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去る平成 23年 5月 21日・22日、島根大学にて開催された西日本社会学会第 69回大会は、参加者 58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 21日に 4部会、22日午前に 1部会が開かれ、計 18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「『新しい』マチとムラの現在」がおこなわれました。（シンポジ
ウム概要につきましては、20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 22 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 12 名の新入会員の入会承認の後、平成 23 年度予算案承認が行われました。ついで、来年度第 70
回大会を鹿児島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駅前の「松江東急イン」
で開催され、おいしい地酒やご飯とともに、安来節・どじょうすくいを拝聴することができました。このよ
うなかたちで、島根大学での第 69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 69回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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JR改革におけるホスピタリティ・マネジメントの分析 

 
 

バガダエワ・アネリ（広島大学） 
 
1． 問題 
1987年 4月 1日から国鉄は JRグループとなった（鉄道旅客会社6社と貨物会社1社）．国鉄時代にはサ
ービスの評価は非常に低かったが，分割・民営化した後，イメージが良くなったことやサービスが向上した
という指摘は最も多かった．そこで，本報告における問題を次のように設定した．問題1：巨大企業グルー
プである JRは，どのようにして顧客に対するサービスや顧客満足度の向上を達成したのか．問題2：対人
サービスの理想は近年「ホスピタリティ」としてとらえられる傾向が強まっているが，JR改革はホスピタリ
ティ・マネジメントの観点からはどのように評価できるか． 
 
2． 方法 
ドキュメント分析を用い，民営化してから 23年間にわたる JR各社のサービス向上施策の動向などを検討
した．鉄道業界誌の『JRガゼット』に掲載されている顧客満足（CS）およびサービスに関する特集を検討
し， JR 改革に関連のある資料，各社のホームページなども参考にした．それに基づき，各社におけるサー
ビス改善施策の仕組みを検出し，ホスピタリティ・マネジメントの要素の分析を試みた． 
 
3． 分析の結果 
ホスピタリティおよびホスピタリティ・マネジメントについて検討を行い，それらの概念，定義および要素
などを提示した．ホスピタリティの概念はサービスの概念に基づき，日本のおもてなしと類似している．ホ
スピタリティの最大の特徴は対等な関係，共感，または個別的に対応することである．それに基づき，ホス
ピタリティ・マネジメントの要素を抽出した．それらは，①組織構成員のチームワーク（対等・相互関係）
→従業員の満足；②企業と顧客との相互関係→顧客の満足；③サービス面における充実；④利用者との共感；
⑤個別的な対応である． 
ドキュメント分析によると各社のサービス改善に向けての取り組みは大きく5つに分けられる．「意見の収
集」，「意見の検討」，「検討･施策の決定」，「サービス教育」と「その他」である．これらのカテゴリーは更に
細かく分類される．すべてのカテゴリーは相互的な関係にあり，乗客の意見は3段階を経て最終的に乗客へ
のフィードバックまでたどり着くというサービス改善仕組みとなっている．また，90年代後半，各社のサ
ービスにおいては乗客の要望を改善に反映する体制が強まったという特徴がみられる． 
ホスピタリティ・マネジメントの要素の分析の結果：①，②はまだ達成されていない．③サービスのハード
面が整っているが，接客に関わるソフト面には改善の余地が残されていることが判明した．各社は利用者の
要望を改善策の実施に活用することにより④共感を発揮している．鉄道輸送運営を主軸とし，全国規模の企
業であるがゆえに，⑤「個別的な対応」などの要素は組織構造の特徴からすれば，本来から提供不可能な要
素であることが明らかとなった． 
 
4． 結論 
問題 1：JR改革におけるサービス改善の仕組みは乗客の意見・要望の収集に基づいている．各社は利用者が
満足することを前提に，「要望」をサービス向上に反映するという仕組みを一貫して構築してきた． 
問題 2：ホスピタリティ・マネジメントの観点では顧客の満足度はまだ高くなく，JRにおけるホスピタリテ
ィ・マネジメントはまだ醸成過程にある．その原因は官僚体質の過去や巨大な組織規模などにある． 
考察：民営化してから各社の共感能力が向上したことが判明した．企業側が顧客側に共感することによって，
顧客が満足するようなサービスを提供している．ここで，共感するということは，以前国鉄時代において外
集団として扱っていた顧客を内集団として認めるようになっているのではないかという仮設の検討が次の課
題として浮かび上がる． 

自由報告（1） 
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空間の「意味」と社会計画のローカル化 

 
 

速水聖子（山口大学） 
 
１．問題の所在―グローバル化とローカル・コミュニティ― 
◆ローカルな地域におけるグローバル化の経験の多様性 
＝地域によって局地的かつローカルな現実の社会過程に反映されるグローバル化 
◆ローカルな場所における固有の生活条件に根差す意味世界であり、そこでの文化を継承し、くらすことが
「生きられる」（ゆえに絶えず変容） 
◆個人・国家や行政など異なる主体間で異なる意味をもつ「地域」 
⇒意味づけのプロセスが相互作用は「地域」は新たな意味が付加され、物理的領域を伴う空間として生産➡
空間の「意味」とその主体を社会計画論との接合において考える重要性 
 
２．空間の「意味」をめぐる攻防とローカリティの意義 
◆戦後の経済発展における強度な資本蓄積と官主導による開発政策 
➡対抗するものとして「生活のための論理」による「都市の復権」のための住民運動 
➡空間の拘束性や固有の文脈を離れた（あるいはその地域性を乗り越える）普遍的な市民性を住民の共同性
の基礎とする ≠「住むこと」の個別性やローカルな多様性の評価 
◆ローカリティ Locality とは①そこに「住むこと」を通して共有される生活課題を共同で解決できるための
生活を支える②生活世界の経験に対して空間がもつローカルな身体性 
＝グローバル化のローカルな多様性は、このような文脈でのローカリティを際立たせる 
◆現状では社会計画がローカル化するのに従い、「誰にとって、どのような空間の意味があるのか」がますま
す重要となっている 
＝空間の社会的記憶が、実際の地域課題をめぐる政治的な実践にどう反映されるか 
◆生活構造の視点から空間の意味が共有されるプロセスをさぐる 
⇒社会層ごとの空間の意味が社会計画に反映される文脈での「公共」とは？ 
 
３．空間の社会的生産としての社会計画―ローカル化と「公共」― 
◆地方分権化に伴い、地域計画・社会計画自体の主体が転換 
→計画は「公共」のものでありつつ、空間の意味づけ＝空間の生産はローカルな形へ 
◆国家が意味づける社会空間に対抗する都市社会運動としての空間の意味付与の運動 
➡国家・行政と「対立」するものから、社会計画のローカル化に伴い「協働」あるいは「新しい公共」と呼
ばれる形へ ＝「小さな公共」「地域的公共」 
◆実際の地域課題の解決はさまざまな空間スケールの意味の共有による多様なスケール・多様な主体による
「公共」の仕組みが担う→多様性をもつローカルな公共のあり方とは？ 
 
４．再度、空間の「意味」共有を考える―地域社会分析の枠組みの可能性― 
◆混住化＝多様な人々が多数居住することにより＝空間の意味が多様化すること 
→社会層によって地域空間はどのような意味が共有されているか 
◆郊外での住民運動とコミュニティの実践が、場所の個性といかに結びつき、集合体としての住民層に集合
的記憶としてストックされるか➡「混住化地域」社会学の可能性  
◆「公共」を考える上での時間の重要性 
→次世代まで見据えた形での公をどのように担保でき得るか 
 
  

自由報告（1） 
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筑豊地域における交通行動の実態と住民意識 

 
 

田代英美（福岡県立大学） 
 
 今日、交通に関する問題を検討する際に地域社会との関係という視点は不可欠であると認識されるように
なっている。主として工学、都市計画の領域であった交通研究に、地域社会学からのアプローチが求められ
ていると言える。本報告では、最近の諸研究と福岡県筑豊地域での交通に関する調査の結果から、生活交通
に関して地域社会学としてどのような検討課題があるかを考察する。なお、ここでは交通行動を、何らかの
交通手段を利用して行われる日常生活上の人の移動行動（徒歩、自転車を除く）とする。 
 交通と地域社会について現在最も大きな議論の的となっているのは公共交通である。公共交通利用と地域
社会の都市度との関連、公共交通衰退に伴う諸問題、公共交通は必要だという住民の意識と実際の利用との
乖離などが明らかにされてきた。自動車交通に関しては、環境への負荷の大きさ、分散的土地利用による自
治体行政運営の非効率や外延部整備に伴う財政負担、中心商店街・中心市街地の衰退などが挙げられる。ま
た、交通に関わる地域社会の社会的意思決定や住民参加の研究も行われているが、蓄積はそれほど多くなく、
事例研究を整理した一般化もまだ少ない現状である。交通に関わる組織やマネジメント、住民参加の側面は
今後の課題であり、社会学的な研究の必要性は高いと言える。 
 筑豊地域は、自家用乗用車の分担率が非常に高く短距離移動においても上昇している、公共交通困難・空
白地域が拡大しているなど、地方圏の典型的な事例である。公共交通機関のある程度の蓄積はあるがネット
ワークになっていないため利用しにくく、他方自動車交通の問題（渋滞、排気ガス、駐車場等）がそれほど
深刻ではなく、結果として、住民の明確な意思決定がなされないまま公共交通が失われる可能性があると思
われる。 
「筑豊地域の交通に関する調査」（福岡県立大学、2008年実施）の中で、交通行動および住民意識と居住地
域の交通条件との関連を分析した。結果は、駅・バス停の近さは居住地域の交通利便性の判断と関連し、居
住地の交通利便性は利用する交通手段の選択や交通問題の認識、公共交通の維持方法の選択と関連すると言
える。ただし、統計的な有意差は観察されても、居住地の交通利便性が交通行動や意識を分岐させる大きな
要因となっているとは言い難い。たとえば、駅やバス停が近い人でも約8割が日常的に自家用車を利用して
いるし、公共交通の維持方法に関する意見も居住地域の交通利便性による差異はあまり大きなものではない。
公共交通に対する意識は、現状では一般的な意見として表明されることが多く、内容的に矛盾する項目が選
択されるケースもあり、各人が公共交通の維持策を選択する価値基準はあまり明確なものではないと考えら
れる。このような状況では、調査で得られた意見を各地域社会の具体的な施策に結び付けることは難しい。 
 交通研究が常に政策的な意図を持っているわけではないが、現在の交通研究の焦点のひとつは各地域社会
の生活交通整備の方向性を探ることにある。交通行動や住民意識の全体的傾向を分析するだけでなく、今後
の生活交通整備のあり方と関連づけて把握するためには、2 つの課題があると考える。一つは「地区」の捉
え直しである。これまで社会学の中でも地区分類はさまざまな観点から考案されてきたが、交通行動の実態
分析のためには交通条件をより詳細に勘案した（たとえば駅やバス停までの距離だけでなく運行状況など）
交通地区の類型化が必要である。もうひとつは、地域社会の合意形成に関わる課題である。言うまでもなく、
ある一時点での住民意識の分析だけでは合意形成の手掛かりは得られない。類型化した交通地区ごとのステ
ークホルダーの把握がまず必要である。さらに、彼らの間での情報交換とその結果としての価値選択の変更
過程の研究が求められると思う。 
  

