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去る平成 21年 5月 16日・17日、福岡大学にて開催された西日本社会学会第 67回大会は、参加者 63
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 16日午前・午後に計 3部会、11日午前に 1部会が開かれました。例年よりも
少ない報告者数となってしまいましたが、計 13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 20 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 8 名の新入会員の入会承認ののち、平成 21 年度予算案承認が行われました。ついで来年度第
68回大会を福岡県立大学にて開催することが決定いたしました。総会終了後の懇親会は福岡大学内「スカ
イラウンジ」で開催され、今年も多くの会員のみなさまにご参加いただきました。 
大会 2 日目には、シンポジウムが開催され、『新しい社会問題と社会学』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、15頁をご覧ください。）このようなかたち
で、福岡大学での第 67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。 
 

Ⅰ．第 67回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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時間社会学の可能性と課題 
 

山口大学  辻 正二 
１．はじめに 
 時間の社会学は、時間の社会的生起を扱う学問である。イギリスのバーバラ・アダムズが述べているよ
うに、社会学においては、これまで時間に関する研究は、関心をもつ研究者がいても、それをライフワー
クにまでした研究者は少ない。ソローキン、ブートゥール、ギュルビッチなどの時間の社会学の考え方を
紹介するとともに、時間の社会学的パースペクティブの可能性と課題を考察した。 
 
２．ソローキン、ブートゥール、ギュルビッチの社会的時間論 
 P.A.ソローキンの社会学業績ほとんどは、時間の社会学に関与した研究である。G.ブートゥールは、社
会学的な時間構造を①オペレーション（活動性）、②回路（サーキット）、③循環（サイクル）の三つに
区別した。彼は、人口学者であるが、彼の視点は興味深い。これに対してギュルビッチの社会的時間論の
長所は、運動性に着目し、社会的時間を彼なりの分析枠組によって、８種類の社会的時間を区分した点で
ある。 
  
３．時間の社会学の視点：時間の社会学は、幾つかの視点が必要である。  
 A.  変化する（行為や運動する）中で時間をみる 
（１）時間の位置の確認、 （２）時間の流れがどのような順であるか、（３）時間の流れの方向（①時間
の流れの中途で途切れる、②時間が持続して流れる、③時間が行き来して（往復する）、④時間の流れ、直
線的か循環的か、（４）過去の思い出、記憶、いまの時間の流れ感覚、未来への希望、（５）複数の流れ （①
異質な時間の流れとの遭遇、 ②異質な時間の流れと遭遇し、同質化する、（６）時間の規則性、（７）時
間伸張（膨張）、（８）時間短縮（圧縮）、（９）スピード、社会的速度（加速、減速に理由） 
Ｂ. 時間利用の失敗、病理（ 遅刻、不適応、ズレ、デカラージュ） 
 
４．時間の社会的時間の構造分析 ： 市町村合併を事例にして 
１）時間の社会学的分析枠組 
時間の社会学は、現象となっているある種のイベントを社会的時間の構造分析を行うことを必要とす

る。「自治体の時間」の構造分析には①時間の経過分析、②市町村合併という時の流れで捉える視点、③
合併に関して住民の意識上の問題を考慮に入れたか、④過去と現在と未来への視点があるか、⑤時間意識
の意味化、⑥時間短縮と時間伸張、⑦統合原理が成功裡に行われているか、⑧時間展望、⑨「合併自治体
の時間」を動かすという視点が重要となる。 
 
５．結語 
  時間社会学の領域は、相互にほとんど対話することなく来たのが実情である。社会的時間に正面から向
かって考察してきた研究が少ない。社会的時間の要素を再構成して、それを体系化する作業が欠かせない
が、まだ、そのような作業は、これからの研究者に期待されるところである。時間社会学は、これまで自
明視された領域の中に新たな解釈や発見を可能にするに違いない。 
 

自由報告（1） 



 
 西日本社会学会ニュース No.130   2009                          3 

 

少子社会の子育てリスク̶̶児童虐待とコミュニティ・ケア 
 

北海道大学  金子 勇 
 
この 10年間の少子社会研究で私は、高田保馬の人口方程式 
＜生活標準（Ｓ）×人口（Ｂ）＝分配係数（ｄ）×生産力（Ｐ）＞･･････（１） 
のうち、人口を出生面と養育面に分け、主に「出生」力低下を問題にしてきた（金子編、2003）。加えて
最近では、コミュニティ研究のなかに位置づけて、実の親による児童虐待事件に示される少子社会におけ
る「養育」機能不全にも取り組むようになった。 
「コミュニティ・ケアは、‘informal care’と‘professional care’の重層性にある」（渡辺、2000:192）
とすれば、発表で取上げた札幌市女性虐待事案では、親族や近隣による‘informal care’ が皆無であり、
学校での対応も不完全であり、区保健福祉部や児童相談所による‘professional care’の一部が提供された
にすぎないと総括される。ベイリーに依拠したコミュニティ・ケア論を、ここで利用してみよう（渡辺、
2005:9）。 
① care at home out of the community（在宅放置の状態） 
② care out of the community（在宅放置か入所施設隔離の状態） 
③ care in the community in institution（入所施設中心の隔離の状態） 
④ care in the community（公的な入所・在宅福祉の整備中心の状態） 
⑤ care by the community（地域社会を巻き込んで公私が参画した状態） 
この理論的な立場から、全国の児童虐待事案を検討した結果からみれば、その発端における児童は①「在
宅放置の状態」にあり、虐待結果として、重篤な精神疾患に陥った被害者が落ち着くのも③「入所施設中
心の隔離の状態」止まりが多く、札幌でも同じであった。 
おそらく、不登校段階での家庭への介入が学校でも児童相談所でもためらわれるうちに、「コミュニティ
問題処理力」は発揮されないままで 10 年が経過した。最初に虐待の危険性を知らせるこの問題への態度
決定がどこにもないままに、コミュニティからの排除と、アソシエーションによる支援からの脱落が続い
たのである。合わせて「社会的放置」とみなせば、今回の虐待事案から見て、大都市生活では‘informal care’
と‘professional care’ から構成されるコミュニティ・ケアには程遠い状況にあるといわざるをえない。 
この認識から、再発防止策に二つの柱を想定した。一つには、少子化によって教師定員の削減が続く小・
中学校それぞれで、その減少した枠を活かして、児童虐待防止の専門家として「スクール・ソーシャル・
ワーカー」の採用を主張した。 
もう一つは、家庭への介入権限をもつ児童相談所機能の活性化のために、一箇所に集中している児童相
談所機能を札幌市 10 区に分散させる。そのために、児童問題専門家を増員して、各区の「分室」への配
置を提言した。なぜなら、札幌での虐待事案を精査すると、有効で現実的な可能性をもつコミュニティ・
ケアとは、care by many professional associations in the community（地域社会の専門機関による
取り組み）のように感じられるからである。まずはここから再発防止の第一歩をはじめたい。 
 
 
【参照文献】 
金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房． 
渡邉洋一,2000,『コミュニティケア研究』相川書房． 
渡邉洋一,2005,『コミュニティケアと社会福祉の展望』相川書房． 
 
 

