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去る平成 22年 5月 22日・23日、福岡県立大学にて開催された西日本社会学会第 68回大会は、参加者

70名をかぞえ、盛会のうちに終了いたしました。 
今大会、自由報告部会は 22日午前に 2部会、23日午前に 2部会が開かれ、計 22名の会員が登壇され
ています。また、シンポジウムでは、22日午後に「時間の社会学」、23日午後に「公共社会学の構想」と
2つのシンポジウムがおこなわれました。（シンポジウム概要につきましては、24頁をご覧ください。） 
総会では、報告事項としまして庶務報告、平成 21 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 13名の新入会員の入会承認の後、平成 22年度予算案承認が行われました。ついで、来年度第
69回大会を島根大学にて開催することが決定いたしました。また、選挙におきましては現会長である辻会
長が再び会長に選ばれました。総会終了後の懇親会は「ザ・ブリティッシュヒルズ」で開催され、今年も
多くの会員のみなさまにご参加いただきました。このようなかたちで、福岡県立大学での第 68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 68回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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アートプロジェクトの展開と住民の認識変容過程 

̶̶香川県直島における「スタンダード」展を事例として̶̶ 
 

宮本 結佳（日本学術振興会） 
 
 本報告で取り上げる香川県直島においては、1980年代後半以降、通信教育事業で著名なベネッセコー
ポレーション（以下、ベネッセ）が主導する形で現代アートを媒介とした地域の景観保全活動が実施され
ている。本報告では、直島において住民と現代アートを媒介として創造された景観との関係性を変容させ
る契機となった展覧会、スタンダード展について検討していく。 
 スタンダード展は、2001年 9月から12月にかけて直島全体を会場に開催された展覧会である。この
スタンダード展をきっかけとして、現代アートを媒介とした景観の保全に対する住民の関わりは大きく変
容した。スタンダード展において、住民たちはガイド活動等に主体的に参画する姿勢を見せ、そしてその
後、島内の集落で展開されるプロジェクトにおいて、住民たちは重要な担い手となっていったのである。
ここから、スタンダード展の中に、その後のプロジェクトへ住民が主体的に関わっていくある種の契機が
含まれていたことが予想される。現代アートを媒介として創造された景観に対する住民の認識を大きく変
えた契機とは一体何だったのだろうか。本報告ではスタンダード展における来訪者と住民との関わりに注
目して検討を行う。その際、来訪者の存在が住民の認識転換を促す要素として機能するために必要な条件
を明らかにすることを目指す。 
 スタンダード展では、作品の制作・設置を通じて、現代にいたるまでの直島の歴史、そしてそこで営ま
れてきた人びとの暮らしが可視化されていくこととなる。スタンダード展では、北部の三菱マテリアル地
区、宮ノ浦地区、本村地区の三カ所が主な会場となった。三菱マテリアル地区は、島の北側に位置し島の
経済を支える三菱マテリアル直島製錬所とその関連企業を中心とする。宮ノ浦地区は江戸時代以降、島外
から来た人が居を構え、人口が増えていった地域である。現在は宇野・高松とのフェリーが発着する直島
の交通の中心となっている。本村地区は戦国時代に当時の領主である高原氏が瀬戸内海を見渡せる高台に
海城を構え、その西側につくった集落を原形とする。現在も役場、郵便局等が置かれており島の中心的機
能を担う地区である。具体的には、13人のアーティストによって、３つの地区に分かれて作品の制作・
展示が行われた（秋元・逸見編2002）。 
 スタンダード展における来訪者と住民との相互作用を分析した結果明らかになったのは次の二点である。
第一に住民の生活実践そのものが作品を成立させる重要な要素になっていたという点。第二に、住民はス
タンダード展において独自の案内、語りを実施することを通じて、作品の解釈自由性という現代アートの
特性に気づいたという点である。 
 換言すれば、スタンダード展における住民の体験は、場所に固有な現代アートに対する認識転換の過程
であったと言うこともできる。この過程を経ているからこそ、直島ではボランティアガイド等を通じた、
住民の主体的な参画が有ると言える。 
 
 
文献 
秋元雄史・逸見陽子編，2002,『THE STANDARD』ベネッセコーポレーション． 

自由報告（1）地域における実践 
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離島振興と観光 

 
室井研二（香川大学） 

 
 過疎地域の振興策として「観光」に注目が集まる昨今である。それに対する国の政策的な肩入れにも一
方ならぬものがある。しかし、観光がどのような意味で地域の振興と結びつくのかは必ずしも明らかでは
ない。本報告では観光事業が地域の定住条件に及ぼす効果について、瀬戸内の離島を事例に検討した。調
査事例は以下の通り。 
 
（1）大規模リゾート開発：与島 
（2）瀬戸内国際芸術祭：直島、豊島、女木島、男木島等 
 
（1）は瀬戸大橋建設事業とセットで進められた大型観光開発の事例である。与島は瀬戸大橋の橋脚とな
った島。大橋開通に合わせて島内に大型駐車場や巨大リゾート施設（京阪フィッシャーマンズワーフ）が
建設され、離島の観光開発のモデルとして注目を集めた。しかし観光客は激増したにもかかわらず、定住
人口の島外流出はむしろ加速した。その要因として、①新しく移植された観光産業と地域の地場産業・自
然資源の連関がまったく欠落していたこと、②リゾート産業（特に外部資本）の地域定着性の弱さ、③瀬
戸大橋の通行料金の高さ（島民の生活利用に対する政策的配慮の欠如）といった問題について論じた。 
 
（2）は 2010年 7月から予定されている、「現代アートによる地域活性化」をコンセプトとした観光イベ
ントである。ベネッセ財団の直島での観光まちづくり事業をベースに構想されたもので、香川県をはじめ
各種経済団体、行政機関によって大規模な実行委員会が組織されている。100 日間のイベント期間中に
30万人の集客が見込まれている。 
 イベント会場となる離島側の準備状況や観光意識に関して、①直島とそれ以外の島とではマンパワー、
施設、交通条件の面で大きな格差があること（にもかかわらず、直島がスタンダードとされていること）、
②観光事業に対する島民側の期待はそれなりに高いこと、③しかし期待は漠然としたものであり、かつ経
済的な効果に対する期待は低いこと、④生活課題群の全体の中に位置づけてみるなら、「観光振興」の優先
順位はきわめて低いこと、について調査データを交えて報告した。 
 
 全体の結論としては、観光事業が島の定住条件に及ぼす効果は限定的であること、観光事業をどう上手
く進めるか以前に、そもそも観光事業を導入する必要性があるのかを問うところから始める必要性を主張
した。特に、観光事業の経済効果に対する期待という点で、島民と地方政財界の間に大きな意識のズレが
あることを問題点として指摘した。もっとも最近のツーリズムには島の文化や暮らしに価値を見出そうと
する傾向があり、そのような文化的価値志向は、単なるノスタルジーである場合が少なくないにしても、
「誇りに思える故郷を子どもたちに残したい」という島民の思いと共振する部分があるようにも思う。 
 

自由報告（1）地域における実践 
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実践の民俗学 

 
山下裕作（熊本大学） 

 
 限界集落論とは本来、集落人口の年齢構成と戸数に依拠した単純な地域類型に過ぎない。しかし、年齢
を指標の柱にしていること、そして「存続集落」「準限界集落」「限界集落」「消滅集落」という時系列的意
味合いを含んだ類型名により、この論は一種の運命論となってしまっている。この限界集落論は、「農民層
分解論」にはじまり、「村の解体」論、そして「過疎化論」、「過疎高齢化論」という一連の数値的根拠を含
んだ戦後の日本農村に対する「科学的」予言の一つの集大成である。これらはすべて農村の「分解」「解体」
「消滅」を予言するが、考えても見ていただきたい、過疎化が唱えられて既に４０年もの歳月が過ぎてい
る。その間に農村は雪崩を打って消滅したであろうか。科学的予測はもちろん必要である。しかし、同じ
ような結末を繰り返すのみでは、それは科学ではない。いかにもっともらしい数値を用いようとも、それ
では眉唾な占いに等しいものである。しかし、限界集落論はその極めて単純な論理構成により、多くのプ
レーヤーの観念に受容され、こと中山間地域に立地する農村の衰微へのトレンドを一つの歴史観にしてし
まった。歴史観という言葉を使った。問題は実は歴史観に存在するのである。従って史学系人文学に学ぶ
者にとっても、この限界集落論によって加速されている現実世界の問題は無関係なことではない。過去或
いは現在の学問者が編んだ歴史書は、歴史そのものでは決してない。歴史はそれを認識する現代人があっ
て初めて構成される。現代人の観念が認識次第では不確定な過去の事績を材料として新しい歴史を創り出
す。それは未来であり、その未来という来るべき「事実」の方向性を決めるのが、現代人の歴史観である。
そしてその歴史観は教養人のものではない。我々を含めた普通に暮らす多くの人々のものである。民俗学
を「庶民の歴史学」とするむきもある。この限界集落論に帰着する予言は、農村における未来を不穏な方
向に導く歴史観を構成しつつある。この「庶民の歴史学」には、その学問の力を用いて、「科学的」にねじ
曲げられた歴史観を健全に構成しなおす使命がある。 
本報告では、限界集落論という運命論で自己の未来を語る農村人とのコミュニケーションが、農村人の前
に問題の卑近さと、自身の手足の能力と、その能力により果たしてきた事績を羅列することになり、その
羅列が農村人自身の段取りによって現実の問題を少しずつ解決する実践へと繋がった事例をいくつか紹介
した。このコミュニケーションとは何か。それは民俗調査そのものである。民俗調査とは何か、それは学
問実践のための史料収集であり史料批判である。その過程で実証された史料群の羅列を、学問は論理をも
って構成し、農村人は段取りをもって利活用する。いずれも現在を積極的に生き、健全な未来を創造する
ためである。民俗学ではその大切な史料がたまたま生きた人間にある。歴史学では、文献史料であるのだ
ろう。その文献史料が語る事績もまた確定したものではない。いずれにおいてもその史料をめぐる議論が
必要である。複数者による議論を経て初めて客観が成立する。議論はコミュニケーションである。我々は
コミュニケーショナルに、この時代において正しい歴史観を構成する責務をもった学問である。現実に対
する責任と為すべき寄与は計り知れないほど大きいことを自覚するべきである。 
 
 

自由報告（1）地域における実践 
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地域活性化をめざした社会教育の展開 

̶̶熊本ものづくり塾の地域的な活動展開の限界と可能性̶̶ 
                    

田口浩継（熊本大学） 
１．はじめに 
 近年、都市化や過疎化の進行、地域社会の連帯感の希薄化などから、地縁的な地域社会の教育力が低下
する傾向にあると考えられる。子ども達の健全な成長を考える上では、地域社会の中で様々な人達と交流
し、種々の生活体験、社会体験、自然体験を重ねることが大切であるとし、地域社会における教育力の充
実が求められている。熊本県内においても、社会教育においてものづくり教育の普及活動である振興事業
がなされている。本報では平成１６年度に実施した調査結果を再度分析するとともに、急速に活動の範囲
を広げている「熊本ものづくり塾」の取り組みについて報告する。 
 
２．熊本県におけるものづくり教育の状況 
 本県において積極的なものづくり活動を行っている２４事業について調査した結果、ものづくり教室等
の開催は年間３２７回、参加人数５，９９２人であった。熊本市に限定した場合、１６事業で６１回、児
童・生徒の参加人数は１，２６７人である。本調査による参加人数は市内の小・中学生の僅か１．９％で
ある。また、市内の中学生（８校３２０人）において、学校外でのものづくりの経験者（家庭でのものづ
くりを含む）は１３．０％であった。また、ものづくり教室は、全体的にみると内容の充実した活動は極
端に人数制限がある一方、多くの参加者を受け入れているものは、紙工作など単純なものが多い。さらに、
単発的な教室が多く、継続的にものづくりを提供しているのは１事業だけであった。その他の課題として、
指導者が少ない、今後の拡大が見込めない、単独開催が殆どで他団体との連携がないことが挙げられる。 
 