自由報告（1） 
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献血者の意識構造 

――非対面状況下におけるボランティア的行為―― 
 

吉武由彩（九州大学） 
 
本報告では、広くボランティア的な行為に関する社会学的な先行研究を踏まえ、社会連帯の形成の文脈に
おける献血の研究の重要性を示した上で、調査の結果を提示した。献血の特徴としては、それが受け手との
関係において非対面状況下におけるボランティア的な行為であることがあげられる。本報告の問題意識は、
この特徴を持つ献血について、後述の先行研究の文脈においても着目されている「想像力」を1つの軸に検
討を加えることである。 
先行研究では、ティトマス（1973）が、献血をボランタリーな gift-relationship として捉え、血液の贈
与によって社会連帯が生み出されるとした。藤村（1987）は、ティトマスの議論を踏まえつつ、3 者関係
について分析し、特に、「あしながおじさん」と交通遺児の関係は、想像力による相互贈与関係であるとした。
また、現代社会においては異質性が増大し、異質性に基づく新たな他者理解が必要となる。そこで、見える
ことだけにとらわれない「社会的想像力」が必要となるとされる（白波瀬 2010）。しかし先行研究におい
ては、「社会的想像力」や「あしながおじさん」の想像力など、論者によって想像力が多様に用いられている。
そこで想像力に焦点を当てた。 
調査は、まず既存の調査の2次分析を行い、献血における属性など各種要因の影響を分析した。そして実
際に想像力について調べるため、献血バスや献血ルームにおいて質問紙調査及び聞き取り調査を行った。調
査は F県 F市（政令指定都市で人口は約140万人）にて、震災後となる2011年 4月に行った。 
まず、献血者は、血液の受け手をあまり意識しない傾向にあった。さらに、受け手を意識する場合も、ぼん
やりとした受け手像などを持つ傾向が見られた。次に、献血者の持つ助け合いのイメージについて、献血を
「お互いさま（互酬、いずれ自分も助けられる）」とする割合はかなり高い。また、献血に限らず「周囲の人々
によって自分は支えられている」とする割合が高い。 
結論として、社会連帯の形成にとって、非対面状況下における想像力の高まりは重要であると考えられる
ものの、献血者の想像力は希薄な傾向にあった。また、献血の互酬的なイメージは、「立場性の転換」として
も言い表すことができると考えられる。献血者は、「献血はお互いさまである」や、「将来自分や家族が輸血
を受けるかもしれないから」と考える傾向にあり、その意味でも、献血者と受け手は、はっきりと立場性が
固定された関係ではなく、転換される可能性を献血者自身が感じていることが明らかとなった。 
 

 
図 1 献血における3者関係   藤村（1987）を参考に作成  
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（家族など） 

※血液？ 
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行政による結婚支援事業の現状と課題 

 
 

野中万聡（九州大学） 
 
本稿では、少子化対策として、男女の出会いの場を創設し、独身者を支援しようという行政の動きについ
て報告する。県レベルの結婚支援事業の事例を取り上げ、その現状と課題を考察した。まず、先行研究とし
て兵庫県が施策している「出会いサポート」について説明し、次に福岡県が行っている結婚支援事業である
「新たな出会い応援事業」でのパーティー形式のイベントの参与観察調査、バスツアー形式のイベントの参
与観察調査、財団法人福岡県地域福祉財団での聞き取り調査の結果について報告した。調査の結果、財団法
人福岡県地域福祉財団の職員であるキーパーソンのＡさんの存在が、類似性の高い兵庫県と福岡県の結婚支
援事業において異なった状況をつくりだしていることを発見した。まとめにおいて行政が主体となって行う
結婚支援活動の問題について触れた。 
兵庫県の結婚支援では、自治体による結婚支援事業のメリットとして①自治体という看板が参加者たちに
大きな信頼感・安心感をあたえている。②営利目的ではないために、かかる費用が少なくて済み参加しやす
いということ。③民間の結婚支援事業へ参加した人が感じている「将来のパートナーをお金で買う」「商売人
に頼る」といったネガティブなイメージをもたずに済むこと。また、自治体による結婚支援事業のデメリッ
トとして①カップルになったあとのサポートや仲人的な支援がなされていないこと。②信頼感・安心感を持
たれていたものの、審査書類の多さなど実質的なセキュリティの面では、むしろ民間事業の方が高い場合が
あること。③民間事業に比べて参加しやすいことの裏返しとして、「気持ちのレベル」の様々な参加者が含ま
れているため、交流会でカップルになったとしてもその後の結婚につながりにくいということ、があげられ
る（大瀧 2010）。 
福岡県の事例においては兵庫県の事例と同じようにメリットは、①福岡県という行政が支援しているため、
行政への信頼がそのまま参加することへの安心感につながること。②行政主催の結婚支援事業は、利益を出
すことが目的ではないため、参加費をすべてイベント代に使うことができることが確認できた。メリットの
三つ目である、③民間事業参加者が感じている「将来のパートナーをお金で買う」「商売人に頼る」といった
ネガティブなイメージをもたずに済むことについては福岡県の参加者たちはあまり意識していないようだっ
た。また、デメリットの点では、兵庫県の②、③のデメリットは確認できた一方で、①カップルになったあ
とのサポートや仲人的な支援がなされていないこと。については、福岡県では、財団法人福岡県地域福祉財
団職員のＡさんの存在によって問題が解消されていた。Ａさんというキーパーソンによって、福岡県自体に
結婚支援事業のノウハウがなかったにもかかわらず、スムーズに結婚支援事業を拡大することができた。 
キーパーソンによって運営がうまくいっている理由は二点あり、一つ目は、実名で顔をだして活動をしてい
ること。二つ目はキーパーソンが財団法人福岡県地域福祉財団の職員であることである。 
「出会い応援事業」の問題点として、具体的な評価基準がないことがあげられる。本来、行政の施策であれ
ば具体的数値目標を決め、その目標が達成できたかできなかったかによって施策の評価を行うべきである。
しかし、結婚支援事業においては、婚姻をあつかうため、個人にとって非常にプライベートな部分の情報と
なるためその具体数を把握することが難しい。よって行政による結婚支援事業によって結婚したのか、また、
結婚したカップルが子どもを産んだのかといった施策の根本の目的部分の情報を集めることができない。 
結婚支援事業の成果として、「出会いの機会が増えたこと」があるが、皮肉にも出会いの機会の増加が一回
一回の出会いの期待値を下げ、その効果をうすめている。「適当な相手にめぐり会わない」独身の男女が、適
当な相手にめぐり会えるように出会いの機会を創出した結果、適当な相手とめぐり会えなくなるという逆機
能が生じている。 
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現代農山村における結婚の現状 

 
 

木村亜希子（熊本大学） 
 
本報告の目的は、農山村における壮年男性の未婚の現状と農山村男性の結婚における構造的変化のメカニ

ズムを明らかにすることにある。 
報告者の所属する熊本大学地域社会学研究室では、主に九州をフィールドに集落調査を実施しているが、

調査の蓄積から明白に言えることは、集落の維持・存続は単に高齢化率だけで断じられるものではなく、人
口・世帯、就業構造、他出子のサポートなどといった複数の要件を総合的に捉えたうえで論じなければなら
ないということである。本報告では、要件のひとつである結婚に焦点を当てることにしたい。 
中山間地域に属する星野村N集落では、40代、50代の在村男性15人のうち９人が未婚という、壮年男性

の結婚難が深刻な集落である。星野村男性の未婚率をみてみると（2005年国勢調査より）、40～44歳男性
22％、45～49歳男性28％、50～54歳男性21％と星野村全体でも壮年男性の未婚率は高く、N集落は星野
村男性の結婚難を象徴する集落といえる。しかし、N集落は村の中心地に位置しており、きびしい地理的条
件に置かれている集落ではない。N集落の未婚男性のうち、農業従事者はわずか一人であった。未婚男性の
多くは老親と同居しており、今後は、子どもからのサポートが存在しない「男性単独未婚世帯」という新た
な世帯形態が生じてゆくことになり、このような世帯が集落内で増加していく。 
1960年から2005年までの星野村男性の未婚率変動をみてみると、1960年、70年は30代以降の未婚率

はたいへん低い。しかし、80年で30～34歳で晩婚化が生じはじめ、90年以降から40代や50代を含む全体
の底上げが起こっていた。このことから、これまで農山村男性の嫁不足問題は1960年代から生じたと言わ
れているが、実際に農山村男性の未婚化が顕在しはじめたのは80年代からであることが明らかになった。 
つまり、高度経済成長によって農山村社会は大きな変動を遂げたが、その変動の波は人びとの生活構造に

まではそう及ばず、農山村の生活構造が変化したのはむしろ80年代からであるといえる。70年代までは農
山村でも見合いシステムは機能しており、村内婚が多くを占めていた。結婚することは当たり前という意識
が強く、何より結婚しなければ生活できない時代であった。しかし、80年代から農山村でも見合いシステ
ムは弱体化していき、この頃から農村女性も主体的に結婚を選択できるようになった。男女ともに自ら動か
なければ結婚することが難しくなる状況となったのである。これまで結婚は生活の出発点であったが、こう
した考えは薄れ、結婚は幸せのゴールであるイデオロギーが誕生する。そしてもっとも大きな変化は、結婚
しなくても生活できる社会環境の到来である。 
男性は長期的な生活の場として農山村を選択するため、未婚でも農山村にとどまる。一方、高学歴化や産

業構造の変動により、女性も進学や就職を機に農山村を離れるライフコースを得るようになった。村内婚は
減少し、未婚女性は30代過ぎたら農山村を離れてしまう。これらのことが、1980年代から生じた、農山村
男性における結婚の構造的変化のメカニズムである。 
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過疎農山村地域の人口還流をめぐる調査分析 

