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去る 2012 年 5 月 19 日・20 日、鹿児島大学にて開催された西日本社会学会第 70 回大会は、参加者 78

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 19 日に 4 部会、20 日午前に 2 部会が開かれ、計 26 名の会員が登壇されてい

ます。また、シンポジウムでは、20 日午後に「社会的現実の変容と記憶の問題」がおこなわれました。（シ

ンポジウム概要につきましては、28 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 23(2011)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 7名の新入会員の入会承認の後、平成 24(2012)年度予算案承認が行われました。ついで、来

年度第 71 回大会を琉球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徳野貞雄

会員が会長に選ばれました。総会終了後の懇親会は「サンロイヤルホテル」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、鹿児島大学での第 70 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 70回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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地域社会の拠点としての小学校の検討 

―鹿児島県の事例から― 

 

植村秀人（南九州大学） 

 

小学校が、地域社会の拠点としての役割を果たせるかという課題に着目して報告を行った。小学校の役

割を、教育機関としてだけではなく、地域社会との歴史的な関わりの視点などから、地域社会における拠

点としての役割に着目したものである。小学校は、地域住民による地域活動や学習のために設置された機

関ではない。しかし、小学校は、教育を実施するために地域社会や地域住民とのさまざまな関わりを有し

ている。一方で、旧来からの住民組織であり地域社会の中心となっていた町内会や集落は、現在さまざま

な要因による課題を抱えている。このような中で、小学校と地域住民の関わりの中で行われている諸活動

が、結果として小学校を地域社会の拠点として位置づけることになるのではないかという視点に着目し報

告したのである。 

報告は、鹿児島県における小学校区毎の地域住民の活動を対象とした。鹿児島県においては、行政が小

学校区毎に公民館を設置している事例が数多く存在している。校区公民館と呼ばれているこの公民館は、

その多くが地域住民が主体的に運営している。このことから、小学校区における地域住民活動の場となっ

ているのである。この小学校区毎に設けられた公民館の活動を中心に報告を行った。 

鹿児島市においては、小学校敷地内に校区公民館を設置し住民からなる運営審議会を設置し地域住民が

運営を行っている。対象とした鹿児島市内 3小学校においては、それぞれの課題や実情に応じて、校区公

民館を中心とした住民活動が行われていることを指摘した。また、垂水市水之上小学校区では、校区公民

館（正式名称は地区公民館）を中心として地域住民の学校支援などが展開されていることを明らかにした。

さらに、霧島市溝辺町竹子小学校においては、地域住民からなる財団が運営されており、この財団が校区

公民館を運営している。竹子小学校においては、地域住民からなる財団が事業収入から各種事業の中で学

校への支援や教育活動への協力を実施していることを指摘した。 

これらの事例から、小学校が地域社会の 1 つの拠点となることを指摘した。鹿児島県における事例は、

小学校区を活動範囲として地域住民による活動が行われていることが明らかとなった。特に、町内会活動

がない地域や活動が低調な地域にあっては、小学校区における活動がそれを補完するような形式で展開さ

れている特徴を見ることができた。これらのことから、小学校は地域社会の 1 つの拠点としての機能があ

ることを明らかとした。 

この小学校が拠点となる背景には、小学校の特殊性がある。小学校は、子どもが通学し学習を行う機関

である。小学校と地域社会の関わりには、この子どもが重要な役割を果たしている。校区単位の住民活動

は、町内会や集落の活動とは異なる特性がある。鹿児島県における事例からは、子どもが重要な役割を果

たしていることが明らかである。小学校が、子どもと地域住民をつなげる機能を果たしていると指摘でき

る。小学校や小学校区内において、子どもを中心とした活動から、地域住民が関わり合いを持つことにな

る。このことは、小学校が地域社会の拠点となる可能性があることを意味している。今後は、より 1 つ 1

つの事例を、少子高齢化など現在の社会問題を踏まえて研究をすすめていくことにしたい。 

  

自由報告（1） 
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地域住民自治組織による歴史・自然環境保護活動 

－佐賀県神埼市を事例として― 

 

酒井出（西九州大学） 

 

地域住民自治組織は、用水の管理、共有林の管理、地区内にある河川・道路・公園の清掃、草刈り等の

地域の人たちの生活の現状にあわせて自然環境保全活動をおこなってきた。また、歴史環境保全活動とし

て地区内にある歴史・文化遺産、神社の維持・管理、祭礼の実施をとおして歴史環境の保全活動を行って

きた。 

本稿では、佐賀県神埼市 J 地区と S 地区を事例として伝統的地域社会における地域住民自治組織がいか

に自然環境や歴史環境保全とかかわってきたかその現状と課題について検討し、歴史文化活動を活かした

まちづくり活動の実現可能性について考察した。 

その結果、次のようなことが明らかとなった。 

（１）自然環境保全活動 

①J 地区の自然環境保全活動としては、小集落ごとに、「おこもり」と「お日待ち」において親睦を兼ね

て伝統的な「堀」の管理が現在も行われている。 

②J 地区、S 地区ともに地区の出役に農地水環境向上対策事業として市からの補助金が出されるようにな

り、により実施されるようになり、地区住民の参加意欲が高まった。 

（２）歴史環境保全活動 

①歴史環境保全活動としては、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

て地区の範囲を越えて神埼市内の自治体や住民との連携による歴史文化的環境保全運動になりつつある。

Ｓ地区においては、国指定歴史文化財である姉川城遺跡があり、遺跡のある地区内には現在も住民が居住

しており、人の生活と密接に関連した歴史文化財となっている。ここでも地区を範囲を越えた連携が計画

されている。 

②J 地区の城原祭、S地区の下分フェスタともに、地区の伝統的村祭りの新たな形での復活であり、城原

祭は 15 年継続してきたこと、さらに、新聞、テレビ等のマスコミで取り上げられたことは、地区住民の

連帯強化につながっている。 

③J 地区における地区の歴史を記した「城原祭記念誌」の発行は、地区住民の歴史への関心の高さを示

している。また、J 地区では、かつて S 氏が地区内に自宅を改築して設立した地区住民のための私設図書

館若竹文庫があった。このような私設図書館の存在が地区住民の「城原祭記念誌」を地区内で発行しよう

とした基盤となっていたと考えられる。 

しかし、J 地区においては、高齢化が進んでおり、すでに婦人会は機能しなくなっている。また、アパ

ート居住者の地区内行事への参加者が少ない等の課題がある。今後、さらに活発な自然環境保全活動や歴

史環境保全活動を行っていくためには、J 地区のみでは、その維持が難しくなってくる可能性がある。 

S 地区においては、姉川城遺跡が国指定の歴史文化遺産になっており、遺跡の敷地内にも地区住民の生

活の場がある。しかし、この地域への住民の新たな転入や現在ある住居の改築は法的に禁止されている。

この地域から住民がいなくなり、人の生活との関連がなくなると姉川城遺跡の保存活動もその維持が難し

くなってくることが予測される。 

このような地区の抱える課題を考えると地区外の住民、市民団体や自治体との連携が必要と考えられる。

その場合、地区住民のニーズにあった連携が必要と考えられる。 

J 地区の場合は、「城原祭り」や「記念誌の発刊」等を中心になって行ってきた J 地区の公民館活動に注

目する必要がある。優れた知識と幅広い経験をもった公民館活動のリーダーとの協力が必要と考えられる。

地区を越えた市民団体とこれら地区のリーダーとの懇談会等を開いて連携を深めていく必要がある。 

また、S 地区のように区長がブログを開いているような場合は、ブログにアクセスし、意見を交換しあ

って地区を越えた住民や市民団体との連携の可能性を探っていくことも考えられる。 

  

自由報告（1） 
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森林親和運動としての木育 

 

 

田口浩継（熊本大学） 

 

１．はじめに 

 近年、森林保全を目的とした里山保全運動を中心とした川上からのアプローチに加え、川下に注目した

木育運動が幾つかの地域でみられるようになった。この木育運動は、森林とかけ離れた生活をしている都

市部の住民を対象にした、森林と人間の関係性を高めるための運動である。また、この木育運動は、運動

の担い手により分類すると利害的、地元主義的な住民運動や同じ価値観を持つ有志が行う市民運動とは、

運動の目的や展開において異なる運動であり、都市部の住民を対象とした「森林親和運動」としてモデル

化することができる。 

 

２．森林親和運動としての木育 

 熊本県における「森林親和運動」としての木育運動は、任意団体である「熊本ものづくり塾」を中心に

多種多様な業種・団体の連携により「材料・資金の獲得」、「活動場所の確保」、「スタッフの獲得・養成」、

「推進の各種ノウハウ・ノウホワイの蓄積・更新」がシステム化され、安定的に実施できる段階に入った。

森林・林業に関係する行政・企業のみならず、教育関係者や各種NPO（環境、子育て、福祉、地域おこし

など）にその広がりをみせている。子どもとその保護者を対象とした木育には年間 1万人の参加者、大人

を対象とした木育推進員養成講座等には 2 年間で 319 人の参加があった。木育運動としては、全国でも希

有な事例である。 

 「森林親和運動」は、運動の始まりにおいて対立する対象（政府・自治体・企業など）を持たない、ま

た、改善や回復を目的とした運動（抗議や交渉などの集合行動）を持たないという特徴がある。さらに、

特定の地域的、利害的、価値的な関係性をもつ担い手に限定されたものでもないことから、森林保全を目

的にしてはいるがこれまでの住民運動型や市民運動型とは異なる特性を持つ運動である。農業分野におい

ては既に取り組まれており、たとえば、「エコツーリズム」や「グリーンツーリズム」、「田舎暮らし」や「ス

ローライフ」の活動が近い位置づけとなる。また、「合鴨農法」や「逆手塾」、「体験農園」の活動とも共通

する点が多い。 

 このように「森林親和運動」により一部の市民による卓越主義的な運動ではなく裾野を広げる運動とな

る可能性がある。さらに、ネガティブに負を排除する運動でなくポジティブに価値を高める運動であるた

め参加が容易である。また、地域生活を対象としておらず、あくまで有志による運動であり、これまでの

住民運動と異なる。実際の担い手は、生活領域の課題（子育て、環境、福祉、地域おこし）に関心をもつ

市民であり、その人たちが主体化していく活動になりえる可能性が高い。担い手を森林保全や環境問題と

の関係で見ると、それらの問題に目覚めた者ばかりでなく、また、この運動は目覚めさせることのみを目

的としているものではない。それぞれの気づきを大切にしようという活動と位置づけることができる。こ

れらのことから、現代都市住民の生活スタイルに立脚した運動として受け入れられる可能性も高い。 

 

３．まとめ 

 「森林親和運動」としての木育運動は、森林保全運動の一角をなすものの、市民運動型でも住民運動型

でもない第 3 の森林保全運動といえる。「森林親和運動」としての木育運動は、「楽しければ良い」、「楽し

い中から木の持つ魅力を学べばよい」、「それぞれの目的に応じて参加すればよい」からスタートし、楽し

みながらライフスタイルを変える人が増えれば、結果的には「森林保全」という目的に近づくという構造

をもっている。「親和運動」という分析概念でみていくと、現在行われている運動や活動のカテゴリーがよ

り明確になったといえる。先に述べた「エコツーリズム」や「田舎暮らし」の共通性や特殊性が明確にな

り、それぞれの関係性が見えるようになったといえる。 

  

自由報告（1） 
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環境保全と水田保全 

―「自力のむら」の土地・環境保全― 

 

牧野厚史（熊本大学） 

 

現代の日本では生物多様性についての関心が高まり、生物生息空間としての水田の価値の見直しが様々

なかたちで進められている。その例としては、コウノトリやトキの野生復帰などがよく知られているが、

日本各地の水田でも、様々な生物についての同様の取り組みが始まっている。では、農業の担い手である

農民からみて、それらの活動は単なる環境保全の活動とみなしてよいのだろうか。 

本報告では、農業の担い手の減少と高齢化、さらに水田の減少という稲作農業の現状を踏まえ、農家か

ら見た場合の環境保全と水田保全との関連を事例に則して明らかにすることを目的とした。 

環境保全の事例としてとりあげたのは、琵琶湖を抱える滋賀県で行われている魚のゆりかご水田プロジ

ェクトである。琵琶湖に生息する魚類には、ニゴロブナのように水田で産卵する魚類がいる。このプロジ

ェクトは、水田に魚道を設置し、それらの魚類の産卵場所としての機能を復活させる試みで、農薬や化学

肥料の減少という環境保全型農業とも連動しながら、今では３０近い湖岸域集落の水田で進められている。

そこで、プロジェクトに参加している湖南地域の一集落における農家への面接調査から、個人から見た場

合の担いの仕組みとその仕組みを支える人々の考え方を描きだすことにした。 

得られた知見は次の通りである。この集落は、ほぼ総ての農地が水田となっている。また、都市近郊に

位置し農家数の減少は著しく、専業農家は定年による退職者に限られていた。このように、農業の担い手

の減少や高齢化は進行していた。だが、県平均と比較した場合の水田の減少率は小さかった。その理由と

して「むらの土地はむらで利用する」という集落内部の土地利用規範の存在と、規範意識を行動に移せる

担い手がいることを指摘できる。なぜなら集落ぐるみの担いの仕組みがあれば、集落の農家は、家族の状

況やライフステージなどの個の事情にあわせて農地の規模を拡大したり縮小したりしつつも、集落全体と

しては水田を保全していくことができるからである。 

この仕組みは環境保全のために創られたわけではないが、集落の自立的な意思決定が維持されることで、

環境保全のようなあたらしい価値を農家自身の判断で行動に移しやすい仕組みといえる。そこで、中山間

地に見られる都市-農村交流型の農地保全や地区外の大規模農業生産法人との契約に頼る農地保全とも異

なるという意味で、本報告では仮説的に「自力のむら」の土地・環境保全の仕組みと呼んでみた。この仕

組みは集落営農とたいへん似通っており、見方によってはそのバリエーションとみなすことも可能だが、

当該地域農家に固有な生活の便宜に基づく仕組みであることに注目した。そこで全国一律に進められてい

る施策としての集落営農と区別しておくことが必要と判断したのである。 

なお本報告には環境省環境総合研究推進費 D-0906 による調査結果の一部を用いた。 

  