自由報告（1） 
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里親制度の現状と課題 
                            

             活水女子大学  園井ゆり 
                                                            

本報告の目的は、わが国において里親制度の発展はいかに可能か、ということを、里親になる「動機」
に着目して考察することである。本報告は、報告者が 2008 年 10 月より九州・沖縄地域と札幌市を中心
に行っている、里親を対象としたインタビュー調査に基づく。 
近年、実親による虐待等により、「社会的養護」を必要とする子どもの問題が深刻さを増している。社会
的養護を必要とする子どもは、児童養護施設等の「施設養護」か、里親制度のもとでの「家庭的養護」か
のどちらかでケアされる。欧米先進諸国では、要養護児童は里親家庭でケアされるのが基本だが、日本で
は「施設養護」が主流である。実際、里親へ委託される児童は、要養護児童全体の約 1割にすぎず、登録
里親数も減少傾向にある。しかし、施設養護の場合は、18 歳の措置解除後、直ちに「自立」を迫られる
こと、社会的養護を必要とする子どもの数が増え、成育歴も多様化してきていること等を考慮すると、家
庭的な環境を提供する里親制度は重要な意義をもつ。里親家庭では、里親―里子という親子関係の構築が
可能となり、児童に「家族」のモデルを示すことができるからである。したがって、これまで以上に里親
数を増やし、里親制度を促進させることは、子の福祉にとって喫緊の課題といえる。 
里親は血縁関係にない児童の養育に携わる。本報告では、最初の試みとして、里親を対象に行った調査
の事例をもとに、里親になった「動機」を明らかにすることで、里親制度の発展について検討していくこ
ととを目的とする。 
報告者が行った調査結果をもとに、里親になる「動機」をみてみると、「実子あり」の場合は、「子ども
を育てたいから」となっている。一方、「実子なし」の場合は、養子を得たいから」が主要な動機となって
いる。これらの傾向は、先行研究とほぼ同様の結果である。ここで、里親の「動機」を持続させているも
のについて考える。というのも、本報告で対象とした「養育里親」は比較的長期間にわたって里子を受託
するため、当初の動機を持続させる何かがある、と考えられるからである。 
 考察の結果、里親が里子の育成にあたって、「やりがい」や「生きがい」、また「達成感」や「充実感」
といったものを実感することが、動機を持続させる原動力になっているのではないか、ということが示唆
された。すなわち、里親は、里子の育成を行う過程で、①短期間における里子の劇的な成長や変化を目の
当たりにすること、里親自身が、②誰かのために役に立っている、という認識をもつこととによって、「や
りがい」や「充実感」を見出し、血縁にない児童の養育を長期にわたって続けることができるのではない
か、と考えられるのである。特に、②は里親が自己の存在意義を再確認し、かつ他者からの承認を得るこ
とを意味する。今後は、パーマネンシーの理念を参考に、潜在的な里親を掘り起こす作業も同時に遂行す
べ必要性が示された。 
 
 

自由報告（2） 
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高校生の食行動と家族形態̶̶何を食べるか、誰と食べるか 
 

熊本ＹＭＣＡ学院  立山ちづ子 
 

 近年の高校定時制の大半の生徒たちに、孤食や欠食が習慣化している。このような食行動の問題に対し
て、食育（食教育）はこれまで「○△を食べなさい」といった食材論で対応をしてきた。この食材論では
課題の解消は困難であることを、私は食行動に課題をもつ高校生を対象とした食教育に長年携わってきて
気づかされた。子どもたちの食行動の問題は、家族と共に食べていないことが起因となっているのである。
この研究は、高校生が描いた食事の絵を読み取り、家族形態が食行動にどう関連しているかを分析したも
のである。 
また、日本家政学会（1950 年創設）の研究史を分析した結果、食に関する研究はモノ中心であった。
食とモノ以外（供給するヒトや共に食べるヒト、暮らしなど）とを関連させた研究は僅少にすぎなかった。
わが国の家庭科教育を中心とした食育が食材中心で展開されたきたことと、日本家政学会のモノ中心の研
究の動向は密接な関連があるとみられる。今後、日本家政学会の食の研究は、モノ重視からヒト重視へと
転換する必要があることを提案した。 
 高校生の食事記録（絵：足立己幸の食事スケッチ法を使用）を調査資料とした。全日制生徒の1982年
の事例では男女ともに朝、昼、夕の三食を食べている。だが、男子の事例では、食事内容が乏しく、ヒト
の姿が描かれていない。女子の事例では、朝食を母・妹・姉と、昼は友人二人と、夕食は祖母・姉妹と一
共に摂り、三食とも明るい表情と豊かな食事内容である。1993 年の事例では、朝食は男女ともにひとり
食である。また、昼食を友人と共に摂るがパン・ヨーグルト・果物など購入した調理済み食品ばかりで、
夕食は友人と共に外食をしている。男子の昼は手作り弁当、夕食は母・祖母・きょうだい２人に本人の 5
人で摂った。食事内容は描かれていないが、食器は複数並び、家族の表情は豊かである。この事例で女子
は1日三食を家族と共に摂らず、手作りの食べ物（家庭内食）がない。男子は家庭内食事である。これら
の事例から、家族と共に食べる高校生は家庭内食になるが、家族と共に摂らない場合に調理済み食品（工
場などで作られた食品）や外食の利用度が高くなることが推察される。 
 高校定時制の近年の事例では、孤食と欠食が重複している割合が高い。この定時制生徒の家族形態は、
核家族の割合が85.1％と高く（熊本県の高校全日制57％）、そのなかでもひとり親家庭が72.8％（全国
6.3％）と高い。また単独世帯も10.6％（県全日制4％）で高い。定時制生徒の家族構成員数が少ない（極
小家族）ことが孤食・欠食を誘引しているとみられる。 
 家族形態と「誰と食べたか」との関連を、絵の内容から読み取り、全日制を拡大家族（以下「拡大」と
略記）と核家族（同「核」）に分け、それと定時制の 3 分類で分析した。その結果、朝食の欠食は極小家
族の定時制で43％（拡大7.7％、核 9.6％）と高かった。朝食の欠食は家族構成員数の多い方が少ないと
いえる。夕食を家族と共に摂ったのは拡大72％、核61％であり、家族構成員数の多い方が高い。定時制
では夕食を校内食堂で給食を友人や職員と一緒に摂った者が64％いた（給食の絵から判読）。ただ絵にヒ
トの姿を描いていない者が多く（58％）、「友人と共に」は 32％にすぎず、ひとり食べが 10％であった。
夕食の「主食とおかず2品以上」は拡大で40％、核で27％、定時制の給食喫食者以外では4％であった。
また、食事つくり（下準備）への参加は、拡大が 23％、核が 15％、定時制で 11％（単独世帯が 11％）
であった。夕食は、家族構成員数の多い方が家族と共に食べる割合が高く、また食事が豊かであり、食事
作りへの参加度も高いといえる。 
 これらの結果から次の3点を明らかにした。①家族構成員の極小化が高校生の孤食・欠食の起因となる。
②この孤食・欠食に対し、食育基本法を背景とする近年の食育運動の食材論による取り組みでは課題解決
しない。③「誰と食べるか」のヒトとの関係性への対処策が今後求められる。 

自由報告（2） 
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高校生の規範同調志向と保守化——2001年調査から 2007年調査へ 
 

 大阪大学  友枝敏雄 
 

１．2001年調査 調査対象・回収数 
福岡県下の高校２年生(公立高校７校、私立高校2校)、2,117 名 
 
２．2007年調査 調査対象・回収数 
福岡県の高校２年生(公立高校５校、私立高校２校）、1,702 名 
大阪府の高校2年生(公立高校7校、私立高校２校)、1,956 名 
 
