された。また、介護予防事業を終了した高齢者９００人（2006 年度
事業報告）の内訳として、状態の改善が３０％、状態の悪化が１６％、本人の意向による中断が約５０％
という実績であった。運動機能や栄養、口腔機能に関する事業に参加した人（月２回、３ヶ月継続）は、
それぞれに機能が改善し、自立の方向（介護度の改善）が示唆された。 
結果、要支援並びに介護度Ⅰの認定者数の増加が頭打ちとなった。介護度Ⅰにおいては、2005 年実績
（旧介護保険最終年）と比較すると、要支援が６分の１、介護度Ⅰ認定者割合が約２分の１減少した。介
護度Ⅱ～Ⅴにおいても４分の１から３分の１程度の減少があることから高齢者人口の自然減が予測される
が、介護度Ⅰにおいては、人口自然減の割合を想定してもそれを超える成果があったと判断できた。 
介護保険は、個人の申請意思に基づくため、予防介護事業を必要とする特定高齢者が確実にスクリーニ
ングできているかということが課題に上る。しかしながら、こうした傾向は旧介護保険下にあっても起こ
っていた事であり、新介護保険下での動向として急激に増加したとは言い難いことから、予防介護にシフ
トした事業展開は当初の目的をある程度果たしており、成功を収めていると評価できると考える。 
 
＜まとめ＞ 
介護療養型医療施設の廃止計画（平成 23 年４月実施）に基づく病床区分再編も控え、元気高齢者づく

りの重要性は益々高まる。独居世帯、老々世帯の増加も見込まれる中、予防介護事業に求められる課題は、
事業中断群も多いことから、簡便で、物を使わず、長く続けられる効果的な方法の再検討が重要と考えら
れる。この際、１）訓練方法の普及と平易化や２）日常生活での実践化が、元気高齢者づくりにおける啓
発課題と言えよう。 
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生命の科学と倫理に関連した時事分析を通してみる現代社会の課題 

近藤
こんどう

 功行
のりゆき

（沖縄キリスト教学院大学） 
目的 
 『生命の科学と倫理』の講義を担当する中、これまで関連した新聞記事収集を通して、その分析内容を講義
に取り入れている。例えば、近年、どういう記事が増えてきたかである。2008年に入ってからは万能細胞の１
つ、胚性幹細胞（ＥＳ細胞）に関連した報道が急増した。京都大学の山中伸弥教授の作り出 
した人工多能性幹細胞（iＰＳ細胞）が一気に着目を浴びたことによる。ここでは「再生医療」のキーワードが
登場する。また、「バイオ燃料」「エタノール燃料」「バイオマス」等の用語も 2008 年に入って目立つよう
になった。同時に、「絶滅危惧種」等の地球環境を通してみる内容が散見される。BSE 関連内容も引き続き、
微増している内容と考える。こういった新聞記事収集のストックが貯まってきた中での知見を述べる。このよ
うな内容を考究する背景には次の視点がある。従来、ヒトは潮の満ち引き、旧暦といったサイクルの中で生活
を営んでいたが、いつしか深夜型の生活になり、ヒトは反自然な社会環境下で生活を行うようになった。人間
が作り出したテレビ、車社会はとりわけ反自然の代表的な産物である。こういった現代社会に生きる現代のヒ
トは将来、どのような進化を遂げることとなるのであろうか。このような内容を学生と共に考究していくこと
も大事であると考えるからだ。 
方法  
 現在、沖縄タイムス(朝刊・夕刊)、愛媛新聞(朝刊)、朝日新聞愛媛版(朝刊：大阪本社版)の毎日の記事から『生
命の科学と倫理』に関連すると考えられる内容を切り取り、この講義開始年度からスクラップ化を図ってきて
いる（註：今回のタイトルの「生命の科学と倫理」記載は講義名を示したものではない）。今年度で４年目と
なる。新聞記事収集の継続、収集した記事をジャンル化して整理し、集まった内容について、その傾向と講義
に向けて有効と考えられる視点を抽出している現状を紹介する。 
 