――広島県北広島町調査から――  
 

山本努（県立広島大学） 
 

研究目的（概要） 
 昨今の過疎農山村研究では、限界集落論の影響力が強く、地域の消滅が過度に強調される。しかし、それ
ばかりでは過疎は語れない。過疎は国（『過疎白書』）や過疎自治体（自治体による人口予測など）が、かつ
て（1990代年に）予測したほどには進んでいない。 
 本研究はこのような過疎農山村の存続のメカニズムを、過疎農山村地域への人口供給の構造に焦点をあわ
せて、地域調査の方法を用いて実証的に研究した。調査では、過疎地域住民の定住経歴と定住意識と地域生
活構造が主な焦点になった。 
研究報告（概要） 
 過疎地域は「子ども（14歳以下）人口中心の将来展望可能な」社会（1960年）から、「少子化し、若手労
働（30～49歳）人口中心の現状維持は一応可能だが、将来展望が困難な」社会（1990年）を経て、今現在
「少子化し、高齢者（65歳以上）人口中心の将来展望の困難な」社会（2000年～）に変化した。 
 人口ピラミッドで約言すれば、△（ピラミッド）型（1960年）→◇（中太り）型（1990年）→▽（逆ピ
ラミッド）型（2000年～）の変化である（拙稿，2008「過疎地域-過疎化の現段階と人口供給-」142-163頁、
堤・徳野・山本編『地方からの社会学-農と古里の再生を求めて-』学文社）。 
 以上から示されるのは、過疎農山村の疲弊の深さであり、地方や農山村の存続の困難である。昨今、限界
集落という言葉が流行しているが、その理由は上記のような人口変化にある。しかし、限界集落的と思える
集落も、実は意外に消滅していないという先行研究からの報告もある。我々も地方や農山村が一方的に滅び
るのみとは思わない。過疎農山村にも人口Ｕターンは少なからずあるし、地域の土着的人口供給構造もそれ
なりに生きている。 
 人口ターンＵは過疎地域人口を維持する重要な構成要素である。そのことは、かなり条件不利な過疎農山
村でも言えるということを、我々の調査結果は示している。人口Ｕターン調査で最もよく参照されるのは、
「全国で転入超過が特に顕著な 287町村」で実施された、総務庁による調査である（2009年度『過疎白書』
所収、平成 15年調査実施）。この総務庁調査は、調査地域の選定から分かるとおり、人口Ｕターンは、過疎
地域の中でかなり恵まれた町村に見られる現象という認識に基づいている。しかし、この現状認識はそもそ
も間違っている。我々はこのような誤解を正し、過疎地域といえども、人口Ｕターンの動きはそれなりに活
発にある事を示した。 
 また、総務庁調査では人口のＵターンの動機として、「豊かな自然を求めて」「広くて安い住宅を求めて」
などという都会人のステレオタイプ的な調査結果が示されている。これも現実のＵターンの動機とは随分、
違うだろう。我々の調査では、今後さらに生活構造の種々の局面との関連を追及する必要はあるが、「親・イ
エ」的動機、「仕事」的動機、「結婚・社会関係・生活安定」的動機、「生きがい」的動機、「自然親和」的動
機の 5つの動機を指摘した。 
 調査の詳細は学会当日配布した、拙稿「過疎農山村研究の課題と過疎地域における定住と還流（Ｕターン）
をめぐって-中国山地農山村調査からの報告」『県立広島大学経営情報学論集』第３号、69-82頁、2011年、
にある。ご参照いただければ、幸いである。 
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Guanxi Network Based Social Stratification and Social Mobility in China 

---A New Approach to Stratification and Mobility Study--- 
 

Shuanglong Li (Kyushu University) 
 
 
 Previous studies on stratification in urban China emphasized the importance of the former institutional environment. 
This article stresses the significant role of informal networks of interpersonal connections: guanxi. After reviewing the 
various aspects of guanxi(definitions, characteristics and classifications) and theories and analysis of network. I 
criticized the dualist approach to understanding guanxi as either a social phenomenon influenced by traditional 
Chinese culture or a product of special institutional and historical conditions. The role of guanxi in China should take 
these two factors into consideration together. Based on these discussions, I have attempted to use two concepts: guanxi 
network and guanxi network based resources: guanxi capital. I will show effects (both positive and negative) of guanxi 
and how and why guanxi works within Chinese context. I argue that whether ego has good guanxi capital can be 
measured in two dimensions: the capacity, diversity and quality. I will discuss the dynamic process and main functions 
of guanxi. I argue that in a guanxi society, the different capacity, diversity and quality of guanxi capital which is 
resources assessed and utilized from ego’s guanxi network can significantly cause inequality of the result of status 
attainment in the job hopping and job searching process, thus, causing larger social stratification and eroding social 
mobility. Finally, some new hypotheses which await empirical confirmation are proposed: 1) The stronger guanxi the 
organization have with central government, the higher profits they will make. 2) Workers in state-owned companies 
gain more rewards than that of those working in private companies. 3) Males invest more on guanxi building, thus 
males have more opportunities to get access to better occupations. Females are more bound with family affairs, thus 
females have less opportunities to get access to better occupations. 4) The higher degree of market- oriented, the heavier 
the organization rely on guanxi to gain profits, etc.  
 
 
  

自由報告（3） 
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Trust Networks in Chinese International Migration 

---How Chinese Engineers Migrate to Japan--- 
 

Li Wei (Kyushu University) 
 

1. Aim        
In recent ten years, to work in Japan as “hakenshain” through human resource company after graduating from 

universities has become a hot topic among fresh graduates in China. The specific characteristic of this migration 
phenomenon is: these Chinese young graduates come to work in Japan through the mediation of the third party, human 
resource company; they don’t have any connections with the Japanese company before they come to Japan. To clarify 
this special migration process, I raised the following research questions: Why and how do these highly educated 
Chinese Engineers migrate to Japan; what’s the dynamics of migration decision making; how do trust networks operate 
in the migration decision making. 
 

2. Methods 
My report is based on in-depth interviews in Nagoya on November, 2010. My interviewees included one manager of C 

Company and 12 highly educated Chinese engineers who work in Denso Corporation and Denso Techno Corporation as 
“hakenshain” through C Company. 
 
3. Results 
Through proposing the general model of migration decision-making, I concentrate on trust networks’ place in 

migration decision-making process. From migration intentions to migration behavior, migrants have to face the risky 
speculation. At this time, the mediation of trust networks is important to help them do the migration decision making. 
Migrants would employ their trust networks when they do the risky speculation, such as to use family or friend contacts 
to get advice or information about the host society.  
Moreover, I distinguish two kinds of trust: trust based on formal mechanisms and trust based on informal mechanisms. 
In this case, trust networks based on formal mechanisms connect potential migrants with the human resource company, 
and trust networks based on informal mechanisms connect potential migrants with prior migrants. They function 
complementary in the migration decision making.  
 
Conclusion 
(1) Trust networks figure importantly in long distance migration. Especially in this specific case of transnational 
migration which is mediated by human resource company. Without formal and direct connection with the receiving 
society, migrants particularly rely on trust networks based on informal mechanisms to do migration decision making 
during the early stage of migration. 
(2) It is well documented that social networks can reduce migration risks. One risk faced by these highly educated 
Chinese immigrant workers is the uncertainty of their work conditions in Japan. They have to sign the contract before 
going overseas and thereby know working conditions beforehand. But if the job is mediated by trust networks, it is much 
more quickly for them to make decision to migrant to Japan. 
(3) To make clear the continuity of trust networks before and after migration, I hope to do some further studies: how do 
migrants selectively maintain and reconstruct trust networks after entering the host society. The basic question is if 
transnational migrants sustain trust networks brought from home and if they construct new trust relations at their 
destinations. Also, what’s its relation with identity construction and adaptation of migrants in the receiving society.  
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インドネシア・バリ島のツーリズムと地域治安維持活動の展開 

 
 

菱山宏輔（鹿児島大学） 
 
 本報告は、インドネシアにおける1998年の中央集権体制崩壊後、民主化の過程のなかで、バリ州サ
ヌール地区の地域社会による新たな地域セキュリティの構築とツーリズムへの応用に着目し、その意義
と限界を明らかにするものである。 
 従来、インドネシアにおけるセキュリティについての議論は、軍や警察による圧政・暴力、あるいは
法を逸脱した地域社会やギャングによる私刑の横行といったかたちで論じられた。ツーリズムと安全に
ついても、地域社会はあくまでツーリズムのために守られる客体でしかなかった。しかし、地方分権化
の進むインドネシア、バリ州サヌール地区にあっては、バリ島において加速する地域間の観光競争のな
か、地域社会が改めて自律性と共同性を見直し、地区をさまざまな角度から捉え直す機会をもつことで、
古き良きバリ島のイメージ形成にむけて、新たな地域治安維持組織をたちあげた。 
 地域社会の共同のもととなった組織は、1960年代に端を発する。当時、サヌール地区において、政
府によるバリ島で初めてのマス・ツーリズム開発がはじまった。そのため、将来の地域社会からの搾取
や疲弊の可能性への予防措置として、地区住民がサヌール開発財団を立ち上げ、独自資金の運用を開始
した。スハルト体制が深まるなかで、一時は政府の補助的機関となったものの、中央集権体制崩壊を契
機に、財団は新たな組織運営を開始した。その際、財団は、地域住民を集めた大規模な会議を開催し、
改めてサヌール地区の多様性をみなおし、諸問題を洗い出した。それら諸問題に対応するために設置さ
れたボランタリーな組織が、サヌール安全パトロール特別チームであった。その役割は、海難事故・交
通事故防止、イベント警備等多岐にわたった。そのなかで、特に注目すべきは、2000年末の、インフ
ォーマルセクター就労者に対する制御活動であった。当時、サヌール地区の目抜き通りは、他島からの
出稼ぎインフォーマルセクター就労者であふれかえり、渋滞を引き起こしていた。しかも、レストラン
やホテルロビーにまで侵入しての押し売りにより、観光客のサヌール離れが加速した。そこで、特別チ
ームは、それらインフォーマルセクター就労者の状況を監視、報告し、会議における特定区画のみの営
業許可決定を受け、その旨を手紙と口頭にて説明してまわった。この活動をとおして目抜き通りは静け
さをとりもどし、地元の小さな土産物店は、古き良きバリのイメージの構成単位としてサヌールの欠く
べき要素となった。 
 これと平行して、バリ州警察においても民主化の企画が進行していた。それが、近代的「コミュニテ
ィ・ポリシング」を標榜した「地域安全助成プロジェクト」であり、中央集権体制崩壊直後の地域治安
の混乱の収拾を目的に、各地の自警団が警察の監視下におかれた。このプロジェクトがサヌール地区に
も適用され、特別チームは、ボランタリーな組織から、警察のお墨付きと地域社会からの給与による常
勤職となり、組織と機能の合理化がすすめられた。さらにその延長に、サヌール地区は、監視カメラの
設置へとふみきり、地区の「安全」のイメージをさらに飛躍させた。しかしその後、治安に対する価値
付けの世代間ギャップ、監視カメラの運用をめぐる不和等も生じている。これが、警察による地域社会
の把握の端緒となるのか、新しいセキュリティ・システムが総動員されることで防備され、隔絶した地
域となるのか、あるいは今一度、地域社会によって開発資源のひとつに捉え直されるのか、その行方は、
地域社会によるいっそう意識的な取り組みと、参加の機会確保にかかっている。 
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ネパール近代化の光と影 

――  開発とフィルター ―― 
 

徳野貞雄（熊本大学）・辰己佳寿子（山口大学） 
 

１．はじめに ～カトマンズからヒマラヤがみえない！～ 
数十年前は、ネパールの首都カトマンズからはヒマラヤが鮮やかにみえていたが、都市化等の影響で、上空
はスモッグがひどく、ヒマラヤをみることが非常に難しくなった。ここに近代化の光と影（陰）が象徴され
ている。本報告は、ネパールの近代化における光と影（陰）を、都市部と農村部での調査をもとに比較検討
する。調査は、2010年 12月 7日～12日に実施し、聞き取り調査、参与観察、参加型ワークショップを行
った。 
 