３．調査から得られた主な知見 －6年間の変化－  一言で言うと「保守化」の趨勢と要約できる。 
(1)伝統志向的価値観の強まり 
(2)安定志向的な職業観の復活 
 (1)(2)については、下図を参照。 
(3)規範への同調傾向の高まり 
「年上の人にタメ口で話す」という質問に対して「抵抗を感じる」高校生が、2001 年の 77.0 ％から
2007年の 84.6％へと増加。 
「電車やレストランの席などで、女性が化粧をする」という質問に対して「抵抗を感じる」高校生が、
2001年の 54.0 ％から 2007年の 65.7％へと増加。 
(4)性別役割分業意識の復活 
「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」への賛成意見が、2001 年の 16.0％から 2007 年の
19.4 ％へと増加。反対意見が、2001年の 63.7％から 2007年の 58.6％へと減少。 
調査の詳細な分析結果については、学会報告後刊行された書籍、友枝敏雄編『現代の高校生は何を考え
ているか』(世界思想社)を参照されたい。 
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『フレクスナー報告書』について̶̶基礎医学カリキュラム改革への影響 
 

宮崎大学   菊井高雄 
 

はじめに  1870年代から1920年代にかけて米国医学教育は大きな変化を遂げたといわれている。なか
でも米国医師会の間接的依頼で作成された『医学教育の現状に関する報告書』(フレクスナー報告書：1910
年)が強い影響力を持ったことは周知の事実である。本報告では、もう少しミクロな視点から『報告書』の
勧告や精神がその後の医学教育改革、とりわけ今回は基礎医学カリキュラムにどのような影響を与えたか
を探ってみたい。 
１．１９世紀後半頃までの主な米国医学・医療 １９世紀後半頃までの米国医学研究・医療制度は、同時
期の欧州の水準を大きく下回っていたと言われている。とくに1830年以降、各州政府が医療行為を規制
する法律を次々に廃止したため、1830年代から1875年頃にかけて、伝統的な正統派医学（東部中心の
大学医学部と西部開拓医要請の短期営利学校）のほかに民間（代替医療）が隆盛を極めていた。 
２．フレクスナー報告：自然科学重視のカリキュラム改革 こうした営利医学校の駆逐にもっとも影響力
を行使したのは、『フレキシナー報告』(1910 年)である。A.フレキシナーはカーネギー財団の援助（実
際は米国医師会の依頼）で（カナダを含む）全米の医学校を精査し、その貧弱な現状を報告した。その結
果155校の医学校は31校に統廃合され（閉鎖と大学への統合）、営利医学校を一掃することに成功した。
こうして教育水準を大学・大学院レベルに引き上げるとともに、医師会管理下の専門医制度を発展させる
ことによって、米国医師は人口に対する医師比率を再び低下させ、1925 年頃には同業者的エリートとし
て復興したと言われている。 
３．フレクスナー・モデル 米国の医学カリキュラムは 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて大きな改
革がなされたが、その後は大筋においてあまり変わっていないといわれている。現在でもある意味で維持
されているカリキュラムの型を決定したのが、フレクスナー・モデルである。その特徴は、第1に基礎医
学を重視したカリキュラム構成であり、実験室中心の教育であった。とりわけ解剖学（組織学及び発生学
を含む）・生理学（生化学を含む）・薬理学・病理学・微生物学等が重視された。第２は入学用件として、
基礎科学（生物学・物理学・化学）の履修が課されたこと。第3は、学生による積極的で主体的学習、第
4は、基礎医学学習時における臨床的応用、第4としてカリキュラム（編成上の）多様さと柔軟さを重視
（カリキュラム統合）等が重視されたことであった。 
４．1910 年の基礎医学カリキュラム 1909 年に米国医師会医学教育委員会の後援で編成されたモデル
カリキュラムにおいて、全4100時間のうち基礎医学が1970時間(48%)を占めたが、1910年当時の実
際のカリキュラムでは、学校によってかなり差があった。その理由は、（１）（入学用件としての）基礎
科学の補講、（２）実験室教育の量と質、などがあげられる。この基礎医学重視カリキュラムに対して、
臨床医学研究者及び教育担当者から（１）医学教育の目的は臨床医養成、（２）医師資格を持った基礎医
学教師の必要性などの批判が出された。1910 年の基礎医学カリキュラムにおいては、残念ながらフレク
スナーの警告は無視され、医学校自体の水準の良し悪しが大きく影響した。 
５．1925 年の基礎医学カリキュラム 1925 年になると既存の医学校は（フレクスナー報告書の結果に
基づいて）淘汰され、約半分になったが、それでもまだ大きな問題が残されていた。それは、第1にカリ
キュラムの過密化とその厳格な実施（３分の2の医学校）であり、第2に基礎医学の集中的学習は臨床的
応用から乖離であった。 
主要参考文献 
A. Flexner, Medical Education in the United States and Canada, Carnegie Foundation, 1910, 
pp.90-125, pp.143-181., Universities, Transaction Publishers,1994 (Oxford University Press, 
1930), pp.85-96.B. Barzansky and N. Cevitz, Beyond Flexner: Medical Education in the Twentieth 
Century, Greenwood Press, 1992. 
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回帰分析における 2 値変数の扱い  
九州大学  鈴木 譲 

 
 
 
 2値変数の代表例は性別変数であるが、本報告では回帰分析において2値変数を扱う場合の留意点につい
て述べる。本報告における一番の焦点は、2値変数をダミー変数として扱い単独の回帰式を設定するか、
それとも、標本を分割して別々の回帰式を設定するかという点である。これは回帰分析を1回行うか、2回
行うかという単なる技術的問題ではなく、2値変数に関する概念的な問題である。実務的な観点から、ダ
ミー変数を用いると2 値変数の影響を回帰係数から簡単に判断できるのに対して、別々の回帰式を設定す
ると回帰係数の比較や解釈が煩雑になる、という説明がなされることもあるが、分析における実務的な長
所・短所はあくまで副次的なものに過ぎず、本質的な問題ではない。 
2値変数をダミー変数として扱い単独の回帰式を設定する場合には、この変数を他の独立変数に並行的に
付加できるという前提がある。一方、標本を分割して別々の回帰式を設定する場合には、2値変数をこの
ような形で1つの独立変数としてとらえることはできない、という前提がある。この場合、2値変数は他の
独立変数と従属変数との間の関係自体に影響しており、単純に1つの独立変数としてはとらえられない、
と見なされるわけである。多くの社会調査の分析では、このいずれの立場を取るかが議論されないままに、
性別がダミー変数として扱われたり、あるいは、標本を男女に分割して別々の回帰分析が行われている。 
線型回帰分析の場合を例に取って幾何学的に表現すれば、以下の通りである。まずダミー変数として t を
並行的に付加する場合には、Y = g(X1, . . . , Xn, t)によって表される Rn+2 内のn+1次元平面を考える。さらに、
t軸と直交する2つのn+1次元平面t = 0とt = 1を考え、これらとgが交差してできる2つの交面(ともに n 次
元平面)を比較しているわけである。この2つの平面はY切片だけが異なる平行な平面であり、このY切片の
差がダミー変数の回帰係数に相当する。 
 もちろん2値変数をダミー変数として用いる場合でも、他の独立変数との交互作用を考えれば、回帰式
はより複雑になり2つの回帰平面は必ずしも平行にはならない。しかしながら、ダミー変数を用いる場合
の本質的前提は、2 値変数を独立変数の一部として用いる、ということであり、この点に関しては交互作
用の設定の有無にかかわらず共通である。標本を分割して別々の回帰式を用いる場合には、2 値変数を標
本分割の基準として用いているのであって、独立変数の一部として用いているわけではない。 
 以上は記述統計に関する留意点であるが、推測統計を用いる場合には、母集団の扱いが 異なるので標本
抽出の方法も異なってくる。ダミー変数として扱う場合には、母集団は標本 T を含む単一の集合であるが、
標本を分割する場合には、標本 S0 と S1 のそれぞれに対して別個の母集団を想定することになり、標本抽
出も 2 つの母集団から別々に行われることになる。標本抽出法として層化抽出法を用いれば、この 2 つ
の抽出方法の差異は実際には余り問題とはならないであろうが、原理的に母集団の扱いが異なることは認
識しておく必要がある。また、2 値変数が有意であるかどうか、という命題は、2 値変数が独立変数とし
て扱われている場合にのみ意味がある。従って、標本を分割する場合には、そもそも 2 値変数が有意であ
るかどうかを問うこと自体に意味がない。2 値変数の影響は、各 Xj の 回帰係数が t = 0, 1 でどのように
異なるかに反映されることになる。 
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島嶼部におけるいじめ構造̶̶鹿児島県種子島中種子町集落にみる問題点 
 