結果及び考察 
 ①ここに紹介する新聞記事は、講義３年目の収集記事である。収集した小見出しからは、以下の 26)分類の
内容を抽出した。１)クローン＆臓器移植、２)DNA、３)BSE、４)ES細胞、５)ES細胞捏造、 
６)神経幹細胞、７）ヒト細胞(再生医療)、８)遺伝子、遺伝子診断、遺伝子治療、９）遺伝子組み換え作物、10)
寿命、11)命・誕生・死、12)受精卵・受精卵診断、13)外来種(特定外来生物)、14)未知の微生物・珍奇種、15)
種子保存、16)稀少動物保護、17)地球、18)進化、19)骨、20)鳥インフルエンザ(ウイルスに関連：本資料収集
は不完全)、21)論文疑惑、22)体外受精、23)食、24)学問、25)バイオ燃料、26)難病、である。脳死問題等は
『健康の科学』講義で触れたため、本講義科目扱いとしなかった。 
 ②『生命の科学と倫理』講義開始初年度の2004年度の新聞記事収集からは、クローン、Bt菌、DNA、遺伝
子組み換え、食、などについての収集や、拉致問題を通しての報道からは通常のDNA鑑定ではないミトコンド
リア DNA 鑑定法も紹介することが出来た。2005 年度に入って、遺伝子組み換え(GM)、遺伝子組み換え食品
などの記事が出て来たが、2006年度に入って、この中の代表的な作物トウモロコシが、バイオ燃料として扱わ
れるようになり、これまでの「食」であった作物が、食料か燃料かにとって変わろうとしている現状うかがえ
る記事も散見されるようになった。韓国の黄教授によるES細胞捏造事件は世界史に残る事件に発展したきらい
があるが、この記事は 2006 年になっても継続してみられている。また、クローン動物のうち、アメリカでベ
ンチャービジネスとして商業化されたネコは失敗に終わった記事が2006年後半の紙面に載った。 
  ③以上、最近の報道からはどのような傾向が見られるのかを分析できる。また、1)～26)で扱った内容も、連
鎖している内容が多々あり、様々な事象が有機的に結びついている背景を読み取る必要がある。例えば、「離
婚後妊娠救済」「300日問題」「無戸籍児」等の内容は、「命」を考える視点とも関連して来ると考えられる。
有害物質を含む「中国製品」の内容であれば、まさに企業や人の「倫理」とも関連が生じると考えられる。新
聞記事収集作業を通して、教育に活かせる視座を追求している。 
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英国公衆衛生体制成立前史（２）̶̶保健省の創設への道のり 
 

菊井 高雄（宮崎大学） 
 
はじめに  新型インフルエンザの猛威を予測するまでもなく、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
後半から20世紀初頭における発展過程を様々な権力関係との絡みから略述する。 
 
改正救貧法体制とE. チャドウィック 改正救貧法(1834年)では｢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とし
て取り上げられるようになった（川喜多）。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。チャド
ウィックは、公衆衛生法(1848 年)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－保健医官体制であったが、既得権益諸団体の抵抗は根強く、
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)反対された。 
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)で、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(多田羅、Rumsey, 1856)。ラムゼイの努力は、1868年に英医師会内の国家医学
委員会として結実し、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
らかになり、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
立させる契機となった。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初めて積極的に関わったと言う点
で評価できる(P. Rhodes )。 
 
英国保健省の創設 1911 年に成立した｢国民保険法｣は、保険を媒介にした国家的健康保険制度によって、
（１）予防衛生事業の推進を武器に自治体社会主義(救貧法体制解体)を掲げる｢フェビアン協会｣と、（２）
救貧法体制という既得権益を墨守する｢地方｣権力に、それぞれ楔を打つことであった。また、同年に設置
された｢地方保健委員会｣(後の保険委員会)は、地方の認可組合から保険医療給付の監督権を除去し、地方
保健委員会がその権限を取得することで、自治体社会主義に対立する地方拠点となった。この地方保健委
員会は医療サービスの管理業務を認可組合から切り離し、国家レベルの画一的な機関に移行することを目
指すものであった。さらに 1919 年の｢英国保健省｣の創設は、（１）救貧法体制の解体と（２）医療と公
衆衛生の独立（救貧法体制からすべての医療サービスを切り離し保健省に移管）を目的とした。つまり英
国保健省の新設は救貧法体制と（国家医学としての）公衆衛生という二元的な構造のうち救貧法体制を国
家的保険制度に移行させることを目指すものであった。ただし、地方の権力者の政治的影響力はなお大き
く、(既得権益の象徴である)救貧法保護委員会は地方における有力な治安保護局として残り、救貧法体制
の完全な廃止は1948年のNHSの発足(国民扶助法及び病院の国有化)を待たねばならなかった。 
 
主要文献 多田羅活三『公衆衛生の思想』医学書院、1999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. 川喜多愛郎『近代医学の史的基盤(下)』岩波書店、
1977 
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ホームレス自立支援における社会関係の回復̶̶北九州市での調査結果から 
 

益田 仁（九州大学） 
 
 我々は、ホームレス問題を経済的問題としてのみならず、社会的な問題としても捉えうる。と言うのも、
ホームレス状態とは、社会関係の貧困に起因すると同時に、その貧困を帰結するからある。本報告では、
ホームレス自立支援センターを退所した人々への調査をもとに、社会関係の回復が自立の過程においてど
のような意義を持つのかについて考察した。具体的には、自立支援センターを退所した人々が近隣や職場、
NPO関係者らとどのように付き合い、そしてその関係量の多寡は社会への信頼感、生への意欲にどのよう
に影響を及ぼしているのかを検討した。分析結果を結論的に述べるならば、全般的には社会関係量が多い
人ほど社会への信頼感や生きる意欲が高い傾向を見て取ることができた。また近隣の人々、職場の同僚、
NPOの関係者と、おのおのの社会的場面における付き合いは、社会意識や自己意識にそれぞれ異なった道
筋で影響を及ぼしていることも確認された（以下、分析結果を列記する）。 
 