２．都市部の開発における光と陰とフィルター 
ネパールの首都は、カトマンズ市であり、あらゆる機能が集中しているため、農村部からの人口が流入し、
急速な過密化、都市化が進んでいる。これによって、インフラや諸制度の整備が追い付かず、非生産的な消
費経済の拡大、債務奴隷化、スラムの発生、交通渋滞、環境汚染等が起こっている。伝統的生活秩序の崩壊、
個人主義化、アノミ―化の現象もみられるため。近代化要素に対する内発的なフィルターの形成は非常に困
難である。 
 
３．水管理からみた暮らしの変化 
 都市部では、水消費量の急激な増加にもかかわらず、政府による近代的水道施設は追い付かず、水利用に
おける階層分裂、非衛生的な水利用、ゴミ等の放棄と河川環境の悪化などが起こっている。都市部でも地域
によっては伝統的な水利施設が機能している。農村部での水管理は共同であり、社会的紐帯を強くする活動
のひとつとなっているが、水源に水を汲みに行かねばならず、重労働となっている。 
 
４．集落調査からみた内発的発展～D村の事例 
D 村の主な現金獲得手段は、牛や水牛のミルク販売であり、1995 年に住民が主体的に形成した協同組合が
機能している。D村は、自然および生命体（動植物）と共存しながら、共同体的な身の丈にあった変容をと
げており、リーダーたちは緩やかな変化を志向している。近代化拠点からの空間・時間距離を利点としなが
ら、伝統的な慣習と近代的なシステムや多民族が共生していく柔軟性と近代的要素をフィルターにかける能
力を備えている。 
 
５．おわりに ～もうひとつの発展指標、カトマンズからヒマラヤがみえること～ 
途上国の開発は、伝統社会の前近代性（影）を、科学主義（ハード）とグローバル化する資本主義（経済拡
大）、すなわち「近代化（光）」によって、急激に変容させる場合が多い。しかし、その多くは非生産主義的
な消費経済の拡大とハードによる利便性の増大に帰着し、その結果、内発的な発展を妨げるとともに、さま
ざまな社会的病理（陰）を引き起こす。前近代性（影）から近代化（光）に変容させる場合、社会的なフィ
ルターを通過させる必要がある。すなわち、科学主義と経済性の画一的な基準からではなく、科学主義と経
済性のもつ逆機能や当該社会の歴史的社会文化構造の特殊性を考慮し、その具体的施策を当該社会の住民の
暮らしのなかから内発的に構築していく必要がある。自然や生命体からの離脱は、急激な変化と個人主義的
な欲望に色付けられた社会を成長・開発と錯覚し、時間論的には将来の永続性や継承を危うくし、現代的不
安に陥る。カトマンズからヒマラヤが再度みえること、これが「もうひとつの発展」のかたちを示すことな
のかもしれない。 
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木育推進における地域リーダーの育成 

 
 

田口浩継（熊本大学） 
 
１．はじめに 
 近年、我が国においては、国産材の需要低迷による林業の衰退が問題となっている。例えば、地域の活力
の低下、林業の後継者不足、就業者の高齢化、山村問題・過疎化問題など多くの課題が山積している。さら
に、森林の不整備により、土砂災害の防止、地下水の涵養、地球温暖化の緩和などの「森林の公益的機能」
が発揮されていないという指摘がある。 
 戦後造林された人工林が収穫期を迎えた現在、森林を伐採し、植えて、伐採するというサイクルを円滑に
する必要がある。このように、国産材を積極的に利用し、需要を高め、資金を山に還元する取り組みが求め
られている。 
２．木育活動の展開 
 このような中、林野庁は「市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関
係者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ、木材利用に関する教育活動
（木育）を展開するとしている。 
 しかし、住環境の変化やプラスチック製品の普及、生活習慣の変化により、木材に触れる機会が減少し、
木材の良さ、森林の多面的機能の理解は低く、国産の木材を使う意義についての認識も低い傾向にある。こ
のような状況に陥った原因の一つに、林野庁をはじめとする林野行政の不備がある。つまり、国産材の利用
推進の為の取り組みとして、「カネ」「モノ」の視点からの取り組みは重視されているのに対して、「ヒト」「ク
ラシ」の視点からの取り組みは重視されていない。 
 熊本県においては、木と「ヒト」や「クラシ」の関係性を見いだす契機となる取り組みを行っている。そ
の一つが、子どもとその保護者を対象としたものづくり教室の実施である。熊本大学の教員、学生、一般ボ
ランティアからなる「ものづくり塾」を組織し、県内各所で活動を行い、年間１万人を対象とした活動を展
開するようになった。 
３．地域リーダーの育成 
 しかし、１団体が行う本取り組みには限界があることから、次の展開として木育の地域リーダーの育成を
平成21年度より実施している。この「木育推進員養成講座」は、４時間の講義と２時間の演習・活動を体
験させる講座で、修了者には熊本大学から「木育推進員」の認定書を発行するとともに、ものづくり教室の
スタッフとして参加するシステムとしている。講座の内容は、①木育に関連する知識、②木育に関連する技
能、③教授・支援法、④企画・運営力の育成からなる。参加者を分類すると、教育、行政、企業、ＮＰＯ関
係者となる。参加者317人の内訳は、それぞれ84人、40人、91人、102人であった。行政関係者は参
加理由として、知識（木について知りたい、ものづくり教育について知りたい）および、技能（ものづくり
の技を身に付けたい）、教え方（ものづくり教室を行う参考にしたい、指導法を身に付けたい）が多かった。
教育とＮＰＯ関係者は、ものづくり教育について知りたい、ものづくりの技を身に付けたいとする者が多い。
一方、企業関係者は、木について知りたいという目的が多い。なお、木材需要拡大の方法を知りたいとする
のは、企業関係者が他の職種・団体に比べ高い値を示した。 
４．おわりに 
 木育を提唱する林野庁は、その目的を木材需要拡大・消費者教育と捉えているが、実際に参加する者の目
的は、それぞれの活動の充実や拡大を目的としている。行政と参加者の目的意識に齟齬が見られる。しかし、
木育講座は、受講希望が多く、多様な職種・団体の交流の場になっている。「木育」の出現により、これまで
活動を共に行うことのなかった職種・団体が、集うことが可能になった。参加者の目的はそれぞれ違うが、
連携し「木を素材にした教育活動（木育）」を実施することが、直接的ではないが、木材需要拡大に影響を及
ぼす可能性があると言える。 
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自治体の自然を大切にしたまちづくり計画と地域住民自治組織 

――佐賀県神埼市を事例として―― 
 

酒井出（西九州大学） 
 

１．はじめに 
 1960 年代後半、高度経済成長にともなう各地の乱開発からの住民運動としての歴史的環境保全運動がお
きた。さらに 1980 年代からは、歴史的環境保全運動は、自然環境や歴史・文化的環境の保護だけでなく、
地域の活性化や環境それ自体の新しい形成、創造を主要な関心とするものへと変化していった。 
ここでは、佐賀県神埼市を事例として、市のまちづくり展開過程とモデル地区として選定されたＪ地区の地
域住民自治組織による歴史環境保全活動と自然環境保全活動について考察し、自治体による自然にやさしい
まちづくり活動の現状と課題を明らかにすることを目的として調査研究をおこなった。 
その結果、次のようなことが明らかとなった。 
 
１．自然環境保全については、小集落ごとに、伝統的行事である「お日待ち」において親睦を兼ねて「堀」
の管理がおこなわれていた。 
 
２．また、清掃活動、水路清掃、農地の草刈り等住民の出役として行われていた行事が農地水環境向上対策
事業として市からの補助金により実施されるようになり、地区住民の参加意欲を高めている。 
 
３．歴史文化的環境保全としては、勢福寺城遺跡の保存が地区住民からの発案によってはじめられた。そし
て地区の範囲を超えて市民、企業や市民団体の連携による歴史文化的環境保全運動、まちづくり活動となり
つつある。 
 
４．きばる祭は、地区の伝統的村祭りの新たな形での復活であり、この祭りを15年継続してきたこと、さ
らに記念誌の発行は、地区住民の連帯強化につながっている。 
 
５．勢福寺城遺跡の保存、地区の歴史を記したきばる祭記念誌の発行は、地区住民の歴史への関心の高さを
示しており、歴史文化的環境保全からはじまる自然を大切にしたまちづくり活動につながる。 
 
６．この地区も高齢化がすすんでおり、すでに婦人会は機能しなくなっている。今後、地区内で行われてい
る自然環境保全活動や歴史文化的環境保全活動はＪ地区のみでは、その維持が難しくなってくる可能性もあ
り、市役所・地区住民を超えて市民、企業や市民団体の連携が必要になってくる。 
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生活環境としての水田 

――日本琵琶湖と中国湖沼と関連づけながら―― 
 

牧野厚史（熊本大学） 
 

 東アジアモンスーン域の人口稠密な稲作地帯にある淡水湖沼が直面する主要な環境問題の一つは、周辺水
田からの排水がもたらす水質汚濁である。その結果、中国の湖沼では稲作農業の一部を停止する「退耕」政
策が実施されているし、日本でも、稲作を環境保全上のマイナス要因とみなす傾向もないではなかった。と
ころが、近年、日本の湖沼周辺水田についての環境的評価は大きく変化した。その理由は、水田を産卵に利
用する湖沼の魚類（フナ類、マナマズ等）の研究が進んだことがある。その結果、琵琶湖では、「ゆりかご水
田プロジェクト」と呼ばれる施策が始まった。乾田化にともなう水田・排水路の変化によって魚類の遡上が
難しくなった田に、農家の手で簡単な魚道を設置し魚類の遡上を促すことで、産卵の場としての水田の機能
回復をはかろうというのである。 
 この政策の興味深い点は、農民たちの生活環境である「田」を用いて、魚類等の湖沼の生物相を保全する
というアイデアにある。このアイデアは、同様の条件をもつ東アジアモンスーン域の湖沼保全にもインパク
トを与える可能性がある。ただ、保全に生活環境を使うことによる難しさもある。水田は稲作の場であり、
単純な環境主義では、有志農民は集落農家の多数を説得しきれないのである。環境論としての正統性を人々
の生活のリアリティに引き寄せるためには、どの点がポイントとなるのであろうか。 
 本報告が注目したのは、この政策のコアともいうべき、農民の日常生活と魚類との関係である。環境政策
のなかで生じた魚類との関係は、むろんそれまでなかった新しい関係である。ただ、琵琶湖の周囲の農村に
は、農民によるマイナーな漁撈の伝統があり、日常生活のなかに魚類を取り込んできた生活の歴史性がある。
では、それらの歴史性をもつ魚類との関わり方と環境政策における魚類との関係の基本的な相違点は、どの
あたりに見いだせるだろうか。このような関心から、報告では、稲作農業をしながら魚とりを行う２人の農
民の漁撈に焦点をあてて、その継続理由を明らかにすることに主眼をおいた。 
 湖岸の別々の農村に住む戦前生まれの２人の農民の生活史には、いくつかの共通点がある。彼等は、農民
の漁撈がまだ広く行われていた昭和戦前期、家業を手伝う中で、父親の手ほどきにより漁撈を始めた。水田
に恵まれなかった彼等の家にとって、漁撈は当初家計を補う家業としての意味もあったのである。たが、戦
後の湖岸、内湖の埋めたて等の大規模開発は漁撈環境を大きく変えた。農民の大多数は、漁撈をやめ、兼業
農家あるいは非農家としてサラリーマンになる道を選択したけれども、彼等は環境の著しく悪化した漁場で
稼ぎにならない漁撈を続けることを選んだ。漁撈についての彼等の語りからは、魚との関わり方を持続させ
る要因として、楽しさや技術よりも、むしろ彼等の家族や親族、さらに魚を依頼する近隣住民との関係とい
う生活構造の重要性が示唆される。彼等が重視するのは、たとえば食卓に上る魚を喜ぶ家族や、親族へのフ
ナズシの贈答、さらには近隣住民からの魚の注文にこたえられることなどである。報告では、その一端を具
体的に示した上で、政策への知見の応用可能性について検討した。 
 なお、本報告には、環境省環境総合研究推進費（D-0906）による研究費の一部を使用した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自由報告（4） 