鹿児島大学  清川康雄 
 

Ⅰ．問題の所在 
現実のいじめ過程に働く多種多様な要因の存在と，諸要因間の構造的関連および累積的作用の様態を解
明するため，また，構築したいじめ過程モデルの現実適合性を高めるために，学校という教育的アプロー
チも肝要なことの一つであるが，それは，地域での人や自然，文化との直接的，具体的な関わりの中で可
能となる。 
フィールドである種子島は，地域行事にも積極的に参加が見られるなど，地域における強い集落のネッ
トワークいわゆる伝統的な社会構造も未だに残っており，開放性と閉鎖性の両面が見られ，都市型社会と
伝統的な社会が共存する独特な島でもある。 
島嶼部におけるいじめ構造について，地域の社会構造が違うといじめも違うのではないかという疑問を
解明することはできないか。それらを，産まれ育った島嶼部の集落間構造で見ることはできないか。 
「いじめ」の問題が集落間構造の中で，どのようにして社会的に構築されていくのか，種子島であるか
らこそ見られる特性のあるいじめ構造や外部との関係性，また，過程や要因について多くの集落から生徒
が通学する高等学校を中心に社会的にアプローチをする。 
 
Ⅱ．島嶼部における「いじめ構造」の新たな視点 
本研究は，平成12年から取り組み，第１次調査として種子島の高校の生徒及び保護者にインタビュー及
びアンケートを実施し，島嶼部における「いじめ」の構造を明らかにするヒントを得ている。第２次調査
は，鹿児島県内全域の島嶼部を対象とした「教師のいじめ問題意識及び実態」についてアンケート形式で
データを収集し，島嶼部における「いじめ」問題と地域社会との関連性をより具体的に明らかにしていく
ことを目的とした。しかし，先行研究も都市部の研究が多く，島嶼部における「地域構造のいじめ」を見
るにいたらず，第１次調査と第２次調査では，「地域性とは何か」という視点が，不足していたように思わ
れる。 
先行研究である森田洋司らのいじめ集団の四層構造論は，「いじめ」の共同体の範囲を学級集団，つまり
学校集団としいてとらえている。島嶼部における「いじめ」にこのアプローチは，解明の糸口となるのか。
島嶼における教師は文化的知識人でもあり，種子島における学童疎開など，島の伝統的な社会構造や文化，
宗教等と混合・融合し，新たな社会，文化を形成する先導役でもあった。それゆえ，四層構造論ではなく
島嶼部では，教師や地域住民を含めた構造論の中で，島嶼部における地域性を考察していくことが必要と
考える。 
  
Ⅲ．島嶼部の集落における「いじめ構造」について 
集落には多くの社会関係資本（構成要素)がある。集落モデルの絞込みを行い，集落内の種々の社会組織
の特徴についてまとめ，さらにそれらが集落の構成要素とどのような関係にあるかについて分析し，これ
らの比較を通じて集落生活における共同性の強さと集落形態との関係について検証し，集落間における「い
じめ」との因果関係を考察し，あらためて今までの研究成果の総括とし，今後の研究の進展を期待したい。 
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現代農村社会を変える女性農業者̶̶福岡県大木町の女性農業者を事例に 
 

熊本大学  木村亜希子 
 

高度経済成長を背景に、産業化・近代化が発展し、男女問わず多くの人が農村を離れ都市雇用者となる。
一般的なライフスタイルは都市的ライフスタイルとされ、新しい女性像も当然都市部雇用労働者が対象と
なっていく。現代では、男性と対等に働き、キャリアを積み重ね、企業等で自己実現を果たす女性が現代
女性の自立像として描かれており、本研究において、このような女性を「都市型女性」と位置づけた。 
 一方で、農村に残り農業に従事していた女性は「遅れている」とする見解が持たれており（永野 1996）、
大正時代から、農業労働力の半分を担っていたにもかかわらず、見えない存在として位置づけられ（熊谷 
1996）、農業や農村において女性に注目がされたのは1990年代になってからであった。 
 個人化の傾向が強まる現代においては、結婚や出産は「選択できる」ものとされるため、都市型女性が
経済的に自立を果たしても、そこには家族や地域社会との遊離や社会的逃避が見られる場合もある。だが、
女性農業者の場合、多世代家族生活を大切にしながら、農業や地域活動においての自己実現がみられてい
る（川手 2007）。つまり、女性農業者の自立は、都市型女性の自立とは異なり、家族や地域社会の安定
性と担うと考えられ、地域社会を変革する可能性は女性農業者のほうにあるのではないかとの視点から、
女性農業者の自立に着目し、新しい現代女性の自立像として描くことを試みた。 
 戦後から女性農業者の自立を目的に、政策が展開されてきたが、純粋に女性農業者の自立を目的とした
政策ではなく、普及推進側のあり方にも問題点が多く、政策的展開では限界があると指摘し、福岡県大木
町の女性農業者を事例に、政策主導ではない新しい女性農業者の自立を明らかにしている。調査方法は聞
き取り調査で、女性だけの理事で構成されている農事組合法人「モア・ハウス」の理事３名と従業員 17
名、家族経営農業の女性３名等に調査を実施した。聞き取り内容は家族構成、経歴、経営、農業観、地域
とのかかわりなどである。 
 調査対象者の経済的自立度は比較的高く、農事組合法人の理事たちの年収は 600 万円以上にものぼる。
だが、大木町の女性農業者たちは、自分たちの利益や生活向上のみを追求するのではなく、大木町の農村・
農業のために自身は何ができるのかといった、非常に明確な視点を持っており、就農希望者の受入や子ど
もへの農業体験、従業員が生活を優先する勤務体系を確立することができている。また、農業のもつ時間
や空間を生活に組み込んでおり、昼休みを利用した介護帰宅の事例等もみられる。 
女性たちにとって農村が自己実現ができる場であるとの認識がみられ、“農業生産”を通じて家族や地域
社会を担っていることが明らかとなったが、今後より豊かな農村社会を築くためにも、女性農業者の積極
的な社会参画が求められる。 
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生活林業論パラダイムから見る林業政策『顔の見える木材での家づくり』 

 
熊本大学  松下 修 

 
宮崎県諸塚村における取組、消費者と山村を結ぶ「顔の見える木材での家づくり」を一般的な家づくり
と比較検証してみると、宮崎県諸塚村の取組には、信頼関係や規範、ネットワークなど人間関係資源が見
出された。それは都市部消費者と山村諸塚村の林の6次産業化の中で、互酬的地域外共同体の関係性から
伺えた。このことは地域の資源と都市部と山村の暮らしのあり方を生かした統合的な取組みの可能性を構
築する可能性がある。しかし、現段階で、この「顔の見える木材での家づくり」による人間関係資源が山
村の維持機能として役割を果たしているとは思えない。いまのところ序所に進めつつある運動論的萌芽と
言える。地域再生にとって都市部建築家や工務店と山村の森林組合との木材資源を通じた連携産業では十
分とはいえない。 
著者は長らくこの取組に関わり、ある一定の成果を見てきた。小さな取組みが村に及ぼす心理的影響は
大きいが、それが必ずしも地域再生に直ぐ結びつくものでもないということも感じてきた。このような中、
諸塚村のような内発的な取り組みとして行われた「顔の見える木材での家づくり」が政策の柱の一つとし
て取り入れられた。1964年からの産業政策的な「林業基本法」から2000年に制定された国産材利用生
産体制の施策「森林・林業基本法」である。林業政策の大きな転換である。この転換がなぜ起こったのか、
果たしてこの政策は従来の近代化路線とどのように異なるのかを客観的に分析して行く必要がある。すな