・ 近隣関係の多寡は社会的孤立感にさほど影響を及ぼしておらず、職場でのつきあいや NPO 関係者

とのつきあいが社会的孤立感に強い規定力を持つことが見て取れた。 
 
・ 近隣・職場でのつきあいが多い人ほど社会への信頼感が高く、つきあいの深さはあまり影響を及ぼ

していない。またNPO関係者とのつきあいは量（人数）・質（深さ）ともに社会への信頼感に影響
を与えていない。 

 
・ 近隣・職場ともに関係性が多く深い人ほど自己有用感が高い傾向が確認された。また NPO 関係者

とのつきあいは量よりも質が深く影響を及ぼしていることが確認された。 
 
 ホームレス状態を社会的排除の典型だと捉えるならば、本報告で得られた知見は意識的側面における社
会的包摂への条件群を明らかとしているのではないか（社会への信頼を回復するには、地域や職場での一
般的な社会的相互作用が機能する、NPOとの関係性は社会的孤立感の回復には機能するが、社会への信頼
に対しては機能しない、等々）。 
 ホームレス自立支援を社会的包摂を目指した取り組みであると考えるならば、社会関係の回復は欠かす
ことのできない自立支援事業であり、さらにそれはホームレス自立支援のみに閉じた課題でなく、我々社
会全体の課題でもあるのだ。 
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過疎高齢化と高齢者の社会参加活動 
 

高野 和良（山口県立大学） 
 

1．報告の目的と調査の概要 
 
本報告は次の2点について明らかにすることを目的とした。 
 
 1）家族の小規模化と地域社会の弱体化に直面している西日本（九州地方）の過疎高齢者の生活実態を
把握することと、過疎高齢者の社会参加活動への参加実態などから過疎農村における生活の維持可能性を
検討すること。 
2）また、1996 年と 2007 年の 2 時点で実施した調査結果を用いて、過疎地域の生活構造の 10 年間
の変化を確認すること。 
 
 2007 年調査地域は大分県日田市中津江村地区（2005 年 3 月時点人口 1321 人、高齢化率 41.8％）
である（1996年調査の概要は省略）。 
 実査時期：2007年 10月 30日～11月下旬    調査方法：郵送法 
 調査対象：大分県日田市中津江村地区20歳以上居住者 
 調査対象者数：609人（2007年 10月選挙人名簿登載20歳以上） 
 抽出方法：無作為抽出    回収数（回収率）：410人（67.3％） 
 
2．調査結果の概要 
 
 1）社会参加活動の変化 
 社会参加活動参加について、1996年と 2007年の全体としての変化をみると、いずれの活動にも参加
していないとする者の割合が増加している。また、地域婦人会、頼母子講などの「講」、消防団といった伝
統的な地域集団、年齢階梯集団への参加率の減少が目立っていた。こうした傾向は何も中津江村地区特有
の問題ではないが、従来、農村地域では伝統的な地域集団、年齢階梯集団が比較的維持されていると指摘
されてきたなかで、内実はかなり変化が認められる結果となった。 
 
 2）行政合併の影響 
 中津江村は2005年に日田市に編入合併されたが、その結果、行政サービスは旧日田市の水準を基本と
して調整が図られた。一般的に合併問題はサービス水準の調整問題と認識されてきた。しかし、こうした
論点に加えて、伝統的な地域集団の再編とその影響についての評価が必要である。例えば地域婦人会の急
激な減少は、合併先の日田市には婦人会活動がそもそも存在していなかったため、旧中津江村の婦人会も
単独での維持が難しく廃止された経緯がある。 
 
 3）社会参加活動衰退の帰結 
 まず、地域集団本来の機能の衰退は当然のこととして考えられる。さらに、これに加えて、これらの活
動に参加することによって実現されていた集落を越えた地域社会の現状を共有する機会の縮小がもたらさ
れることとなろう。こうした旧中津江村地区集落間の情報交換の場の喪失、すなわち集落外部とのネット
ワークの径路の縮小は、過疎集落としての地理的な孤立に加えて、集落の社会的孤立を促進する可能性を
推測させる。この点は重要な論点であると思われ、今後の動きを注視することが必要であろう。 
 

自由報告（5） 社会参加・地域福祉 



 
 西日本社会学会ニュース No.127   2008年                          26 

 

過疎山村の生活圏分析̶̶「移動する高齢者層」の出現  
 

 加来 和典（下関市立大学） 
 
［はじめに］ 
 本報告では、1996 年・2007 年の中津江村調査を用いて、過疎地の生活空間構造の変容を分析した。
大分県中津江村は、人口1,338人、491世帯、高齢化率39.5%の過疎山村である（2000年国調）。就業
者総数は681人、うち65歳以上が27.8%を占める（同国調）。なお、同村は、2005年 3月に、日田市・
前津江村・上津江村・大山町・天瀬町と合併した。 
 
［国調より］ 
 まず、国勢調査（2000年）によって同村の通勤状況を調べた。出勤率は10.6%（男 9.4% 女 12.1%）、
入勤率は 19.0%（男 22.0% 女 14.5%）であった。出勤では、全就業者の 4%程度が日田市へ通勤して
いた。入勤では、男性は日田市から7.3％、上津江村から6.2%、女性は上津江村から7.7%、日田市から
3.4%が通勤していた。通勤の移動距離は男性の方が女性より長い傾向がある。入出勤バランスを見ると男
女とも入超であり、男性は特にアンバランス（男＋63、女＋8）。通勤・通学の手段を見ると、自家用車利
用の依存が高く、村内81.0%、村外92.4%の利用率であった。  
 