３．熊本ものづくり塾の活動 
 原嶋は、環境保全活動に関連するものづくりキットの生産・販売等を行うベンチャー企業を平成１６年
に設立した。その後、熊本大学教育学部田口と共同で、幼稚園、小学校、中学校などにおいてケナフの植
栽から収穫した素材を使った環境・ものづくり教育を実施してきた。学校教育以外（社会教育）でも、各
種のものづくり教室を提供してきた。 
 これらの活動を進めるに従い、その趣旨に賛同してくれる団体や個人が現れ、熊本ものづくり塾という
任意の団体を平成１７年に組織し、教材の開発やものづくり活動の支援を幅広く行うようになった。さら
に、各地域の施設・団体と連携して活動を行っている。また、ものづくり教室の開催にあたっては、一般
の賛同会員とものづくり教室を受講した子どもの保護者が、ボランティアスタッフとして積極的に参加し
ている。平成２１年度は、熊本県内を中心に年間１５０日程度のものづくりイベントを実施し、延べ約１
万人に対してものづくりの体験を提供している。 
 
４．まとめ 
 熊本ものづくり塾の発展は、ものづくり教育を通して子ども達の健全な成長を目指すというビジョンを
共有していた個人・団体の存在が大きい。例えば原嶋は、環境保全活動環境教育の一環としてのものづく
り活動の展開を望んでいた。田口はものづくり活動の普及、学生の教授力向上の場としての重要性を感じ
ていた。国際交流館や阿蘇青少年交流の家等は、活動の一環として施設を提供するなどの協力を行ってい
る。文化庁、林野庁、熊本県林業振興課は、それぞれの目的からものづくり活動の効果に期待している。
地元の木材関連企業も、木製品への理解や需要の拡大を期待し協力している。 
 しかしながら、これまでにもそれぞれの団体がものづくり活動を提供するものの、規模や開催数、参加
者数、活動内容の充実は十分でなく、効果を上げることができなかった。熊本ものづくり塾という組織の
出現が、それぞれの目的を包含するとともに、単独で開催する以上の効果をもたらしたといえる。一方、
原嶋らのボランティア的な活動により支えられている部分が多く、彼らが撤退した場合には、なにも残ら
ない可能性も含んでいる。  

自由報告（1）地域における実践 
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社会学的教育実践としてのサービスラーニング 

SERVICE-LEARNIG As a Educational Practice of Sociology 
 

吉良伸一（大分県立芸術文化短期大学） 
 
 授業カリキュラムに組み込まれたボランティア活動などの地域活動（コミュニティーワーク）を海外
ではサービスラーニングと呼ぶ。アメリカでは 1980 年代から盛んに行われるようになったが、我が国で
は 2000 年以降、教育 GP や現代 GP などの競争的資金の導入とともに高等教育に受け入れるところが出
てきた。大学の社会的貢献が強調される中で、サービスラーニングとはいったい何なのか、我が国の社会
学教育の中にどのように取り入れるべきなのか、考察しようと思った。あわせて、大分県立芸術文化短期
大学でのサービスラーニングを中心とした「体験をスキルに変えるナラティブ能力養成－サービスラーニ
ングを中心とした自己の物語を探し創り発信する能力の形成プロフラム」(以下、ナラティブ能力プログラ
ムとする）が、大学教育推進プログラムに選定され、平成２１年度から２３年度の３年間、文部科学省の
財政的支援のもとで、取り組みの充実と情報発信を行うこととなった。今後の取組の充実のためにサービ
スラーニングについて考察をまとめた。サービスラーニングはプラグマティズムの代表的存在であるウイ
リアム・ジェームス（William James、1842- 1910年）やジョン・デューイ（John Dewey, 1859-1952
年）を思想的原点とするといわれる。1985年、ブラウン大学・ジョージタウン大学・スタンフォード大学
の学長と全米州教育協議会代表によるサービスラーニングの大学連合組織「キャンパス・コンパクト
Campus Compact」が創設される。1990 年代になって学科教育と結びついたサービスラーニングが急
速に拡大していく。キャンパス・コンパクト加盟大学は 1989年 202大学から 1999年には 639大学、2008
年では 1100校である。1999年の全米調査では 46%の高校、38%の中学、25%の小学校でサービスラーニ
ングが行われている。 
 本学では、1993(平成 5）年から地域で活躍するリーダーを招いて講演をお願いする地域社会特講を開
始した。以降、この講義を通じて多くの学生が地域活動やボランティア活動に積極的に参加してきた。2007
（平成 19）年度から、学んだことを地域で役立てる、地域で行動することで学ぶことの意義を知り、自信
力を高めることを目的に、サービスラーニングを単位化した。2008(平成 20）年度からは、サービスラー
ニング（1単位 1/2年いつでも履修可能）・インターンシップ(1単位 1年前期)・海外語学研修(2単位１・
2年)のなかから 2単位を選択必修とした。サービスラーニングの単位を受けた学生と受けなかった学生に
ついて、Mann-whitneyによる 2個の独立サンプルによるノンパラメトリック検定の結果有意な差があっ
た項目を見た。前に踏み出す力・主体性・考え抜く力・課題発見力・計画力・チームで働く力・情報発信
力・規律力の 8項目で現在の評価で差が出た。入学前の評価では有意な差がある項目はなかった。もとも
と、自信や積極性などのある学生がサービスラーニングに参加するから、差があると見ることもできるが、
入学前では有意な差がないことから、サービスラーニングの効果はあると考えることができる。少子高齢
化が進む中、大学や短大は学問だけでなく地域に対して何らかの貢献を行うべきである。また、今の学生
にとってそれはきわめて貴重な経験となるはずである。 
   

自由報告（1）地域における実践 
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インドネシア人の看護師・介護福祉士候補者の来日動機に関する予備的調査 

——西日本の病院・介護施設での聞き取りから—— 
 

クレアシタ Kreasita（九州大学） 
 
経済連携協定（EPA）に基づいて208人のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者が2008年8月以降

来日した。本稿は、第1に、西日本の病院・介護施設に配属になった第1陣のインドネシア人候補者を対
象とした質的調査により、来日動機を明らかにすることを目的とする。第2に、このような来日動機と将
来的な定住化傾向との関連を探ることで、インドネシア人看護師・介護福祉士候補者が海外で働く動機
からみた定住化傾向に関する予備的な考察を試みた。 

2009年2月から2009年12月の間に、第1陣のインドネシア人看護師候補者・介護福祉士候補者の受け入
れ病院や施設で、訪問調査をしながら看護師候補者や介護福祉士候補者に対してインドネシア語でイン
タビュー調査を行った。受け入れ病院や施設は西日本にある病院６ヵ所と介護施設1ヵ所である。インタ
ビューを行ったインドネシア人看護師候補者は15名で、介護福祉士候補者は2名である。17名のうち、女
性は10名で男性は7名である。 
インドネシア人の看護師・介護福祉士候補者は、祖国での仕事を辞めたり、当面、家族と離れて暮ら

すなど、リスクを冒し、大きな不安を抱えながらも、日本で働くことを決断した。アンケート調査の結
果も踏まえ、彼らにインタビューをした結果、「家族を経済的に支援すること」と「キャリア形成」はイ
ンドネシア人候補者が来日した主要な動機ではあるが、このうちの一つだけを動機とする候補者は少な
く、程度の差こそあれ、その両方を合わせ持って来日した候補者が多いことが明らかになった。 
定住化傾向という点については、EPAという制度のもとでは、限られた期間内に国家試験に合格しなけ

れば定住化することはできないので、必ずしも候補者の意志だけで決定できるものではない。しかも、
定住化するかどうかには複雑な要因が絡まっているため、安易に断定することはできない。しかし、イ
ンドネシア人看護師・介護福祉士候補者の来日動機という観点からみてみると、定住化が起こりやすい
のは、経済的な動機をより強く持っている人の方が多いのではないかと思われる。彼らには母国にいる
家族を経済的に支援する責任があるので、できるだけ長く外国で働き続ける意思が強いと考えられる。
そのため、どんなに異国で苦労をしても、努力をし、送金を続ける気持ちを持ち続けることができる。
国家試験合格のような当初の目的が万一実現できない場合にも、他の目的やその国の魅力を見つけよう
とする前向き思考の傾向がある。 
国家試験に合格して日本人の看護師や介護福祉士並みの収入が得られる場合には、日本に家族を呼び

寄せる可能性もあるだろう。そこで家族での生活や子供の就学などが保証されれば、日本への定住化傾
向は高くなると考えられる。 
また、技術を学び、自らのキャリア形成の１ステップのような動機を持っている候補者たちは日本で

得た知識を母国で生かしたいという気持ちが強いので、日本での定住化傾向は弱いと考えられる。つま
り、個人のキャリア形成という指向性を持っている候補者の方が選択の自由があるため、個人的な意思
によって行動することが可能である。したがって、国家試験に合格したうえ、日本という国や職場に魅
力があると思えば定住化する可能性が高いが、国家試験合格がインドネシアで看護師としての大きなス
テップアップになると思えば、それを誇りにして帰国をする可能性もある。 
来日に際して２つの動機を合わせ持っている人は、人によって定住化傾向が異なると思われるが、そ

の場合には家族状況が最も重要な要因になると考えられる。つまり、家族の経済状態があまり良くない
場合には、「家族支援」のタイプと同様に定住化が起こりやすく、経済状態が良い場合には「キャリア形
成」タイプ同様、定住化は多くの選択肢の中の一つとなるのではないかと思われる。 

 
 
 

自由報告（2）他者との共生 
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戦前戦後日系インドネシア人 

——北スラウェシ日系人の分析を中心にして—— 
 

 プルナマワティPURNAMAWATI（鹿児島大学） 
 
 今回は、北スラウェシにおける日系インドネシア人の特徴と彼らが抱える問題の分析を中心に、日系イ
ンドネシア人のアイデンティティ形成と組織化の可能性について報告した。 
 インドネシアの北スラウェシには、1890年から 1930年にかけて沖縄から移民した日本人漁民と、1941
年以降太平洋戦争で日本がインドネシアを占領した期間に北スラウェシに上陸した日本軍をルーツにもつ
日系人が集住している。日本軍人をルーツとすする日系人については、戦後、日本軍は全員日本に帰還し
たため、インドネシア人の配偶者とその子どもが家族として北スラウェシに残され、父の出身地が日本の
どこであるかはほとんど不明である。そして、その北スラウェシ日系人の多くが、現在、父のルーツとは
関係のない茨城県大洗町に出稼ぎで継続的に来日している。 
 彼らは、戦後、日本人の父と一緒に暮らしていなかったため、日本人としてのアイデンティティを獲得
することなく、21 世紀に入ると最高齢の日系人二世は 60 歳代から 70 歳代の年齢になっている。日本人
の祖父の捜索について、インドネシア政府や日本政府の援助はなく、外国人労働者を必要としていた大洗
町（茨城県）の水産加工会社の一人の経営者（A氏）との偶然に出会いをきっかけにして、その援助で 1998
年頃から来日するようになった。現在、北スラウェシ日系二世・三世・四世が大洗町の水産会社で日系人
労働者として働いている。 
Ａ氏の個人な協力で来日するようになった彼らは、日本語の修得など、日本で生活するための事前の準備
がほとんどなかった。Ａ氏によると、彼らは、工場労働者としてのスキルは十分とは言えなかったが、先
輩のインドネシア人に聞いて勉強したり、A氏が全面的保証人となっていたこと、そして彼ら自身も仕事
が早く、勤勉で、規則正しかったため、工場経営者との間には次第に強い信頼関係が形成された。ただ、
A氏の個人的援助に頼っているため、彼らが自ら話し合ったり解決したりすることが困難という状況があ
る。 
彼らが自律したコミュニティを形成する可能性としては、「４つの教会」、「80箇所に分散する職場（工場）」、
「居住地域」と、地縁・同郷会（北スラウェシのマナド・ビトゥン・トモホン）と血縁という強いつなが
りが基礎になるだろう。彼らは教会のどれかに所属しているが、そこに集まるだけで、地縁・血縁を超え
たコミュニケーションをとる努力はしていないし、教会同士の間でネットワークを形成するという状況に
はない。彼らが様々な情報を得たり、外国人住民管理や工場との雇用契約の締結、住民たちと交流する場
合などは、現在すべてＡ氏を介して行われているため、恒常的に日本の大洗町に移民しているにもかかわ
らず、日本社会との関係が希薄で、日本の生活や仕事のやり方、日本語もわからないという事態を改善で
きないままである。 
もし、彼らが北スラウェシ日系人としての組織・共同体をもち、日系人団体として認知されるようになれ
ば、日本政府などの支援も受けることができるし、彼らが日本人家族を探すことも容易になるだろう。ま
た、日本への移民労働者としてのスキルアップを図ることもできるに違いない。 
  