わち、近代化路線の林業政策は農山村を
疲弊させ、ヒトやクラシを省みることな
くカネやモノづくりを重視してきた。果
たして政策的『顔の見える木材での家づ
くり』が人や暮らしをいかした統合的な
取り組みかどうか検証しなければならな
い。 
 そこで、ヒトやクラシに視点を持つ徳
野の生活農業論的分析パラダイムを転用
し、同様な手法によって、林業政策『顔
の見える木材での家づくり』を分析する
ことにした。この政策には二つの顔があ
る。一つは内発的なもの、もう一つが政
策的なものである。政策型は、行政から
の支援が途切れると進捗しないケースが
殆どである。 内発型は、持続的な社会運
動的側面を持ち、生活林業としての位置
づけが明確であり、支援に依存すること
なく取組まれている。また、政策型には
ヒトやクラシの視点が見えなかった。 こ
のことから林業政策は進捗しているものの、
政策型『顔の見える木材での家づくり』は
従来の近代化路線をいまだに引きづってい
る。

自由報告（3） 

・生活林業論パラダイム分析	 	 

注）徳野貞雄	 １９９８	 生活農業論から見た有機農業運動 p15 図１	 

	 	 生活農業論分析パラダイムを参考に、筆者が加筆・修正した。  
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現代農山村における過疎集落の分析(1) 
熊本県上益城郡山都町における集落調査の事例より 

 
熊本大学  松本貴文 

 
報告者の所属する熊本大学地域社会学研究室では、平成 18 年度から平成 20 年度までの 3 年間にわた
り、熊本県上益城郡山都町企画振興課と共同で一連の地域社会調査を実地してきた。本報告では、それら
の調査の中でも、報告者が主にかかわった 10 の小字集落（山都町では行政区がほぼこれと対応）を対象
とする集落調査の分析結果をもとに、現代農山村集落の現状分析と、それに付随する諸問題についての検
討を、集落の多様性に着目しつつ試みた。なお、本報告における集落の多様性とは、第一に過疎の進行に
関する多様性を、第二に集落組織の特徴・機能の多様性を意味している。 
まず、集落の過疎の進行状況の多様性に関して、10集落を65歳以上の高齢者人口と19歳以下の若年
人口量からそれぞれ4つの段階に分類した。その後、こうした過疎の進行状況に関する集落間格差の要因
として、(1)地理・空間的条件、(2)職業構造、(3)世帯周期の3つを取り上げた。また、過疎集落における
集落外からの住民の生活上の支援を考慮するため、(4)他出子の地理的分布及び帰省状況等もみた。以上の
検討結果から見えてきたことは、①集落の過疎の進行状況に関しては、上記の3つの要因をはじめ複数の
要因が複雑に絡み合っているものと思われること、②それゆえ人口構成の表面上の差異には示されていな
い差異が、集落の過疎の進行状況の中に存していること、③とりわけ山都町の集落の場合には、上記の 3
要因に対して近隣の熊本都市圏の存在が大きな影響を与えていることの3点である。 
次に、集落組織の多様性について、行政機関との関係の差異と、各集落のはたしている生産機能と生活機
能の差異を検討した。行政機関との関係の差異に関しては、山都町合併以前の旧町村、行政区の区切りと
大字の区切りの関係等から、役場等の行政機関から独自性の高い自治組織としての特性が非常に強い小字
集落から、役場などの機関との関係性が非常に強い行政の末端機構としての性格が大きい集落までの多様
なヴァリエーションがみられた。また、兼業化が若年人口の定住および各農家の経済的安定を通じて、集
落の自治組織的な性格を強めているという集落もあり、兼業化が直ちに集落の自治組織的性格の解体へと
は結びつかない可能性も示唆された。集落の生産機能と生活機能に関しては、多くの集落で生産機能が弱
くなり生活機能が中心的な機能となっていたが、なかには、集落の共有地である原野を開墾した畑地の小
作が集落の農業にとってある程度意味を成している集落もあり、生産機能の残存に関しては集落ごとに差
異が見られた。

自由報告（4） 
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現代農山村における過疎集落の分析 (2)——限界集落論的整理をめざして (Step1) 

 
熊本大学  Tolga OZSEN 

 
 今後、日本社会全体が人口減少型社会へと変質していく中で、農村の定住人口も減少していくことは言
うまでもない。一方、このような現状があるにもかかわらず、農村人口を増加させることによって集落再
生を行おうとしていることも事実である。ここには、都市農村交流などの人口交流論も含まれる。このよ
うな状況の中で人口・世帯とも縮小しながらも現実的に存続できる農村像を構想する必要がある。縮小問
題は今日に至るまで経済学や政治学をはじめとし、さまざまな領域ににおいて重要な課題となってきてい
る。従来、日本の近代社会は、急激な人口増加をベーストした産業化・近代化による社会発展を基本的な
枠組みとしてきた。このように拡大論を軸とした日本の発展論のなかで縮小問題は形式社会学的には存在
していたが、現実的嚮導理念とはなりえなかった。そして、縮小問題は、日本の近代化が始まった以来、
事実として受けられてきたが、とりわけ高度経済成長期以来集落や地域の衰退として強く意識されてきた。
その代表的な理論の「過疎論」であり、現代的には大野氏の「限界集落論」である。  
 現在の縮小論的な視点での集落論は高齢化率や減少／増加率などの人口的要因を軸にしながら農山村の
存続問題を議論してきている。そこにおける縮小型集落モデルは、多くの場合、社会的機能不全に陥って、
将来消滅していくと予測される社会的衰退論として措定されている。とりわけ、近年行政やメディアなど
によって取り上げられている限界集落論では集落が消滅していく危機感を如実に表していると考えられる。
一方、山本努氏が過疎の進行状況の多様性を「集落分化型過疎」だと呼んでいるように、限界集落化した
集落においても多様なパターンが可能である。言い換えれば、限界集落化した集落は必ずしも消滅してい
くとは限らない、その中で存続する集落もある。現実的には限界集落化した集落は多様であり、その多様
な集落の存続問題を人口的な側面のみで分析すること事態に限界がある。 
そこで、従来の分析単位のレベルの変更や新たな要因を検討する必要がある。現代農村社会において各
農家家族が集落に従属しているというよりは、むしろ集落全体の維持が各農家家族の存在に関わっている。
このような現状の中で、各農家家族の現実構造から集落の全体像を議論することはより現実的である。そ
れは、集落の共同性が各農家家族の状況によって左右するのであり、農家家族の「現状」と近い将来を把
握することによって集落の「現状維持」構造が明確となり、近い将来に関する存続状況が「推測」できる
と考えられるからだ。徳野貞雄氏は従来の分析単位レベルを拡大していくことを主張し、具体的には① 個
人の年齢構成から世帯類型への拡大②在村住民から都市他出子（者）への拡大③農業経営から非農業的就
労への拡大④集落内サポート構造から別居子サポート構造への拡大の必要性を指摘している。このように、
従来の分析枠組みを整理し、限界集落化した集落の存続問題を人口要因のみならず他の要因も考慮しなが
ら検討していくことは重要な作業である。 
 そこで、「限界集落化した集落」が存続していくのにどのような要因が働くのかを検討し、徳野氏の分析
単位レベルを参考にしながら、その集落の存続要因の整理を試みることは本報告のメインの作業／課題と
なっている。具体的には、限界集落化した集落の存続を議論する際に、人口構成を「人口／世帯」 、各農
家家族の経済状況を「経済／所得」 、各世帯の社会空間的移動性や外部との関係性を「移動／サポート」、
そして各農家家族の家及び農地の存続問題を「担い手／後継者」という側面から分析していく。よって、
まず各農家家族のそれぞれの側面においての現状が明らかになり、従って集落全体の状況が把握できる。
そして、四つの側面を総合的に取り上げ、その集落は将来的にどう位置づけるべきかを考察する。その際
に、「存続集落」→「縮小型存続集落」→「時間限定的存続集落」→「消滅集落」という四つの中で対象集
落を位置づける。 
 