自由報告（1） 
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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Ⅱ 

SERVICE-LEARNIING As an Educational Practice of Sociology part 2 

 

吉良伸一（大分県立芸術文化短期大学） 

 

 大学教育推進プログラム（A）によって、平成 22 年 2 月、今後のサービスラーニングをすすめる参考と

するため、米国カリフォルニア州サンフランシスコ市周辺の視察を行った。米国各地には大学におけるサ

ービスラーニングを推進するキャンパスコンパクト事務局が各州にあり、定期的に FD ミーティングを実

施し、サービスラーニング方法の研究会や情報交換を行っている。サンフランシスコ視察では、リフレク

ション（振り返り）が重視され、一定のフォームを用いることで、活動の時に注意すべき事項がチェック

される仕組みがあることがわかった。また、活動に先立ってプリリフレクションが行われ、何のために活

動すべきなのか、あらかじめ調べるべき内容等が提示されていた。 

 本学のサービスラーニングは以下のような方法で実施される。①地域社会特講（情報コミュニケーショ

ン学科必修・他学科は共通教育科目）で関係団体の方に講演をお願いし、学生の参加を呼びかける。②地

域イベントの企画・運営・参加、NPO 法人との連携、学内外での情報発信、学内外での環境活動など、多

くのプログラムを教職員とともに設定し、多くの学生が参加できるよう心がけた。③社会学・心理学・情

報科学・メディア学などで学んだことを活かすとともにその意義を学ぶ。体験しながら考え、考えながら

行動する体験型学習を実施する。④サービスラーニング発表会・社会調査発表会・卒業研究発表会などプ

レゼンテーションを行い、活動の意味を振り返り他者に伝える訓練を行う。⑤学内報・学科ホームページ・

DVD 作成、パンフレット作成などを通じて、広く社会にその内容を知ってもらう。すべての活動で可能な

わけではないが、情報発信をつうじて学生・教職員・関係者から広く意見を聞き、活動のあり方を修正し

ていけるように努力した。携帯連絡システムを使って登録学生に情報を提供する、また、参加希望をとる

アンケート機能をつけている。活動報告システムによって、学生の活動記録の把握と、活動の振り返りを

可能とした。どんな人と出会い、どんなコミュニケーションをとったか。どのような困難を感じ、その解

決にむけてどう工夫したか。活動する上で日頃勉強していることをどう役立てたかなどの項目を設定して、

学生が工夫すべきポイントをあらかじめ設定して報告させた。この報告は次の活動に向けての改善に役立

てられる。サービスラーニング単位修得者は平成 23 年度 238 名となっている。情報コミュニケーション

学科（定員 100 名）のほとんどの学生はサービスラーニングを履修している。平成 23年 5 月本学本科 793

名在学生のうち 30%が、単位修得の最低基準の 30時間以上の地域活動を行っている。 

 この取組を行うにあたって、わたしたちは次のような方針を立てた。①本年度だけでなく継続的に行っ

ていくこと。浸透するまでに、かなりの時間が必要とされる。効果が出るまで取組を改善する。②単発的・

一時的な活動ではなく、ある程度、頻繁に活動を行うことで地域のにぎわいにつなげる必要がある。③芸

術系の学科や、国際文化学科、情報コミュニケーション学科など大学の資源を有効に活用し効果がある活

動にしていく。④情報発信など若者の得意とする能力を最大限引き出す工夫が必要であること。⑤計画・

実行・チェック・改善という PDCAサイクルを確立して実効性のある活動に持って行くこと。活動するだ

けではなく、リフレクションが非常に重要である。本年度は、大分青年会議所や竹田商工会議所など各団

体の協力を得て、活動フォーラムを行って、活動発表や振り返りを行った。平成 24 年 2 月 1 日には大分

市コンパルホールで「地域活動フォーラム」を開催して、活動発表と振り返りを行った。 

  

自由報告（1） 
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ホスピタリティ概念の社会学的展開をめざして 

 

 

バガダエワ・アネリ（広島大学大学院） 

 

本報告の目的はホスピタリティ概念のより広い意味を見出すために，社会学からのアプローチを探る

ことにある．  

ホスピタリティ研究においては経営学や経済学の視点で展開されるものが多く，ホスピタリティは狭

い観点からとらえられていると指摘されている．そのため，社会学における意義を提示するのは重要で

あると考えられる．ホスピタリティの定義に関しては日本や欧米の研究では相互的な関係が主張されて

いる． 

ホスピタリティは原始社会において発生し，コミュニティの中での食べ物の分け合い，助け合いとし

て現れ，他の共同体への贈与交換する慣習となった．外の社会に属する人との好意関係を持つことが重

要視され，見知らぬ来訪者を歓迎し厚くもてなすなどという義務が伴ったと指摘されている． 

旅人のための宿泊施設の普及によって，徐々に公的な施設におけるホスピタリティの提供が始まった．

それに関連し，現在の英国における研究はホスピタリティを私的な（private）ものと営利的な

（commercial）ものに区別している．私的なホスピタリティはプライベートな空間（家）において個

人同士の行為として現れ，それに対し，営利的なホスピタリティの相互利益はサービスやグッズの提供

に対する金銭的な報酬として実現されている．両タイプの形式は異なっているが，相互に役割・義務を

果たすホストとゲストの関係が互酬性に基づくという本質は同様である．  

そこでホスピタリティには社会学における交換理論との共通点がみられる．社会的な相互作用を促す

こと，親交の永続による社会的な安定を保つこと，ホストとゲストという対象が欠かせないこと，社会

関係を始めるきっかけやそれらを持続させる仕組みでもあること，という点が挙げられる．ホスピタリ

ティは社会的交換の一種であると結論できる．社会学におけるホスピタリティを検討するためのアプロ

ーチは交換理論であることが分かった． 

以上のことを考えると，社会学的な観点におけるホスピタリティの概念を次のようにまとめられる．

ホスピタリティは，社会的交換を表している概念であり，対等な関係を前提にしているため互酬性に基

づき，好意的な人間関係の成立および持続を中心とし，ホストとゲストとの間における相互作用を促す

精神および行為である．活動する領域によって異なり，私的なものと営利的なものに分類される概念で

ある． 

 

今後の課題： 

現在，先行研究において公的交通機関や市役所などにおける公的なサービスのホスピタリティの現状

を考察したものがほとんどみられない．しかし，これらのサービスは大勢の一般の人々が常に利用し，

普段の生活に欠かせない施設などが多く存在する．ホスピタリティが発揮されることによって，これら

のサービスの向上が図られる．それは顧客の満足につながることで，経済的な効果も高くなり，社会の

秩序維持に貢献すると考えられる．そこで，民営化する際にサービスが向上したJRグループは非常に良

い研究対象だと考えられる．今後は先行研究ではみられない社会学的な観点からみた人間の相互作用に

着目し，JRにおける営利的なホスピタリティの提供を研究対象にしたい． 

自由報告（2） 
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弱い紐帯と一般化された互酬性 

 

 

三隅一人（九州大学） 

 

問題背景 

社会関係資本の概念は、弱い紐帯、一般化された互酬性、信頼、連帯等、多くの関連概念を結びつける。

そのなかで報告者はこれまでに、「弱い紐帯による被支援経験が、支援が巡り巡るネットワーク想像力を醸

成し、それが一般化された互酬性の規範を強めることにより、連帯の高次化を促す」という仮説を検討し

てきた。けれども、ネットワーク想像力の具体的なあり方や、互酬性と信頼の概念的関係等に課題を残し

ている。本報告では、[関係基盤の多様性]=>[ネット想像力]=>[態度の一般化]という分析図式に沿って、

これらの課題を深めたい。 

 

弱い紐帯と態度の一般化 

 関係基盤の多様性は、弱い紐帯の指標である。そもそも弱い紐帯は、個々の紐帯の弱さの問題ではなく、

ブリッジないし構造的空隙の所在を示す社会構造指標である。社会関係資本では、異なる結束型蓄積を互

いに結びつける橋渡し型蓄積を主題化する。報告者の考えでは、社会関係資本の蓄積の場は関係基盤であ

る。関係基盤とは、集団よりも高い抽象度において人びとのつながりの基盤となる（シンボルとして<われ

われ>関係を間接呈示する）共有属性である。つまり、個人が関与する関係基盤の多様性は、彼／彼女自身

が異なる関係基盤間を橋渡しして資本蓄積に関わる、その蓋然性の高さを示すのである。（下図参照：左図

が、弱い紐帯による社会関係資本の蓄積が生じにくい社会、右図が、生じやすい社会。）多くの研究が示す

ところによれば、橋渡し紐帯は一般化された態度の醸成に好ましい効果をもつ。 

 

 

 

 

 

一般化された態度の論点 

それでは、一般化された態度として何に着目すべきだろうか。山岸らの交換ネットワーク研究は、間接

的な互酬性と協力行動の間にあるフリーライダー問題を明示し、その説明として一般的信頼や社会的カテ

ゴリーの共有による内集団互酬性に着目する。Putnam 系の社会関係資本論は一般化された互酬性（正し

く理解された自己利益）に着目する。しかし Stolleらはその議論の焦点を一般化された信頼にシフトして

いる。これらをみても互酬性と信頼に着目する意義はあるが、両者の関係は明白ではない。 

 

データ分析と結果 

長野調査データ（辻竜平［信州大学］代表の科研費プロジェクト）を用いて、上記図式に則してパス解

析を行った。関係基盤の多様性は、団体参加数と知人職業数で測定した。ネットワーク想像力は、まとま

り認識（地域連帯）、一体感情（地域コミットメント）、市民的連結力（異質性寛容）に分解した。信頼は

一般的信頼 3項目、一般化された互酬性は「自分が手助けをするばかりで、自分のことを助けてくれない

ような人とでもつきあう」の項目を用いた。全体に関係基盤多様性の規定力は微弱だが、その中でいえば

信頼は狭域的な基盤多様性に規定されやすい。ネットワーク想像力の媒介効果は比較的強い。信頼はそこ

でも地域コミットメントに規定されやすく、信頼の一般化がローカルな秩序観に根ざすことを示唆する。

それに比べると、互酬性の一般化はよりコスモポリタンな秩序観に根ざすようにみえる。態度の一般化と

して、信頼と互酬性ではベクトルが異なるが、一方では、いくつかの追加分析から市民ベクトルとして同

じ性質をもつ側面もみてとれる。その意味では、結束型と橋渡し型の相乗効果のもとに連帯を考える手立

てになる。  

自由報告（2） 

･･･関係基盤 

･･･個人 
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回帰分析と分散分析 

 

 

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回帰分析と分散分析との関係について考察した。まず、二元

配置分散分析を例にとり、両者の関係を簡潔に示し、次に、回帰分析における決定係数 R2 の説明が混乱

を招きやすい点、および、分散分析において因子が順序属性を持つ場合に関して注意点を述べた。 

回帰分析と分散分析は歴史的には別々に発展した手法である。いずれの手法も、独立変数と従属変数の

値の組を多数集め、これらの実測値にもとづいて分析を行う。2 つの手法の相異点は次の 2 点に集約され

る。まず第一は、独立変数の属性である。回帰分析では順序属性を想定しているのに対して、分散分析で

は純粋属性を想定している。第二は、分析の目的である。回帰分析の目的は、回帰式を用いて「独立変数

と従属変数との関係」を調べることである。回帰式とは、独立変数による従属変数の近似式・予測式であ

る。これに対して分散分析の目的は、分散分析表を用いて「因子と『従属変数の変動』との関係」を調べ

ることである。分散分析表とは、因子ごとに従属変数の変動をまとめた表である。 

このように回帰分析と分散分析とは本来異なった分析手法である。ただ、分散分析の因子の各水準をダ

ミー変数として定義すれば、これらのダミー変数を用いた線型回帰分析は、もとの分散分析と同値である

ことが知られている。にもかかわらず、分散分析の因子の各水準に対応する従属変数の値を用いて回帰係

数がどのように計算されるかについては、ほとんどの文献に記載されていない。そこで本報告では、繰り

返しのある二元配置分散分析（繰り返し数は異なっていて構わず、相関があっても構わない）で交互作用

を考慮する場合を例にとり、回帰係数が具体的にどのように計算されるかを述べた。 

また、回帰分析と分散分析に関して混乱を招いていると思われる点を二つ取り上げた。まず第一は、回

帰分析における決定係数 R2 の説明である。ほとんどの文献で、回帰分析における決定係数 R2 は、「従属

変数の全変動の内、独立変数の変動によって説明できる割合」として説明されている。この記述は論理的

に間違いではないが、回帰分析における決定係数 R2 の説明としては混乱を生じるので好ましくない。な

ぜならば、この記述は分散分析の立場での説明だからである。そもそも回帰分析では、独立変数と従属変

数との関係を問題にしているのであり、独立変数と「従属変数の変動」との関係に焦点をあてているわけ

ではない。回帰分析における決定係数 R2 は、回帰式による「残差の改善度」として説明する方がはるか

に分かりやすい。すなわち、回帰分析における決定係数 R2 は、n 次の回帰分析における残差が、0 次の

回帰分析と比べてどれだけ改善したかを示す指標であると考えるのがきわめて自然である。 

第二点目は、分散分析の因子として、時間や年齢など順序属性を持つ変数がしばしば扱われている点で

ある。このような分析の問題点は、一つは変数の順序属性を活用していないことである。しかし更に問題

なのは、分析においては順序属性が考慮されていないにもかかわらず、グラフでは横軸に大小関係を用い

て因子の水準を表し、その値の増減を用いて解釈や説明を行っている点である。このような例は分散分析

の文献に多々見られるが、変数の属性が一貫していない点が本質的な問題である。変数の順序属性を考慮

するのであれば、分散分析ではなく回帰分析を用い、順序属性の変数として扱うのが適切な分析方法だと

考えられる。 

  