［２時点の調査より（1996・2007年）］ 
・仕事 全体では仕事先・手段に11年間の変化は少ない。ただし年齢別に見ると、70歳未満では若干の
広域化（村内比率の低下）がある。 

・生活圏 購買・サービスに関する5つの行動に関してその場所を調べた。全体的に見ると拡大と縮小が
同時進行した。つまり、村内と日田市の比重が低下するとともに近くの熊本県（小国町）の比重が増大。
ただし、行動種ごとに見ると差異がある。耐久消費財は日田市中心に変化がなく、贈答品は日田市優位
のまま・村内低下・熊本県拡大、通院は村内拡大・日田市低下・小国町へは拡がらない。年齢別に見る
と、1996年には相対的に、高齢者は村内、若年層は村外（特に日田市）という移動の方向性があった
が、2007年では同じパターンに収斂してきた。高齢者の移動性の高まりと関係か。 

・高齢者層の移動性 高齢層の免許所有率の変化は、60歳代49.2%→79.5% 70歳以上25.8％→49.7％。
「移動する高齢者層」が出現し、統計的結果として、中津江住民の生活構造空間が変化した。 

・自家用車利用と生活環境評価 日常的利用者とそれ以外の者の間に次の項目での差は見られない。自家
用車利用は、生活の現状維持のための必須条件であり向上感をもたらしていないのかもしれない。 
「交通の便利さ」「就業の場に恵まれている」「買い物の便利さ」「趣味やスポーツ・文化を気軽に楽し
める」「中津江にいると何かと不便だ」「別居子との接触頻度（高齢者のみ）」 

 
［おわりに］ 
生活圏は、行動種別に変化したものとしていないものがあった。市町村合併と生活圏のずれ（日田市比
重低下、熊本県小国町方向への拡大）が生じている。住民の移動性変化の要因は、住民構成の変化（移動
する高齢者層出現）とトンネル効果（道路整備）による地域の空間的結びつきの変化と考えられる。 
「移動する高齢者層」は現時点では生活維持しているが、運転できなくなったときの対応が必要である。 
 
本研究は次の補助金による助成によって行われた。基盤研究(C)「農村高齢者の社会参加によるアクティ
ブ・エイジングの実現に関する評価研究」研究課題番号:17530427、2005-07 年度、研究代表者:高野和
良（山口県立大学）。

自由報告（5） 社会参加・地域福祉 
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シンポジウムの報告要旨は、司会の先生方にまとめていただいたものです。 
 

テーマ 『リスクとソーシャル・キャピタル』 
 

【司会】 
城戸秀之（鹿児島大学）・三隅一人（九州大学） 

 
【報告】 

安立清史（九州大学） 「ボランティア社会のリスクとリスクマネジメント」 
松本貴文（熊本大学） 「農山村のリスクと社会関係──生活構造の視点から」 
山下佑介（弘前大学） 「地域のリスクと資源──防災・福祉・環境コミュニティをめぐって」 

 
本シンポジウムはベックの「リスク社会」とパットナムの「ソーシャル・キャピタル」の概念を手がか
りに、豊かさがリスクを生み、その一方でリスク回避の集合的意思決定に困難を抱える現代社会の問題を
とらえる社会理論の可能性を論じることを課題とした。NPO、農山村、防災を題材とした上記 3報告をも
とに、指定討論者を設けずに、司会がリスクとソーシャル・キャピタルに引き寄せた論点整理をしながら
討論を試みた。本来はこれらの概念を用いることで一見して異なる領域および水準の問題群を互いに引き
寄せ、大きな視点から現代社会の課題に取り組むことをねらったのだが、その論点収斂のために議論がや
や窮屈になったかもしれない。フロアからも、「リスク」の枠組みがなくても議論できるという指摘がある
一方で、「リスク」の理論的位置づけが緩やかすぎて当概念を活用できていないという指摘もあった。これ
らを反省点として、次の機会には、より実質的な問題事例の突き合わせと理論的フィードバックに議論を
進めることができればと期している。その足がかりとするためにも、本シンポジウムの内容を『西日本社
会学会年報』第 7号に特集として掲載する予定である。ご一読いただきたい。 
 
 

 
 総会では、坂本喜久雄会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 
 

報 告 事 項 
 
① 庶務報告（山本努 庶務理事） 
    ⅰ 常任理事会 
     第 1回 2007年 7月 21日 

・第 65回大会報告、学会ニュース第 124号 
・第 66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 2008年 3月 29日 
・第 66回大会のプログラム決定、大会までの準備事項確認、会計中間報告 

    ⅱ 理事会 
     第 1回 2008年 5月 10日 

・ 平成 19年度庶務報告、平成 19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 

3．シンポジウム報告要旨 

4．平成 20年度総会報告 
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    ⅲ ニュース発行 
     2007年 10月 10日  ニュース 124号発行（第 65回大会報告号） 
    2008年  2月 15日   ニュース 125号発行（第 66回大会案内号）   
     2008年  4月 10日    ニュース 126号発行（第 66回大会プログラム号） 
 
② 会員数に関する報告（山本努 庶務理事） 
 
    ⅰ 現在の会員数(平成 20年 5月 10日現在) 
   平成 19年度の最終会員数  220 名 
   新入会員申し込み数     6名   会員異動（30頁）参照 