自由報告（4） 
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認知症の人と家族に対する地方型サポートネットワーク形成のための基礎的研究 
杵築市、大分市、宝塚市の比較調査から 

 
                        大分大学  奥田憲昭 

 
問題意識 
地域社会は多様であり、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」のためには地域社会の態様に
応じたサポートシステムを構築していくことが重要である。そこで地方の典型的地域社会として大分県杵
築市の山間過疎地域と市街地、大分市の中心市街地と郊外団地を取り上げ、比較対象として兵庫県宝塚市
の山手住宅地と公団団地を取り上げて認知症サポートネットワークに関する基礎調査を実施した。その際、
サポートネットワークとして「認知症の人と家族」を中心に親族・友人知人・コミュニティ・民生児童委
員・社会福祉協議会・包括支援センター・市役所・施設・病院との繋がりを取り上げた。 
 

対象地域の調査の概要 
杵築市大田地区の高齢化率は47.5%、調査対象は718世帯、回収率は83.1%である。杵築市市街地は、
町村制施行時の杵築町の区域（32行政区）のうち高齢化率30％を超える14行政区514世帯を調査対象
とした。回収率81.5%。大分市中心市街地は、大分駅に隣接した中心商業地域や古い住宅地域を含む校区
で、高齢化率が30％を超える4町 826世帯を対象とした。回収率は65.7%。大分市郊外団地は昭和40
年代に開発され一戸建て住宅団地で、高齢化率30％を超える2団地750世帯を調査対象とした。回収率
78.0%。宝塚市山手住宅地は、昭和 40 年代初期に開発された阪急沿線の山手にある住宅地であり、高齢
化率が 30％を超える地区を対象とした。回収率は 37.7%。宝塚市仁川団地は山手にある自然環境豊かな
公団団地である。住宅が老朽化し一部建て替え事業が実施されているため調査世帯は 298 世帯と少ない。
高齢化率は平成20年 11月現在で44.4％、回収率は36.2%である。 
 

調査結果からみた各地域の主な特徴 
杵築市大田地区は、「一人暮らし」が多く。子どもが近くにいない。近隣関係は極めて親密である。「老
人クラブ」や「氏子組織」の加入率が高い。また、介護において社会福祉協議会が大きな役割を果たして
いる。杵築市市街地は、集団参加で「老人クラブ」や「ボランティア団体」等の加入率が最も高くなって
いる。介護で困った時の相談相手として「民生委員」や「かかりつけ医」が大きな役割を果たしている。
大分市中心市街地は、「子どもと同居している」の比率が最も高いなど家族との結びつきが強い。家族の介
護で困った時の相談相手においても「家族や親族」の比率が高い。大分市郊外団地は、一人暮らしの比率
が最も低く、子と孫が同居している３世代家族が多い。また、1 時間以内に住んでいるきょうだいの人数
が最も多い。「スポーツサークルや団体」への参加率が最も高く、認知症の人がいる家族は少ない。宝塚市
山手住宅地は大分市郊外住宅地よりも古く、どちらかが 75 歳以上の老夫婦が最も多い。近隣関係はそれ
ほど親密ではない。家族が徘徊して行方不明になった時の対応として「警察に連絡して捜索してもらう」
の比率が最も高い。宝塚市仁川団地は、一人暮らしが特に多く、子どもがいない世帯が多い。認知症の疑
いがある時の相談先として「市役所の相談窓口」の比率が最も高くなっている。 

自由報告（4） 
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テーマ『新しい社会問題と社会学』 
【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）  

 
【報告者】                                 【コメンテーター】 
 益田 仁（長崎国際大学）                            加来和典（下関市立大学） 
 「脱野宿の諸実践－高齢野宿者の生活誌より」 
  
 林 寛子（山口大学）                              中村晋介（福岡県立大学） 
 「若者自立と職業意識」 
  
 清田勝彦（福岡県立大学）                            保坂恵美子（久留米大学） 
 「生活保護世帯の自立と自立阻害要因－旧産炭地における世代的連鎖」 
 
 1990 年代半ば以降、わが国では低迷する経済成長の下で、さまざまな社会的格差の増大と社会的不平
等が顕在化し、ホームレス、ワーキングプア、若年非正規雇用者、生活保護世帯の増加などが新しい社会
問題として注目を集めるようになった。 
 2009 年度西日本社会学会シンポジウムは『新しい社会問題と社会学』をテーマとし、3 名のシンポジ
ストから、それぞれ野宿者（ホームレス）、若者（高校生）、生活保護世帯（被保護者）の抱える新しい社
会問題の実相について報告された。 
第 1 報告では、高齢野宿者（2 ケース）の生活誌の事例報告がなされた。本研究から、野宿者にはⅰ）
置かれた環境に甘んじることなく、主体的実践がある、ⅱ）一見非合理に見えるそうした実践は、当人に
とっては合理性をもつ、ⅲ）けれどもそれが合理的となってしまう社会環境が問題であり、ⅳ）だからこ
そ、支援の幅を広げていく必要があるとし、実現可能性の低い実践に野宿者を追いやり、固執させないよ
うな対応（支援）の必要性を強調した。また「自立」を生活者の視点から捉えなおし、「就労自立」だけで
なく、「人と人との繋がり」「生活の目標」「拠りどころとなる居場所」の構築が重要であるとした。 
第２報告では、不登校やニート、フリーターなどの若者の社会問題には、大人になれない若者という、
若者の自立の問題が共通して存在するとし、精神的な自立、経済的な自立を達成するための準備段階にあ
る高校生を対象とした調査結果が報告された。高校生の自立の状態を進路選択の場面における職業意識と
自己意識からとらえ、高校生が自立を可能にするためには、肯定的な自己意識の形成が重要であるとした。
また肯定的な自己意識を形成するためには、保護者や友人、学校の先生などとの対人関係が良好に保たれ
ていることが大切であるとし、若者が自立できないのは対人関係に問題があることを指摘した。 
第３報告では、旧産炭地（田川地区）における生活保護世帯の世代的連鎖（貧困の再生産と地域的固定
化）の実相と背景が調査結果に基づき報告された。被生活保護者の自立を阻害し、保護を世代的に連鎖さ
せる背景には、マクロ的には当該地域における雇用・就業条件の脆弱性とその長期的停滞があり、個別的
には、個人の健康障害、教育や就労の機会剥奪、家族関係の不安定性、また就労意識の脆弱性などがある
ことを指摘した。生活保護世帯の自立には、「経済的自立」、「日常生活の自立」、「社会生活の自立］がある
ことを踏まえ、それぞれの自立に向けての支援策が必要であることを強調した。 
各報告では、現代の社会変動過程における、野宿者、若者、生活保護世帯の自立を阻む諸要因が、それ
ぞれの実証的研究のデータに基づき検討された。また自立阻害要因を克服し、それぞれの自立を可能にす
る条件を探ることが、共通の課題となった。フロアからは、本シンポジウムの各テーマは従来からも存在
したが、とくに今日問題とされる特徴（従来との差異）を明確にすることが指摘された。必ずしも今回十
分解明されなかったまさに「新しい社会問題」への「社会学的接近」は今後とも大きな課題である。なお、
ここでは紹介できなかったが、3名のコメンテーターの先生方からは貴重な御意見を賜わり、シンポジウ
ムを活気あるものにしていただいた。厚くお礼を申し上げたい。          （文責 清田勝彦） 