自由報告（2） 
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ローカル・コミュニティの社会構造 

 井上寛（九州工業大学名誉教授） 

本報告の目的と課題は次のようなものである．まず第 1 にコミュニティの構造と過程にかんする理論を

目指すことである．特にコミュニティの社会組織のオーバーラッピングの構造の類型を明らかにし，つい

でその構造が社会関係資本及び社会関係資源を媒介に集合体の意思決定と社会統合に及ぼす効果について

理論化する．第 2 に，上記の理論をM 町M地区の事例によって検証する． 

１．社会組織のオーバーラッピングの構造，社会関係資本・資源，社会統合 

コミュニティの社会構造について，本稿は，コミュニティの組織にたいする人々の所属から生まれる組

織のオーバーラッピングの構造によって捉える．形式的には人の所属は 2 部グラフ言い換えると２モード

のネットワーク（もしくは行列）によって表現される．そこから所属を媒介にした組織間ネットワークと，

組織を媒介にした人のネットワークを取り出すことができる．ここでは前者に注目する．単純にいえば，

所属の状態から３通りの組織連関の型を識別できる．（I）個人はいずれか一つの組織にのみ所属している．

この場合は，組織は互いに独立な組織である．(II)すべての構成員がすべての組織に所属している．この場

合はすべての組織が結合している．結合させる人の数を無視すればいわゆる完備グラフである．(III)両者の

中間的な型で個人はいくつかの組織に所属している可能性がある．この場合は組織の連結構造は幾通りも

ある．なお I～III のいずれであれ，人がコミュニティの外の組織へ所属しているかもしれないが，ここでは

問わないことにする．  

このような組織間のネットワーク構造は社会過程にどのような関連をもつだろうか．ここでは社会関係

資本の概念に注目する．ただし，従来の概念の曖昧さを克服するために社会関係資本と社会関係資源の概

念を区別する．本稿では組織間ネットワークを社会関係資本と呼び，その資本のよって生成されるコミュ

ニケーションの機会，信頼，義務感などを社会関係資源と呼ぶ．この社会関係資源がコミュニティの目標，

規範と組織の形成,そして集合体の意思決定と課題解決の資源となる．すなわち社会統合と秩序形成を促す． 

それでは，上で定めた組織連関の構造の型はこれら社会関係資本と資源にどのように関連するだろうか．

まず(I)型の場合は，もしそれが持続しているのであれば，組織間に両立不可能な利害対立が存在しないか，

もしくは対立が決定的な紛争をもたらさないような膠着状態にあるということだろう．組織間で人を共有

していないことは資源交換をふくめてコミュニケーションが存在しないことを意味している．組織を超え

た社会関係資源の蓄積は弱いものとなる．(II)型はすべての組織がすべての構成員を共有しており，強い社

会関係資本となりうる． (III)型は，II 型を緩やかにしたものであるが，一定の組織連結があるとする．II

と III は社会関係資本となり，コミュニケーションの機会，それを通して信頼や自発的義務感などが生産・

蓄積されると期待される．蓄積された社会的資源が動員され，コミュニティの目標，規範，組織の形成，

そして集合体の課題解決と意思決定は円滑になり，社会統合を可能にするだろう． 

２．M町M 地区の事例による理論の検証 

前節の理論的な前提のもとで，M町地区の社会構造と社会過程を分析する．1984 年のM 地区の調査で

得られた住民の組織参加のデータから組織間ネットワークをみると次のような発見があった． 

(1) M 地区の組織には孤立するものはなく，高密度での凝集性を示している． 

(2) 理論仮説に従えば，このネットワーク構造は社会資本として機能し，コミュニケーション機会，相互

信頼，共同行為志向などの社会関係資源を生成・蓄積させる．そしてそれらによってコミュニティの課題

をめぐる問題解決の集合行動と意思決定を円滑にするだろう．具体的には，つぎのようなことがいえる．

①漁協は大時期網組合と遊漁船組合の異なる利害の調整の場となるだろう．②商工会と漁協の重なりと他

の組織を媒介にした連結は，社会関係資源を豊かにし，利害対立は速やかに解決されるだろう．③奉賛会

は氏子会の部分であり，かつ他の組織と連結することで，奉賛会会員ではない住民の疎外を抑制するだろ

う．④地区外の寺の檀家に属する人々は漁協と氏子会の重要な成員であり，これによって作り出される社

会関係資源は，彼らに対する排他性とかれらの疎外を抑制するだろう．⑤奉賛会は頭筋という排他的身分

を維持することで社会的費用を必要とするが，それを差し引いても奉賛会とそれを包含する氏子会はM 神

社の祭祀の中核として機能し，その共同行為によって共通の経験と記憶と意味が再生産される．それは文

化資本として，ひるがえって社会関係資本と資源の再生産に寄与するだろう．  

自由報告（2） 
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真偽不確実情報伝播時の意思決定と性差 

―大学生への聞き取り調査を通して― 

 

福嶋祐平（九州大学大学院） 

 

 情報の真偽がコミュニケーションにおける伝え手と受け手の間において不確実な情報をどのように扱う

か、また、その際に男女差が発生しうるのかについて、大学生を対象とし、半構造化面接法を用いた聞き

取り調査(全四回)を行った。 

 例示した 2 種類の不確実情報(情報を聞いた対象が特定的なものと不特定なもの*1)について、伝えるか

否か、伝える際の範囲、伝える/伝えない理由を聞き取った。この時、聞き取った内容から、伝える/伝え

ない理由に着目し、その理由を類型化した。 

 この結果、男性は情報を聞いた相手が不特定なものについて、自身の評価を下げないように情報の真偽

を重視している事が分かった。これは、情報が真でなかった場合に、自身の評価が下がるかもしれないと

考え、なるべく評価を下げないように振る舞うという事である。また、女性も男性の場合と同様の情報に

対しては、情報自体の内容の面白みや有益さを重視していると分かった。内容の面白みや有益さというの

は、受けた情報を伝えた相手にとって面白みがあるか、また、有益であるかということである。女性は相

手が面白い、役に立つ、共感する等の反応を示す事が出来るように意思決定をし、振る舞う事が分かった。 

 加えて、情報を聞いた相手が特定的なものについては特に、自身にとってその情報が有益であるかどう

かを判断し、その判断が、相手の反応を予測する際に影響し得る事も分かった。これは、自分自身がその

情報についてどうであるかをまず判断し、利益がないとみなすならば、相手もそうかもしれないと考える

という事である。 

 これらの結果、不確実情報を判断する際には、まずその情報自体が自分(伝え手)にとってどのようであ

るか、利益があるかどうかを考え、利益がない情報で無ければ、男性は真偽を、女性はその内容を重視し

て伝播の意思決定を行うのではないかという知見を得た。 

 今調査は大学生を対象としたことからその結果を広く一般化することは難しく、また、性差を対象とし

ているが、その性差を「性別固有のもの」、「性別が他の要因に影響を与え、それが意思決定に影響を及ぼ

しているもの」と区別することが今調査においては出来なかったと言う問題点があり、今後研究を行う際

にはそのような点をどのように解決するかが問題となる。 

 

*1 今調査で用いた不確実情報 

「受講可能人数が少ないが内容が充実しており、単位の取得が容易である講義が行われるという情報を聞

く」(情報を聞いた相手が不特定なもの) 

「先輩から近々大学近くの歩道を掃除するボランティアに参加しないかという話があり、聞いている自分

がどうやら参加しそうな状況である」(情報を聞いた相手が特定的) 

自由報告（3） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.139  2012                            12 

 

生活婚概念からみる結婚問題 

 

 

       木村亜希子（九州大学大学院学術協力研究員） 

 

現代農山村では男性の結婚難問題が深刻化しており、さまざまな対策が行われている。しかしながら、

現代の配偶者選択論では、農山村の結婚難問題の分析枠組みを持っているとは言い難い。本報告では、農

山村における結婚の現状を通して、現代の配偶者選択論をどのように組み替えていくか、その方向性を示

す。 

家族社会学においては、結婚を社会状況と個人の選択の枠組みで分析を行っている。結婚は幸せのゴー

ルであり、どのようなプロセスで出会い、付き合い、結婚に至るのかという点を重視する。家族社会学者

の多くは、都市部の人びとを念頭に分析を行っているため、個人レベルの分析に偏っていると言わざるを

得ない。 

報告者らが実施した集落調査から、現代農山村男性の結婚難問題は、30 代のみならず 40 代、50 代にま

で拡大していることを明らかにした。農山村の男性は、未婚であっても農山村に留まっているのである。

農山村の未婚男性は、自身の結婚と家、集落を強く結びつけて考えており、彼らは結婚して、家業・家産

を維持する、親の面倒をみる、農山村での生活を守ってゆきたいという意識を強く持っている。農山村の

未婚男性は、結婚後どのような生活を送るかを重視しているといえる。 

このことから、現代農山村における結婚は「生活婚」である。「生活婚」とは、生活と結婚が密接不可分

な、生活という視点から結婚を捉えるという概念である。結婚によって①個人レベルの衣食住の維持が可

能、②家族・集落などの生活基礎集団のメンバーシップの再生産の可能性を持つ、③就労等の共同化によ

る家計・生計などの生活手段の確保・維持ができる。「生活婚」は、この 3要件を併せ持つものである。 

いつの時代も人びとの結婚の原理に「生活婚」は存在している。だが、1980 年代から結婚しなくても生

活できる条件が整うようになり、生活婚の 3要件が分離し、都市部を中心に結婚は個人の選択である（「選

択婚」）という傾向が強まるようになった。 

しかしながら、現代農山村では「選択婚」はなじみにくい。なぜなら、農山村男性の結婚は家の生活や

集落生活と密接につながるため、農村男性は、結婚後パートナーとどのようにして生活を築いていくかを

非常に重視するからである。 

すなわち、これまでの配偶者選択論では、農山村男性の結婚を捉えることはできない。現代農山村の結

婚を分析する枠組みとして、恋愛感情や結婚へのプロセスを重視する配偶者選択論から、結婚後の生活に

重きを置く、パートナー選択論への転換が必要となる。 

  

自由報告（3） 
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現代農村における結婚促進事業の位置 

 

 

松本貴文(尚絅大学) 

 

本報告では、現在多くの農村部自治体が実地している結婚促進事業が、農村社会のなかで一体どのよう

に位置づけられ得るのかを、熊本県 A町の結婚促進事業を事例として検討した。そのための視点として、

特に制度を利用する地域住民の生活に焦点をおいた。 

まず、A 町における結婚問題が生じている現状を確認し、A 町は過疎高齢化が進展していると同時に、

男性の未婚率と女性の未婚率の間に格差が生じ、男性の生涯未婚率も全国平均を上回っているという人口

構造的条件が生じていることを指摘した。また、A 町の結婚促進事業を利用している男性への聞き取り結

果を見ると、農村男性は結婚を生活組織としての「家・ムラ」の存続と結び付けて考えており、元気な子

どもを産んでくれる若い女性や、親との同居が可能な女性との結婚を望むと同時に、伝統的な配偶者選択

のための制度的方法を利用することができず、困難な状況に立たされていることが明らかになった。この

ほかにも、農家男性は農家家計を支える重要な役割を期待されており、専業農家であれば長時間の農作業、

兼業農家であれば職場での労働と農作業の両立を期待され、結婚につながる社会関係の形成が困難になっ

ている状況も生じていた。このように、A 町の結婚問題は、農村男性個人の資質や選択の枠を超えて、農

村生活のもつ構造的な要因がその大きな一因となっていた。つまり、結婚問題は現代社会における農村生

活の矛盾が、農村男性という個人に焦点化された結果として生じている現象という側面を持っていた。 

こうした状況に対し、A 町の結婚促進事業は、交流会という集団お見合いを実地することで、かつての

生活組織に組み込まれていた出会いの場や、恋愛のための技術を学ぶ場を、現代社会における農村の生活

に合わせた形で提供している。これが A町における結婚促進事業の第 1の機能である。担当の嘱託職員の

女性も、行政サービスの枠を超えた関係を参加者と構築しながら、相談やアドバイスを行うことで参加者

から強い信頼を寄せられていた。また、参加する農村男性も、これまで個人の問題として捉えなくてはな

らないと考えていた結婚について、集団レベルでの解決に取り組むことで荷が軽くなり、中には交流会に

参加することそのものが楽しみになっている参加者もいた。この結婚問題による農村男性の悩みの軽減が

結婚促進事業の第 2 の機能である。 

このような分析から、A 町の結婚対策事業は役場主催の事業ではあるものの、事業そのものが担う機能

は、むしろ既存の生活組織の役割を代替する、生活組織の延長上にある事業として位置づけられることを

指摘した。家や村という農村の生活組織が、結婚を必要としながら結婚のための制度的手段を持ち合わせ

ていない現代において、結婚促進事業は結婚を個人ではなく集団性の中で解決しようとする事業として、

A 町の住民が生活を維持していくために重要な機能を担っている。それゆえこの事業は、単に行政による

家族や結婚への介入とみなすべきではなく、農村における共助的性格を有する事業として捉えられなけれ

ばならないだろう。 

 

自由報告（3） 
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非婚／避婚社会における大学生の認識 

 

 

中村晋介（福岡県立大学） 

 