計  226 名 
 
 
③ 学会誌編集委員からの報告（稲月正 編集委員長）    
    ⅰ 『年報』6号(2008年 3月 10日)発行について 
    ⅱ 平成 19(2007)年度編集委員会決算報告      ※ 資料 1 参照 
    ⅲ 『西日本社会学会年報』第 7号の発行について 
 
④ 平成 19年度決算報告（三隅一人 会計担当理事）   ※ 資料 2 参照 
⑤ 平成 19年度会計監査報告（鈴木譲 会計監査）   
⑥ その他 
    ⅰ 会則の変更 
  第 1章 総則 
  第 3条: 本会の会務を執行するために事務局をおく。事務局は、当分の間九州大学人間環境学府

社会学・地域福祉社会学研究室におく。 
        ↓ 

  第 3条 本会の会務を執行するために事務局をおく。事務局は、〒812-0053 福岡県福岡市東区
箱崎 6丁目-19-1 九州大学 社会学研究室内 とする。 

 
 ⅱ 『西日本社会学会年報』の校費によるご購入について   
 

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（30頁）参照 

  
② 名誉会員の承認  
———鈴木 廣 会員が名誉会員に承認されました 
 
③ 平成 20年度予算案の承認について（三隅一人 会計担当理事）  ※ 資料 3 参照 
 
④ 平成 20年度予算案の承認について（稲月正 編集委員長）   
  ⅰ．『西日本社会学会年報』抜刷について 
  ⅱ．平成 20(2008)年度予算案の承認について     ※ 資料 4 参照 
   
⑤ 来年度大会開催校の決定と承認について（三浦典子 会長） 
———福岡大学での開催が承認されました 
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⑥ 選挙（三浦典子 会長） 
———倉重加代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。 
 

役職 当選 次点 
会長 辻 正二 小川全夫 

稲月 正 三隅一人 山本 努 安立清史，高野和良（同票） 
理事 

鈴木 譲 三浦典子 谷 富夫 加来和典 
会計監査 高野和良 安立清史  中村晋介 

 
⑦ 新会長の挨拶 
 
⑧ 理事の指名（2名）・事務局の指名 
———佐々木武夫・小林淳一両会員が，選挙規程第5条による理事に指名されました． 
———深山雅宏が事務局長に指名されました． 
 
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 佐々木武夫 
（編集長） 稲月 正 

会計理事 三隅一人 三浦典子 
庶務理事 谷 富夫 山本 努 
研究担当 鈴木 譲 山本 努 
大会担当 小林淳一  

 
⑨ その他の議事 
  ⅰ．投稿論文用チェックリストの作成について 
 

閉 会 の 辞（新会長） 
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( 1 ) 大会案内 
 第 67回大会は、平成 21（2009）年 5月 16日（土）、17日（日）に福岡大学（福岡県）にて開催いた
します。スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（2009年 3月発行予定）をご覧下さい。 
 
( 2 ) シンポジウム 

テーマ 新しい社会問題と社会学̶̶就労・貧困問題の現代的展開 
 
 報告者 討論者 
１．現代の貧困と排除 
  ̶̶ホームレス･野宿者問題 

益田 仁（九州大学） 加来和典（下関市立大学） 

２．若年層の就労問題 
  ̶̶フリーターとニートの現在  

林 寛子（山口大学） 中村晋介(福岡県立大学) 

３．生活保護世帯の自立と阻害 
  ̶̶旧産炭地域における世代的連鎖 

清田勝彦(福岡県立大学) 保坂恵美子(久留米大学) 

 
司会  山本 努 (県立広島大学)  
コーディネーター 清田勝彦 (福岡県立大学) 

 
※ テーマ及び各研究報告テーマはいずれも仮題です。 

 
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。 
 

※ 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 20年 10月現在） 
室井研二 叶堂隆三 中山妙華 大畠 啓 水上英徳 岡本晴美 

 
2．所属の変更（平成20年10月現在） 
叶堂隆三 下関市立大学 

 
3．メールアドレスの変更（平成 20年 10月現在） 
保坂恵美子 
 

3．ご逝去 
相川忠久 原 宏 眞鍋隆彦 

 
4．新入会員（順不同） 
 岸 政彦（龍谷大学）  紹介者＝谷 富夫  クレアシタ（九州大学）  紹介者＝安立清史 
 木村亜希子（熊本大学） 紹介者＝徳野貞雄  福重香織 （九州大学）  紹介者＝安立清史 
 木下 真（山口大学）  紹介者＝三浦典子  夏 芸芸 （九州大学）  紹介者＝安立清史 

Ⅳ．第 67回大会について 

Ⅴ．会員異動 
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5．退会者 
 岩田啓靖 小谷 敏 波平勇夫 藤田昌子 荒木寛子 金 霞 鋤本美鈴 高須道枝  
 
6．転居先不明 
池内一樹 川上周三 佐藤亜紀 中村淳子 宮本晋一 山本賢治 李 珊 
 
 

 