 
 

自由報告（2）他者との共生 
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「善意」の消費による「官民協同」 

——X県 Y市の「ホームレス対策」を事例に—— 
 

 堤 圭史郎（福岡県立大学） 
 
 2002年の「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（以下、「自立支援法」）施行後、野宿者を
支援する NPO やボランティア・グループが、全国で発足している。民間団体と地方自治体との連携も各
地で見られ、厚労省発表に見られる「野宿者数の減少」は、「官民協同の支援体制」の成果と評価すること
もできる。 
 ただし、ホームレス対策の成果が主に野宿者数の増減によって語られ、また、ホームレス対策への評価
もそれと不可分に語られる一方で、この官民協同の支援体制のあり方そのものが問われることはあまりな
い。ホームレス対策を、「社会的包摂」の取り組みとして捉えるならば、その評価は、「『誰が』『どの様に
して』彼／彼女らの居宅等への移行を促したのか」、この問いとともに成される必要があるだろう。 
本報告は、西日本の地方都市 X県 Y市における官民協同のホームレス支援活動を取りあげ、いかなる体制
の下で野宿者数の減少に至ったのかを記述し、その有効性と限界について論じた。議論に用いたデータは、
筆者が 2003年から参加しているボランティア・グループ(「A会」「B会」「C会」)の活動において記録し
たフィールドノート、メンバーや行政職員への聞き取りデータ、行政資料などである。 
 まず、Y 市のホームレス問題をめぐる概況および野宿者の基本的特徴について概観した。その上で、自
立支援法以前における、Y市の問題への対応とそれに関連する諸事情を整理した。 
 次にボランティア・グループの発足から現在までの活動内容と、支援者の活動に対する意識について考
察した。そこでは 3グループの未組織性について指摘し、それがボランティア活動の継続し得た要因であ
るとともに、後述の Y市との連携を容易にする要因である事を示した。メンバーの多くはホームレス問題
への関心よりもむしろ、既存の別の社会活動で培われた信頼性を基盤に活動しており、支援活動はメンバ
ー個々人の様々なベクトルに基づく「善意」を基調としている。 
 グループの未組織性と政治性の希薄さを背景に、2003 年末頃より Y 市の生活福祉課職員が「ボランテ
ィア」として支援活動に参加している。それは、市職員と野宿者個々人の信頼関係を高めるとともに、窓
口業務のみでは知り得ない個々人の抱える生活問題等を知る機会となり、その後の相談業務を円滑に遂行
することに貢献している。これらの活動を通し、「ボランティア・グループ-野宿者-生活福祉課職員」の間
に一定の信頼関係が築かれ、それまで生活保護受給に躊躇していた野宿者の多くは自ら物件を見つけた上
で、窓口に向かい、居宅へと移行した（既存のシステムへの水路づけ）。 
 これらの検討に基づき、3 つの論点を提示した。1 つ。「『自立支援』には成り得ていない」と認識しつ
つ続けられてきた炊き出しや生活物資の配布を基調とするボランティア活動は、様々な社会関係を取り結
び得ず、利用可能な社会資源にアクセスし難い状況に陥りがちな当事者が、気軽に集うことができる社会
的交流の「場」を維持する活動でもあった。 
 2 つ。グループの未組織性と政治性の希薄さは、官民協同を比較的容易に実現させた。しかし、制度の
欠陥を告発しないグループによるこの支援システムを通した活動は、Y 市がホームレス問題を通して既に
その限界を露呈しているはずの行政システムを維持・存続させる機能を果たしてきている。 
 3 つ。Y 市のホームレス支援は、ボランティア活動による「善意」の消費に依存した体制にある。少人
数のボランティアと当事者間の信頼関係を基盤にした現行の支援体制は、いつバーンアウトしてもおかし
くない「脆弱性」を抱えているのである。 

自由報告（2）他者との共生 
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部落問題のアポリアと部落ディアスポラ 

 
 

 笹川俊春（広島大学） 
 
 現代の日本社会には生まれ故郷を離れ、異郷の地で生活する人々が大量に存在する。それは言うまでも
なく、戦後の高度経済成長による都市への人口集中が原因であるが、そうした人々は異郷で暮らしながら
も、故郷とのつながりを持ち続けている。盆・暮れの帰省ラッシュはその現われと言ってよい。しかし、
異郷の地で代を重ねるうちに故郷とのつながりは希薄になり、異郷で生まれた子孫にとって故郷はもはや
「異郷」＝無縁の地でしかないだろう。 
 ところが、同じように高度経済成長を機に故郷を離れたとはいっても部落出身者にとっては、故郷であ
る部落は決して無縁の地ではない。異郷の地で代を重ねたとしても部落は「ルーツ」＝地縁としての意味
を持ち続け、自らの存在を規定し続ける。さらに、代を重ねるという時間的過程＝ルートそのものも血縁
としての意味を持ち、部落出身者を束縛し続ける。そして、何よりも部落出身であるという自覚によって
マジョリティとは異質な存在としての自己、すなわち、被差別マイノリティというアイデンティティが形
成され、それは被差別という点において自己否定的にならざるを得ない。さらに、部落という共同体から
の離脱と異質な存在という意識は孤立感を生み、部落出身という負の意識を一人で引き受けることになる。
これが現代の部落問題である。 
 本報告では、異郷で暮らしながら部落出身という自覚を持っている人々を「部落ディアスポラ」と名づ
け、その現実について述べてきた。だが、そうした名づけ＝カテゴリー化にはどのような意味があるのか。 
まず確認しておかなければならないのはカテゴリー化によって「部落ディアスポラ」を集団として捉えよ
うとしているのではないということである。もちろん一般地区で暮らす部落出身者の場合、その実態もよ
くわからず、集団で居住していること自体考えられない。したがって、集団として把握することは不可能
である。しかし、どこにいるか確定できないにしても、必ず存在しているはずの人々を「部落ディアスポ
ラ」と名づけることによって、その存在のありようを把握することはできる。存在のありようが把握でき
れば問題の所在も明らかにできる。 
 さらにグローバル化した現代社会にはさまざまな理由によって越境する人々＝ディアスポラが多数存在
する。もちろん、日本社会も例外ではない。そうした越境するディアスポラと「部落ディアスポラ」とを、
その共通性に於いて考察し、部落問題を日本社会にのみ固有で特異な問題として閉ざしてしまうことなく、
グローバル化したトランスナショナルな状況やポストコロニアルな時代状況に開かれた問題として捉えな
おすこともできる。そして、地域や時代を越えたところで、差別や抑圧、人間疎外やアイデンティティの
危機等の問題について、その解決に向けたより広範な連帯が可能になるのではなかろうか。 
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青木恵哉の土地購入と〈もう一つの嵐山事件〉がもつ二つの像 
̶̶「國頭愛楽園」の礎となった〈闘う罹患者〉たち̶̶ 

 

 中村文哉（山口県立大学） 
 

 本報告の主題は、青木恵哉による沖縄本島での療養所「國頭愛楽園」構築(1937 年)に至るまでの営み
のうち、愛楽園構築に向けて大きな礎となった屋我地・大堂原の土地購入と療養所構築を沖縄縣に促すた
めの罹患者たちの大堂原上陸の企てである(大堂原事件＝〈もう一つの嵐山事件〉)が、青木と同時代を共
にした罹患者たちの、生命をかけた〈闘い〉であったことを示しつつ、この〈闘い〉が当時の沖縄社会お
よびハンセン病問題において、如何なる意味があったか、青木をはじめとする罹患者たちの営みがもつ意
味を照射することにあった。だが、本研究の途上、土地購入の契機のかなり錯綜した経緯にぶち当たって
しまい、当初、構想していた大堂原事件には論及できず、実質的に本報告は「愛楽園の礎となった土地購
入と〈闘う罹患者たち〉――「私等の潜行的に計画せる療養所問題」の社会学的考察」とでも表現しうる
内容に終始せざるを得なかった。 
 愛楽園の礎となった土地購入の経緯の記録には、青木の『選ばれた島』(青木,1970)、土地購入の実質
的な功労者・大城平栄の講話(松岡,1985)、そして1933年 3月 1日付の愛生園・宮川量に宛て青木の書
簡(沖縄愛楽園『沖縄県ハンセン病証言集・資料編』,2007)があるが、これらの記述には相互に齟齬がみ
られる。『選ばれた島』(青木,1970:185f) での経緯は次の通りである。①大城は、済井出の字有地の商談
に着手したが、背後に青木がいることが発覚し、破談に終わる。次に、②運天原の地主との交換に関わる
商談が成立し、更に③納骨堂堂附近の土地に関する商談が成立した。だが、大城の講話によると、②⇒④
⇒③という経緯になる(大城⇒松岡『わが身の望み』,1990)。更に、宮川宛の青木書簡によると①⇒②⇒④
の経緯となり、③の記載はない(『証言集・資料編』,134ff)。本報告では、これらの経緯の相違点を踏ま
え、①⇒③⇒②⇒④という経緯が信憑性を持つことを論じた。 
ところで、①の件の商談が進むなか、大城平永たちは、そこが済井出のシマの〈隔離所〉であることを既
成事実化させ、交渉を有利にすべく、済井出の五名の病友たちと、商談にかけられた土地に〈自主隔離〉
した。済井出の区長は、シマの寄合を開き、6000 坪の字有地の半分を、病者に「与へる」決議まで引き
出した。これは事実上、済井出のシマの〈隔離所〉として社会的に認知されたことを意味しよう。この〈自
主隔離〉は破談後も続行された。この点を踏まえると、同地はもはや〈隔離所〉として既成事実化された
ことになる。金武のようなケースはあるものの、通常、シマ社会において、〈隔離所〉は強制的にあてがわ
れるものだが、ここに誕生した〈隔離所〉は、罹患者たちが自主的に拓き、半ば勝ち取った。この点は特
筆すべきであろう。こうした局面を引き出した点で、大城平永たちの大堂原への〈自主隔離〉は大きな意
味をもった。一見すると〈自主隔離〉にみえるこの移動は、土地をめぐる済井出のシマ人たちの眼にはみ
えない〈闘い〉という様相を帯びていた。大城たちによる〈自主隔離〉は、『選ばれた島』にあるような屋
部〈隔離所〉での修養会への「あこがれ」や宗教的な「慰め」だけのためになされたのではない(青
木,1970:191)。その背面には、シマ社会との〈闘い〉のための戦略が隠されていた。大城平永他五名は、
これだけの人数で、済井出のシマ社会と〈闘う罹患者〉であったことになる。「隔離」というシマ社会の排
除の論理を逆手に取ったこの戦略は、〈もう一つの嵐山事件〉に単を発する「大堂原事件」での戦略として、
継承されていく。 
 

自由報告（2）他者との共生 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           12 

 
地域防災における自発的活動に関する考察 

̶̶垂水市の女性グループ「反省会」をもとに̶̶ 
 

        亀田晃一（鹿児島大学） 
 

１、問題意識 
 昨今の地域防災の課題として、住民の対面性の希薄化によって、集合性の高い避難行動が達成されにく
くなっていることや、技術的合理性を優先しすぎた災害情報伝達システムは、災害時には機能不全に陥る
可能性があることなどが挙げられる。これらの原因の一つは、平常時と災害時における住民の意識や地域
活動の連続性が遮断されているからではないかと考えられる。 
 