 
 西日本社会学会ニュース No.136   2011                           16 

 
線型回帰分析と、従属変数の平均値 

 
 

鈴木譲（九州大学） 
 

 本報告では、計量分析の基本的手法である線型回帰分析について考察した。言うまでもなく線型回帰分析
においては、最小自乗法にもとづいて標本の値から回帰係数と定数項を計算し、回帰直線の方程式を求める
わけである。社会調査で得られた標本の場合には、独立変数 xのそれぞれの値に対応する従属変数 yの値が
複数あることは珍しくない。本報告の要点は、このような場合に xのそれぞれの値に対応する複数の yの値
の集合を考え、この集合内の yの値を集合平均で置き換えたとしても、回帰方程式は何ら影響を受けない、
ということである。特別な場合として、これらの集合の大きさがすべて同一であれば、xのそれぞれの値に
対して、対応する集合平均 1つを割り当て、この単純化された標本に関する回帰方程式を考えれば良いこと
になる。また、集合の大きさが同じでなくても、集合平均が単調増加（単調減少）を示せば、回帰係数は必
ず正（負）となることが分かる。これは、点双列相関係数に見られる特徴の一般化であると言える。 
 以上の点は、線型回帰分析の基本的な性質であり、この分析手法の理解を助ける有益な情報であると考え
られるが、文献には特に明記されていない。xのそれぞれの値だけに注目して、いわば局所的に最小自乗法
を適用すれば、平均値の性質から明らかなように、上記の集合平均が最小自乗法の局所的な解となる。線型
回帰分析は、言うまでもなくすべての xの値に対応する yの値に対して、いわば大域的に最小自乗法を適用
するわけであるが、上に述べた点をふまえて解釈すれば、xのそれぞれの値に局所的に最小自乗法を適用し
集合平均を求め、これらの集合平均に対して再び最小自乗法を適用した結果は、大域的に最小自乗法を適用
した結果と一致する、と言うことができる。 
 ただし、これはあくまで冒頭に述べた線型回帰分析の性質が数学的に厳密に証明された上での「解釈」で
あって、この「解釈」によって先に述べた線型回帰分析の性質が証明されるわけではない。なお、ここまで
の表記では簡潔さを重視して、特に多重回帰分析であることを明記していないが、報告における証明では一
般の多重回帰分析の場合を扱い、線型代数を用いて厳密な証明を行った。 
 nを標本数、pを定数項を除く独立変数の個数とする。結論は次の通りである。初めの k個の標本に関し
ては、独立変数の値の組み合わせが全く同じであったとする。この時、従属変数の値 y1, y2, . . . ykに関して
は、定数項、および、回帰係数はその合計値だけに依存して決まる。つまり、初めの k個の従属変数の値 y1, 
y2, . . . ykに関する限り、個々の値がどのように変わろうとも、その合計値が一定であれば、定数項、および、
p個の回帰係数の値は何ら影響を受けない。このことから、冒頭に述べたように、y1, y2, . . . ykのそれぞれの
値を、これら k個の値の平均値で置き換えたとしても、回帰方程式は全く変わらないことが分かる。また、
他にも独立変数の値が同じ組み合わせがあれば、上記の議論を繰り返し適用すれば良い。標本は有限集合で
あるから、有限回の操作により、各集合内の要素を集合平均で置き換えることができる。 
 

  

自由報告（4） 
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地方都市における「協働のまちづくり」の現状と課題 

 
 

坂本俊彦（山口県立大学） 
 
１．「協働のまちづくり」の意義 
「協働のまちづくり」とは、行政と市民（市民活動団体・地域コミュニティ団体等）とが、目的を共有し、
連携・協力して地域の公共的な課題の解決に取り組むことである。その意義は、生活課題の多様化と財政危
機による「行政サービスの限界」を補完するとともに、団体自治と住民自治の再構築による「地方自治」の
進展に寄与する可能性がある点に求められる。 
 
２．地方中小都市における「協働のまちづくり」の現状－行政による協働相手育成の必要性－ 
 地方中小都市「行政」は、「協働のまちづくり」の推進にあたり、協働相手と目される「市民活動団体」「地
域コミュニティ団体」の育成支援に取り組む必要に迫られている。それは、これらの団体の多くが、公共的
課題の解決に主体的に取り組む経験に乏しく、「協働主体」として必要とされるマネジメント能力を有してい
ないためである。 
地方中小都市のひとつである山口県山口市を事例とし、2000年～2011年において行政が公表した公文書
（条例、施策方針、行政計画、諮問委員会の報告書等）の記載内容と策定過程を分析した結果、同市では、
NPO法成立２年後の2000年から「市民活動団体」の育成支援を重視した施策を展開していたが、2004
年における近隣5町との広域合併と首長の交代を契機に「地域コミュニティ団体」の育成支援を重視した施
策へと転換していることが明らかとなった。 
 
３．地方中小都市において協働相手として「地域コミュニティ団体」が重視される理由 
協働相手の育成を巡るこのような施策の転換には、次のような理由があると推測される。 
①地方中小都市では、「地域コミュニティ団体」の動員力が維持されており、絶対数・会員数が少なく活動内
容が限定的な「市民活動団体」に比べ、地域の公共的課題の解決に取り組む「協働主体」としての期待度が
高いこと。 
②いわゆる「平成の大合併」によって近隣市町村と合併した地方中小都市行政は、「地域格差是正」のため「地
域内分権」を進める必要があり、明確な地理的範囲を持つ「地域コミュニティ団体」を将来の権限委譲先と
して育成する必要があったこと。  
 
４．地方中小都市における「協働のまちづくり」の方向性 
地方中小都市「行政」は、当面の間、「地域内分権」の権限委譲先と目される「地域コミュニティ団体」の育
成支援を続ける必要がある。特に、「協働主体」として求められる事業マネジメント能力、すなわち①地域課
題の抽出→②事業計画の立案→③事業の実施→④事業の評価というサイクルで事業を遂行する力量を高める
ような支援が求められている。 
 また、このような力量を有する「市民活動団体」の協力を仰ぎ、「行政」「地域コミュニティ団体」「市民活
動団体」の３者による「協働システム」の構築に取り組む必要がある。ただし、「行政」は、①自身が「協働
主体」の役割を持ち、②すでに「地域コミュニティ団体」「市民活動団体」との間に「依存・要求的」あるい
は「独立・批判的」関係を有している場合が多く、両者を「仲介」する際の要件である中立性を担保するこ
とが難しい状況にある。３者を「仲介」する役割を担う組織としてどのようなものがあるのか、さらに検討
が必要であると考えられる。 
 
  

自由報告（5） 
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ライフサイクルと近代化のなかで̶̶死生観研究のもたらす意義から 
近藤功行(沖縄キリスト教学院大学) 

 
【緒言】 与論島の人々は、様々な近代化装置が入ってくる中で、巧みに様々な目に見えるもの・見えないもの、
近代化の様々な事物を取り入れながら、畳の上で亡くなる亡くなり方を継承してきている。さて、こうした在宅
死亡に変化を与える要因には、死生観の変化があると筆者は考えている。今回、与論中学校のアンケート実施が
かなったことから、島の若い世代の死生観を知る手がかりを収集することがかなった現状を報告する。 
【結果及び考察】 筆者は、1986 年 8 月から与論島において、生と死をめぐる事象の調査研究を進めてきてい
る。こうした中、1996年 1月、与論島には80床の総合病院が開院する。それまで、救急搬送は町立診療所（19
床）が担っていたが、やがて、この機能はこの総合病院に移行する。当時、重篤な患者の 9 割は沖縄に搬送され
た。定期航空便を利用しての救急搬送をストレッチャー搬送と称するが、こうした搬送が出来ない場合、自衛隊
ヘリでの輸送となる。定期船舶は毎日就航しているが、時間を要することから救急搬送には向かない。救急搬送
の側面で、那覇市が救急応援協定を最初に締結した自治体は、沖縄県内の自治体に先駆け、鹿児島県大島郡与論
町が最初であった。与論町立診療所は、2002 年 3 月末で閉鎖された。病院開院後、終の看取り方に変化が現れ
て来る。町立診療所に入院患者がいた 1997 年 3 月頃までの終の看取り方は、自宅に連れ戻してから死亡までの
期間が長い在宅ターミナルケアを伴うものであった[在宅ケア＋自宅死亡]。病院開院後は、連れ戻してから死亡ま
での時間が短くなってきている。つまり、[病院ケア＋自宅死亡]へと移行した。総合病院開院後、ここで稼働して
いる 3 台のレスピレーター（人工呼吸器）の存在も大きい。町立診療所の時代、この設備はなかった。レスピレ
ーターケア、そしてターミナルケアの中で 8 割の人が、在宅で亡くなっている現状を筆者は立証・分析してきた
（図１）。 2002年 11月、与論島で公設の火葬場建設が着工、この年度で建設がなされる運びになる。その後、
2010年末から、与論島では民間の葬祭場着工の動きが出てきた。こうした与論島における終の看取りの調査研究
と並行して、2010年度、与論中学校生徒対象にアンケート調査を実施することが出来た。与論中学校のアンケー
トでは、９集落の居住先と、以下の質問を実施した。(1)｢与論島では、洗骨(せんこつ)と呼ばれた死者(ししゃ)を
尊敬(そんけい)する儀式(ぎしき)があったのですが、あなたはそのことを知っていますか。｣ (2)の 1｢与論島では
ずっと、何十年(なんじゅうねん)も、現在の病院(びょういん)が出来る前、町立診療所(ちょうりつしんりょうしょ)