 
木下 謙治 

 
平成 20年 3月 6日、島根大学名誉教授・原宏先生が肺炎で亡くなられた。享年 83歳だった。先生は戦
後間もなく、国学院大学哲学科（道義学科）を卒業され、福岡県立折尾高等学校の教諭になられた。私は
昭和 33 年に学部を卒業し、そのまま大学院に進学したが、その頃、原先生によくお目にかかった。先生
は高校教師のかたわら、九州大学の社会学の研究室に頻繁に出入りされて研究活動を熱心に続けておられ
た。昭和 25 年には西部社会学会（西日本社会学会の前身）、昭和 26 年には日本社会学会に入会されてい
る。村落社会研究会（現・日本村落研究学会）は当初からの会員だったとお聞きしている。 
高校教師でフィールドワークを伴う研究に従事することは容易ではない。大学時代、非常勤講師として
国学院大学で教鞭をとられた東京教育大学・岡田謙教授の推挙で、昭和 20 年代後半に実施された九学会
連合の調査研究に参加された。西部社会学会の事務局が九州大学社会学研究室にあり、主任教授が学会長
をされていたこともあって、先生は、喜多野清一教授や、内藤莞爾教授との交流も深められた。原先生は
厳密かつすぐれた古文書解読力を身につけられ、農村のフィールドワークの場面で貢献された。 
昭和 41 年には、山口女子短期大学の社会学の教官に転じられた。この頃には、原先生を大学の研究職
やポストへ移動させなければという動きが西部社会学会のなかに生じていた。学会や研究活動への貢献か
ら当然の動きであっただろう。当時、私が前任者として社会学の講師をつとめていたが、4 月から鹿児島
大学に転任することになった。この動きの後に原先生をということになり、それが実現したのだった。私
の恩師内藤莞爾先生（西部社会学会会長）が山口短期女子大学まで挨拶にこられた。内藤先生は弟子たち
の就職に関して、このような行動をとられることは、私の知る限りほとんどなかった。 
その後、昭和 44 年には、先生は山岡栄一教授の要請に応じて島根大学法文学部に転じられた。その際
には、有賀喜左衛門教授の強いご推挙があったと聞いている。奥様によれば、有賀先生とは趣味の陶芸で
も交流があったという。昭和 63年、島根大学で定年を迎えられたが、70歳までは聖カタリナ大学で現職
を続けられた。以後は九州に帰られ悠々自適の日々を送られていた。 
先生の学風は、有賀先生に傾倒されていたこともあり、個性記述的な歴史社会学というべきものだった。
すぐれた古文書解読力とあいまって、先生の村落社会や地域社会の核となる神社等に関するモノグラフ的
研究の価値は時間の経過と係わりなく生き続けるだろう。 
先生は、研究や趣味、さらには日常生活においても、わが道を行くという孤高の人だった。にもかかわ
らず、著名な先生方と深い交流を結ばれた。先生のお人柄ゆえだと思う。大学院生の頃、私は学部の学生
を連れて宇美町に調査に行ったことがあった。調査の進捗状況がよくないということで、内藤先生から依
頼されて原先生が私の補佐役として加勢に来て下さったことがある。翌朝、原先生は学生を集めて、「今日
の午前の調査はやめます、ここには宇美八幡宮という有名な神社があるから、それをみんなで見学します」、
と言われた。私は「調査がはかどっていないのに・・・」と内心驚いた記憶がある。しかし、時間が経過
するにつれて、この時の原先生の態度や行動を懐かしく、かつ、羨ましく思い、学ぶべきことがあると考
えるようになってきた。 

Ⅵ．ご逝去を偲んで 

原 宏先生を偲んで 
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先生は何処におられても自足できるような資質をお持ちのようだった。職業生活においても、相互に深
く敬愛されていたご夫婦として家庭的にも、お幸せだったと思う。心からご冥福をお祈りする次第である。 
 
 

 
篠原 隆弘 

 
 眞鍋隆彦先生が 2008年 10月 5日に 85歳でご逝去されました。ここに追悼の小文を寄せさせていただ
きます。 
 先生は 1923年（大正 12）1月福岡市でご誕生。戦後の混乱期に学生生活を送り、1950年（昭和 25）3
月九州大学文学部社会学専攻をご卒業、52年 2月鹿児島大学文理学部にご着任、そして 88年 3月同大学
法文学部を定年でご退職されました。文理学部および法文学部、それに大学院人文科学研究科で社会学原
論、社会学特論等を担当されると同時に、評議員、学科主任等として大学・学部の運営にも尽力されまし
た。 
 先生のお仕事の中心は、歌舞伎などの伝統芸能、各地域の民俗芸能、神社仏閣の祭礼祭事等の文化社会
学的研究で、特にそれらの芸能・祭礼祭事を伝承・維持するための組織・集団の実証的分析にあったとい
えます。その成果は大学の紀要等に数多く発表されました（代表的なお仕事をいくつか挙げると、次の通
りです。「芸能とその保護・需要者との関係（上）（中）（下）」鹿児島大学文理学部紀要『社会科報告』第
6/8/10 号 1959-1963 年；「祭祀組織に関する覚え書ー霧島町霧島神宮の事例ー」同法文学部紀要『経済
学論集』第 12号 1975年、のちに「霧島神宮の祭祀組織」と改題されて、山岳宗教史研究叢書 13『英彦
山と九州の修験道』名著出版 1977年に所収；「家元制」内藤莞爾・中村正夫編『日本社会の基礎構造』
アカデミア出版会 1980年など）。また、西日本社会学会会長等として学界活動にも意を注がれました。 
 こうしたご専門との関連から、鹿児島県の文化財保護行政と長くかつ深く関係されました。1962年（昭
和 37）5月に県文化財専門委員、76年 2月に同文化財保護審議会委員、そして 82年 5月-96年 5月間は
同審議会会長でした。会長時代の末期には、鹿児島県のもつ最良の文化財の一つである「甲突川の五石橋」、
特に「西田橋」の架け替えか保存かをめぐり世論が紛糾し、行政の架け替え要請と世論の保存要請との間
で大変難儀されました（紆余曲折の結果架け替えられ、「西田橋」は現在鹿児島市内の公園に移築保存され
ています）。 