２、報告の目的 
 本報告では、上記の問題を克服し、地域の防災力を高めるには、日常から連続した社会的ネットワーク
の強化が必要であるという立場から、鹿児島県垂水市市木地区の女性グループを取り上げる。このグルー
プは、かねてのお茶飲み仲間が、緊急時には情報連絡網や炊き出しグループとして機能し、地域において
災害対応活動の一端を担うグループとして立ちあらわれる彼女らの活動を分析することで、住民の日常的
な自発的活動が、災害時には地域の防災組織として機能する社会的過程と、その要因を明らかにできるの
ではないかと考えるからである。 
 
３、垂水市市木地区の女性グループの概要と活動 
 女性グループ「反省会」は、8人で構成する主婦のお茶飲みグループである。2006年の自主防災訓練
の炊き出し演習で集まった女性が、その後も月に1回の寄り合いを継続し、現在に至っている。訓練の反
省会から付き合いが始まったので、会の名称は「反省会」という。寄り合いの話題は、お互いの家族や地
域の若者の結婚相談、地域防災や政治的なことなど様々である。特筆すべきことは、日常のお茶のみグル
ープが、災害接近時には、インフォーマルな地域内の連絡係として、また避難所の自発的な炊き出しグル
ープとして、地域防災の一端を担っていることである。反省会の構成員の年齢は50代から60代で、そ
れぞれが異なる職業やネットワークを有している。2007年 7月の台風4号による大雨時には、行政やマ
ス・メディアなどのフォーマル組織による情報伝達が行われる一方で、構成員同士の情報交換が活発化し、
介助が必要な住民の情報や、自宅周辺の河川水位等のインフォーマルな情報が相互交換されている。その
結果、避難勧告発令後、特に高齢者や子どもの避難所への避難が比較的短時間で達成されている。このよ
うなインフォーマル組織による情報伝達は、行政の手が行き届きにくく、盲点となる部分で有効的に機能
し、地域の危機管理を向上させるものとして評価されている。この反省会の活動が維持されるための要因
は、当然毎月の例会で繰り広げられる、食事や懇談の楽しみではあるが、地域課題を解決しようと行う自
発的活動と、その活動の後に地域から寄せられる期待が、好循環を維持しているからであると考えられる。 
 
４、結論と課題 
 地域防災においては、平常時から連続性のある住民の付き合いによって、住民の社会的ネットワークの
強化や信頼関係の構築が重要であり、そのことが、災害時において地域で有効に機能する自発的な防災活
動を円滑に展開する一つの要因であることが「反省会」の活動から示唆された。今後の課題としては、反
省会の構成員のネットワークが開放的か閉鎖的かといえば、閉鎖性が高い部分もあり、そのことによる排
他性の問題はどうなのか、今後も研究を継続させたい。 
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スポーツと地域社会形成 

 
後藤貴浩(熊本大学) 

 
1．目 的 
 構造の異なる地域社会の分析を通して、それぞれの地域社会におけるスポーツ実践の位置づけについて
検討することを目的とした。 
 
2．方 法 
1）調査対象：熊本県菊池郡大津町における、混住化地区A・B、農村地区、宅地団地の4地区 
2）調査方法 
【アンケート調査】 
方法：自治会班長を介して、配布回収(混住化Bのみ郵送にて回収)、期間：2009年 1月～5月 
調査項目：基本的属性、家庭生活、地域生活、スポーツの実施状況 
【インタビュー調査】 
対象：区長および地域の事情に詳しい者、方法：半構造化インタビュー 
調査期間：2009年 1月～5月(各地区２～３回)、調査項目：区の現況、地域行事、共有財産、自治会等 
 
3．結 果 
混住 A：地域行事への無関心層が多い中で、「スポーツ大会」を地域行事として捉える者が最も多い。し
かも、定期的スポーツ実践者の多い、いわば“スポーツの盛んな地区”といえる。しかし、スプロール的に
混住化が進んだため地区全体の統一感や連帯感は乏しくスポーツ活動そのものは、孤立した個人の生活拡
充のための活動として浸透している。 
混住 B：混住化地域であることから近隣関係が減退し、健康志向を中心とした個人的あるいは家族内のス
ポーツが実践されている。旧農家集落と新興住宅の住民をつなぐ地域行事(地蔵祭り、モグラ打ち、宮相撲)
が存在するなかでは、スポーツ行事そのものは地域行事としての認識は薄い。 
 
農 村：生活構造の現代的影響を受けつつも、古くからの共同体的関係を引き継いでいる。集落内で地域
の伝統的行事が営まれており、スポーツそのものは地域社会においてそれほど重要な位置を占めていない。 
団 地：宅地開拓当初からの入居者をリーダーとし積極的な地域づくりに取り組んできた。その中で地域
の祭り(ふれあいサンデー)の運営や共有財産(集会場)管理などの地域活動が住民の紐帯となっている。その
ため、スポーツ活動そのものが直接的に地域社会形成場面に登場することはない。 
 
 以上のように、いずれの地区においてもスポーツ活動が地域社会形成と直接的に結びつくような様相は
確認されなかった。しかし、例えば、宅地開拓当初から 30 年以上続く団地におけるソフトボールチーム
は、次期区長や役員を含む幅広い年齢層で構成されており、混住 B における宮相撲(子ども相撲)は伝統的
行事でありながら、後継ぎのいない旧農家世帯と子どものいる団地世帯とのコミュニケーションの場とな
っている。このような個別のスポーツ活動の内実からは、スポーツ活動そのものが、地域社会あるいは地
域社会形成と直接的に結びつくのではなく、個人生活としてのスポーツが世帯や集団を通して他の地域生
活に組み込まれたときにその関係性が生じてくる可能性が示唆された。つまり、地域社会構造の在り方に
よってスポーツとの質的な関係性が規定されており、地域住民のスポーツ活動はその置かれた状況によっ
て社会的な意味が創出されると考えられる。 
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「自立支援住宅」を介した地域生活安定化支援について 

 
 稲月 正（北九州市立大学） 

 
1. 問題 
 ホームレスとは無縁状況、すなわち関係性における困窮状況である。このような理念の下、NPO法
人北九州ホームレス支援機構（以下、支援機構）では、持続的な社会関係の回復ならびに創造を軸に
したさまざまな支援事業を行ってきた。 
 その 1つが 2001年 5月から始まった自立支援住宅である。これは、支援機構が借り上げたアパー
トに入居を希望する野宿者を受け入れ、生活保護を利用しながら自立生活の開始と継続を支援する事
業である。対象者は 60歳以上で働くことのできない野宿者、入居期間は 6か月である。その間、様々
な生活支援プログラムが行われるとともに、1人の入居者に 1～2名のボランティアが担当者となって
退所後も継続的に関係を取り結ぶ。また、自立生活サポートセンターのスタッフが退所後もアフター
ケアを行う。その結果、自立支援住宅を経て地域で生活している人の自立継続率は 100％に近い。 
 本報告では、こうした自立支援住宅の有効性を（自立生活継続率だけではなく）、以下の点から明ら
かにすることを目的とした。 
 (1)野宿者、自立支援住宅を経てアパートで生活している人（自立支援住宅経由者）、自立支援住宅を

経ず直接生活保護によりアパートで生活している人（直接居宅入居者）との間で社会関係の量や
質に違いはあるのか。 

 (2)それらの人びとの間で、生きがい感、孤立感、社会への信頼感などに違いはあるのか。 
 
2. 知見と考察 
 調査データから明らかになったのは以下のような事である。 
 (1)自立支援住宅経由者の社会関係は他のグループよりも量・質ともに豊富である。隣近所とのつき

あいが「全くない」の人の比率は、野宿者（最初に野宿をする直前時）41.8％、直接居宅入居者
25.9％、自立支援住宅経由者 22.7％であった。また、心配事を「誰かに相談した」人の比率は、
野宿者 36.9％、直接居宅入居者 53.8％、自立支援住宅経由者 64.5％であった。さらに自立支援
住宅経由者が取り結んでいる社会関係は、直接居宅入居者よりも多様であった。 

 (2)社会意識の面で、自立支援住宅経由者は他のグループよりも「生きがい」を感じている人の比率
は高い。また、「規範意識」は高く、「孤立感」は低い。 

 (3)しかし「自尊感情（自己有用感）」は、野宿者が最も高く、自立支援住宅経由者が最も低い。これ
には年齢の高さ、仕事の有無が関係していると思われる。 

 
 これらのことから、アフターケアと社会関係支援のついた中間施設を経由することの有効性が示さ
れた。言うまでもなく、ホームレス支援において居宅支援は重要である。しかし、単に生活保護で居
宅設置するだけではホームレス問題の解決にはならないのである。 
 ただ、「自尊感情（自己有用感）」は自立支援住宅経由者で最も低かった。このことは生活保護制度
やアフターケアの在り方にも再考を迫る。「自尊感情（自己有用感）」の形成メカニズムの解明とそれ
を生かした制度設計が課題である。 
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近隣相互扶助について 

  
加来和典（下関市立大学） 

 
 はじめに：近隣社会で行われている住民の住民に対する扶助行為について、北九州市・下関市の6
地区で実施した調査（2006年）から、その地域性を明らかにし、扶助ならびに被扶助の要因を探っ
た。倉沢進によれば、地域社会における生活共同の様式には、都市的生活様式と村落的生活様式があ
り、前者は、専門家・専門機関による専業的・分業的処理-専門処理システムによる処理を原則とし、
後者は、非専門家・住民の相互扶助システムによる共通・共同問題の共同処理を原則としているとい
う（倉沢 1984: 52-3）。本調査は後者を捉えようとしたものである。 
 
 1.地域生活問題処理の方向性：地域生活問題をどの主体が取り組むべきかという処理の方向性を、
カラス対策を想定した設問で検討した。どの地区でも、公助指向は低く、共助指向（自治会）が高い
割合を占める。ただし、相対的に見た場合、富野と黒崎では自助指向の割合が高い。 
 
 2.近隣扶助の状態：(1)相互性 1（地域単位）「近隣扶助をした人の割合」では、ほとんどの項目に
ついて地域差が見られた。豊北は、ほとんどの項目で他地域より高い割合。扶助の対象が地域にある
のかないのか＝「需要の問題」にも留意する必要あり。「近隣扶助を受けた人の割合」では、地域差が
見られるのは半分弱の項目。扶助者割合よりも低い＝地域単位での非対称性。(2)相互性 2（個人単位）
回答者ごとに、近隣扶助数・被扶助数をそれぞれ合計、両者の相関係数を地区ごとに検討。扶助範囲
と被扶助範囲は正相関。ただし、黒崎0.42、豊北 0.71 と地域差。(3)相互性 3（行為単位）扶助行為
と被扶助行為の相関を検討。対称性が高いものに、「情報提供」「食事」「仕事の手伝い」「相談」「物の
貸し借り」「子どもの世話」「留守番」など。 
 
 3.近隣扶助範囲の規定要因：近隣扶助の範囲を従属変数とした多重回帰分析。社会関係資本の議論
を念頭に置き、ネットワーク、解決志向（規範or 価値）、地域資源の三要因を設定。 
 結果 ネットワークのみ効いている地区 富野・企救丘・彦島・菊川 
    ネットワーク＋処理の方向性（規範）が効いている地区 黒崎・豊北 
 
 4.近隣扶助・被扶助の要因：「需要の問題」が小さい3項目について、扶助、被扶助の両面からロ
ジスティック回帰分析を行った。(1)被扶助：いずれも手助けした数（個人単位の相互性）としか関係
しない。扶助範囲が広い人ほど、扶助を受ける（受け入れる）可能性が高い。(2)扶助：「相談」は、
ネットワーク（個人単位の相互性・団体参加・近隣との交流）と解決指向（自助・共助、近隣との協
力）が関係。「物を貸した」は、ネットワーク（個人単位の相互性・団体参加・近隣との交流）のみが
関係。「情報提供」はネットワーク（個人単位の相互性・団体参加・近隣との交流・隣近所の親しい人
の数）と解決指向（自助・共助、近隣との協力）が関係。 
 
おわりに：近隣扶助を行うことには、日頃の近隣との関係に加え、団体参加数、受けている近隣扶助
範囲が影響していると推察される。地域単位で見た場合、このようなネットワーク要因のみが重要で
ある地域と、これに加えなんらかの規範性が関係している地域があることが分かった。 
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社会ネットワークと信頼による新たな連帯の可能性 