3．シンポジウム報告要旨 
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 総会では、豊田謙二会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 
 

報 告 事 項 
 
① 庶務報告（山本努 庶務理事） 
    ⅰ 常任理事会 
     第 1回 2008年 7月 19日 

・ 第 66回大会報告、学会ニュース第 127号 
・ 第 67回大会について 
（シンポジウムのタイトル・コーディネーター候補・発表者選定など） 

 
     第 2回 2009年 4月 4日 

・ 第 67回大会のプログラム決定、大会までの準備事項確認 
 
     第 3回 2009年 5月 16日 

・ 平成 20年度庶務報告、平成 20年度会計報告、会計監査報告 
・ 平成 21年度予算案審議 
・ 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 
     2008年 11月 20日  ニュース 127号発行（第 66回 大会報告号） 
    2009年  2月 20日  ニュース 128号発行（第 67回 大会案内号）   
     2009年  4月 20日  ニュース 129号発行（第 67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 21年 5月 16日現在) 
   平成 20年度の最終会員数  217 名 
   新入会員申し込み数     8名     会員異動（18頁）参照 

計  225名 
 
③ 学会誌編集委員からの報告（佐々木武夫 編集委員長）    

ⅰ 『年報』7号の発行について  
Ⅱ 平成 20(2008)年度編集委員会決算報告   ※ 資料 1 参照 

         ⅲ 『年報』8号の発行について  
 
④ 平成 20年度決算報告（三浦典子 会計担当理事）   ※ 資料 2 参照 
⑤ 平成 20年度会計監査報告（安立清史 会計監査）   ※ 資料 3 参照 
⑥ その他 
 
 
 
 
 

4．平成 21年度総会報告 
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審 議 事 項 
 
① 新入会員の承認（辻正二会長） 
———8名の新入会員すべてが承認を受けました     ※ 会員異動（18頁）参照 

  
② 平成 21年度予算案の承認について（三浦典子 会計担当理事）   ※ 資料 4 参照 
 
③ 平成 21年度予算案の承認について（佐々木武夫 編集委員長）   
 ⅰ．平成 21(2009)年度予算案の承認について     ※ 資料 5 参照 
 Ⅱ．編集委員会規約および投稿規定の改定について    ※ 資料 6 参照 
   
④ 来年度大会開催校の決定と承認について（辻正二 会長） 
———福岡県立大学での開催が承認されました 
 
⑤ 理事の指名（2名）・事務局の指名（辻正二 会長） 
———佐々木武夫・清田勝彦会員が選挙規程第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． 
 
⑥	 その他の議事 
———学会費滞納者への対応について 
 

閉 会 の 辞（辻正二会長） 
 
 
 

 
( 1 ) 大会案内 
 第 68回大会は、平成 22（2010）年 5月 22日（土）・23日（日）に福岡県立大学（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（2010年 3月発行予定）をご覧下さい。 
 
 
( 2 ) シンポジウム 

テーマ 1 公共社会学の構想 
ご承知の通り、公共社会学は、市民社会消滅への危機感を背景に、多様な人々が参加する対話ルートの
形成、対話を媒介とする公共性や社会構想を人 （々Public）に提示する必要があると問題提起しています。
社会学の性格や今後の方向性に関わるこのような議論を受け止め、同時に県立大学としての位置づけを再
確認しながら、福岡県立大学では 2009 年度より社会学科から公共社会学科に名称変更しました。新たな
公共性の探究をベースに、地域社会と国際共生に焦点を置いて、課題解決力の育成を目指して教育を進め
ることにしています。その経過も踏まえて、シンポジウムのテーマを「公共社会学の構想」としました。
公共社会学が理論的（学説史的）に提起している課題および具体的な問題への展開を中心に、公共社会学
の意味と可能性について議論を深めていきたいと思います。現在、報告者とシンポジストを検討中です。 

（田代英美） 
 
 

ⅱ．第 68回大会について 
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テーマ 2 現代社会への時間社会学的接近：時間の視点の可能性 
	 このシンポジウムでは、現代社会が抱える問題を時間社会学的に接近することにより、こうした研究で
何が解き明かされるかを議論し、時間社会学のもつ時間の視点の可能性を探りたいと考えている。 
  報告者には井上寛氏、徳野貞雄氏、高橋征仁氏の三氏にお願いしている。井上寛氏には理論社会学から
の時間研究の可能性と課題を、徳野貞雄氏からは農村集落分析に当たっての時間分析の方法と課題を、さ
らに高橋征仁氏からは現代青年が抱える時間感覚の変化とそこにみられる課題を提起して頂く予定であ
る。そして３名の討論者の質疑を加えて、全体として討論を展開し、最後にまとめる行う予定である。 
 

報告者 
井上 寛（九州工業大学） 「理論社会学からみた時間の世界（仮題）」 
徳野貞雄（熊本大学）    「農村集落分析の時間分析の方向と課題（仮題）」 
高橋征仁（山口大学）      「現代青年の時間意識の変化と課題（仮題）」 

 
司会  辻 正二 （山口大学） 

（辻 正二） 
 
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 21年 10月現在） 
 水上英徳  益田仁  菅澤貴之  坂本俊彦  江口貴康  藤本延啓  原山哲 
 
2．所属の変更（平成21年10月現在） 
 水上英徳  大分県立芸術文化短期大学 → 松山大学 
 益田 仁  九州大学      → 長崎国際大学 
 高野和良  山口県立大学    → 九州大学 
  
3．メールアドレスの変更（平成 21年 10月現在） 
 水上英徳  高野和良   
 
4．新入会員（順不同） 
 高橋雅也  （大分県立芸術短期大学） 紹介者＝吉良伸一 
 霍 君芳  （九州大学）   紹介者＝安立清史 
 田口浩継  （熊本大学）   紹介者＝徳野貞雄 
 田村知子  （中村学園大学）  紹介者＝友枝敏雄 
 清川康雄  （鹿児島大学）   紹介者＝城戸秀之 
 亀田晃一  （鹿児島大学）   紹介者＝城戸秀之 
 嘉陽正倫  （山口大学）   紹介者＝辻 正二 
 作田誠一郎 （山口大学）   紹介者＝辻 正二 
 
5．退会者 
 土場学 角之上知樹 入部千鶴 吉田栄次郎 

ⅲ．会員異動 



 
 西日本社会学会ニュース No.130   2009                          19 

6．転居先不明 
 佐藤亜紀 張綿珠 李珊 川上周三 都築耕生 中村淳子 宮本晋一  
 

 
『西日本社会学会年報』第 7号について訂正とおわび 

 書評で掲載しました『社会学的想像力のために－歴史的特殊性の視点から』の著者のお名前が、間違っ
て記載されていました。著者に、おわびを申し上げますとともに、下記のように訂正します。 