1999年 11月に勲三等旭日中綬章を授与されましたが、当然これも、以上にその一部をふれました先生
のご活動を総括しての授与だと思われます。月並みな追悼の辞となりましたが、この小文を書いている最
中にも、先生の、あの、さびのきいた節まわしの「博多節」や「佐渡おけさ」の唱声がしみじみと聞こえ
てくるような気がいたします。先生、お疲れさまでした。ゆっくりとお休みください。      

合掌 
 

                                  

 
今期、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。  
  

佐々木武夫（委員長）、稲月正、中村晋介、叶堂隆三 
安藤由美、高野和良、倉重加代、園井ゆり 

 
『西日本社会学会年報 第7号』には10本の投稿がありました．現在，編集委員会では投稿者とのやり
とりをおこなっており，昨年度と同様の発行時期に向けて，営為作業中でございます． 

眞鍋隆彦先生を偲んで 

Ⅶ．編集委員会からのお知らせ 
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九州大学 社会学・地域福祉社会学研究室（文学部および人間環境学府） 
 

鈴木 譲 
 
 九州大学では、社会学の教員が所属している組織は 2つあり、箱崎キャンパスと六本松キャンパスに分
かれています。六本松キャンパスの組織は比較社会文化学府で、2009年度からは伊都キャンパスに移転す
る予定です。比較社会文化学府については、1997年の「研究室めぐり」で三隅一人先生が紹介されていま
すので、今回は箱崎キャンパスについての紹介となります。箱崎キャンパスが伊都に移転するのは、まだ
かなり先のことになりそうです。 
 箱崎キャンパスの社会学・地域福祉社会学研究室については、大学院重点化に伴い組織構成が複雑で分
かりにくくなってしまいました。1997年度までは、学部・大学院がそれぞれ文学部・文学研究科に属して
いたので分かりやすかったのですが、1998年度からは、学部は文学部、大学院は人間環境学研究科という
ように別の組織になりました。人間環境学研究科は学部を持たない大学院だけの組織で、文学部の心理学・
社会学・比較宗教学の教員、教育学部の教員、および、工学部建築学科の教員から構成されています。そ
の後 2000年度からは、教育研究組織としての研究科を、教育組織としての「学府」と研究組織としての
「研究院」に分けることになり、人間環境学府、人間環境学研究院と改称されました。 
 ただ、組織変更があっても研究室の場所が移動したわけではなく、学部生も大学院生も同じ文学部棟の
演習室や機械室を従来通り使っています。教員は社会学 2名、地域福祉社会学 2名で合計 4名の体制でし
たが、教員の転出や定年退職の後、人員凍結のために新たに教員を雇用することができず、現在は社会学
は鈴木、地域福祉社会学は安立清史の計 2名で奮闘しています。 
 組織が文学部と人間環境学府にまたがっているために、煩雑な点も多々あります。たとえば、教員は 2
つの組織の教授会に両方出席しなくてはならず、また、各種委員会なども文学部の委員会と人間環境学府
の委員会の両方の委員をすることになります。TA（ティーチング・アシスタント）の手続きも、学部の授
業の TAと大学院の授業の TAとでは、提出書類も提出先も異なります。学生にとっては、学部生と大学院
生とでレポートの提出先や、科目登録の窓口となる事務組織が異なり、何かと混乱の元となっています。 
 ところで、文学部の学部生は 1年次後学期に専門分野の希望を提出し、2年次に進学した時点で正式に
専門分野が決まります。社会学・地域福祉社会学の受け入れ可能数は 1学年 16人ですが、第一希望者が
多い場合には 1年次の成績にもとづいて上位 16人が選ばれる仕組みです。昨年度と今年度は、第一希望
の学生が 20人以上いて、かなりの難関でした。ちなみにこの 10年間を見る限り、当研究室では 16人を
下回ったことはありません。学部生が多いことは喜ばしいのですが、教員が 2人だけですので、2年生か
ら 4年生までで 50人近い学生を抱えており、特に卒業論文指導に関しては教員 1人が 8人の学生を担当
しなくてはならず大変です。 
 社会調査士資格についても、2004年度の卒業生以降、毎年資格を取得しています。2007年度の卒業生
は、14名が資格を取得しました。社会学・地域福祉社会学の学生以外で、心理学や地理学の研究室の学生
もこれまで何人か社会調査士の資格を取得しており、今年度の社会調査実習には、言語学・応用言語学の
学生が参加しています。 
 大学院では、修士課程の院生が 4名、博士後期課程の院生が 4名在籍しています。この内、中国からの
留学生 2人、インドネシアからの留学生 1人、計 3人が留学生です。また、今年の 10月からは、九州大
学と国際交流協定を結んでいるアイスランド大学から、修士課程の院生が特別研究学生として、1年間当
研究室で研究に携わる予定です。 
 大学院修士課程対象の専門社会調査士に関しては、まだ資格取得者は少ないですが、2006年度と 2007
年度の修了生各 1名、計 2名がこの資格を取得しました。専門社会調査士のための科目としては、九州大
学では人間環境学府の科目とともに比較社会文化学府の科目も社会調査士資格認定機構に登録されてお
り、どちらの学府の院生がどちらの学府の科目を履修しても、資格取得に関しての問題はありません。上