  
三隅一人（九州大学）・岩渕亜紀子（追手門学院大学） 

 
グローバル化と福祉国家の揺らぎの中で、連帯はどこを足場とし、どこへ向かうのか。この問いに
対して本報告では、やはり中間集団が重要な足場となるという中間集団媒介モデルを設定した。そし
て、そのヨコ連結媒介構造の階層的な分化状況を確認しつつ、信頼の概念に着目して、そこでの連帯
が階層を越える契機を論じた。データは 2005年 SSM日本調査・A票を用いた（本データの使用につ
いては 2005年 SSM調査委員会の許可を得た）。 

 
 

表 1. 連帯関連意識 5項目の主成分分析 

 第 1主成分： 
市民的主体性 

第 2主成分： 
福祉国家志向 

自由よりも協力（「みんなで協力して社会をよくすることよりも、個人
の自由が守られていることの方がずっと重要だ」の逆得点） 

.595 .371 

個人の力で社会はよくなる（「われわれが少々がんばったところで、社
会はよくなるものではない」の逆得点） 

.624 .218 

政治は指導者よりも議論（「みんなで議論するよりも有能な指導者にま
かせたほうが政治はうまくいくものだ」の逆得点） 

.586 .411 

増税しても福祉充実（「政府は豊かな人からの税金を増やしてでも、恵
まれない人への福祉を充実させるべきだ」） 

-.388 .732 

貧困は国が救済（「理由はともかく生活に困っている人がいたら、国が
面倒を見るべきだ」） 

-.530 .593 

寄与率 (55.20%) 30.36 24.84 
 
 
まず、表 1に示す 5つの意識項目を用いて連帯意識を測定する。表 1の主成分分析をふまえて、福
祉国家志向（上 3項目）の合計点を賛否逆にして集計したときの市民的主体性との交互作用を考える。
福祉国家に賛成方向の合計点の場合が「福祉国家=民主」交互作用、反対方向の場合が「反福祉国家=
民主」交互作用であり、前者が従来の保険型の連帯を、後者がそれとは異なる（可能性としては中間
集団媒介型の）連帯を指標している。この 2 種類の連帯意識を従属変数として重回帰分析を行った。
その結果、反福祉国家=民主の連帯意識は、階層に規定されやすく、地域密着的な社会参加とネット
ワークにもとづいたローカリズムの強いものであることが確認された。 
この連帯意識は階層を越え得るのか。この点について、まず職業紹介に関するサポート・ネットワ
ークの階層性を吟味したところ、社会的に弱い立場におかれやすい中高卒あるいは労務・農林の階層
において、反福祉国家=民主意識層の潜在的および顕在的サポート・ネットワークが階層を越える傾
向を示した。さらに、信頼の中でも、一般的信頼以外の 2項目（「人は自分のために他人を利用する」
と「人は自分のことだけを考えている」にもとづく「人間性信頼」が、それ自体は階層に規定されな
い意識として、なおかつ反権威主義などの革新性と連動する意識として、反福祉国家=民主の連帯意
識を強く規定することがわかった。 
ただし、人間性信頼は、活発な社会参加や社会ネットワーク形成と直接的には連動しない。したが
って、この階層を越える連帯生成の回路が、中間集団媒介の連帯意識とどのような場面で結びつき得
るのかを探ることが、次の課題である。 
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単記投票方式とボルダ方式 

 
                                 鈴木譲（九州大学） 

 
 選挙における投票のように、個人の選好を集積して社会的選好を決める手続きを社会的決定とよび、
この手続きに関する理論を社会的決定理論とよぶ。本報告では、良く知られている単記投票方式とボ
ルダ方式（順位評定方式）についてまず論じ、次に、いったん候補者を絞り込んでから再度投票を行
う二段階投票方式について論じた。 
 単記投票方式とは、投票者が一番良いと思う候補者を一人だけ選んで投票し、各候補者の得票数に
もとづいて社会的選択を決める方式である。これに対して、ボルダ方式（順位評定方式）とは、投票
者が候補者に順位をつけて投票し、順位に応じた重み付けを用いて各候補者の得点を計算し、この値
にもとづいて社会的選択を決める方式である。 
 単記投票方式に関する一番の批判は、双対性の条件が満たされないことである。すなわち、投票者
の選好順序を逆転させ、最も好ましくない人を一人選んでもらったとき、単記投票方式を用いると、
最も好ましい人と同じ結果になる可能性がある。このために、単記投票方式は合理性を欠くとされて
いる。 
 しかしながら、双対性は確かにある種の合理性ではあるが、必ずしも多くの人がすべての場合にこ
の合理性を無条件に受け入れるわけではない、という点が従来の議論では見過ごされている。投票者
の選好順序を逆転させて行う投票について見ると、元の選好順序の投票と、逆転した選好順序の投票
を、無条件に比較すること自体に無理があると言わざるを得ない。すなわち、選好順序は無条件に対
称性を仮定できるわけではない。 
 今、最もなってほしい人を選ぶという選好順序を順選好、最もなってほしくない人を選ぶという選
好順序を逆選好とよぶことにする。ここで順選好、逆選好はいずれも他の候補者との比較にもとづく
相対的な選好順序であり、そもそもその候補者だけしかいない場合に、なってほしいかどうかという
意味での絶対的選好ではない。次に、候補者に対しての絶対的選好を考え、なってほしい場合を正選
好、なってほしくない場合を負選好とよぶことにする。本報告では選好に対しての概念を、相対的な
選好に関しては順・逆、絶対的な選好に関しては正・負として区別し、この区別を用いることにより
従来の双対性の欠如に関する指摘が不十分であることを論じた。 
 報告の後半では、二段階投票方式について論じた。具体例として、10人の候補者を2人に絞って
から決選投票を行う場合を考える。ここで問題となるのは、どのような投票方式を用いて2人に絞る
かである。考え方としては、2人を選ぶことに着目し2位までを考慮するボルダ方式と、最終的に1
人を選ぶことに着目する単記投票方式の2つがあるが、どちらが適切かについてはこれまでほとんど
論じられていない。 
 本報告では、途中の絞り込みの過程における投票方式についても、最終的に選ぶ人数にもとづいて
決められるべきであるとの立場をとった。すなわち、10人の候補者を2人に絞ってから決選投票を
行う場合には、単記投票方式にもとづいて10人を 2人に絞るべきであると考える。同様に、10人
の候補者を4人に絞ってから、最終的に2人を選ぶのであれば、4人に絞る際には、4位までを考慮
するボルダ方式を用いるのではなく、2位までを考慮するボルダ方式を用いるべきと考える。 
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青年層の寄付行為の形成要因 
  吉武由彩（九州大学） 

 
本報告では、寄付行為、ボランティア活動に関する社会学的な先行研究を踏まえ、寄付研究の必要
性を明らかにしたうえで、寄付行為に関する大学生調査の結果を提示した。また、寄付の中でも個人
の寄付（金銭による寄付のみ、寺社への寄付を除外）に焦点を当て、青年層の寄付行為について検討
した。 
社会学の分野における従来の寄付研究は、ボランティア研究の一部として存在し、寄付研究自体につ
いては十分に議論されてこなかった。先行研究のレビューにおいて、寄付行為の形成要因という視点か
ら、寄付研究ではまず「あしながおじさん」の研究をとりあげ（副田 2003, 藤村 1987, 1999）、地域
意識や地域関係的要因という視点が薄いことを指摘した。ボランティア研究からは、形成要因として階
層性（鈴木 1987）や地域関係的要因に関する先行研究（稲月 1991, 1992, 1994）に着目した。 
次に、寄付行為に関する大学生調査の結果を提示した。調査対象者は、A大学の大学生 1～4年生、

271名。法学部で 2009年 10月実施。性別は、男性 56.1％、女性 43.9％。回収率 100%。本調査では、
調査対象が A大学生に限られているという限界や制約は存在する。しかしながら今回はこの限界をふ
まえた上で、調査結果を提示した。併せて、ボランティア活動も同一のモデルを使用し分析を行って
いる。             表 1 大学生の寄付行為の比較 

 
         **p<.01, *p<.05     Ｎ＝239      Ｎ＝245      Ｎ＝246        Ｎ＝246       Ｎ＝246 
                      Ｒ2乗＝.063  Ｒ2乗＝.097  Ｒ2乗＝.076    Ｒ2乗＝.039   Ｒ2乗＝.103 

寄付研究について、先行研究では地域意識や地域関係的要因という視点が薄いことを指摘したが、
地域活動へ参加しているほど、寄付やボランティア活動を行うことや、地域意識が高い人ほどボラン
ティア意欲が高いという結果が得られた。この結果からも、寄付行為を活性化させるという場合に、
地域活動や地域意識など、地域という視点に着目することの重要性がうかがわれる。また、鈴木（1987）
の Kパターンの存在についても検証した結果、顕著な差は見られなかったものの、ゆるやかな Kパー
タンが見られた。 

まとめとして、寄付行為の必要性についてふれる。第 1に、青年層においても寄付行為が盛んにな
ることは、寄付を行う人々のすそ野を広げることにつながり、現在における財源確保という面からも
重要である。第 2に、寄付行為は、将来的に見た福祉意識の高まりや助け合いの社会づくりという面
からでも有効であると考えられる。ボランティア活動は時間や労働力を提供するのに対し、寄付行為
は金銭の提供をすればそれで貢献となる。その容易さのために、寄付行為は人々の福祉意識の形成の
ための足がかりとなりえる。これからの地域や社会を担う青年層の福祉意識の高まりは、成熟した市 
民社会の形成に大いに貢献すると考える。 
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種子島のいじめに関する社会学的考察 
̶̶集落構造の観点から̶̶ 

 
                            清川康雄（鹿児島大学） 

Ⅰ．本稿の課題 
「いじめ」を「社会的役割」の遂行という観点でとらえ、種子島の集落生活の中に、いじめの諸要
因が凝縮して存在するようになってしまうのではないかという点を新しい時代の社会モデルとして考
えるために、いじめ問題と地域社会との関係を真正面に捉えて分析することが必要ではないか。 
「いじめ」を契機として発生した事件は、いずれも学校環境、家庭環境が直接的な理由として報じ
られており、地域社会の状況との関係は表立っては問題にされていない。 
本稿では、集落構成の原理から現代における単一的な機能を超える手がかりを得ることを目的とし
ている。「いじめ」の問題が集落構造の中で、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や過程や要因についても、これまでに
ない新たな視点から提示していきたい。 
 
Ⅱ．集落調査による比較と社会的モデル 
日本においても、住民同士のつながりといった社会関係資本が高い地域においては、教育効果が高
いとともに、不登校率が低く、中途退学やいじめ、校内暴力が少ないことも実証されており、教育な
どを通して形成される人的資本と社会関係資本は、相互に影響しあい、相乗効果を生み出しているこ
とも実証されている［稲葉 2007］。 
種子島の集落においても｢つきあい･交流｣、｢信頼｣、｢社会参加｣の社会関係資本の構成要素の間に種
子島における「いじめ」の事例との相互依存･相互波及の影響の可能性があることが、推測できる。ど
のような要因が教育に影響を与えるのか。この問いに対して本稿では、種子島における「いじめ」を
集落構造という視点を用いて考察してきた。種子島における集落構造においても、信頼やネットワー
ク、互酬性の規範といった人と人のつながりによって協力や相互扶助などを促し「同じ集落内でいじ
めの発生率が低いのは、集落内の社会関係資本が高いからではないか」「そのことが要因となり、違
う集落にいじめの対象が発生してしまうのではないか」という仮説を導いた。 
 