日本人の「未婚・非婚」の問題が，社会学の分野で急速に前景化したのは 1990 年代中期である．各種

の全国調査が，日本社会の少子化／生産年齢人口の急速な減少を論証するとともに，将来における深刻度

の高まりを予測したことが，この前景化の背景にあった． 

だからこそ，この問題に対する社会学者たちの対応は，1)「皆婚社会は維持されなければならない」と

いうイデオロギーの上で，2)「（現在の）未婚者をいかにして結婚させ，子どもを産ませるか」を考える方

向に収斂した．具体的には，1)未婚者が結婚しない理由を抽出する，2)抽出された理由を解消する方法を

考え，それを「提言」として発信する，というフォーマットが形成された．なお，「提言」は，未婚者たち

に対する行動指針の「提言」と，行政に対する施策提言の二重構成となるのが通常である． 

現在，このフォーマットは，極めてエレガントな形にまで昇華されている．「理由」の代表的なものとし

て，1)勤労男性の年収の二極分化（特にアジア通貨危機／小泉構造改革以降に顕著），2)結婚相手に求める

条件についての男女の意識差，3)高度消費社会において，合理的選択として「パラサイト・シングル」を

選ぶ人の増加，などが挙げられる．「対策」の極地は，山田昌弘が提示した「結婚活動」である（山田・白

河 2008）．未婚者は，性別を問わず従来型の結婚観から自由になり，夫婦の共働きを覚悟する．その上で，

改めて自分の周囲を見回し，積極的に合コンや見合いパーティに参加して結婚相手を探す．行政は「独身

男女が出会う場」の提供にくわえ，共働き夫婦の生活，独身者の生活を（特に経済面で）安定させるシス

テムを構築する． 

しかし，2012 年現在において，この「提言」は，日本の非婚化を止める処方箋とはなっていない．山田

昌弘が提案した「結婚活動」は，ポップカルチャーの文脈における「婚活」（結婚情報サービス業者への有

料会員登録／イベント参加）にシフトする形で人口に膾炙し，むしろ日本人の結婚率を引き下げる新たな

要因を生み出した（山田 2010）． 

この背理が生じた理由として，この問題に取り組む社会学者が，特定のイデオロギーの中で，理論的な

洗練度を競い合う Professional Sociology の罠に陥ってしまったことが考えられる．そうであるが故に，

過去の理念型は，1)結婚の経済的側面のみを過度に照射するとともに，2)ゼロ年代以降に検出された若者

のメンタリティ（高坂康雅の言う「避婚・非恋愛志向」など，高坂 2011）を過度に消去した．くわえて，

自らの依拠する（従来型の結婚による）皆婚社会イデオロギーの正当性を無条件に肯定した．かくして，

未婚者に対する「提言」は，パターナリスティックでオーセンティックな言説に陥ってしまった（「結婚し

たいのなら共働きしろ／多少の貧乏はガマンしろ」といった発想がその典型である）．また，政策レベルに

おける「提言」も「正規雇用枠の拡大」「初任給や最低賃金の引き上げ」など，オーセンティックであるが

実現困難なものに限定されてしまった．いわば「提言」の空洞化である．この空洞に商業主義と提携した

「ポップな婚活」が入り込み，今日も爆発的な増殖を続けている． 

非婚社会について議論する社会学者は，従来の枠組みとは異なった枠組みで，この問題に取り組む必要

がある．報告者は今回，「結婚相手探し」という闘争のアリーナ （Bourdieu 2002=2007）の入り口に立

ちかけている大学生を対象に，解離度や自己効力感，現状認識と，自分の結婚可能性（30 代半ばまでに結

婚できると思うか否か）についての認識との連関を検討することで，従来とは異なるアプローチを構想・

提案した． 

  

自由報告（3） 
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水俣市における廃棄物政策と市民 

―ゼロ・ウェイスト円卓会議に着目して― 

 

藤本延啓（熊本学園大学） 

 

本報告は、水俣市における廃棄物政策を「地域政策」として捉え、政策実行、および政策決定過程にお

けるアクターとしての「市民」を意識しながら状況整理、考察していくことを目的とした。 

水俣市における廃棄物政策を歴史的に見ていくと、その転換点を 1993 年の「ステーション方式による

資源物分別回収の開始」に求めることができる。水俣における資源分別回収は、24 種という分別種の多さ

に目を奪われがちだが、廃棄物政策としてはむしろステーションの管理・運営作業を市民自らに担わせて

いる点に特徴がある。つまり、市民は生活者として家庭ごみを分別して排出する主体であることと同時に、

ごみ処理システムの一端を直接担う主体としても位置づけられていることになる。「ステーション方式」が

政策として導入された経緯からすれば、いわばトップダウンで推し進められた政策に対して市民が主体的

に協力していった形であり、そこには政策への「参加者」としての市民が見て取れる。 

一方、2008 年「ゼロ・ウェイスト円卓会議」の発足は、廃棄物政策の決定過程に市民が関わりはじめた

契機として位置づけることができる。ゼロ・ウェイスト円卓会議は、市民・事業者・市役所職員の有志が

集まり、熊本学園大学教員がコーディネーター役となって、廃棄物について情報共有しながら施策を議論

し、あわせて具体的な行動を志向する自主研究会のような集まりとして発足している。その後、ゼロ・ウ

ェイスト円卓会議は今日まで 3 度の体制変更を経てきたが、水俣市における様々な立場の主体が「協働」

しながら「より具体的な取り組みや事業内容を検討・実施・検証していくため」のしくみでありつづけ、

ゼロ・ウェイスト円卓会議メンバーは、決定された政策の実行に参加するだけでなく、政策の決定過程段

階から介在してきた。つまり政策の「策定者」としての市民が見えてくる。 

しかし、現状においてゼロ・ウェイスト円卓会議の存在および議論や活動の成果が、市役所内部におい

て十分評価されているとは認めがたい。このような状況下で、ゼロ・ウェイスト円卓会議が今後「地域政

策」策定機関として実質的な意味を持ち得ていくか否か、またそれらを引き起こしていく様相について、

参与観察を継続していきたい。 

 

 

[参考文献] ＊紙幅上、一部を掲載 

礒野弥生 2000「廃棄物処理行政の今日的課題―自治体行政は何を求められているのか」『都市問題』

91(3),pp3-14 

小高剛 1985「都市計画と住民の主体性」『都市問題』76(2), pp15-24 

水俣市 2011『みなまた環境まちづくり研究会報告書』 

関谷昇 2011「自治体における市民参加の動向と行方―「共有」としての作為へ向けて」『千葉大学法学論

集』26(1・2), pp125-191 

進藤卓也 2002『奈落の舞台回し―吉井正澄聞書』西日本新聞社 

篠木幹子・阿部晃士・小松洋 2011「ごみ分別制度をめぐる社会的合理性の相克」『環境社会学研究』

(17),pp19-33 

田中重好 2006「地域政策策定過程と公共性担保の技法」玉野和志・三本松政之編『地域社会学講座３ 地

域社会の政策とガバナンス』東信堂,pp154-172 
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発達障害児の母親の生活困難に関する考察 

―1 年間の調査に基づいて― 

 

山下亜紀子（宮崎大学）・河野次郎（県立宮崎病院精神医療センター） 

 

1.目的 

育児支援の必要性が叫ばれて久しい。地域では多様な育児支援の主体がみられ、様々なニーズに即した

サービスが提供されている。しかし一方で、支援が行き届かない家族が存在している。中でも障害児家族

に対する育児支援は未整備であり、公的政策においても研究の場においても十分な検討はなされていない。

それどころか、子どもを支えケアを行うことが自明視されてきたのが障害児の家族である。さらに母親に

ケア役割が集中するというジェンダー構造によって、障害児福祉が支えられてきた点も看過できない問題

である。  

本研究は、支援方策の検討材料とするため、障害児家族の生活困難とその対応の実態について明らかに

することを目的として実施した。なお障害種別については、未だその特性についての認知度や理解度が低

く、独自の問題を抱えている発達障害児の家族、また家族の中でも日常的に過重負担が生じている母親を

研究対象としている。 

 

2.方法 

宮崎県における障害児・障害児家族の支援団体の協力のもと、生活に関する困りごとなどについて、参

加者同士で任意に発言してもらう形式の調査を合計 10 回実施した。調査に参加した母親は合計 22名であ

る。調査時間は 1 回の調査において約 2 時間、調査期間は 2011 年 5 月から 2012 年 3 月である。調査内

容は、調査対象者の了解のもとに IC レコーダーによる録音を行った。 

分析手法は質的データ分析法（佐藤 2008a; 佐藤 2008b）を採用し、調査の録音データから作成した

逐語録を分析対象とした。研究の実施にあたっては、宮崎大学教育文化学部倫理審査委員会の承認を得た。  

 

結果 

母親の生活上の問題として、＜障害児の言動による生活の混乱＞、＜子育てモデルがなく、日々模索し、

試行錯誤している状況＞、＜支援環境との物理的心理的距離感＞、＜良好ではない周囲との関係性＞、＜

日常的に生じる心理的負担感や葛藤＞の５つの概念的カテゴリーを生成した。また分析の結果から、①養

育、療育に関わる専門的支援体制の不備、②ソーシャルサポートの脆弱性、③伏在しがちな母親自身の生

活困難などの課題が明らかになり、こうした課題を克服しうる社会的支援を包括的に検討することの重要

性が示唆された。 
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元炭鉱労働者じん肺患者の訴訟行動の分析 

―その１ 調査時系列のまとめ― 

 

坂岡庸子（久留米大学名誉教授） 

 

本報告は、その時々の社会問題に遭遇して、調査対象者及び共同研究者が決定される流動的な状況に身

を置き、そこから見えてきた関心に沿って継続してきた元炭鉱労働者じん肺患者調査研究の約 20年にわ

たる経過を概観したものである。 

わが国の産業化の土台となったエネルギー資源である石炭を採掘する炭鉱で働き、世界最古の職業病で

あるじん肺に被災した元炭鉱労働者で、全国じん肺患者同盟の会員が調査対象者である。じん肺という病

気は、粉塵が肺に入り、繊維増殖性の変化をし、肺機能が低下する不可逆性の疾病で、現在でも根治でき

ない。労働能力を喪失した時点で、労災補償支給が始まり、末期は酸素吸入をしても空気が取り込めず、

常時 100m 競争状態の心肺となる苦痛に満ちた病気である。金属鉱山は、明治以前から採掘されていたた

め、江戸時代にもなると、監督者も坑夫も鉱山特有の病気があると認識でき、ヨロケ、珪肺と称した。炭

鉱の操業は明治以降で、結核菌が発見されたため誤認されがちであった。じん肺の対策は、ILO が、初の

国際けい肺（じん肺 50年、職業性呼吸器疾患 92年）会議を実施した。わが国は 1930 年に、けい肺のみ

業務上の疾病とした。敗戦後、足尾町におけるけい肺撲滅宣言(1946)は、ヨロケの悲惨さを知っている地

域住民、戦後復興に鉱山資源は欠かせないが、そのためにも労働者の健康が第一であるとして、経営者を

中心とする鉱山復興会議に労組である全鉱が協力して出された。以後患者団体と労組が主軸となり、単独

立法化運動が展開される。労働法が制定されると労働省も 1948 年から 5年かけて、全国の金属・石炭鉱

山の巡回けい肺健診を実施した。55 年「けい肺及び外傷性せき損障害に関する特別保護法」が公布され、

73 年「改正じん肺法」が施行された。 

調査は、1979 年に炭鉱じん肺では初の集団訴訟である日鉄鉱業北松炭田（長崎県）の元従業員で、かつ

患者同盟の会員から開始した。裁判の争点である時効論に役立てる目的も意図した実態調査であった。特

に、会社側の塵肺対策と、親子 3 世代にわたる労働移動歴を追及することで、炭鉱労働者になる要因の中

に、既に様々な職業選択上の不利な条件の累積があり、それに、病気が加わり、子どもの教育・就労など

にも影響が及んでいる事を、ライフ・ファミリー・ヒストリーより明らかにした。労災法が制定されて、

じん肺に関する就業規則が設けられていても、法の遵守がなされていない実態も明らかになった。次に、

天草の旧産炭地苓北町に巨大石炭火力発電所が建設される事になり、地元の農林水産業従事者を中心に火

電建設阻止のための運動が展開され、84年、患者同盟熊本県連会長が、県知事を相手に九電に対する公有

水面埋め立て免許の取り消しを求める行政訴訟を行った。原田正純は、炭鉱じん肺患者の二重被災（職業

病と公害）の懸念から、患者調査（84・85）を行うが、それに参加して主に生活構造の項目を担当した。

科研による「公害職業病被災者の生活史及び社会史に関する研究（88・89）」で、筑豊地区の患者の職歴

がそのまま病歴となるライフコース分析、90年には、裁判闘争支援を行う患者同盟の組織調査を行った。

科研による「旧産炭地における社会福祉に関する総合研究―飯塚市（93－95）」では、地域社会の中で労災

認定患者と言う事で、生活保護受給者同様のスティグマを負わされ、社会的排除の問題がある事を指摘し

た。2001 年大規模合併による医療や介護の影響調査を行った。『環境総合年表-―日本と世界』（2010、す

いれん舎）の「石炭じん肺」を担当した。 

  

自由報告（4） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.139  2012                            18 

 