の時代から、最後(さいご)の時がきたという時に、自宅に連(つ)れ
帰って息(いき)をひきとることがあたりまえに行なわれてきたわ
けですが、このことを皆さん、知っていますか。｣ (2)の 2｢また、
そういった場面(ばめん)に出会ったことがありますか？ある・なし 
ある→それは誰（だれ）の場面でしたか？→その時の自分の気持
ちは、どうでしたか？｣ (3)｢今後、こうした自宅死亡(じたくしぼ
う)が与論島で残していきたいと考えますか。｣ (4)｢与論島のお
墓、自宅死亡に関連したことで、感想があれば、何でも自由に書
いてください。｣の内容である。                               
【まとめ】末期ケアを考究する上では、地域医療を展開していく
上では、当該地域の人々のもつ死生観を理解しておくことは必要
である。とりわけ、琉球文化圏における祖先崇拝の伝統儀礼から
は、現在の末期医療を考究する視座が求められる。[在宅ターミナ
ルケア＋在宅死亡]の時代が、消失したなか、[病院ケア＋在宅死亡]
の質を考究する時代へと移行していると考えられる。与論島にお
ける生と死、また終末期医療の現況を 1986 年 8 月から追ってい
く中で、死者儀礼の洗骨習俗の継承がついになくなろうとしてい
る。そうした中、与論島においては沖縄の洗骨習俗の継承がなく
なった背景とは違い、若者層において、洗骨行為に対する希求が
強いことが判明した。 
【付記 本研究は、平成 22～24 年度科学研究費補助金(日本学術振興会
研究費補助金:基盤研究(Ｃ))：研究代表者 近藤功行（単独研究）研究課題

名：４離島における死生観教育の展開と展望を探る医学教育的研究(課題番号：22590494)の研究中間報告を伴うものとする。】 

自由報告（5） 

図 1 地域の人々の持つ死生観、

そこに入ってくる近代化装置との関連

(近藤功行：2011年 7月 9日(土)作図)

(近藤功行；１９８６年８月～与論島を中心とした南西諸島での調査研究開始） ったのですが、あなたはそのことを知ってい
過去→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→現在

１９８０年代 １９９０年代 ２０００年代 ２０１０年代・・・・・・・・ 十年(なんじゅうねん)も、現在の病院(びょ
自宅死亡を継承している与論島の人々の現状←

与論島を取り巻く地理・社会・自然環境 ↑

○道路整備 ↑

○鹿児島～奄美群島内経由の沖縄航路：定期船舶の大型化 ↑

○航空機は、ＹＳ１１型機から、ドルニエ機などへ移行で小型化 ↑

○町立診療所から総合病院開業 ↑

○火葬場設置 ↑ そういった場面(ばめん)に出会ったことがあ
○墓石・納骨堂の普及 ↑

○本土企業の事業所誘致 ↑

○葬祭場設置へ ↑

↓ ↑

↓（近代化装置は、常に入っている。総合病院が出来ることで、 ↑

↓ 人工透析可能。以前は、東京の大学病院などで人工透析を ↑

↓ 薦められ、この時の判断として、島に帰って死ねないと困 ↑

↓ るため、こうした治療をせず、島に戻って来ていた。 ↑

↓ １９８０年代の聞き取り調査。） ↑

→→→→→→→→→→→→→→ ↑

↓ ↑

↓ ↑

近代化装置が常に、島に入り込んでいる ↑

（目に見えるもの・目に見えないもの） ↑

↓ ↑ ↑

↓ ←都会の人の持ち込む ↑

↓ 意識的なものも目に ↑

↓ 見えない近代化装置？ ↑

↓《伝統継承》 ↑

↓ ↑

変化が著しくないもの； ↑

死者に対する考え方、死生観の部分→→→→→→→→
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寛容社会の連帯̶̶理論的考察 
 
 

三隅一人（九州大学） 
 

連帯をめぐる議論は、感情論的アプローチと功利論的アプローチに大別される。前者を代表する集団凝集
性の研究によれば、人びとが集団に参加し留まるのは、彼らがその集団とメンバーたちに感情的なアタッチ
メントをもつからである。一方、後者は、共同財という協力誘因とただ乗りの外部性、この両者が合理性を
担保する社会関係資本（規範、信頼、サンクション）に着目して、集団連帯を説明する。一般に、前者は機
械的連帯、後者は有機的連帯の説明とされるが、果たしてそうか。Durkheim によれば、有機的連帯の生成
は一定の連帯=道徳的紐帯 lien morauxを条件とする。Durkheim 連帯論の主題は、実はこの道徳的紐帯の
崩壊と再生であった。中間集団（職業集団）による有機的連帯の再生は、少なくとも経過的に連帯を分断さ
せるが、これは道徳的紐帯の人為的な生成・維持が現実性をもつための単位設定の問題として理解できる。
先にみた感情論も功利論も、同様に適正単位の連帯の議論にみえる。そこで醸成されるのは道徳的紐帯であ
り、連帯のタイプは機械的連帯である。道徳的紐帯が適正単位を拡張する仕組み、すなわち有機的連帯の生
成過程の理論化は、どうやら進んでいない。そこで本報告では、異質なるものの共存を前提にした緩やかな
連帯（年金制度のような国レベルの共同財をうまく生産できるほどに）の可能性を、適正単位を拡張する連
帯の内在的な仕組みとして考えてみたい。 
Markovsky らはネットワーク構造の観点から、行為者の集合は到達可能性が高いとき凝集的であり、な
おかつクリークが少ない（構造一体性が高い）とき連帯的であると定義する。また、社会的アイデンティテ
ィ（集団メンバシップの共有による社会的誘引）による同定結合によって、大規模集団における到達可能性
が高められるという。報告者は彼らの議論に拠りつつ、さらに、社会的誘引は Schutz 的な意味でのシンボ
ル共有によっても可能であると主張する。連帯が未知の人びとに及ぶとき、例えば<日本人>のような何らか
の抽象的なシンボルを共有していることが、最低限の到達可能性を準備する。多様なシンボルを介在した交
差的な結合があれば構造一体性は強まるし、また、複数のシンボルを介在した重層的な結合があれば連帯は
なお強固になるだろう。こうした仕組みにより、道徳的紐帯の適正単位が国家レベルまで拡張されるのであ
る。 
 しかし、この種の連帯の仕組みは全体主義を招きやすい。そこで報告者は、上記の連帯の仕組みが一定の
あそびをもって作動する寛容社会を試論した。寛容社会は、人びとが多様な社会関係基盤に関与することを
通して、多様な<われわれ>関係シンボルを受容する社会である。ただしそこでの「受容」は、同一の<われ
われ>関係に言及している、ということが互いに識別可能であればよい。Misumi の役割ブール代数モデルを
応用して、ある<われわれ>関係を示すシンボル集合が異なる2集団を想定して分析すると、両集団が異なる
シンボルを互いに取り込み、寛容イメージを構築する形で受容すれば、識別不能を回避できることが示され
る。寛容イメージは、できるだけ別のシンボルによる代替を許すイメージである。こうした緩やかな受容に
よって、集団間でどれか1つ以上のシンボルを介した間接結合が可能となり、クリークの顕在度も低下する
ので、社会はより連帯的となる。 
 
  

自由報告（5） 
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「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 

 
司会       加来和典（下関市立大学）・速水聖子（山口大学） 
コーディネーター 叶堂隆三（下関市立大学） 
 
報告者 
第１報告 
 高野和良（九州大学）  「過疎移住集落の現状と課題」 
第２報告 
 西田芳正（大阪府立大学）「都市流入者の地域形成―文化住宅街の形成と変容」 
第３報告・ 
 叶堂隆三（下関市立大学）「新しいマチの形成―出身地との関係において」 
 
昭和期、とりわけ第二次世界大戦後・高度経済成長期以降、国の政策に対応して実施された開拓や大都市
への人口移動の中に、同郷関係・類縁（宗教・職業）関係等によって基盤づけられた移動が存在し、また、
こうした社会関係に依拠した移動によって新しい集落や地区が形成されている状況の一端が、開拓と移住に
関する社会学研究で明らかになっている。とりわけ、1990年代以降、関西地域において移動と同郷関係に関
する社会学的研究が展開している。 
こうして形成された新しいマチやムラは、今日、定住の第 1世代に加えて、第 2、第 3世代、中には第 4
世代と世代を重ねている。しかし、開拓の場合、農林水産業自体の地盤沈下、生産条件不利地域であるため
に離農・離村する世帯の増加によって残存する住民の高齢化が著しく進行するという状況にある。また、都
市の住宅地区でも生活サービスの不在、生活基盤の未整備という問題に直面し、居住世帯のライフサイクル
の展開に伴って住宅の狭小性や老朽化を理由にした人口流出と高齢化といった状況が生じている。 
こうした新しいマチやムラは生産条件不利性や居住条件不利性の高まりにつれて、条件不利性に対する住
民の個人的に克服といえる移動の選択（同時に、残存する住民の高齢化・集落・地区の崩壊の可能性）が高
くなるのであろうか。それとも何世代かに及ぶ定住の歴史、そして集落・地区における地縁関係の形成や同
郷関係・類縁関係の存在による社会関係の重層によって地域社会を維持する力が形成されているのであろう
か。 
第 1報告の「過疎移住集落の現状と課題」では、鉱山の閉山や林業の衰退に直面している大分県旧中津江
村（現日田市）を事例にして、鉱山労働者の世帯が集住によって形成された山間部の集落の形成、そして鉱
山の閉山後の人口動向、社会資源の状況を旧中津江村の地区間の比較を通して明らかにしたものである。さ
らに新しいムラの生活維持の要因について検討がなされている。 
第２報告の「都市流入者の地域形成―文化住宅街の形成と変容」では、九州・四国をはじめとする西日本
からの流入世帯によって形成された関西の文化住宅街の形成史と今日の状況について多様な社会層へのイン
タビューによる生活史の聞き取りによって明らかにしたものである。すなわち、文化住宅密集地では、例え
ば、親族関係の集積による問題解決、近隣関係による互助、教育戦略や職業観、そして地域への愛着などに
よってマチに固有の意味世界が形成してきたことを明らかにしている。そして文化住宅街が多くの流入者の
受け皿と同時にまた多くの転出層を創出している状況、さらに大阪都市圏の中における調査対象地の位置づ
けについても言及されている。 
第３報告の「新しいマチの形成―出身地との関係において」では、福岡市城南区茶山地区の住民が出身地
の五島地域、教会信徒という類縁関係、そして親族関係によって集住地域を形成するとともに教会の設立を
通してコミュニティの維持を果たしてきた状況が明らかにされている。 
こうした報告に対して、さまざまな問題点の指摘や貴重な見解・助言が討論者・フロアから発言された。
こうした議論を含めて司会の加来氏によるシンポジウムの整理は、「方法論についてはあまり言及されていな
いものの、しかし、いずれの報告もこれまでの地域移動研究との視点の違いを意識した報告であった。すな

3．シンポジウム報告要旨 



 
 西日本社会学会ニュース No.136   2011                           21 

わち、３報告に共通する新しい視点として、①世代間にわたる、つまり家族のつながりにおいて捉えられる
移動という視点、②社会関係やネットワークを持ちながらの移動という視点、③当該地域とその周辺地域と
のつながり（地域連関）という視点、を指摘することができる」というものである。 
手探り状態の中で取り組んだテーマで、西日本社会学会の会員のみなさんに関心を抱いていただけるかど
うか不安であった。しかし、多くのみなさんにシンポジウムに参加していただき、かつみなさんの熱気・熱
意を感じることができた。小さく新しい地域研究のテーマであるが、多くの人に関心を寄せていただけたの
ではないかと思っている。 