Ⅲ．種子島の集落構造のおける「いじめ問題」と今後の展望－ 
 予備調査段階における現地調査では、その糸口として、「地域における強い集落のネットワークが未
だに残っている」「開放性（都会的）と閉鎖性（ムラ的）の両面が見られる」「結束型の社会関係資本(内
向きの指向)がみられる」「よそ者（移民）の排除の傾向がみられる」「集落内でランクづけ（強者・弱
者）されている」「公民館での結婚式など共有財産を有効活用している組織的な特徴がある」「結婚も
地域内が多く、地域が長い間、１つの単位として維持されている（保護者の関係を引きずるなど集落
の同質性・統合性・共同性の継続が読み取れる）」といった特徴と手がかりが得られた。 
これらの考察から、種子島のＮ校区における集落においては、学校化された集団から「いじめ」事例
を捉える教育的アプローチではなく、種子島のＮ校区でおきたＳ集落の「いじめ」などを見るにあた
り、集落構造を通して形成される人的資本と社会関係資本は、特に種子島の集落における「いじめ」
事例を社会的アプローチとして見ることにより、相互に影響しあい相乗効果を生み出し、その｢いじめ｣
事例を解明できる有効な糸口となることを示唆できたと考える。 

自由報告（4）生活と次代 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           20 

 
現代農山村の結婚難構造 

 
 

 木村亜希子（熊本大学） 
 

 現代農山村が抱える課題のひとつに、農山村の結婚問題がある。農山村の結婚は、個人レベルにと
どまらず、家の継承や集落の維持・存続といった社会的な意味を依然として担っている。現代社会で
は、結婚を選択的行為としてみる者も増えているが、農山村の維持・存続が求められるのであれば、
農山村の結婚問題は重要視しなければならない課題のひとつである。 
 農山村青年の結婚難は 1950 年代中葉から山村を皮切りに発生したとみられているが、農山村にお
ける結婚がどのような変化をたどっているのかを明らかにしている研究は見当たらない。そこで、本
報告では、中山間地域に属する福岡県星野村（現八女市）を事例に、1955 年から 2005 年までの 50
年間の結婚の変化を、国勢調査のデータをもとにみていくことを目的とした。 
 この 50 年間で男性の未婚率は全体的に大きく上昇した。1960 年代や 70 年代はむしろ安定的な婚
姻を保っており、80 年代から変化がみえ始める。90 年以降、40 代や 50 代男性の未婚率が著しく上
昇し、現在では中年男性の未婚問題が深刻化している。このことは、家の継承や地域社会の維持を揺
るがす問題である。また、出生コーホート分析から、現在（2010年）55歳～59歳の男性から下の世
代では、35歳までに結婚しない（できない）ならばその後未婚のまま加齢するという傾向がみられて
いる。 
 女性の場合は、晩婚化してきているものの、男性と違って 2000年以降も 30代以上の未婚率は 10％
を下回っている。このことは、30代以上の未婚女性は星野村に残らず都市へ流出していることを意味
している。星野村においては、30代以上の未婚男性は村に残るが未婚女性は都会へ流出しており、こ
の構造が、今日の中年男性の結婚難をもたらす要因となっている。 
 今日深刻な結婚難が叫ばれている星野村においても、1960 年代、70 年代は安定した婚姻率を保っ
ていたことから、伝統的な結婚システムが機能しており、何より結婚しなければ生活できない時代で
あったと考えられる。しかし、80年代になると、そのシステムが弱体化し、特に女性が結婚を主体的
に選択できるようになり、くわえて、結婚しなくても生活できる時代へと移行したことから、これま
で安定的だった結婚に変化が生じていったのではないだろうかとみられる。このことから、農山村に
おける結婚を論じるにあたり、1980年代からの変化（配偶者選択、結婚観、就業、生活構造、教育、
社会構造‥）を重点的にみていく必要性を提示した。 
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非農家の新規就農を巡って 

̶̶大分県立農業大学校を事例として̶̶ 
 

三代 陽介（熊本大学） 
 
 近年まで、日本の農業教育は、専業農家の担い手確保を中心と位置づけ考えられてきた。しかし、
そうした教育も、農家のおかれた社会的構造の変化に伴い形を変えてきた。こうした農業教育の社会
的機能変化を示す指標とし卒業生の進路動向がある。とりわけ、2008年(H20)3 月に閉校した｢大分
県立三重農業高校｣は、閉校前である平成16年から18年において卒業後農業関係の職業に従事した
生徒の数は、いずれも一桁台であった。閉校前の10年間は、学科の統廃合を行うなどの対策を講じ
学校存続の為に努力をしてきた。しかし、入学生の確保は難しく例年の定員割れ現象は解決出来なか
った。 
 報告者は中学校教員という立場上、中学生の進路指導に関わってきた。そうした場における農業高
校を中心とした定員割れ高校の位置づけは、中学卒業後に進路先が無い生徒の隠れ蓑とし機能してい
る一面がある。報告者の受け持った生徒の中には、中学校時期において強度行為を繰り返していた生
徒や長期欠席生徒の多くが合格している。しかし、中学時期に基本的な生活習慣や十分な学習努力を
しておらず、高校入学後直ぐに学力面・生活面・対人面といった諸課題に対し適応克服できず早い時
期に退学している現状がある。 
農業高校の多くが、戦前から1950年代末までの「農村地域におけるエリート校」の時期、1960年
代の「農家後継者養成機関」の時期、1980年代以降の「偏差値格差による最底辺校」と位置づけら
れた時期という様に、段階的にその機能を変えてきた。そうした変動に合わせ大分県は、県内に散在
する農業科の統廃合を行い、農業科を総合学科の中に組み込むという、事実上の農業科縮小計画を打
ち出した。 
 大分県は以上政策のもと、縮小する農業高校を補佐するものとして、農業教育の上位機関として位
置する｢大分県立農業大学校｣(現：豊後大野市三重町/Ｓ41.4 設立)の存在を強調している。しかし、
平成2008年(H20)2月13日農業大学校の最高教育機関に位置づけられている“専攻科”の廃止を発表
した。廃止の理由とし、近年入学者の定員割れが続いている点と、非農家出身の入学生が多くなり、
卒業後の就農に占める割合が低下した点をあげている。2007年までの5年間、自営、農業法人への
就職を含めた就農率は20～30%台と伸び悩んでおり、農家の担い手輩出という行政機能を果たして
いない。 
我が国の農家は、直系家族が家（家名、家産）と農業経営を同時に受け継ぐ事で、これまで維持され
ていた。長子は、この相続特権があるかわりに、職業選択の自由は制限され、農業の継承を運命づけ
られた。特権を有さない者や非農家子弟は分家させてもらうなどの特別な事がなければ、自ら農業を
営む事が出来なかった。したがって、開拓入植政策などで土地が与えられる場合以外、農業の新規参
入は制約されていた。 
1961年以降展開された農業基本法農政も、経営近代化政策、農民層分解政策をとりながらも、自立
経営、中核農家といった様な家族経営の存続と育成を基本としてきた。つまり、旧来の経営継承のあ
り方が今後も存続するものとして、政策を展開してきたといえる。 
旧来、農家子弟の後継者を養成する事を目標にしておけば良かった農業大学校は、今日では非農家出
身者の増加により、新たな対応を求められている。しかし、実際には卒業後に非農家出身学生が新規
参入を志しても、十分な指導及び対応が出来ていない。 
そこで、本報告においては“高度な実践的農業者”を養成・輩出するとされる大分県立農業大学校に入
学したが、卒業時に“就農”という本来の目的が達成出来ていない現状を明らかにした。 
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地域農業の元気づくり「地域が選び、選ばれ、育てあう」地域の受皿づくり 

 
 

                     平嶋 孝（大揮環境計画事務所） 
 

1. 調査研究の背景と目的 
地域農業には、次世代に独自の農業技術を継承できないブランクが生まれている。後継者にバト

ンタッチできるタイミングを失い消滅の危機を迎えている集落も少なくない。 
この現状を踏まえ、他産業からの就農定着を志す新規参入者を迎えるには、受入側である県や市町
村などの地域、集落、農業者が一体となった受入体制の整備と新規参入者の思いをマッチングさせる
仲介役の存在が欠かせない。その機会拡大には、関係機関が就農定着に向けての「情報の共有化」を
図り、連携・支援し合うシステムの構築が不可欠である。 
そのイメージは、 
①県全体を統括する総合相談窓口と市町村レベルの地域相談窓口による「行政連携」の輪 
②地域相談窓口と集落・農家が一体となった「地域連携」の輪 
この２つの輪をどのようなプロセスで構築するか、が鍵となる。本調査研究では、新規参入者が地
域を選び、選ばれ就農・定着するまでを応援する「地域の受皿づくり」の要件と、その推進上の課題
を明らかにし、地域農業者が実践的に取組める支援プログラムを「新規参入者受入・就農定着促進の
ための手引き」としてまとめることを目的とした。 
２、調査研究の方法 
 リサーチデザインからプロセスデザインに至るプロセスを通し、推進上の課題を探った。 
１）リサーチデザインからのアプローチ 
リサーチデザインは、集落ワークショップの開催（現状認識、危機意識の共有）、新規参入者へのイ
ンタビュー調査、関係機関等へのヒヤリング調査、先進地事例調査の４調査を行った。この調査から
「受皿づくり」に必要な「検討すべき要件」である①双方の意向把握、②受入協議会の立上げと役割
分担、③協議会と農家・集落との関係づくり、④地域が求める受入条件、⑤地域でできる応援体制づ
くりの５つを抽出し、その課題を整理した。 
プロセスデザインに向けて、リサーチデザインから見出された受入の基礎的要件は、 
① 新規参入者を温かく迎えようとする意識、② 地域が一丸となって受入る意識、 
③ 課題を共有し、解決の手立てを共に探る意識、④ 受皿づくりに主体的に参画する意識、である。
この意識が地域農業の再生の起点となることが確認された。 

２）プロセスデザインへのアプローチ 
 産地解体、集落崩壊を防ぐには、後継者のブランクをつくらないことである。マッチングのタイミ
ングを地域ぐるみで見計らい、実働させるには３つの合意形成が鍵となる。 
①受皿づくりに対する合意形成 ②合意形成による組織化 ③応援体制に対する合意形成 
３、まとめ（推進上の課題） 
① 地域が連携しなければ、行政連携は機能しない。 
② 地域連携は、熱心に情熱をもって働きかける人がいなければ作動しない。 
③ 地域連携の根底には、危機意識の共有と信頼関係の再構築（もやい直し）がある。 
④ 受入体制は、地域が抱える課題にみんなで気づき、考え、話し合い、地域ぐるみで行動を起こ
す「理解と納得」のプロセスがなければ成立しない。 

⑤ 新規参入者と研修受入農家との相性が鍵となる。仲介役の目利きが決め手となる。 
⑥  就農サポーター（農の師匠、後見人、里親）が新規参入者と地域とのきずなを結ぶ。ゆえに、
連携支援システムの構築は、仲介役、就農サポーターが健在な内に、ブランクを回避するシス
テムを構築しない限り「現代農山村の存続の危機」は克服できない。 
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現代農山村集落の維持・存続からみた類型化 