琉球文化圏４離島における中学校アンケート調査から 

―教育と医学、特に地域の死生観とその伝承性生徒の中で探る視点を― 

近藤功行（沖縄キリスト教学院大学） 

【緒言】 2012 年 4 月 28 日、与論町と国頭村とは共同で祖国復帰 40 周年記念海上集会を開く。今回の

海上行動はかつての国境が与論島に近いため国頭村からの参加者負担を考え、ちょうど中間地点が設定さ

れた。当日那覇港を出た鹿児島行き大型フェリーがこの付近を通過する午前 11 時、両自治体参加者の船

が集結することが計画された。当日鹿児島新港に向け那覇港を出航したフェリー（｢なみのうえ｣6586 ㌧）

は奄美船籍の貨客船だ。本船は那覇港７時出港、本部港・与論島・沖永良部島・徳之島・奄美大島を経て、

翌朝 8 時半に鹿児島新港入港。那覇港出港４時間後、国頭村と与論町からの漁船など 25隻に乗った約 100

人が合流する集合海域を通りかかると、普段とは違ってこの海域に近づくと予定通り減速し始めた中、こ

こで予定外の行動に出る。集結している漁船のまわりを汽笛を鳴らし旋回し通常ダイヤより約 10 分遅れ

で与論島に寄港した。筆者は 1986 年 8月から与論島研究に着手した。1990 年 12 月粟国島への訪島など、

沖縄県内各離島域への訪島も繰り返しながら死生観を中心とした終の場に着目した研究を実施している。 

【結果及び考察】 琉球文化の影響を濃厚に受けた奄美群島各離島の研究の上で、沖縄各離島の研究もま

た重要となる。 １）粟国島(粟国村；１島１村)は 1990 年の訪島当時、那覇市内など本島側で亡くなった

人の遺体は火葬にはせず、そのまま必ず島に搬送していた。島に戻ると、｢風葬｣と称される死者儀礼がな

されていた。最近、島で亡くなった人が那覇市内の葬祭場で火葬にされ島に定期船で戻ってくるとすぐに

その足で山肌の岩盤をくり抜いた墓地に行く変化が生じていた。島の人口激減を憂う 90 歳代男性は、｢埋

葬は大事だよ。火葬はダメ｣と主張。２）伊良部島（宮古島市に編入）；2012 年 05 月期現在、粟国島・伊

良部島の中学校(粟国島１校・伊良部志摩２校)で死生観に関連したアンケートを実施予定。｢(中略)佐良浜

地区では、従来、前のものがなくなる中、まだ(伝統が)残っている。佐良浜地区の言葉、島でも各地区で

言葉は違うよ。アンケートで、「自宅で看取った経験ありますか？」と聞いても、たぶん９割は｢ない｣と回

答するはず。オジイ・オバアから、「どこで、自分が最期亡くなるか、聞いたことがありますか。」これな

らよいのでは。看取りの経験、佐良浜と伊良部地区、死生観が２つの校区で違うかも。｢家で亡くなりたい｣

とする希求については看取りやるかどうかは別として、両校区とも、強い希求はあるはず。そうはできな

い状況がある。子供たちには死に対すること、身近でないはず。次男、３男の子供になると、頻繁な行き

来がないかも。だから、さっきのアンケートがよいはず。お墓：佐良浜地区は旧暦 1 月 16 日、普通「16

日」。清明祭が本島である。あの世の正月。南(伊良部地区)より、北(佐良浜地区)が強い。お墓の掃除もし

たり。家で、家族で行く。供え物持って行く人も、行かない人もいる。「16 日」前で掃除、当日に掃除、

お墓に供え物する。新しい仏さんのある家はよく行く。その後、あまり行かなくなる。死ぬとカミ神にな

る。亡くなるとカミ、祖先神、33年忌、下ろすところとそうではないところある。風習、アニミズム強い。

「人が島では亡くなると、神様になると考えられていると思いますが、こういうことは家で語られていま

すか？」、これを聞いたらいい。（後略）｣。３）与論島(１島１町)でのアンケート 2009 年度実施(本学会で

報告済み)。４）伊江島（１島１村）；調査依頼の段階で 2009 年度苦境にたたされることになった島。 

【まとめ】 当該地域の人々が有する死生観は、地域医療とも密に関連してくる。医療従事者の立場から

は地域の人々の死生観をベースに医療が展開されることが必須となる。本内容は障害者観についても類似

している。地域の人々の考える｢障害者観｣が障害者雇用の側面、障害者理解でも反映する。2012 年実施し

ている粟国島・伊良部島訪島からは新たな知見が出現した。琉球文化圏は伝統行事が多々あるなか、学校

現場でどう受け止められているのか、伝統行事で休校をとっている学校の有無である。離島域の学校で伝

統行事による休校があるのに対し、どうも沖縄本島内ではそれが見られない。全国的に見ればどうか。４

離島の調査から見えてきたもの、死生観関連のアンケート立案で苦戦している内容に関して報告する。 

 付記）筆者は琉球大学大学院医学研究科博士課程最終年次(医学研究科は4年制)で日本学術振興会特別研究員DC採用、

翌年度、山口大学教養部で PD 採用(受入教員；辻正二教授)になった。山口大学を離れた年の秋、旭川荘厚生専門学院介

護福祉科また川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科へ赴任。両校とも専任教員だった。本学会は辻教授にご推薦

いただき、その後口演を行っている。本報告は 2009～2012年度採択[境界医学領域申請]・日本学術振興会科学研究費[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]の研究成果を報告した。  
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福岡県の青少年の意識と行動 

―生活態度と家族関係― 

 

                            佐々木美智子（中村学園大学） 

 

１ T.パーソンズのコンサマトリー概念～道具的活動主義とコンサマトリーの補完性～ 

 T.パーソンズは『社会構造とパーソナリティー』（1964）で、アメリカ社会の価値を道具的活動主義（M.

ウェーバーの世俗内禁欲）とし、それと対置/補完するものをコンサマトリーとした。産業社会の業績向上

という道具的諸欲求に伴うパーソナリティーの緊張処理には、表出的（コンサマトリー）欲求充足を高め

リラクゼーションすることが不可欠という。道具的活動主義とセットでないものを単なる快楽主義として、

厳密に区別している。 

 

２ 若者論：まじめの崩壊からコンサマトリーの一方向性 

日本の高度経済成長期の終わり頃、村上（1975）は「勤勉」を拒否し現在をエンジョイする若者を、T.

パーソンズから引用してコンサマトリー化する若者と指摘し、千石は若者のコンサマトリー化は『まじめ

の崩壊』で産業社会の「病理」と批判し（1991）、90 年代以降の若者バッシングが拡大した。即ち日本の

コンサマトリー概念は、T.パーソンズの「勤勉の緊張処理＝表出的欲求」ではなく、「単なる快楽主義」を

引用し、勤勉拒否と非難した。 

他方、実証的なデータを用い社会学的なやり方で、「まじめ」の崩壊は根拠不確か、若者のコンサマトリ

ー化は不況で見通しがつかない将来を前にした高校生の適応的変容（轟 2001）、生きづらさを抱えた若者

に〈可能な未来〉の根がある（豊泉 2010）、絶望の国の若者の幸福感（古市 2011）などと、まじめ崩壊に

対して社会的要因から反論がなされている。これらのコンサマトリー概念は仕事と対であり、T.パーソン

ズの定義を踏襲している。 

しかしまじめ崩壊論とその反論は共通して、現代の若者の一方向的なコンサマトリー化を肯定している。

本当に、若者達は一方向的にコンサマトリー化しているのであろうか。 

友枝らは高校生調査（2001 と 2007）のデータから、「第二の近代（個人化の進行とリスク社会化）」を

反映した現代の高校生の脱政治的「保守化」、規範への同調性の高まり、ライフスタイルの自己充足志向の

高さと共に地位達成志向の強まりを明らかにした（2009）。これは、若者のコンサマトリー化一方向論で

はなく、T.パーソンズの道具的活動主義（まじめ）とコンサマトリーの高まりとの補完性の実態を明らか

にした分析結果といえる。 

 

３ 福岡県『青少年の健全育成に関する県民意識等調査』－生活態度と家族関係－ 

福岡県は青少年プラン策定の基礎データとして、青少年の意識と行動調査（平成 7、12、23）を行って

いる。今回の東日本大震災直後の平成 23年調査は、中高生は①身辺自立では、学校適応行動やお手伝い、

②休日行動では、読書や情報通信機器など自分の楽しみ享受と自宅学習や部活動が増加し、まじめとコン

サマトリーの「オン・オフ」切り替え傾向が高まった。③家庭生活の満足度と抑うつ感は－の相関がみら

れ、リラックスに不可欠な親密圏の家庭や学校の満足度が上がり、悩みや抑うつ感なども大幅に軽減して

いた。他方、家庭満足度の低い青少年（約 1割）は適応的緊張処理ができないためか抑うつ感が高かった。 

 

４ まとめ 

青少年の意識調査結果から、現代のリスク社会を生き抜く青少年は、親密圏の満足感を高めまじめとコ

ンサマトリーの「オン・オフ」切り替えで適応を図っていることが窺えた。 

 

引用文献 

１T.Parsons.1964“Social structure and personality”Free Press. 

２千石保 1991『まじめの崩壊』サイマル出版 

３友枝敏雄 2009『現代の高校生は何を考えているのか』世界思想社 他。  
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福岡県の青少年の意識と行動 

―友人関係と規範意識― 

 

高橋征仁（山口大学） 

 

１．青年期研究における 3 つのボトルネック 

社会学における青年期研究は、多くの場合、意識や行動の経年的変化を捉え、それを際立った時代変化

や家庭環境に原因帰属させるという単調な論理構成をとってきた。しかし、このような説明方法は、社会

化神話（≒素朴経験説）に根差しており、政策的介入という点からも実効的とは言えない。むしろ問題の

深刻さを煽り、相談窓口の設置など行政機構の肥大化を招いてきた。青年期研究がこのような道徳的事業

に陥った要因として、ⅰ専門分野別因果モデル、ⅱ構造主義的自我モデル、ⅲ同調主義的秩序モデル、の

3 点が考えられる。これに対して本報告では、青年現象が第 2次性徴を起点とする複合的現象であり、世

代間変動を引き起こすダイナミズムを有するという視座をとる。具体的には、ⅰ統合的因果モデルを念頭

に、ⅱモジュール的に編成される自己制御システムを仮定して、ⅲ自己裁量領域の拡大による自我と文化

の更新という観点から青年現象を捉え返していく。 

 

２．福岡県青少年調査の知見：A友人関係 

平成 23年度福岡県青少年調査では、小 6・中 2・高 2・大 2の青少年各 1,200 人とその保護者各 1,200

人、一般県民 6,000 人に対して調査票調査が行われた（回収率各 80％前後）。そのうち青少年の友人関係

について、前回調査結果（平成 12年）と比較してみると、次の点で大きな変化が見られた。①お金や大

切なもの、プライバシー（家族、異性、情報）を交換した経験が大きく低下していた。②孤立化や対立回

避傾向が減少し、小 6 では理想化傾向が見られた。さらに、悩みごとの相談相手でも親や学校が増加し、

友人は減少していた。これらのことから、青少年の友人関係は希薄化しているというより、自己目的化し

ているのであり、友人関係における問題処理機能が低下していると考えられる。 

 

３．福岡県青少年調査の知見：B 規範意識 

③性や飲酒喫煙、生活規律などに関する規範意識は、20 歳前後をピークとする加齢曲線を描く。これは

殺人率などにみられるユニバーサル・カーブと同型であり、テストステロンの分泌量の加齢曲線とも同型

である。ただし、殺人と異なり、規範意識やテストステロンの変化は、ほぼ全員が経験する性現象である。

したがって、これらを抑制するのではなく、有意義な社会的活動へと水路付けることが重要だろう。また、

④性や生活規律に関する規範意識は発達的にも時代的にも変動しやすいが、他者危害や自己危害に関する

規範意識はそれぞれ安定していることも確認された。さらに、⑤性的関心への寛容は、中学時点では規範

の混乱をもたらすが、高校以降では規範の類型化や序列化を促すと考えられる。歴史的な変化に着目する

と、⑥規範意識は全体的に厳格化しているが、常に新しい生活領域において自由裁量の余地が発見され、

自我と文化の更新が行われていくと考えられる。 

 

４．福岡県青少年調査の知見：C 友人関係と規範意識の関係 

友人関係と規範意識の関係について、重回帰分析を行ったところ、⑦プライバシーやお金を交換できる

友人関係であるほど、性的規範や生活規律が弛緩しやすいだけでなく、他者危害や自己危害の規範との序

列化も明確になる傾向が見られた。このことから友人関係が性的関心を喚起するだけでなく、それがスイ

ッチとなって規範意識の柔軟化や序列化、複合化が進行していくと考えられる。 

 

５．まとめ：日曜日の朝にしか海賊王になれない子どもたちのために 

以上のことから、協同や競争、内発的動機付けを高める社会的機会を提供することで、自己裁量と自己

統制の感覚、規範の分別力を養っていくことが重要であると考えられる。 
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社会理論の基礎としての公共性と正義 

 

 

友枝敏雄（大阪大学） 

 

１．公共性について 

斎藤（2000）に依拠して、公共性に、第 1に国家に関する公的(official)なものという意味、第 2にすべ

ての人々に関係する共通(common)なものという意味、第 3 に誰に対しても開かれている(open)という

意味があることを説明し、英語で書かれた下記の 4 つの辞典（事典）を調べたところ、2 と 3 に、public 

sphere という用語が取り上げられているのみであることを指摘した。したがって英語圏では、public 

sphere は学術用語として成立しているが、日本語でいう「公共性」対応する英語の学術用語がないこと

が明らかになった。 

1. Borgatta,E.F., & Borgatta,M.L., 1992,Encyclopedia of Sociology, 4vols,Macmillan. 

2. Turner,B.S.(eds.),2006,The Cambridge Dictionary of Sociology,  Cambridge University Press. 

3. Abercrombie,N., Hill, S.,& Turner,B.S.(eds.),2000, The Penguin Dictionary of Sociology, 4th  

  edtion.（丸山哲央監訳『新しい世紀の社会学中辞典』,ミネルヴァ書房, 2005） 

4. Scott,J. (eds.), 2006, Sociology The Key Concepts, Routledge. 

 

２．第 2の近代における公共性 

ベック(Beck 1986)の「リスク社会」概念および「第 1 の近代・第 2 の近代」の概念を援用して、現代

の産業社会の多くは第 2の近代の様相を呈していることを指摘した。個人化とグローバリゼーションの進

行する第 2の近代において、新しい公共性（公共空間）を「○○である」一言で定義することは至難の業で

ある。あえて第 2の近代における公共性（公共空間）の性格を述べるならば、（1）第 1 にmarket(市場原

理）に対立するものとして、第 2 に national なもの（国家(state)・国境）に対立するものとして、第 3

に inidividual、individualization(個人、個人化）に対抗するものとして存在することを明らかにした。 

 

３．正義について 

(1）正義は存在するか 

この問題を、二項対立における優先問題として考える。つまり①正義が存在するから、不正義が存在す

るのか、②不正義が存在するから、正義が存在するのか、という問いとして考えてみた。言うまでもなく、

二項対立のどちらかに論理的優先性はないから、①②のいずれかに軍配を上げることはできない。そこで

デュルケームの一連の議論を援用すると、「異常があるから、異常の補集合として正常がある。」換言すれ

ば、異常なものや不正なものの方が、正常なものや正義であるものよりも人々の認知・理解が一致しやす

い。したがって②不正義が存在するから、正義が存在するという命題の方に経験的妥当性があるのではな

いかとした。 

(2）正義の積極的な定義 

  正義の積極的な定義をおこなうためには、何らかの価値が必要である。そのような価値として、社会的

弱者を擁護する価値および社会に存在する不条理な苦痛を減ずる価値がある。これらの価値は、とりもな

おさず市井(1971)、高坂(2004)の言う「幸福の加算から不幸の減算へ」であることを示した。 

 

【文献】市井三郎, 1971, 『歴史の進歩とは何か』, 岩波新書. 