（文責 叶堂隆三） 
 

 
総会では、小川全夫会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 

 
報 告 事 項 

①  庶務報告（徳野貞雄 庶務理事） 
   ⅰ 理事会 
     第 1回 平成 22年 7月 11日 

・ 第 68回大会報告、学会ニュース第 133号 
・ 第 69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） 

 ・ 社会学系コンソーシアムへの参加について 
 
     第 2回 平成 23年 5月 21日 

・ 平成 22年度庶務報告、平成 22年会計報告、平成 22年会計監査報告 
・ 平成 23年度予算案審議 
・ 総会議事について 

 
   ⅱ 常任理事会 
  第 1回 平成 23年 4月 1日 
  ・ 大会プログラム作成                   ※ 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 
     平成 22年 11月 20日 ニュース 133号発行（第 68回大会報告号） 
    平成 23年  2月 22日   ニュース 134号発行（第 69回大会案内号）   
     平成 23年  4月 18日    ニュース 135号発行（第 69回大会プログラム号） 
 
② 会員数に関する報告（徳野貞雄 庶務理事） 
   ⅰ 現在の会員数(平成 23年 5月 21日現在) 
   平成 22年度の最終会員数           201名 
   新入会員申し込み数    12名     会員異動（24頁）参照 

計  213名 
 
③ 学会誌編集委員からの報告（江頭大蔵 編集委員長）    
   ⅰ 『年報』9号(2011年 5月 20日)の発行について  

ⅱ 平成 22(2010)年度編集委員会決算報告   ※ 資料①ⅰ、資料①ⅱ 参照 
 

④ 平成 22年度決算報告  （高野和良 会計担当理事）  ※ 資料② 参照 
⑤ 平成 22年度会計監査報告（加来和典 会計監査）  ※ 資料③ 参照 
⑥ その他 
  ⅰ 『西日本社会学会年報』の校費によるご購入について（江頭大蔵 編集委員長） 

4．平成 23年度総会報告 
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① 新入会員の承認（辻正二会長） 
———12名の新入会員すべてが承認を受けました   ※ 会員異動（24頁）参照 

  
② 平成 23年度予算案の承認について（高野和良 会計担当理事） ※ 資料④ 参照 
 
③ 平成 23年度予算案の承認について（江頭大蔵 編集委員長）   
 ⅰ．平成 23(2011)年度予算案の承認について    ※ 資料⑤ 参照 
 Ⅱ．年報 10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） 
———鹿児島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 
———江頭大蔵、城戸秀之会員が理事に指名され、承認されました。深山雅宏会員・吉武由彩会員が事務局

に指名され、承認されました。 
 
⑥ 閉会の辞 
 

 
 
 西日本社会学会では、理事会において、東日本大震災に対する何らかの対応をすべきではないかとの
声が上がり、西日本地区で出来うることを模索していくことが決められました。地道にこの問題に取り
組みたいと思います。詳しいことは、今後も理事会等で検討していきたいと思いますが、会員の皆様方
には、積極的な協力をお願いすることになるかと思います。 

(文責 徳野貞雄) 
 

 
 
( 1 ) 大会案内 
 第 70回大会は、平成 24（2012）年 5月 19日（土）・20日（日）に鹿児島大学（鹿児島県）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（2012年 3月発行予定）をご覧下さい。 
 
 
( 2 ) シンポジウム         

〈記憶の社会学〉をめぐって(仮題)
 
 このたび、江頭大蔵理事（広島大学）を介して、第 70 回大会のシンポジウムのコーディネーターを仰せ
つかりました山口県立大学の中村文哉と申します。江頭理事より、登壇者として、松浦雄介会員（熊本大学）

審 議 事 項 

Ⅱ．理事会からのお知らせ 

Ⅲ．第 70回大会について 
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と野入直美会員（琉球大学）が推薦され、中村を含む 3名が登壇予定となっております。司会は、行きがか
り上、江頭理事にお願い頂く予定です。現在の時点で、一応、確定しているのは以上の件です。 
 さて、登壇者 3名の研究領域は、必ずしも相互に合致しません。そのため、どのようなシンポジウムの展
開が可能であるかを探るため、この 9 月に関西大学で開催された第 84 回日本社会学会の折に、江頭理事を
含め、ミーティングをもちました。この時の議論を中村なりにまとめ、第 70 回大会シンポジウムのある程
度の方向性を示すことで、今回の情報提供にかえさせて頂ければと思います。 
 登壇者 3名の研究領域は必ずしも相互に合致しませんが、フィールドワークに基づく点は共通します。こ
こから、フィールドとの向き合い方に関わる方法論的な議論が引き出せるでしょう。更に松浦会員と野入会
員は、移民や移住をめぐり、排除や統合・包摂といった人々の行為様式、（異）文化接触とアイデンティティ
の問題等、社会移動の研究を行っています。これらの論点は、発病による社会関係・アイデンティティの変
容、更には家郷世界からの排除といった中村が行っているハンセン病問題研究に通じるものがあります。こ
のあたりから、社会移動、マイノリティ（他者）、文化・アイデンティティ変容、社会関係というキーワード
が導き出せます。そして、これらをキーワードとする研究対象領域に切り込むアプローチとして、「記憶」と
いう視座を立ててはどうか、という議論になりました。 
 近年、ポリティカルな局面や世代問題の分析枠組として、「記憶」の問題が社会学でも盛んに議論されてい
ますが、ベルグソンやフロイトからの理論的流れを汲みつつ、G.H.ミードの社会的自我論や M.アルバック
スの「集合的記憶」論等が、この方面での社会学史上の端緒となります。更には A.シュッツの「体験のスト
ック」概念、そして社会的行為の因果的な意味連関を扱う点ではM.ヴェーバーによる行為論の展開も、記憶
の社会学の一翼に位置づけることもできるでしょう。この意味で、社会学において「記憶」の問題は、古く
て新しい問題であり、そしてかなり広範な問題系を備えているといえるでしょう。 
 「記憶」を一人称的によるもの（〈私の記憶〉）、「集合的記憶」を三人称によるもの（〈我々の記憶〉＝歴史）
とする視座を徹底するならば、個人的経験や行為ないし意味の世界という視座のもと、社会移動、マイノリ
ティ（他者）、文化・アイデンティティ・社会関係の変容等に関わる「記憶」と「集合的記憶」の関係を「個
人と社会」の関係と捉え返すことができます。否定的なものを含む両者の関係を、それぞれのフィールドか
ら捉え直すという一つの試みが、ここから開かれてくるかもしれません。この点は、登壇者でもう少し詰め
てみたいと考えております。 
 個人的・主観的な世界体験を足場に構成される「記憶」は、社会の時間的存在を可能ならしめる〈過去〉
という基体として、社会の基底部に沈澱していると考えるならば、本シンポの狙いの一つは、人間（私）の
あり様とその人間（私）が生きる社会的現実の関係を、この基底部から照射するという方向性に求めること
ができると考えております。そしてその問題系は、第 68 回大会シンポ（現代社会への時間社会学的接近:時
間の視点の可能性）の続編という意味あいをもつと考えております。 

（文責 中村文哉） 
 
 
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。 
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※ 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．住所の変更（順不同） 
速水聖子（自宅）  

 
2．所属の変更（順不同） 
大畠啓 宇部フロンティア大学 
 

3．新入会員（順不同） 
  牧野厚史 （熊本大学）  紹介者＝徳野貞雄 
  柴本晴香 （熊本大学）  紹介者＝徳野貞雄 
  李双龍  （九州大学）  紹介者＝三隅一人 
  李蔚   （九州大学）  紹介者＝三隅一人 
  孔英珠   （九州大学）  紹介者＝安立清史 
  玲玲    （九州大学）  紹介者＝高野和良 
  野中万聡   （九州大学）  紹介者＝高野和良 
  東良太  （九州大学）  紹介者＝高野和良 
  辰巳加寿子   （山口大学）  紹介者＝辻正二 
  佐々木陽子   （鹿児島国際大学）  紹介者＝山田晋 
  澤田光  （熊本県立大学）  紹介者＝田口宏昭 
  バガダエワ・アネリ（広島大学）  紹介者＝江頭大蔵 
 
5．退会者（順不同） 
城井みずほ 向井良人 坂井信生 矢島雅子 田中満由美 張綿珠 山下裕作 城本るみ 
夏芸芸 霍君芳 福重香織 

 
6．転居先不明（順不同） 
佐藤亜紀  

 
7．お詫びと訂正 
 
 前号ニュースとともにお送りいたしました西日本社会学会会員名簿に記載の事項につきまして、以下の点
に間違いがございました。ご迷惑をかけた方々にお詫びいたしますとともに謹んで訂正させていただきます。 
 
○ 中村晋介会員の所属先TelおよびFax（名簿19ページ） 
  (誤) Tel＆Fax 092-642-2426 
  (正) Tel：0947-42-2119  Fax：0947-42-2109 
 
 
 
  

Ⅳ．会員異動（平成 23年 10月現在） 
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熊本学園大学 
土井文博 

 
熊本学園の歴史は 1942年の東洋語学専門学校から始まり、熊本商科大学を経て、1994年から商学部、経
済学部、外国語学部、社会福祉学部を擁する文系の総合大学となり、名称も熊本学園大学と改められた。現
在は付属幼稚園、付属中学、付属高校を抱えている。大学院も商学研究科、経済学研究科、国際文化研究科，
社会福祉学研究科があり、2 年前には専門職大学院として会計専門職研究科が創設された。新学科として、
商学部にホスピタリティ・マネジメント学科（2005年）、経済学部にリーガルエコノミクス学科（2006年）、
社会福祉学部に子ども家庭福祉学科（2006年）とライフ・ウェルネス学科（2009年）ができ、今年 5月現
在で学部生と大学院生を合わせた総学生数は 6,848人、教員数は 180人、職員数 147人で構成されている。
社会福祉学部には社会学のスタッフが充実しており、守弘仁志先生が情報メディア論，藤本延啓先生が地域
社会学，山西裕美先生が家族社会学，黒木邦弘先生がソーシャルワーク論を担当され、2010年度からは小川
全夫先生と丸山定巳先生をお迎えし、小川先生に高齢者福祉論，丸山先生に環境社会論を担当頂いている。
また、社会学概論と社会調査は社会福祉を学ぶ基礎的教育として守弘，丸山，山西の３先生と非常勤の森康
司先生で分担して頂いている。大学院では、小川先生，丸山先生，守弘先生の 3名が指導教授や副査として
各々の社会学的立場から論文中間報告会などで指導にあたっている。そして、社会福祉学部と二部商学科を
除く他の学科で教える一般教養としての社会学は、商学部所属の私と杉本学先生で分担している。 
私が所属する商学部ホスピタリティ・マネジメント学科の話をここで少しさせて頂くと、社会学以外に、
学科の専修科目としてコミュニケーションとホスピタリティを結びつける授業を担当し、昨今サービス業を
中心に企業や組織の経営戦略として求められるようになった「ホスピタリティ」も教えているが、このホス
ピタリティというのはなかなか奥が深く、人間性を問う側面があるため、社会学とも親和性が高い。ゼミも
卒論指導をしながら、ホスピタリティを題材に日本語と英語のバイリンガル卒論を書かせているが、学生と
の対話から、人としてよりよく生きるためのホスピタリティと社会学とのつながりを強く感じるようになっ
た。一見、商学と社会学とは結びつかないように思えがちだが、意外な関連性に、社会学を生活に活かす新
たな発見と社会学自体の懐の深さを覚えている。商学部に社会学専門のコースや研究室はないので、社会学
専攻の学生を育てるわけではないが、私には、そのことがかえって、経済活動を含めた社会活動全般におけ
る社会学の存在意義や有効性を再認識するいい機会となっている。 
 本学の商学部において長年社会学を担当されてきた羽江忠彦先生は 2008 年に退職され本学の名誉教授に
なられたが、社会学を単なる学問に終わらせないという先生の教えは、現在こうした形で商学部に息づいて
いるように感じる。 
 