Ⅷ．研究室めぐり 
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記の修了生 2名に加えて、これまでに比較社会文化学府の院生 1名も専門社会調査士を取得しています。 
 大学院修士課程の授業としては、鈴木が社会調査論、計量社会学を、安立が福祉社会学、ボランティア・
NPO論を担当しており、どちらかというと量的調査・量的分析を鈴木が、質的調査・質的分析を安立が受
け持つという分担になっています。また、大学院の集中講義としては、慶応大学の藤田弘夫先生に「都市
社会学」を、大阪大学の牟田和恵先生に「ジェンダー論」をお願いしています。 
 本年 5月の西日本社会学会総会では、鈴木が理事に、安立が会計監査に選出されました。微力ながら学
会運営に貢献できればと思っていますので、どうかよろしくお願いします。
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資料 1 編集委員会 平成 19年度決算報告 

収入の部 平成 19年度予算 平成 19年度決算 

学会誌売り上げ 40000 39910 

前年度繰り越し資産 35660 35660 

学会予算から繰り入れ 620000 620000 

利息 2 61 

抜き刷り代 50000 0 

その他 0 5000 

収入合計 745662 700631 

    

支出の部 平成 19年度予算 平成 19年度決算 

印刷費 450000 428400 

学会誌郵送費 71000 20000 

事務局通信費 30000 26970 

編集事務局運営費 45000 45000 

販売事務局運営費 40000 34880 

編集委員手当 35000 35000 

広告費 1000 1000 

次年度繰越資産 73662 109381 

支出合計 745662 700631 

 

Ⅸ．資料 
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資料 2 西日本社会学会 平成 19年度決算報告 

 

 
 

 

 

 項目 予算 執行済予算 備考 

前年度繰越金 652,035 652,035  

学会費 1,000,000 795,000  

寄付金 0 0  

預金利息 100 694  

その他 3000 500 プログラム代 

年報郵送代行費 20,000 20,000  

 収 
 入  

今年度収入総計 1,675,135  1,468,229   

66回大会予備費 30,000 30,000 会員控え室準備代 

テーマ部会運営
費 

20,000 20,000  

理事会準備費 13,000 13,000  
66回大会 
運営費 

大会事務準備費 40,000 40,000 
前日アルバイト代 
事務局交通費補助 

常任理事会費 45,000 3,047  常任理事会
運営費 常任理事交通費 50,000 75,100  

通信費 130,000 84,170 
ニュース 124号、
125号、126号、 

学会誌 

印刷費 100,000 66,675 
ニュース 124号、

125号、126号 

事務・文具費 20,000 13,412  

謝金など 20,000 0 パネラー謝金 

経常費 

事務局手当 100,000 100,000   

学会誌発行費 620,000 620,000   

その他         

 支     
 出 

今年度支出小計 1,188,000  1,065,404    

  予備費（次年度持ち越し） 487,135 402,825   
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資料 3 西日本社会学会平成 20年度予算案 

  項目 金額 備考 
前年度繰越金 402,825   

学会費 1,000,000 5,000円×200名（のべ） 

寄付金 0  

預金利息 500 概算 

その他 3,000 ニュース代実費ほか 

年報郵送代行費 20,000  

収
入 

収入総計 1,426,325  

67回大会予備費 30,000 会員控え室準備代 等 

シンポジウム運営費 20,000  

理事会準備費 13,000  67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 

常任理事会運営費 95,000 交通費・理事会準備費 

通信費 100,000 ニュース 3号分＋年報 

印刷費 100,000 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 600,000  

支
出 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

支出小計 1,138,000   

予備費 288,325   

計 1,426,325   

資料 4 編集委員会平成 20年度予算案 

  2007年度予算案 2007年度決算 2008年度予算案 積算根拠 
印刷費 450000 590625 550000 実態に合わせる 
学会誌郵送費 71000 75090 71000 印刷所への指示強化 
事務局通信費 23000 42190 35000 ハガキ代不要 
編集事務局運営費 45000 45000 45000 例年通り 
販売事務局運営費 40000 37817 40000 例年通り 
編集委員手当 35000 35000 35000 例年通り 
広告費 1000 1000 1000 例年通り 
次年度繰越資産 35832 35660 23662   
支出合計 700832 862382 800662   
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＊ 平成 20 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 127号をお届けします。今回は第 66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、活水女子大学の園井ゆり先
生ならびに活水女子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 2月下旬の予定です。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） 

Ⅹ．事務局からのおしらせ 