    高坂健次編, 2004, 『先端社会研究』創刊号, 関西学院大学出版会. 

    斎藤純一, 2000,『公共性』, 岩波書店. 
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人口史観と環境史観 

―予防原則と予備原則― 

 

金子勇（北海道大学） 

 

主原因を特定化して、社会変動を説明する考え方の一つに「史観」がある。高田保馬が精神史観の分析

から始め、経済史観の批判を経て、人口史観に到達したのは「人口増加」時代の 1925 年であった（高田、

1925＝1948＝2003）。私はそれを「人口減少」時代にも応用して、この 30年間「少子化する高齢社会」

研究を行ってきた。 

主題の一つはマクロ社会学的な高齢社会システムの構造分析であり、もう一つのテーマはミクロレベル

での高齢者の生きがい健康づくりの調査である。並行して、1970 年代からのベルやトフラーらの情報史観

を取り入れ、20世紀末から 21 世紀にかけて急速に台頭したエコやグリーンを標榜する環境史観への目配

りをすると、図１が得られる。 

精神（宗教）史観    経済（唯物）史観 

 

人口史観        環境史観        情報史観 

図１ ５つの史観関連図 

これらを総合化する際の補助線として‘Precautionary principle’があり、事情に応じて「予備原則」

や「予防原則」が併用されてきた。人口史観からみた「少子化する高齢社会」には「予備」しかありえな

いが、「高齢者」では介護や病気の「予防」が可能である。 

一方、環境史観とは、国家が環境保全と次世代のためという「予防原則」の下に、自然環境である 

ＣＯ２を削減し、太陽光や風力などの自然エネルギーを製造・販売面で先導して企業活動を応援し、社会

変動を推進する考え方である。そこでは「予備原則」しかありえなかった自然現象である大地震、大津波、

台風、暴風、火山爆発とは異なり、「予防原則」が政治、行政、産業、マスコミ、学界などで高唱され、ビ

ジネスの対象とされてきた。 

この環境史観は、空疎なエコやグリーンの強調で、家電、エネルギー、情報機器、自動車、住宅関連商

品の販売促進により徐々に経済史観と融合した。同時にＩＰＣＣの権威を借りて、ＣＯ２地球温暖化への

「無作為のリスク」を唱え、懐疑派が自然環境「予防」の愚かさを批判しても、これを無視して逆に宗教

史観（エコ宗教）の様相を帯び始めた。 

しかし、環境への「予防原則」の誤用によるＣＯ２地球温暖化対策費という「誤作為のコスト」が 20 兆

円にもなり、日本は 2011 年に京都議定書からの離脱を余儀なくされた。 

環境には元来「予備原則」しかない。ＣＯ２を悪玉にしたてて、国家がエコやグリーンを唱え、自然エ

ネルギーの不安的な供給面を無視して、販売促進するのは不自然である。すでに「太陽光発電促進付加金」

として、生活苦の世帯も含む全国 5000 万世帯から、毎月約 10円、年間で 120 円、合計で 60億円が太陽

光発電受益者のために回収されている。エコ商品が買えるのは比較的裕福な正規雇用者に限られ、生活苦

に直面する非正規雇用者との間の経済格差が環境史観によって助長される。宗教史観と経済史観を取り込

んだ環境史観は、可能性に富む世界を窮乏に陥れる危険性を内在化させる後ろ向きな考え方である。 

 

金子勇,2006,『少子化する高齢社会』ＮＨＫ出版。 

金子勇,2012,『環境問題の知識社会学』ミネルヴァ書房。 

高田保馬,1925=1948=2003,『階級及第三史観』ミネルヴァ書房。 

金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房。 

  

自由報告（5） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.139  2012                            23 

 

農産物直売所の機能に関する分析 

―道の駅「竜北」の調査を通して― 

 

堀口彰史（熊本大学大学院） 

 

-研究目的- 

1990 年代後半以降道の駅等を中心に、主に中小農家や農業女性が直売活動を行うことを想定した農産物

直売所の立地が加速し増加を続けている。先行研究では、1990 年に、農業者の危機に対する直売の動きを

捉えた徳野の先進的研究があるが、2000 年以降研究が多くなる。「販売のあり方などマーケティングの視

点に立つもの」、「経済的な価値ではない、生産者と消費者の交流を主眼とするもの」、「直売所を巡るロハ

スやスローフードなどをトピック的にとらえたもの」等である。本研究は、直売所がかかわる人やアクタ

ーに与える機能について、実施調査を元に整理するとともに、消費者の意識調査等から読み取れる意向に

沿った仕組みとしての直売所における機能の分析と考察を行うことを目的とする。 

 

-農産物直売所の増加の現状- 

1960 年以降それまで 8 割以上農村部で生活をしていた日本の人口は都市部にシフト、農村人口は 2 割

程度と減少。戦後の増産、農家の農業所得向上、規模拡大の政策は破綻し、兼業化が進み、国際競争も発

生、耕地放棄地が増加し、自給率低下、食糧の国外依存、農村地域の国土保全の問題等も深刻化している。

消費者の意識調査によると、食材、特に輸入農産物に関しては 9割の消費者が不安感を抱き不安も増大中。

消費者は不安の解消に向け、1970 年代に生協産直運動が始まっていた。最近は消費者が匿名で参加できる

直売所での売上げが増加している。直売所利用者は近隣自治体の住民中心で、他地域産品は購買しない（ア

ンケート調査による）という購買の特徴を持つ。規模は、九州地区で約 2 千 3 百億円（H21 農水省調査）

で、スーパー・百貨店の食料品売上高約 6千億円の約 1/3 に達している。カリスマ経営者による都市部に

飲食店まで展開する類型（40～50 億円規模）、JA が大都市圏周辺での展開する類型（15～45 億円規模）、

地方中核都市周辺の幹線道路沿いに立地する事例（5～15億円規模）で売上を伸ばす店舗が多い。 

 

-道の駅「竜北」の事例に基づく機能分析- 

八代市近郊幹線沿いに位置する道の駅「竜北」は 20km 圏内に 3 つショッピングモールが立地している

が、売上げは増加を続け 6億円程度、第三セクター（支配人はスーパーOB で公募で選定）の運営による。

一体はいぐさの産地化がなされていたが、中国産流入で売上げが激減、トマト中心に園芸作物の産地化が

地域農協によりすすめられている。 

開設のきっかけは女性農業者からの要望で、中小農家、女性向けが想定されたが、開店以降大規模農家

からの出荷も増えている。饅頭、餅、赤飯等や惣菜類を出している女性が売上げの上位を占め（500 万円

超）、ヒアリングでも消費者との直接のコミュニケーションで生きがいを創造している高齢者が多数いる。

また、大規模農家の後継者の妻が野菜等を出荷して、売上げは直接妻に入り、お小遣いとして利用してい

る事例もあった。直売活動をフレキシブルに活用する事例が見られる。また、地域の小中学校の給食の野

菜はこの直売所が手配し、ほぼ 100％国内産となった。しかし、課題もあり、最大の課題は品薄の際の地

域の農協との配分調整。また、行政からはツーリズムへの展開の要請が大きいが、ツーリズムの会長（10h

近くを展開する専業農家）の意見では、農業や直売活動に注力したいとの意向。安全を求める消費者への

更なる取組みはまだ途上との認識である。 

 

-まとめ- 

現在、行政においては直売活動は担い手支援の補助的活動で量的把握はされていない。共販や卸売市場

などが依然主流だが、直売の規模は大きくなっている。直売所を中心とした活動は、更に競争の激化が予

測される輸入食材に対し、近隣地域の消費者の購買により、消費者の意向に沿った食材の域内循環を維持

する機能を持つ可能性がある。 
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離島高齢者の生活構造と福祉対策 

─香川県丸亀市広島の事例─ 

 

室井健二（香川大学）・宮本結佳（滋賀大学） 

 

本報告の目的は、香川県丸亀市広島を事例に、離島における地域福祉の現状や事業型 NPO の存立条件

について分析することにある。分析の観点としては次の 2 つの点に注目する。第 1 に、地域生活の自然環

境的な条件規定である。本報告では、離島に固有の環境的条件が高齢者の生活に投げかけている影響を実

証的に解明することを試みる。第 2 に、国の制度改革が地域生活に及ぼしている影響である。NPO 法の

成立、介護保険制度の導入といった分権改革の動向が、離島のような条件不利地域の地域づくりや高齢者

福祉にどのような影響をもたらしているのかについても検討していく。 

調査対象地である広島では、全住民が会員の地縁型 NPO（「石の里広島」以下「石の里」）が結成され、

住民主体でデイサービスやコミュニティバスの運営に取り組んでおり、中央の制度改革と連動して地域づ

くりに取組んでいる離島の先進事例として位置づけられる地域である。本調査は2011年2月に開始した。

まず当該NPO団体の代表者を対象に、広島におけるNPO 結成の経緯や事業内容について数回にわたって

ヒアリング調査を行った。またそれと並行して、丸亀市の離島対策や高齢者福祉対策の現状や課題につい

て、丸亀市生活課や丸亀市社会福祉協議会でヒアリングを行い、関連する政策資料や統計資料の収集に努

めた。2011 年 9 月には、ヒアリング調査で得られた知見を踏まえ、広島在住の高齢者を対象とした質問

紙調査（「離島の高齢者福祉に関する意識調査」）を実施した。 

調査の結果、得られた結論は下記の通りである。離島の高齢者は、海上交通の条件不利性に制約されて、

家族による生活支援や医療、福祉サービスの享受が本土よりも著しく困難な状況に置かれている。近年で

は高齢化の深化にともなって陸路の日常的移動にも支障が生じるようになり、高齢者が社会的に孤立する

傾向が強まっている。広島で地域福祉の取組みが模索されるようになったのはこのような現状認識を踏ま

えてのことであるが、NPO という形での事業展開が可能になったのは、遊休施設の発生や濃密な地縁的基

盤といった地域的条件と、地方分権を理念とした一連の制度改革によるところが大きい。 

「石の里」の取組みは高齢者の日常的な生活支援という点で着実な成果を挙げている。デイサービス、

コミュニティバスともに本土よりも利用率が高くなっており、特に車に乗れない高齢者の生活維持に対し

て貢献するところ大である。デイサービスへの通所が診療所の通院便宜や島間交流といった派生的効果を

生んでいる面もある。NPO（住民）による運営を行うことでサービスの質の向上がもたらされ、行政では

難しかったサービス（配食事業）も実現した。地域における雇用の創出という点での成果も無視できない。 

しかしながら、一方で介護対策、定住対策の二点で大きな課題を抱えていることも明らかになった。「石

の里」の取組みは国の離島振興計画のフォローアップ調査で地域福祉の先進モデルとして取り上げられて

いるが、それが本当の意味でのモデルとなるのは、この点での展望をもち得てからである。 
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奄美地域出身者の選択的移動とコミュニティの形成 

―鹿児島市鴨池地区における集住と類縁関係の制度化― 

 

叶堂隆三（下関市立大学） 

 

社会関係の発動による選択的移動 

本報告は、都市において類縁関係発動による集住地が存在し、そうした集住地においてコミュニティ形

成の志向性が見られることを奄美出身者やその系譜にあるカトリック信徒が多数在籍している鹿児島市鴨

池地区に所在する鴨池教会の事例を通して明らかにすることを目的とする。 

奄美地域の社会状況―移住・開拓の背景 

・奄美における人口流出の要因 

奄美大島では、第一次産業のサトウキビ栽培と鰹漁、そして、第二次産業の紬生産・製糖（黒糖）・鰹節

製造を主な産業にしてきた。しかし、明治期以降の奄美大島の経済的状況は、安定しているとは言い難い

ものであった。すなわち、奄美大島は第二次世界大戦以前から過剰人口であり、海外集団移民、国内集団

移住や出稼ぎ等の対策がとられてきた。九学会連合奄美大島共同調査において、奄美大島から単身の出稼

ぎと挙家離村という二つの形態が存在していたことが明らかにされている。 

・奄美大島におけるキリスト教の布教と信徒の他出 

奄美の信徒の移動の時期として、紬生産に関して、明治・大正期の好景気の鹿児島市等の本土への生産

拠点の拡大期、大正期～第二次世界大戦期の恐慌期、さらに第二次世界大戦後の奄美群島の行政分離期、

そして、農業に関して、奄美の農家人口の大幅な減少期である高度経済成長期以降、さらに宗教事情に関

して、昭和初期から第二次世界大戦終戦までの迫害期、が他出の時期と推定されよう。 

こうした信徒の移動先の一つが、鹿児島市である。とりわけ奄美大島北部や名瀬の出身の信徒の場合、

第二次世界大戦前、甲突川付近から鹿児島市の甲突川南側、さらに南部に居住が進み、第二次世界大戦後

は甲突川南部、とりわけ鴨池地区に行政の住宅政策によって集住が一挙に進行したと見ることができる。 

鴨池地区における集住と類縁関係の維持 

奄美大島からの鹿児島市への移動・居住は、主として職業（紬の生産）と関係していると見ることがで

きる。奄美大島のカトリック信徒の場合、宗教的理由（昭和初期～第二次世界大戦終戦までの迫害）も加

わっている。とはいえ、紬生産の奄美大島の北部や名瀬にカトリック信徒が多いため、紬生産に関する要

因が影響しているように思われる。 

そのため、鴨池地区のカトリック信徒の類縁（宗教）関係は、鴨池地区における類縁（同郷・同業）関

係者の中の一部の人びとの間に形成された関係と位置づけることができよう。 

現在、鴨池教会の信徒の多くは、3 世～4 世の世代で、奄美文化は残存しているものの、しだいに奄美

の気風がすたれてきているという。また、若い世代が鴨池教会に籍を残したまま他出しているケースが見

られるという。そのため、次世代への信仰の継承という問題を抱えているといえよう。 

  