 
松本貴文（熊本大学） 

トルガ・オズシェン（熊本大学） 
徳野貞雄（熊本大学） 

 
 近年、過疎農山村集落における高齢化の極度の進行によって、集落の機能不全化や消滅の可能性が
高まっているとされる。こうした状況は「限界集落」の問題として一般に広く認知されるに至ってお
り、早急な対応が望まれている。我々もこれまで九州の農山村を中心に、いくつかの集落で集落の維
持・存続に関する現状の調査・分析を行ってきた。そうした調査の中で明らかになってきたことは、
山積する諸課題の中で厳しい状況にありながらも、限界集落論の想定するような単純な衰退・消滅傾
向のみを示しているわけではない集落の姿だった。 
そこで本報告では、これらの集落調査の結果に基づきながら、限界集落論はらむ問題点を指摘しつ
つ、人口縮小型社会の中で農山村集落の維持・存続へ向けた集落分析のための指針となる集落の4つ
の存続要件と、それらの要件に基づく集落再生への対応のための指標となるような新たな集落類型の
提案をおこなった。 
まず、限界集落論の限界としては、（1）限界集落論が従来の過疎研究と同様人口増加型パラダイム
に立脚しており、人口減少・高齢化の上昇が避けられぬ社会状況において積極的かつ建設的な対応策
を提示できていないこと、（2）「限界集落」という言葉の持つ語感が、逆に集落住民の積極的な対応
を阻むような影響を与えている可能性を示唆し、そのうえで（3）高齢化率という個人レベルでの指
標が、集落の維持・存続に関する指標としては不十分であり、家族の世代間継承による存続という観
点から分析を行っていく必要性を指摘した。 
次に、過疎地域における集落の長期的な存続にかかわる要件として、①人口・世帯（人口の高齢化
率と世帯構成）、②経済・所得（各世帯の農業所得・農外所得を合わせた生活に必要な所得形成の可能
性）、③空間的条件（世帯・集落レベルでの移動手段の確保状況、他出子からの支援、行政機関及び民
間企業が提供するサービスへのアクセス可能性）、④担い手・後継者の存在の4つを提示した。また、
集落内の統合に関する象徴的儀礼（神楽などの集落の伝統行事）が、集落の存続に果たす役割に関し
ても、④の要件と関連付けながら指摘した。 
最後に、以上の4つの要件の分析の中で現状の生活維持にかかわる項目と、将来的な集落の存続に対
する住民の主観的及び客観的な不安の有無にかかわる項目を導きだし、現状と将来展望に関する状況
から、[ⅰ]存続集落、[ⅱ]縮小型存続集落、[ⅲ]将来不安視型集落、[ⅳ]縮小型不安視集落という集落
類型を提案した。また、最後に以上の集落類型と関連して、集落レベル及びその他の機関等からの支
援の在り方について、集落住民間及び他出子などの集落の関係者間でのコミュニケーションの不足が、
住民の将来の不安につながっている可能性を指摘した。 
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「現代社会への時間社会学的接近：時間の視点の可能性」（5/22） 
コーディネーター・司会    辻 正二（山口大学） 

 
  報告者                          コメンター 
   井上 寛（九州工業大学）                 室井研二（香川大学） 
    「時間と制度」 
   徳野貞雄（熊本大学）                   高野和良（九州大学） 
    「スローライフは、忙しい－農と共同体の時間論」 
   高橋征仁（山口大学）                   山本努（県立広島大学） 
    「欲望の時代からリスクの時代へ－時間的展望に関する格子状構造化アプロ－チ」 
 
 現代社会では、グローバル化や科学技術の急激な進展等により、社会システムの一部をなす社会的
時間が大きく変化することを余儀なくされ、そのため社会秩序や人間の健康システムが崩壊しつつあ
る。だが、こうした社会的時間に関する論議は、社会学ではこれまであまり考究されてこなかった。 
今回のシンポジウムでは、「現代社会への時間社会学的接近：時間の視点の可能性」というテーマで、
社会的時間を社会学理論や地域社会や人間行動のレベルで議論した。 
 報告者には、社会学理論の研究者である井上寛氏、地域社会の研究者である徳野貞雄氏、青年期の
社会心理学的な研究者である高橋征仁氏の三氏に登場してもらった。そして、三氏の発表にたいする
コメンターとして、室井研二氏、高野和良氏、山本努氏に登壇を依頼した。 
 第 1報告の井上氏は、「制度と時間」という報告で、時間概念のうちの物理的時間と社会的時間の
二分法を問題にし、むしろこの対比ではなく、抽象的時間の編成の中で考究すべきであり、時間の上
での行動と制度の編成とみて、個人の生活レベル、集合体のレベル、複合社会レベルの考察を提案し
た。 
 第 2報告の徳野氏は、「スローライフは、忙しい－農と共同体の時間論」という報告で、時間概念
と空間概念の相似性から、時間を自然的時間、農的時間、産業的時間に区別し、それらが前者から後
者への流れだけでなく、同時並行的に存在しているとみるべきという。そして、現代社会おいて農的
時間・共同体的時間の再発見することの意義の大きさを指摘し、加えて、現代農山村の危機に対して、
「T型集落点検」（新しい時間の発生契機となる）の意義を指摘した。 
 第 3報告の高橋氏は、「欲望の時代からリスクの時代へー時間的展望に関する格子状構造化アプロ
ーチ」という報告で、現代社会の切り口に多様な解釈が可能であることを指摘した上で、青年研究に
時間的展望アプローチの視点の有効性を提起し、特に、複式簿記方式による時間資源の格子状構造化
アプローチの必要性を指摘した。 
 これに対して、室井氏からは、時間の社会学に対してマルクス主義の有効性はどうなのか、階級、
階層などとの関係なども必要なのではないか、の質問が出され、高野氏からは、「スローライフは忙し
い」という視点を共同体の役割の中でどう捉えるべきか、農的時間が集落の中で役割が弱くなったの
は何故か、どう回復すればよいかの質問が出され、山本氏は、リスクとコストの違い、処理している
変数が媒介変数ではないか、時間展望の考え方はマクロな視点が欠けているのではないか等といった
質問が出された。 
今回のシンポジウムは、学会としては初めて時間をテーマにしたということであったので、報告者
とコメンターとの質疑がどこまでマッチングしたかどうか分からないが、ともかく、社会学理論や地
域研究、青年研究のなかで時間を軸に対話をした意味では、有意義な討議になったと思われるし、会
場の参加者に時間の視点の可能性をなにがしか伝えたと思われる。              

（文責 辻正二） 
 
 

テーマ「公共社会学の構想」（5/23） 

3．シンポジウム報告要旨 
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  コーディネーター 田代英美（福岡県立大学） 
  司会       清田勝彦（保健医療経営大学） 
   
  報告者      田代英美（福岡県立大学）   「“公共性”思考の連続と不連続」 
           文屋俊子（福岡県立大学）   「地域公共交通の活性化」 
           田中重好（名古屋大学）   「地域から生まれる公共性」 
   
  討論者      戸田清 （長崎大学） 
           山下祐介（弘前大学） 
 
 西日本社会学会第 68回大会では、開催校の福岡県立大学で 2009年度に公共社会学科を開設（社会
学科を名称変更）したことから、通常の大会シンポジウムに加えて、西日本社会学会と公共社会学科
との共催シンポジウム「公共社会学の構想」が公開で行われた。 
 公共社会学と公共性の議論とは、当然のことながら同一ではない。しかし、公共社会学を構想する
際に public や公共性に関する検討は不可欠である。公共性は多義的な内容を持ち、近年は日本でも
さまざまな領域で論争のテーマとなっているが、今回の報告では地域社会（学）を焦点として公共性
と公共社会学に関する議論を組み立てることにした。 
第 1報告では、近年の「公共性」、「公共社会学」に関する論点の整理を目的として、public と公
共、public sociology と公共社会学との間に概念的・歴史的な連続と不連続の双方が混在してい
ること、また、社会問題群の把握および publicsとの対話に基づく問題分析・解決策の提示を重視す
る public sociologyにおいて地域社会は重要なフィールドであることが指摘された。 
第 2報告では、公共性に関わる具体的テーマのひとつ、地域公共交通問題が取り上げられた。公共
交通は市民社会において個人を社会につなぐ社会的装置と言えるが、現在、その存続が危ぶまれる状
況になっている。筑豊地域での交通体系の調査研究から、住民に公共交通維持の必要性の認識は十分
にあること等がデータをもとに示され、私益を結びあって公益を創出するためには地域住民と交通事
業者双方の発想の転換が必要であると指摘された。 
第 3報告の論旨は、これまで国家によって独占されてきた公共性のあり方が大きく転換して重層的
な公共性の形成が求められるようになり、地域から公共性が生まれる可能性が出てきたが、現実には、
その形成過程での試行錯誤の段階にあるということであった。課題として、地域的公共性を創造する
主体の問題や公共性なき私性の克服が挙げられた。 
討論者からは、まず、国家的公共性と地域的公共性との間に矛盾が存在すること、普天間基地のい
わゆる移設問題にみられるように国家的公共性が鋭く問われていることが、現在の公共性議論に関わ
る重要な問題点として指摘された。さらに、リスク社会のなかで何の問題にむけての公共性議論なの
か、リスクの強調と同様に公共性の強調も不安や不信、閉塞につながる危険はないのか、公共社会学
は将来社会を安定的で安全なものとして描けるのか等の疑問が提起された。フロアからも、公共交通
に関する問題を中心にさまざまな意見や質問が出された。 
シンポジウム全体を通して、公共社会学と公共性議論に関する概念上の、また、現状認識上の、さ
まざまな問題点や疑問点が挙げられた。今後、それらの問題点や疑問点の相互位置関係を明確化する
ことが必要である。公共社会学についての議論は始まったばかりであるが、今回のシンポジウムが議
論の活発化の一助となり、公共社会学の可能性を探求していければと思う。 

（文責 田代英美） 
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 総会では、佐々木美智子会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 
 

報 告 事 項 
 
① 庶務報告（山本努 庶務理事） 
   ⅰ 理事会 
     第 1回 2009年 7月 18日 

・ 第 67回大会報告、学会ニュース第 130号 
・ 第 68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 2010年 5月 22日 

・ 平成 21年度庶務報告、平成 21年度会計報告、会計監査報告 
・ 平成 22年度予算案審議 
・ 総会議事について 

   ⅱ 常任理事会 
  第 1回 2010年 3月 27日 

 ※ 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 
     2009年 10月 30日  ニュース 130号発行（第 67回大会報告号） 
    2010年  2月 20日   ニュース 131号発行（第 68回大会案内号）   
     2010年  4月 13日    ニュース 132号発行（第 68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 22年 5月 22日現在) 
   平成 21年度の最終会員数          198 名 
   新入会員申し込み数    13名     会員異動（28頁）参照 

計  211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』8号の発行について  

ⅱ 平成 21(2009)年度編集委員会決算報告   ※ 資料 1 参照 
 

④ 平成 21年度決算報告  （三隅一人 会計担当理事）  ※ 資料 2 参照 
⑤ 平成 21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 
 

審 議 事 項 
 
① 新入会員の承認（辻正二会長） 
———13名の新入会員すべてが承認を受けました   ※ 会員異動（28頁）参照 

  
② 平成 22年度予算案の承認について（三隅一人 会計担当理事） ※ 資料 4 参照 
 
③ 平成 22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 22(2010)年度予算案の承認について    ※ 資料 5 参照 
 Ⅱ．年報 9号の発行について     
④ 来年度大会開催校の決定と承認について（辻正二 会長） 

4．平成 22年度総会報告 
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———島根大学での開催が承認されました 
 
⑤ 選挙 
会長 辻正二 (次点 徳野貞雄) 
 
理事 高野和良 徳野貞雄 谷富夫 鈴木譲 佐々木武夫 三浦典子  
   (次点 加来和典、安立清史、江頭大蔵、中村晋介) 
 

監査 安立清史 加来和典 (次点 江頭大蔵、三隅一人、平田暢) 
 
⑥ 理事の指名（2名）・事務局の指名 
———江頭大蔵、江口貴康会員が理事に指名され、承認されました。深山雅宏会員が事務局に指名さ

れ、承認されました。 
⑦ 新会長の挨拶 
 
⑧ 閉会の辞 

 
 
( 1 ) 大会案内 
 第 69回大会は、平成 23（2011）年 5月 21日（土）・22日（日）に島根大学（島根県）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（2011 年 3 月発行予定）をご覧下
さい。 
 
( 2 ) シンポジウム 
 
（仮題）「新しい」マチとムラの現在―住民のライフサイクルと居住条件性をめぐって― 

 
国民生活の再建が始まった第二次世界大戦後、そして高度経済成長期以降の「民族の大移動」とも
呼ばれた地域移動（移住）によって、多くの「新しい」地域社会が形成されました。大都市近郊・地
方都市に建設された（巨大）団地の棟の林立は、高度経済成長期の向都現象のすさまじさを物語る光
景です。しかし、昭和期以降、そして第二次世界大戦においても人びとの地域移動は都市だけに向か
っていた訳ではありません。山間部や台地、離島・半島地域など人が居住していなかった地への開拓
移住も継続していました。 
今日、移住や開拓によって形成されたこうした「新しい」マチやムラで、長い歴史のある地域社会
以上に振幅の大きな変化が発生しています。とりわけ移住・開拓時における住民の社会的属性・ライ
フサイクル上の共通性と地理的・社会的な居住条件の不利性が共振していると思えるほどに、さまざ
まな生活問題が噴出し地域社会の衰退が顕著になっています。 