著者名    誤 伊那正人     正 伊奈正人 
 

鹿児島大学法文学部 

城戸 秀之 
 

 鹿児島大学法文学部には３つの学科があり、そのうち経済情報学科と人文学科に社会学担当の教員が配
置されています。「研究室」という組織を持ちませんので、私の所属する経済情報学科を中心に学部全体
の状況を述べさせていただきます。前身の文理学部では社会科学系科目が「社会学」という名称でまとめ
られていましたが、法文学部の設置に際して諸般の事情により、経済学科に「社会学および社会調査」の
小学科目として２名、教養部に１名（のちに２名）配置されました。その後、経済学科で１名（情報社会
論）、人文学科で１名（現代文化論）の純増があり、教養部廃止にともなう改組にあったって、経済情報
学科５名（地域社会学、社会意識論、現代社会論、情報社会論、社会システム論（のちに福祉社会学））
と人文学科１名（現代メディア論）の体制となりました。文系複合学部のため社会学の授業科目には他学
科からの受講生も多く、本学部の特色である学際的な学部教育の一翼を担っております（紙幅の都合上、
スタッフの教育研究内容については、法文学部ホームページをご覧下さい）。 
 また、大学院人文社会科学研究科では博士前期課程の経済社会システム専攻において修士（社会学）の
学位を授与しております。博士後期課程にも授業科目を提供しており、学部並びに大学院においても社会
学は教育研究の柱となっております。 
 しかし、独法化後、人件費の削減により、地域社会学、社会意識論の定年退職後の後任補充が進まず、
現在経済情報学科および経済社会システム専攻では３名の体制で教育研究をおこなわなくてはならなくな
りました。そのため、ここ数年は他大学の先生方の協力をいただき集中講義として都市社会学をはじめと
する科目を開講しております。お忙しい中、私どものお願いにご快諾下さいました先生方には、ここで改
めてお礼を申し上げます。 
 西日本社会学会の大会に関しては、鹿児島では２０年ほど前に鹿児島国際大学（当時は鹿児島経済大学）
で開催して以来なく、鹿児島大学では４０年以上も開催しておりません。遠方とはいえ、開催校の先生方
のご苦労を知るにつけて、学会活動に協力できず心苦しく思っております。現在、法文学部棟は耐震補強
工事の最中で騒然・雑然としておりますが、２０１１年度の九州新幹線全線開通の頃にでも、皆様にお越
しいただけるようになればと考えております。 
 地方の国立大学は組織の独法化以降、様々な試練に直面しておりますが、法文学部において先輩の先生
方が築いてこられた教育研究の財産を引き継ぎ、少しでも発展させるべく努力せねばならないと考えてお
ります。学会会員の皆様にもお知恵等いただけましたら幸いです。 

 
（鹿児島大学法文学部ホームページ http://www.leh.kagoshima-u.ac.jp/）

ⅳ．編集委員会からのお知らせ 

ⅴ．研究室めぐり 
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資料1 編集委員会20年度決算
予算 決算

35,000 28,800

2007度繰り越し資産 109,381 109,381

学会予算から繰り入れ 600,000 600,000

50 70

0 10,000

744,431 748,251

予算 決算
450,000 448,875

25,000 0

30,000 48,400

編集事務局運営費 45,000 45,000

販売事務局運営費 40,000 33,459

35,000 35,000

1,000 1,000

次年度繰越資産 118,431 136,517

744,431 748,251

資料2 西日本社会学会20年度決算
予算 執行済予算 備考
402,825 402,825

1,000,000 767,000 767000÷5000＝153名相当
0 0

100 711

3000 0 プログラム代
25,000 0 年報7号の発送なし

1,430,925 1,170,536

30,000 30,000 会員控え室準備代
シンポジウム運営費 20,000 20,000

理事会準備費 13,000 13,000

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

通信費 100,000 60,887 ニュース127，128，129号

事務・文具費 20,000 8,158

600,000 600,000

20,750 眞鍋先生お花・電報代
1,138,000 1,088,077

292,925 82,459　　予備費（次年度持ち越し）

100,000 100,000

学会誌発行費（学会誌会計へ）
その他
今年度支出小計

支出の部

67回大会予備費

経常費

事務局手当

77,700 ニュース127，128，129号

謝金など 20,000 0 パネラー謝金なし

印刷費 100,000

項目

25,000

理事会運営 理事会準備費 95,000 132,582

67回大会
運営費 大会事務準備費 40,000

収入の部

前年度繰越金
学会費
寄付金
預金利息
その他
年報郵送代行費
今年度収入総計

支出合計

利息

学会誌売り上げ
備考収入の部

学会誌郵送費

備考
仮払い（頁数確定のため）

7号を発送せず
投稿多数

印刷費

広告費

事務局通信費

編集委員手当

収入合計
支出の部

その他 非会員投稿料

ⅵ．資料 
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資料3 会計監査報告

監査報告

西日本社会学会所有の現金、郵便貯金、及び郵便振替残高を監査の結果、会計帳簿と

相違ないことを認めた。

本会計において、その運営が正確かつ正常であることを確認する。

平成 21年 5月 1日

西日本社会学会会計監査

ニ
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資料4　西日本社会学会21年度予算
予算 備考

収入の部 82,459

900,000

0

500

2000 プログラム代
50,000

1,034,959

支出の部 20,000 会員控え室準備代
シンポジウム運営費 15,000

理事会準備費 0 削減

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

通信費 95,000

ニュース130,131,132号,大会参加ハガ
キ，名簿返信郵送および学会誌7,8号を

発送（8号はニュースに同封）

事務・文具費 15,000

550,000

1,025,000

9,959

予算
学会誌売り上げ 35,000

136,517

学会予算から繰り入れ 550,000

50

0

721,567

予算
450,000

学会誌郵送費 50,000

事務局通信費 30,000

編集事務局運営費 45,000

販売事務局運営費 40,000

編集委員手当 35,000

1,000

次年度繰越資産 97,251

748,251

年報郵送代行費

支出の部 備考

資料5　編集委員会21年度予算案
収入の部 備考

2008年度繰り越し資産

利息
その他
収入合計

繰越金があるため５万円削減

支出合計

印刷費
7号，8号郵送費

広告費

　　予備費（次年度持ち越し）

20,000 パネラー謝金
事務局手当 100,000

学会誌発行費（学会誌会計へ）
今年度支出小計

削減

経常費 印刷費 120,000 ニュース130,131,132号，学会名簿作成

謝金など

20,000

理事会運営費 理事会準備費 70,000

今年度収入総計
67回大会予備費

67回大会
運営費 大会事務準備費

その他

項目
前年度繰越金
学会費
寄付金
預金利息
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＊ 平成 21 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 130号をお届けします。今回は第 67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、福岡大学の小林淳一先生、
平兮元章先生、平田暢先生ならびに福岡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） 

資料6　編集委員会規約および投稿規定について

編集委員会規約および投稿規定の改正 

旧  第6条　論文の投稿は、会員に限定しない。ただし非会員の一般投稿の場合は、1年　　　　　　 
　　　　　分の会費相当額を徴収する。 
　　　2　  編集委員会は、投稿によるもののほか、各種の論考・記事の執筆を会員ある 
                  いは非会員に依頼して、それを掲載することができる。　　 

新  第6条　論文の投稿は、会員に限る。 
　　　2      編集委員会は、各種の論考・記事の執筆を会員あるいは非会員に依頼して、    
                  それを掲載することができる。 

付則に次の文を加える。 
　　　一．本規約は、平成21年（2009年）5月16日より施行する。 

上記の部分の改訂に伴い、「投稿規定」を改正する。 

「投稿規定」 
旧　1．本誌は西日本社会学会の機関誌であり、会員・非会員を問わず投稿できる。 
　　　（ただし非会員の場合は会費1年分相当額を支払う）。本誌に掲載された論文等 
　　　 の著作権は、西日本社会学会に所属する。 

新　1．本誌は西日本社会学会の機関誌であり、投稿は会員に限る。本誌に掲載 
            された論文等の著作権は、西日本社会学会に帰属する。 

Ⅶ．事務局からのおしらせ 