自由報告（6） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.139  2012                            26 

 

市町村合併前後（1990〜2010年）にみる過疎の新段階 

―少子型過疎、高齢者減少型過疎の発現― 

 

山本努（県立広島大学） 

 

「高齢者減少」型過疎の出現を確かめるために、2005 年に合併し発足した新しい日田市に含まれる、旧

1 市 2 町 3 村の人口増減率を分析した。得られた知見は大枠、以下のようである。 

 

（１）「高齢者減少」型過疎は 1995 年〜2000 年では見られなかった。この時点では新日田市の旧 1 市 2

町 3 村とも、15歳未満、15〜64 歳は人口減だが、高齢者人口のみは増加している。 

（２）しかし、2000〜2005 年になると、3 村（上津江、中津江、前津江）の高齢者人口が小幅ながら減少

に転じる。「高齢者減少」型過疎の萌芽がここにある。2町（大山、天瀬）の高齢者人口の増加率も

大幅に縮小している。 

（３）また、2005〜2010 年になると、2町（大山、天瀬）の高齢者人口も微少であるが、減少に転じる。

あわせて、3 村（上津江、中津江、前津江）の高齢者人口減少率は拡大している。「高齢者減少」型

過疎が明確に現れてきたといえるだろう。 

（４）2005〜2010 年において旧日田市の高齢者人口のみ増加している。しかし、増加率は縮小の方向に

あるので、旧日田市も「高齢者減少」型過疎の方向に向かって変化している。 

 かつて乗本（1996：3-6）は、過疎農山村の動向を「老いる村」から「消える村」へという卓抜な表現

で示したが、その問題への対応が今日の過疎農山村研究の課題となると思われる（『過疎問題の実態と論理』

富民協会）。ただし、「消える村」といえども、高齢者人口の減少までは予測していなかった。事態はさら

に深刻の度を増したと見てよい。 

 

 

 ＊ 報告の詳細は当日配布した拙稿「市町村合併前後（1990〜2010 年）にみる過疎の新段階−少子型過

疎、高齢者減少型過疎の発現−」『やまぐち地域社会研究』9号,51-62ページ,2011 年、にある。ご参

照いただければ、幸いである。 

 

＊＊ 本報告は科学研究費補助金（研究課題番号 23530676 代表者・山本努 2011 年度〜2014 年度）

による。記して感謝する次第である。 
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超限界集落における調査と施策 

―熊本県多良木町槻木集落を事例に― 

 

徳野貞雄（熊本大学） 

 

本報告は、多良木町役場観光企画課と熊本大学文学部地域社会学研究室が共同で行った槻木地区の住民

の暮らしと意識についての実態とその対応施策についての報告である。『槻木地域社会調査』として、熊本

大学地域社会学研究室より刊行されている。 

槻木地区では、少子高齢化、農林業等の担い手不足問題、鳥獣被害等といったさまざまな厳しい課題を

抱えており、住民は現在および将来の地域生活に大きな不安を抱えている。 

本調査で明らかとなった、槻木集落の三大特徴を述べよう。 

第１は、槻木集落には 50代以下の人口がまったくおらず、「若い世代」がいない人口構成を有している。

「若い世代」がいない現状は、槻木の世帯構成にも大きく反映している。2 人以下で暮らす世帯が 8 割を

超えており、世帯の極小化がたいへん進行している。その一方で、過疎農山村集落を支えている中核的世

帯（核家族世帯、多世代同居世帯）は、槻木には全くいない。第２は、それでも槻木に暮らす人びとの 9

割は「住み続けたい」という意志を持っている。第３は、全他出子のうち約 3 割が球磨郡内に、県内まで

含めると実に 5割の他出子が県内に居住していることが明らかとなった。 

以上、槻木の地域社会調査を踏まえ実践的提言をするとしたら下記の提言となる。まず、現状として中

核的世帯や 50歳以下層の全くいない槻木では、現在および将来への『生活不安』が非常に強い。しかし、

高齢化しているとはいえ住民の定住意思も非常に強い。この全く矛盾した状況に答えを出さなければなら

ない。すなわち、出口のない状況にあると言わざるを得ない。しかし、一類の可能性は存在する。 

まず、現実的に考えてみよう。槻木には今三つの選択肢が残されている。第１は、「老衰型集落モデル」

である。現在のままの現状がダラダラと続くことである。そして、住民の「生活不安」は時間とともによ

り強まり、行政もダラダラと生活援助の支出が膨大な額となる。第２は、「集落の全面移転モデル」である。

これは、住民の本意でもないし、行政から見てもその移転費用が捻出できる財政状況ではない。とすれば、

残るは第３の道『集落存続モデル』しかない。 

この『集落存続モデル』は、槻木集落の最大の課題である 50 歳以下層の不在と 30 代～50 代の中核的

世帯の欠落への対応である。すなわち、30代～50代の中核的世帯の政策的導入である。具体的に言えば、

①現在、多良木町役場が計画している槻木での小規模高齢者福祉施設（NPO）における従業員（中核的世

帯）の定住化計画である。条件不利地帯への定住であるので、行政支援は必要であろう。②隗より始めよ。

役場職員の槻木担当制である。すなわち、役場職員（中核的世帯）の現地定住化の政策である。当然、職

員といえども条件不利地帯への定住であるので、行政支援は必要であろう。③ソーシャル・ワーキング型

専門職員（中核的世帯）の雇用と採用である。モデル的に言えば、水俣の久木野地区における愛林館の沢

畑亨館長的なムラづくりの専門家の雇用である。彼に、このプロジェクトのコーディネーターと槻木の宣

伝・営業活動を中心的に担ってもらう。 
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社会的現実の変容と記憶の問題――〈記憶の社会学〉の可能性を問う 

 

司会       江頭大蔵（広島大学） 

コーディネーター 中村文哉（山口県立大学） 

討論者      谷富夫（甲南大学）・坂部晶子（島根県立大学） 

 

 報告者 

 第 1 報告 

野入直美（琉球大学）   「当事者による〈周縁化の感覚〉の作品化――アメラジアンスクール・ 

イン・オキナワにおけるDVD の製作を中心に」 

 第 2 報告 

  松浦雄介（熊本大学）   「記憶と遺産のあいだ――三池炭鉱の場合」 

 第 3 報告 

中村文哉（山口県立大学） 「疎外経験と記憶の意味変換――ハンセン病経験の意味変容」 

   

「記憶」をテーマに、第 70 回西日本社会学会大会シンポジウムが開催された。社会学以外の領域でも、

「通説」と異なる像を照射する際、「記憶」というキーワードがしばしば登場する。「通説」には還元しえ

ぬ社会的現実の諸位相を掬い出すのは社会学においても重要な論件であるが、本シンポジウムの狙いは「記

憶」という視座からみえてくる局面を示し、そこから開かれてくる社会学の問題系の照射を試みることに

あった。 

野入報告では、「基地の落とし子」としてのアメラジアンというマスメディアの報道は、沖縄社会が抱え

る問題を告発するが、アメラジアンの見地からすると、「基地の落とし子」という負のラベリングが強いら

れ、自らの社会的アイデンティティの否定性を背負わされることになる。こうした状況のもと、野入報告

では、自らの存在の〈周縁性〉を梃子に、アメラジアン自らのアイデンティティを映像メディアでデザイ

ンをする試みが取り上げられた。アイデンティティのあり様は、その人の過去のあり様から汲み出される

ものであり、この試みは、自らの記憶をもとに、アメラジアン(AA)スクールに通う私たちの記憶を、一つ

の拠り所、一つの依拠すべき〈われわれのアイデンティティ〉として構築する。だがこの営みには、「『マ

イノリティ解放のマスター・ナラティブ』とも言うべき規範化された〈物語〉が存在しない」(野入)が故

に、ジェンダーバイアスのかかった映像を創出し、自己解放の試みがもう一つの呪縛を新たに創出する皮

肉な事態となった。沖縄社会において同化に抗する若いアメラジアンたちの道は決して平坦ではない。 

松浦報告では、三池炭鉱の「廃鉱跡」をめぐる人々の多様な解釈と行動を主題に展開された。「廃鉱跡」

が放置され続けると、いずれ「残骸」と化す。三池炭鉱は、歴史的にみて、労働者たちの危険労働や搾取、

犠牲が横行した否定性(負のアウラ)を持つ。それ故、この場を遺産として後世に残すとなれば、人々の記

憶のあり様に即して様々なポリティクスが生じる。その位相を松浦報告は丹念に追う。まず、残して欲し

くはない、あるいは残すのであれば、負の部分もしっかり残してほしいという想いが多い「三池労働組合」

(第一労働組合)の人たち。逆に、遺産化に第一組合員ほどの想い入れは少ない「第二労働組合」(三池争議

時、「第一組合」を抜けて職場復帰し、後に第一組合と対峙した三池新労働組合)の人たち。他方、廃鉱跡

は懐かしい場としてある労務管理の立場にあった炭鉱社員たち。更に、世界遺産に登録し、廃鉱跡を「地

域おこし」として活用しようと志す市役所の人たち。このように、廃鉱跡の意味づけは、各々の記憶のあ

り様により相互に異なる。松浦報告では、記憶の社会的フレイム論(Halbwachs)のもと、廃鉱跡をめぐる

記憶の構成を私的記憶と公的記憶のポリティクスと捉え、負の歴史遺産の成立可能性が問われた。 

中村報告の主題は、現象学的社会理論による記憶の社会理論の展開可能性を示し、それを足場に、罹患

以降、ハンセン病経験者が生き抜いてきた社会的人格の変容が記憶の変容に基礎づけられる点を示すこと

にあった。アルバックスによると個人的記憶は集合的記憶に基づくとするが、私の記憶は私の世界体験の

記憶であり、それは体験された社会的現実から切り出される以上、それを単なる主観的恣意として片づけ

3．シンポジウム報告要旨 
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ることはできず、むしろ「私の記憶」を、それだけで社会学的な素材として位置づけるような理論的基礎

を、シュッツの「社会的世界の構造分析」に求め、主観的意味世界の記述を可能ならしめる理論的筋道を

示し、それを踏まえ、ハンセン病経験者たちの疎外経験の変容(異化)を、ハンセン病経験に関する記憶の

変容として照射することをめざした。 

以上の三報告に対して、討論者からは「個人的記憶は集合的記憶になりうるか」(中村報告に対する坂部

氏の指摘)、「記憶は歴史になりうるのか」「記憶のデータとしての価値は何にあるか」(谷氏)という大きな

論点の提起がなされた。より特定すれば、野入報告に対して、AA スクールを取り巻く沖縄・アメリカ社

会との関係(坂部氏)やAA スクールに通わないアメラジアンとの関係(谷氏)、松浦報告に対しては「誰にと

っての遺産化なのか」(坂部氏)が問われた。これらの問いは、「記憶の主体性／人称性」の問題、及び記憶

のデータ化の問題と整理できる。明快な解答はできなかったが、私の記憶と集合的記憶の構成的な関連を

巡る理論的視座が必要になることが確認できた。 

三者が扱った主題は、存在の否定性に関わるものであるが、外部から客観的にではなく、内在的にアプ

ローチすることで初めてみえてくる「通説」とは異なる局面や複雑な関係の位相を読み解く点に共通性が

あり、こうした照射の仕方に「〈記憶の社会学〉の可能性」が開かれる点を示せたのではないだろうか。 

（文責 中村文哉） 

 

 

 

総会では、坂岡庸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（徳野貞雄 庶務理事） 

   ⅰ 理事会 

     第 1 回 2011年 7 月 17 日 

・第 69回大会報告、学会ニュース第 136 号 

・第 70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） 

・震災について 

・名誉会員制度について 

 

     第 2 回 2012年 5 月 19 日 

・平成 23 年度庶務報告、平成 23年会計報告、平成 23 年会計監査報告 

・平成 24 年度予算案審議 

・総会議事について 

・震災について 

・名誉会員制度について 

・日本学術振興会・育志賞について 

・社会学系コンソーシアムについて 

   ⅱ 常任理事会 

  第 1 回 2012年 3 月 25 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 

     2011 年 10 月 28 日  ニュース 136 号発行（第 69 回大会報告号） 

    2012 年  2 月 23 日   ニュース 137 号発行（第 70 回大会案内号）   

     2012 年  4 月 18 日   ニュース 138 号発行（第 70 回大会プログラム号） 

 

4．平成 24 年度総会報告 
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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 24年 5 月 19 日現在) 

   平成 23年度の最終会員数          205 名 

   新入会員申し込み数     7 名     会員異動（32 頁）参照 

計  212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』10 号（2012 年 4 月 30 日）の発行について  

ⅱ 平成 23(2011)年度編集委員会決算報告   ※ 資料①ⅱ 参照 

 

④ 平成 23年度決算報告  （三浦典子 会計担当理事）  ※ 資料② 参照 

⑤ 平成 23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 

 

審 議 事 項 

① 新入会員の承認（辻正二会長） 

———7名の新入会員すべてが承認を受けました   ※ 会員異動（32 頁）参照 

  

② 平成 24年度学会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 24年度編集委員会予算案の承認について（江頭大蔵 編集委員長）   

 ⅰ．平成 24(2012)年度予算案の承認について   ※ 資料⑤ 参照 

 Ⅱ．年報 11 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） 

———琉球大学での開催が承認されました 

⑤ 選挙 

会長 徳野貞雄 (次点 三隅一人) 

 

理事 三隅一人 稲月正 高野和良 山本努 加来和典 安立清史 (次点 江頭大蔵、高橋征仁) 

 

監査 江頭大蔵 高橋征仁 (次点 鈴木譲) 

 

⑥ 理事の指名（2名）・事務局の指名 

———佐々木美智子会員、安藤由美会員が理事に指名され、承認されました。吉武由彩会員が事務局に指

名され、承認されました。 

⑦ 新会長の挨拶 

 

⑧ 閉会の辞 
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( 1 ) 大会案内 

 第 71 回大会は、 2013 年 5 月 11 日（土）・12 日（日）に琉球大学（沖縄県）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（2013 年 3月発行予定）をご覧下さい。 

 

( 2 ) シンポジウム 

 