 
 

Ⅴ．研究室めぐり 
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資料①ⅰ 『年報』9 号(2011 年 5 月 20 日)発行について 
・ 特集: 現代社会への時間社会学的接近(解題 1 本、論文 3 本) 
・ 一般投稿論文: 1 本掲載(投稿数 3 本)、現場レポート:2 本、書評論文:1 本、書評:2 本 

 
資料①ⅱ 平成 22(2010)年度 編集委員会決算 

 
 
資料② 平成 22(2010)年度 西日本社会学会決算 

 
 

資料①ⅰ 『年報』9号(2011年5月20日)発行について 
・ 特集：現代社会への時間社会学的接近（解題 1本、論文 3本）、一般投稿論文：1本掲載（投稿数 3本）、

現場レポート：2本、書評論文：1本、書評：2本

 
資料①ⅱ  平成 22（2010）年度 編集委員会決算 

 
 
資料② 平成 22（2010）年度 西日本社会学会決算 

 

資料①　 編集委員会平成22（2010）年度決算

収入の部 平成22（2010）年度予算

学会誌売り上げ 35,000

前年度繰り越し 184,823

学会予算から繰入 472,000

その他 0

利息 50

収入合計 691,873

支出の部 平成22（2010）年度予算

印刷費 400,000

事務局通信費 24,000

編集事務局運営費 45,000

販売事務局運営費 40,000

編集委員手当 35,000

広告費 1,000

新事務局繰越資産 146,873

支出合計 691,873

316,696

706,863

33,767

35,000

1,000

平成22（2010）年度決算 注記

262,500 投稿論文掲載数の減少

12,900 同上

45,000

472,000

40

706,863

0

184,823

平成22（2010）年度決算 注記

50,000

資料① 2010年度決算
予算 執行済予算 備考

499,981 499,981

850,000 775,000 85%（170名）→78％（155名）
0 0

150 184

1000 500 プログラム代

1,351,131 1,275,665

20,000 20,000 会員控え室準備代
シンポジウム運営費 15,000 15,000

理事会準備費 0 0

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

通信費 80,000 59,534
ニュース133号、134号135号、大
会申込葉書代、

事務・文具費 15,000 6,277

472,000 472,000

24,960
内藤先生電報・お花、社会学系コン
ソーシアム会費

937,000 929,823

414,131 345,842

項目

収入の部

前年度繰越金
学会費
寄付金
預金利息
その他

今年度収入総計

支出の部

69回大会予備費

69回大会運営費
大会事務準備費 25,000 25,000

理事会運営費 理事会準備費 70,000 69,998 交通費補助6割～7割程度

経常費
印刷費 120,000 117,054 ニュース133-135号、名簿

謝金など 20,000 20,000

事務局手当 100,000 100,000

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

その他

今年度支出小計

　　予備費（次年度持ち越し）

資料①ⅰ 『年報』9号(2011年5月20日)発行について 
・ 特集：現代社会への時間社会学的接近（解題 1本、論文 3本）、一般投稿論文：1本掲載（投稿数 3本）、

現場レポート：2本、書評論文：1本、書評：2本

 
資料①ⅱ  平成 22（2010）年度 編集委員会決算 

 
 
資料② 平成 22（2010）年度 西日本社会学会決算 

 

資料①　 編集委員会平成22（2010）年度決算

収入の部 平成22（2010）年度予算

学会誌売り上げ 35,000

前年度繰り越し 184,823

学会予算から繰入 472,000

その他 0

利息 50

収入合計 691,873

支出の部 平成22（2010）年度予算

印刷費 400,000

事務局通信費 24,000

編集事務局運営費 45,000

販売事務局運営費 40,000

編集委員手当 35,000

広告費 1,000

新事務局繰越資産 146,873

支出合計 691,873

316,696

706,863

33,767

35,000

1,000

平成22（2010）年度決算 注記

262,500 投稿論文掲載数の減少

12,900 同上

45,000

472,000

40

706,863

0

184,823

平成22（2010）年度決算 注記

50,000

資料① 2010年度決算
予算 執行済予算 備考

499,981 499,981

850,000 775,000 85%（170名）→78％（155名）
0 0

150 184

1000 500 プログラム代

1,351,131 1,275,665

20,000 20,000 会員控え室準備代
シンポジウム運営費 15,000 15,000

理事会準備費 0 0

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

通信費 80,000 59,534
ニュース133号、134号135号、大
会申込葉書代、

事務・文具費 15,000 6,277

472,000 472,000

24,960
内藤先生電報・お花、社会学系コン
ソーシアム会費

937,000 929,823

414,131 345,842

項目

収入の部

前年度繰越金
学会費
寄付金
預金利息
その他

今年度収入総計

支出の部

69回大会予備費

69回大会運営費
大会事務準備費 25,000 25,000

理事会運営費 理事会準備費 70,000 69,998 交通費補助6割～7割程度

経常費
印刷費 120,000 117,054 ニュース133-135号、名簿

謝金など 20,000 20,000

事務局手当 100,000 100,000

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

その他

今年度支出小計

　　予備費（次年度持ち越し）

Ⅵ．資料 
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資料③ 

 

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２３年５月１３日

西日本社会学会会計監査

浙 ｋ ｙ り 七 一

加水一１ド：ペトｊ



 
 西日本社会学会ニュース No.136   2011                           28 

資料④ 平成 23(2011)年度 西日本社会学会予算 

 
資料⑤ 平成 23(2011)年度 編集委員会予算 

 
 

資料③ 平成 23（2011）年度 西日本社会学会予算 

 
 
資料④ 平成 23（2011）年度 編集委員会予算 

 
 

資料④ 2010年度予算案
予算 備考

345,842

900,000 85％（会員180名分）
0

150

1000 プログラム代
1,246,992

20,000

シンポジウム運営費 15,000

理事会準備費 0

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

70,000 理事会準備費，交通費

通信費 80,000
ニュース136号-138号、大会申込葉
書代、学会誌？

事務・文具費 15,000

350,000

10,000

0

785,000

461,992

その他

80,000

項目

収入の部

前年度繰越金
学会費
 
預金利息
その他
今年度収入総計

支出の部

70回大会予備費

70回大会運営費
大会事務準備費 25,000

理事会運営費

経常費
印刷費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）
社会学系コンソーシアム年会費

今年度支出小計
　　予備費（次年度持ち越し）

ニュース136-138号

謝金など 20,000 パネラー謝金
事務局手当 100,000

収入の部
平成22（2010）
年度予算

平成22（2010）
年度決算

平成23（2011）
年度予算

学会誌売り上げ 35,000 50,000 35,000

前年度繰り越し 184,823 184,823 316,696

学会予算から繰り入れ 472,000 472,000 350,000

利息 50 40 40

その他 0 0 22,000

収入合計 691,873 706,863 723,736

支出の部
平成22（2010）
年度予算

平成22（2010）
年度決算

平成23（2011）
年度予算

印刷費 400,000 262,500 350,000

事務局通信費 24,000 12,900 20,000

編集事務局運営費 45,000 45,000 45,000

販売事務局運営費 40,000 33,767 40,000

編集委員手当 35,000 35,000 35,000

広告費 1,000 1,000 1,000

その他 0 0 23,000

次年度繰越資産 146,873 316,696 209,736

支出合計 691,873 706,863 723,736

前年通り

前年通り

前年通り

手持ち切手の交換手数料（200枚分含）

手持ち切手を官製はがきに交換
し、学会事務局へ販売

積算根拠

2009年、2010年度実績に対応

2010年度実績に対応

前年通り

積算根拠

前年度繰越金に応じて削減

資料③ 平成 23（2011）年度 西日本社会学会予算 

 
 
資料④ 平成 23（2011）年度 編集委員会予算 

 
 

資料④ 2010年度予算案
予算 備考

345,842

900,000 85％（会員180名分）
0

150

1000 プログラム代
1,246,992

20,000

シンポジウム運営費 15,000

理事会準備費 0

前日作業アルバイト代
事務局員交通費補助

70,000 理事会準備費，交通費

通信費 80,000
ニュース136号-138号、大会申込葉
書代、学会誌？

事務・文具費 15,000

350,000

10,000

0

785,000

461,992

その他

80,000

項目

収入の部

前年度繰越金
学会費
 
預金利息
その他
今年度収入総計

支出の部

70回大会予備費

70回大会運営費
大会事務準備費 25,000

理事会運営費

経常費
印刷費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）
社会学系コンソーシアム年会費

今年度支出小計
　　予備費（次年度持ち越し）

ニュース136-138号

謝金など 20,000 パネラー謝金
事務局手当 100,000

収入の部
平成22（2010）
年度予算

平成22（2010）
年度決算

平成23（2011）
年度予算

学会誌売り上げ 35,000 50,000 35,000

前年度繰り越し 184,823 184,823 316,696

学会予算から繰り入れ 472,000 472,000 350,000

利息 50 40 40

その他 0 0 22,000

収入合計 691,873 706,863 723,736

支出の部
平成22（2010）
年度予算

平成22（2010）
年度決算

平成23（2011）
年度予算

印刷費 400,000 262,500 350,000

事務局通信費 24,000 12,900 20,000

編集事務局運営費 45,000 45,000 45,000

販売事務局運営費 40,000 33,767 40,000

編集委員手当 35,000 35,000 35,000

広告費 1,000 1,000 1,000

その他 0 0 23,000

次年度繰越資産 146,873 316,696 209,736

支出合計 691,873 706,863 723,736

前年通り

前年通り

前年通り

手持ち切手の交換手数料（200枚分含）

手持ち切手を官製はがきに交換
し、学会事務局へ販売

積算根拠

2009年、2010年度実績に対応

2010年度実績に対応

前年通り

積算根拠

前年度繰越金に応じて削減
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＊ 平成 23 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 136号をお届けします。今回は第 69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、島根大学の江口貴康先生、ならび
に島根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） 

Ⅶ．事務局からのおしらせ 