2011年度の西日本社会学会のシンポジウムでは、人びとの地理的移動によって形成された「新しい」
マチやムラの今日の社会状況に目を向けるとともに、その今日と今後における地域生活・地域社会の
維持をめぐる問題を論議したいと考えています。 

（コーディネーター：叶堂隆三） 
 
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。 

ⅱ．第 68回大会について 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           28 

※ 変更後のご住所・ご連絡先は事務局までお尋ねください。 
 
1． 宛先の変更（順不同） 
江口貴康 作田誠一郎 速水聖子  
 

2．所属の変更（順不同） 
浅利宙   宇部フロンティア大学  →   広島大学 
小川全夫  山口県立大学    →   熊本学園大学 
小谷朋弘  広島大学      →   久留米大学 
清田勝彦  福岡県立大学    →   保健医療経営大学 
作田誠一郎 山口大学    →   山梨学院短期大学 
速水聖子  関東学院大学    →   山口大学 
 

3．新入会員（順不同） 
PURNAMAWATI（鹿児島大学）  紹介者＝城戸秀之 
菱山宏輔  （鹿児島大学）   紹介者＝城戸秀之 
笹川俊春  （広島大学）   紹介者＝岡本晴美 
木谷滋   （広島国際学院大学）  紹介者＝篠原隆弘 
番匠谷光晴 （番匠谷社会福祉士事務所） 紹介者＝小川洋子 
堤圭史郎  （福岡県立大学）  紹介者＝谷富夫 
三代陽介  （熊本大学）   紹介者＝徳野貞雄 
山下裕作  （熊本大学）   紹介者＝徳野貞雄 
中川輝彦  （熊本大学）   紹介者＝友枝敏雄 
宮本結佳  （奈良女子大学）  紹介者＝田口宏昭 
吉武由彩  （九州大学）   紹介者＝高野和良 
荘 家怡 （佐賀大学）   紹介者＝酒井出 
濯 金泳 （山口大学）   紹介者＝辻正二 

 
5．退会者（順不同） 
新井克弥 石原昌家 池邉善文  一場史行 Wilson,Amy D. 呉炫錫 大城安隆 夏芸芸  
川上周三 川越敏  関英 北垣徹 國歳眞臣 郷地二三子 澤克彦 下西さや子 杉山あかし  
田仲康博  田中満由美 都築耕生 時井聡  豊田謙二  中村淳子 原田幹子 広田ともよ 李珊 
松田千春 松成恵  三浦史裕 宮本晋一 毛利嘉孝 矢島雅子 養父信夫 横山美栄子 渡辺晃郎 

 
6．転居先不明（順不同） 
佐藤亜紀 張綿珠 李珊 川上周三 中村淳子 宮本晋一  
 

 
内藤莞爾先生を偲ぶ 

 
9月 17日、内藤莞爾先生が福岡友愛病院で、持病の心臓病が引き金となった腎不全で逝去された。
享年 94歳であられた。 
 内藤先生は、大正 5年 8月、静岡県駿東郡原町（現沼津市）の臨済宗寺院の長男として出生された。
静岡高等学校文科を経て、昭和 15 年に東京帝国大学文学部社会学科を卒業されたが、寺院は継がず
に、学究の道を進まれた。茨城県立水戸第二高等女学校教諭、民族研究所助手を務められ、昭和 19
年には、東京帝国大学大学院（社会学）を終了された。戦後、文部事務官を経て、昭和 24 年には神

ⅲ．会員異動（平成 22年 10月現在） 

ⅳ．ご逝去を偲んで 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           29 

戸大学に助教授として就任された。翌 25 年には神戸大学文理学部講師を兼任しながら、九州大学文
学部講師として着任された。以後、昭和 55 年（1980 年）、定年退官まで九州大学文学部哲学科（社
会学専攻）教官として研究・教育にあたられた。昭和 26年の助教授就任を経て、同 35年には教授に
なられた。昭和 40年代には、学生部長（昭和 40年 1月～41年 9月）、評議員、文学部長（昭和 45
年 10 月～46 年 10 月）などの要職を歴任された。評議員、文学部長の時期は、ちょうど大学紛争の
真っただ中に当たる。さぞ、ご心労が大きかったであろうと偲ばれる。定年退官後は、立正大学文学
部、その後、久留米大学文学部で教育・研究に従事された。 
 先生のご研究は量質ともに膨大で重厚であり、私の能力では簡潔に要約できない。ひとまず、事跡
を記したい。昭和 49年には、『末子相続の研究』で文学博士を取得されており、翌年には、この業績
で西日本文化賞を受賞しておられる。学会活動の事跡について、主なものをあげれば、西日本社会学
会の前身、西部社会学会の会長を長きにわたってつとめられたほか、昭和 49年には第 10期日本学術
会議会員に就任されている。昭和 51年 10月から 3年間には日本社会学会会長を務められた。平成 2
年には叙勲を受けられ、勲二等瑞宝章を付与された。 
 先生の研究業績について若干の紹介を試みてみたい。恣意的とお叱りをいただくことを恐れながら、
大きく分けてみると、四つにわけられるのではないかと思われる。①初期のM.ウェーバーに依拠した
研究、②階層研究、③フランス社会学・理論研究、④末子相続の研究などがそれらである。①と②は
時期が限定されたものと言える。③と④とは長期にわたって継続された先生のライフワークと言って
よいものである。まず、①の業績は、「宗教と経済倫理～浄土真宗と近江商人」であり、昭和 16 年、
日本社会学会年報『社会学』第八輯に掲載された。学部の卒業論文が掲載された稀有の例と言えよう。
いかに注目されたかが明らかであろう。ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の<<
精神>>』の方法論に依拠しつつ、日本近代の資本主義的経済生成に注目すべき役割を果たした近江商
人のエートスを、彼らが深く信奉していた浄土真宗との関連で明らかにしたものだった。この業績に
ついては、昭和 30年代には、アメリカの日本研究の学者（R. N. ベラー）や政治学者の丸山真男が重
要な言及をしている。②の階層研究は、「経営階層の社会学的分析Ⅰ～農村社会成層の研究～」及び同
タイトルの Ⅱ、などである。九州大学『哲学年報』の第 22輯（昭和 35年）、第 23輯（昭和 36年）
に収録されている。農地改革後の、西南型九州糸島の農村を対象に、農民層の変容、展開を取り上げ
られた。その後、社会学会が長期にわたって実施してきた SSM調査に連動する意味をもっていたと思
われる。 
 ③の諸研究は、先生の社会学理論家としての中核的業績からなる。『フランス社会学断章』（昭和 60
年）、『フランス社会学史研究』（昭和 63 年）、『デュルケム法社会学論集』（平成 2 年）、『デュルケム
の近代家族論』（平成 6年などが代表的なものである。いずれも、恒星社厚生閣から出版されている。
デュルケム研究、フランス社会学研究の第一人者であることが明らかである。④の研究は先生がもっ
とも力を入れられた分野であろう。およそ、著書 4、論文 40編に達している。代表的なものを挙げれ
ば、『末子相続の研究』（弘文堂、昭和 48 年）であろう。有賀喜左衛門、喜田野清一両先生に代表さ
れる、日本の伝統的家族に関する「家」論に対する問題提起と言える。西南九州の農村漁村をフィー
ルドに、長子にではなく結果として末子に家を相続させる慣行に傾く家族が、生活基盤のあり様と深
く関わりながら、幅広く存在してきたことを実証的に明らかにした。わが国の家族論に対する新しい
視覚を提出したと言うべきである。 
 先生は舌鋒鋭かった。私たちが院生の頃、言われたことがある。「ガブリエル・タルドは偉大な社会
学者だったが弟子はいなかった。俺も弟子はいらない・・・・」。怖い先生だと思った。しかし、そう
ではなかった。内には思い遣りや、やさしさを秘めておられた。それらを、先生独特の一種のはにか
みが覆い隠していたのだと気がついた。本当は、「しっかり勉強せよ」と励まされたのだった。先生を
超えるものは見当たらないが、実際、先生は多くの研究者を育てられたと思う。 
 私たちは先生を誇りにしています。衷心より先生のご冥福をお祈りする次第である。 
 

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。よろしくお願いいたします。 
 

江頭大蔵(委員長) 安藤由美 叶堂隆三 倉重加代 園井ゆり 平田暢 浅利宙 

ⅴ．編集委員会のお知らせ 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           30 

 

琉球大学法文学部 

安藤 由美 
 

 琉球大学は今からちょうど 60年前の 1950年に米軍施政下で開学した大学ですが、その開学当初か
ら社会学の授業科目が開講されていました。しかし、旧文理学部社会学科に社会学学科目が設置され、
社会学の専門教育が開始されたのは 1962年のことです。その後、1972年の沖縄本土復帰に伴う国立
移管ならびに何度かの改組を経て、現在は法文学部人間科学科社会学講座のなかに学部レベルの教育
組織の最小単位である社会学履修コースが設置されており、３名の教員スタッフで社会学理論、社会
調査、演習、卒業論文といった専門科目を提供しています（同講座には、ほかに社会福祉学、地域福
祉学、マスコミ学の各履修コースがあります）。また、大学院人文社会科学研究科においても教育を行
っており、2006年に設置された博士課程後期では、2009年に初めての学位取得者を出しました。ち
なみに、教育学部にも社会学担当教員が１名いるので、大学全体では社会学を専門とするスタッフは
４名ということになります。 
 研究の面では、個々の教員についてはさておき、ここでは社会学の教員が共同で取り組んだ最近の
成果をあげておきたいと思います。１つは、文科省の研究成果公開促進費補助金の助成で 2005 年に
琉球大学で開催した、シンポジウムとワークショップ「沖縄社会と日系人・外国人・アメラジアンー
ー新たな出会いとつながりをめざしてーー」です。これは、上記の３名の共同調査研究の結果を報告
するだけでなく、日系人、外国人、アメラジアンの人たち、一般日本人市民、行政担当者が一堂に会
してシンポジウムとワークショップを行い、協働と共生のネットワーク作りの場の提供を試みた事業
でした（西日本社会学会年報第５号に現場レポートを掲載させて頂きました）。 
 いま１つは、社会学講座全体で取り組んだ文科省科研費助成調査研究「沖縄総合社会調査 2006」で、
この調査は沖縄本島在住の 20～64歳の住民を対象とした統計調査です。この調査の特徴は、社会学、
社会福祉学、マスコミ学といった複数の学術分野にまたがる総合的な調査であることに加えて、個票
データをデータ・アーカイブに寄託して、二次利用に供する目的で企画されたことです。実際、デー
タはすでに東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター（SSJ データアー
カイブ）にて公開準備中ですので、本学会員の皆様にもご興味を持って頂ければ大変ありがたく存じ
ます。なお、調査結果については、科研費成果報告書『沖縄の社会構造と生活世界：二次利用として
公開可能なミクロデータの構築をめざして』（研究代表者 鈴木規之、2008年）をご参照下さい。 
 今後も開学以来の先達の教育研究の蓄積を受け継ぎ、沖縄の社会学研究をさらに発展させていく所
存です。また、微力ながら本学会の発展にも貢献できればと思っておりますので、皆様からのご指導
ご鞭撻を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。 
 
 

ⅵ．研究室めぐり 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           31 

 
 

ⅶ．資料 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           32 

 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           33 



 
 
 西日本社会学会ニュース No.133   2010                           34 

 
＊ 平成 22 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。 
 

＊ 西日本社会学会では、今年度内に学会名簿の更新を予定しております。名簿情報を事務局までお知ら
せいただいていない方におかれましては、ご連絡のほどよろしくお願いいたします。 

 
＊ 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 133号をお届けします。今回は第 68回大会の報告号です。お忙しいなか、玉稿をお寄

せいただいた先生方には深くお礼申し上げます。また、大会開催の際、福岡県立大学の文屋俊子先生、
田代英美先生、中村晋介先生、堤圭一郎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） 

ⅷ．事務局からのおしらせ 