福祉社会学の現在―援助という行為の分析―（仮題） 

 

近年、福祉的行為がその隆盛を極めている。阪神・淡路大震災を契機に広がったボランティア活動や市

民活動は、1998 年の特定非営利活動促進法（NPO 法）成立をはさみ、様々な実践が積み重ねられつつあ

る。また 2000 年に誕生した介護保険制度は既に 10年の節目を過ぎた。本制度の実施は、福祉サービス主

体の多様化をもたらすとともに、福祉サービスの普遍化という点に帰結し、福祉的行為の一般化へ寄与し

つつある。そして先の東日本大震災の被災地に対する支援は、地域全体を対象に見据えた新たな福祉的行

為の枠組みを生みだしているように思える。他方、日本社会で古くから行われてきたとされる互酬性に基

づく福祉的行為も今なお綿々と続く日常を見出すことができる。こうして福祉の範疇に含まれる行為は、

様々な場で多様な人々や主体によって多元的に実践され、溢れかえっているような感を覚える。 

さて、福祉的行為は社会学の対象として長らく研究されてきた。その歴史を紐解くと、互酬的行為の分

析、有償ボランティアに関する議論、福祉労働や福祉専門職を対象とする分析などがなされており、さら

に最近では福祉 NPO に関する議論も盛んである。しかしながら、現代における福祉的行為について改め

て再考する時期にきているように思われる。現代日本社会に溢れる福祉的行為を社会学において、今どの

ように読み解いたらいいのか。今回のシンポジウムはこの点に焦点をおきたい。 

報告者は、石橋潔会員（久留米大学）、吉武由彩会員（九州大学大学院）、そして山下亜紀子（宮崎大学）

を予定している。この 3者は、アプローチは違えど、福祉的行為に関心をもって研究に取り組んできた点

で共通している。現代の福祉的行為を解き明かすという課題に対し、この人数で取り組むのは少々荷が重

く心細いが、それぞれがテーマとしてきた議論を展開することで、若干の論点を提起させていただければ

と思う。石橋会員からは、福祉的行為について、介護専門職を題材に理論的検証も含めた報告をしていた

だく予定である。またフレッシュな吉武会員からは、非対面的関係性における行為として献血場面におけ

る分析から論点を提示いただく。そして山下からは、障害児家族をめぐる支援の実証分析に基づいた考察

を行いたい。 

討論者は、鈴木玉緒会員（広島大学）と桑畑洋一郎会員(宮崎学園短期大学）にお引き受けいただいた。

司会はコーディネーターの山本努会員（広島大学）が担当する。 

複雑化する現代の福祉的行為について、さらに今後の福祉社会の展望について、フロアーの皆さまとと

もに活発な論議ができれば幸いに思う。 

（なお報告内容は仮のものであり、今後、変更の可能性がありますのでご了承ください。） 

（文責 山下亜紀子） 

 

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 71回大会について 
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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．宛先の変更（順不同） 

小林孝行（自宅） 高橋雅也（職場） 木下謙治（自宅） 

 

2．所属の変更（順不同） 

高橋雅也  埼玉大学 

 

3．新入会員（順不同） 

堀口彰史 （熊本大学）   紹介者＝徳野貞雄 

多田光宏 （熊本大学）   紹介者＝松浦雄介 

植村秀人 （南九州大学）    紹介者＝城戸秀之 

河野次郎 （宮崎県精神保健福祉センター） 紹介者＝山下亜紀子 

福嶋祐平 （九州大学）   紹介者＝鈴木譲 

桶川泰 （神戸大学）   紹介者＝佐々木衛 

越智正樹 （琉球大学）   紹介者＝牧野厚史 

 

5．退会者（順不同） 

田口宏昭 藤嶋康隆 開浩一 伊藤麻沙子 羽江源太 李暁鐘 春日キスヨ 羽江忠彦 

 

6．転居先不明（順不同） 

佐藤亜紀 藤島法仁 湯浅良之助 

 

 

 

 

 

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。 

 

高野和良(委員長) 加来和典 浅利宙 片桐資津子 平田暢 山下亜紀子 横田尚俊 

  

Ⅲ．会員異動（2012年 10月現在） 

Ⅳ．編集委員会からのお知らせ 
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下関市立大学 

加来和典 

 

 下関市立大学は、1956 年設立の下関商業短期大学を前身とし、1962 年に開学致しました。当時 100 名

であった入学定員は、学科増設などに伴い、次第に増加し、現在では 450名と、経済学部だけの単科大学

としてはかなりの規模となっています。ちなみに、専任教員は 59名とそれほど多くありません。学科は、

経済学科・国際商学科（1983 年増設）・公共マネジメント学科（2011 年増設）の 3 学科です。 

 本学に社会学の専任ポストが置かれたのは比較的あたらしく 1991 年の事です。それ以前は、山口大学

などからご出講いただいていたと聞いております。本学会の山本努会員（県立広島大学）は、2 人目の専

任教員として、1994 年 4 月から 1997 年 9 月末までご在職でした。その後任として、1998 年 4 月に加来

が着任いたしました。また、公共マネジメント学科の新設にともない、2008 年 4 月に叶堂隆三会員が赴

任され、社会学は 2 名体制となり、叶堂会員が農村社会学、加来が都市社会学を中心に担当することとな

りました。本学では、講座制や教室制をとっていませんが、機会をみては、2 ゼミ共同で調査等を行って

います。この 2 名で、学部では「社会学」「農村社会学」「都市社会学」「地域問題論」「生活構造論」「社

会調査論」を、経済学研究科では「農村社会演習 I・II」「地域社会研究 I・II」などを開講しています。2名

体制になって社会学の科目が増えた事は、学生にとってよかったと思います。また、2 名とも地域を専門

としており、共同研究の機会にも恵まれました。 

 本学は市立大学ということもあり、「地域に根ざした研究」が大学の理念の一つとなっています。特徴あ

る取り組みに「関門地域共同研究」があります。これは、北九州市立大学と本学が、1994 年度から行って

きたもので、本学では地域共創センターが、北九州市立大学では都市政策研究所が運営・企画に携わって

います。両大学から研究費の拠出を行い、合同のプロジェクトチームによって、関門地域を対象とした調

査研究を行っています。例年、複数のチームがそれぞれの課題を追っています。成果は、『関門地域研究』

として公刊しており、すでに第 21 号を数えるまでになりました。本研究は、経済学領域だけではなく、

社会学的テーマもたびたび取り扱ってきました（若者定住・福祉意識・観光・環境・ソーシャルキャピタ

ル・斜面地居住）。本学在職者の他にも、これまでに、須藤廣会員（北九州市立大学）・稲月正会員（同）・

横田尚俊会員（山口大学）・速水聖子会員（同）が参加されています。 

 下関市立大学における社会学（教育・研究）の将来像について明確なビジョンがある訳ではありません

が、公立大学であるという事やその立地からは、おそらく今後も地域社会学を中心に進んで行くものと考

えています。 

 

 

 

 

西日本社会学会震災アンケート WG 

 

 本年 5月から 6 月にかけて実施致しましたアンケートの集計結果をお知らせ致します。お忙しい中ご回

答くださった会員のみなさま、データ入力を担当された九州大学大学院のみなさまに、この場をお借りし

てお礼申し上げます。 

 今回は、紙面の関係から単純集計をお届けします。来年の大会では、詳しい報告を致します。なお、会

員の方から申請があれば、所定の手続きの上、本データの電子ファイルをお送りすることを検討しており

ます。大会後となりますが、準備が整いましたら学会ホームページでお知らせ致します。 

 

Ⅴ．研究室めぐり 

Ⅵ．東日本大震災および福島原発事故に関するアンケート調査結果 
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［調査概要］目的：東日本大震災に関する社会現象について、西日本地区で出来うることを検討するため、

会員の研究者としての関心や行動について把握する。 

 調査方法と回収状況：2012年 5月 19日開催の学会総会において参加者に集合調査を行い 46票を回収。

欠席者には後日郵送調査を行い 44票を回収。総会時会員数 212 人に対して、合計 90票を回収（有効回収

率 42.5%）。 

 

［回答者概要］ 

 性別：「男性」68.9%、「女性」31.1%。 

 年齢：「40歳未満」18.9%、「40 歳代」26.7%、「50 歳代」28.9%、「60歳以上」22.2%、「不明」3.3%。 

 主たる研究領域（２つまで）：「理論・学説史」14.0%、「家族・ジェンダー」17.4%、「地域」39.5%、「社

会福祉」23.3%、「環境」9.3%、「階層・社会移動」7.0%、「民族・国際社会」5.8%、「差別・社会問題」9.3%、

「文化・情報」9.3%、「産業・経営」8.1%、「政治・行政」2.3%、「その他」9.3%（%は応答者数に対して）。 

 

［被災地との関わり］ 

 居住歴（複数回答）：被災地での居住歴がある回答者は 7人。「宮城県」3人、「東京都」2 人、「福島県」

「茨城県」「千葉県」「埼玉県」各 1名。（複数回答有。どこを被災地とするかは回答者による。以下同様）。 

 震災被害者の有無：家族・親族および親しい友人・知人に被害を受けた人がいるか。「いない」71.1%、

「地震や津波による被害を受けた人がいる」21.1%、「原発事故による被害を受けた人がいる」2.2%、「両

方の被害を受けた人がいる」5.6%。 

 

［問 5-2 震災以前に自然災害や原発に関する研究をしたことがあるか］ 

 「両方ともやったことがある(やっている)」1.1%、「自然災害関連の研究はやったことがある(やってい

る)」13.3%、「原発関連の研究はやったことがある(やっている)」3.3%、「いずれもやったことはない」82.2%。 

 

［問 6-1 震災を地震・津波災害と原発事故災害とに区別して認識しているか］ 

 「区別できない」15.6%、「区別している」68.9%、「どちらとも言えない」14.4%、「不明」1.1%。 

 

［問 6-2 地震・津波災害と原発事故災害のどちらに強い関心を持っているか］ 

 「地震・津波の災害」14.4%、「原発事故災害」41.1%、「どちらとも言えない」43.3%、「不明」1.1%。 

 

［問 7-1 今回の地震・津波災害について研究上の関心があるか］ 

 「大いに関心がある」34.4%、「やや関心がある」45.6%、「あまり関心がない」14.4%、「ほとんど関心

がない」5.6%。 

 

［SQ（関心がある人に） 今回の地震・津波災害についてどのような研究上の関心があるか］（２つまで）

「経済への影響」7.0%、「政治への影響(国・自治体の対応を含む)」4.2%、「被災地における家族や地域社

会のあり方」71.8%、「ボランティア等の支援や支援組織のあり方」29.6%、「災害時の社会状況」16.9%、

「今後の防災のあり方」18.3%、「文明論的な関心」15.5%、「その他」12.7%（%は応答者数に対して）。 

 「その他」の記述：「ガレキ等廃棄物の処理」「死者の埋葬法」「被災地外の自治体政策や地域社会への影

響」「『想定外』とは、どこまでを想定するのか。」「広域避難および広域避難者への支援のあり方 広域避

難者の中には津波被害を理由とする人が少数ではあるが含まれている。しかし、原発事故による避難者と

異なり取り上げられることが少なく、そのこと自体問題だと思う。」「外国人住民への支援、外国人住民に

よる支援、多文化防災」「社会研究の専門家集団である社会学会の、行政への提案力、アピール力が、思い

のほか小さかったこと。(例：震災復興構想会議のメンバー)」 

 

［問 7-2 地震・津波災害に対してとった行動］（２つまで） 

 「研究と被災支援の両面で現地に入るなど積極的な活動を行った」7.0%、「主に研究領域で震災の問題

を深く考えるようになった(考えてきた)」24.4%、「被災地支援について積極的にかかわるようになった(か

かわってきた)」15.1%、「直接的ではないが、自分の生活や研究について見直すなど間接的な行動をとっ
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た」31.4%、「特別な活動はしていないが一般的な情報収集程度はおこなっている」38.4%、「何も行動を起

こしていない」8.1%、「その他」7.0%（%は応答者数に対して）。 

 「その他」の記述：「被災企業に対する募金的投資」「著書を出版した」「学内対応を傍観」「この度の災

害に対する関心を持つこと、出来ることを考えることの大切さを学生に啓発している。」「復興教育プログ

ラム作成の手伝い」「心のケアチームの一員として被災地へ行った」 

 

［問 7-3 地震・津波災害に対してとった具体的行動］（いくつでも） 

 「被災地に行き、調査や資料収集を行った」14.6%、「被災地以外で、調査や情報収集を行った」11.2%、

「被災地に行き、専門的知識やネットワークを利用して支援を行った」6.7%、「被災地以外で、専門的知

識やネットワークを利用して支援を行った」14.6%、「被災地に行き、生活の支援や再建に関わる活動を行

った」4.5%、「被災地以外で、生活の支援や再建に関わる活動を行った」12.4%、「震災に関する研究をし

ようと考えた」15.7%、「研究者としては、特に何もしていない」43.8%、「その他」3.4%（%は応答者数に

対して）。被災地に行ったという回答者は 22名（24.4%）であった。 

 「その他」の記述：「友人（牧師の教会（釜石））に支援物資を送った」「見学と支援」「被災地の大学の

教員の『気持ち』や『経過』についての語りの受容を行った。(学会等で)」 

 

［SQ1（地震・津波災害に関して被災地に行った人に）どの県に行ったか］（いくつでも） 

 「岩手県」9 人、「宮城県」14 人、「福島県」10 人、「長野県」1 人。被災地を訪れた回答者で平均する

と 1 人あたり 1.5 県を訪れていることになる。 

 

［SQ2（地震・津波災害に関して被災地に行った人に）合計何日滞在したか］ 

 「3 日以内」9 人、「4 日以上 7 日以内」9 人、「8日以上 14日以内」2 人、「15 日以上」2 人。被災地を

訪れた回答者で平均すると 1 人あたり 6.3 日になる。 

 

［問 8-1 福島原発事故について研究上の関心があるか］ 

「大いに関心がある」45.6%、「やや関心がある」37.8%、「あまり関心がない」8.9%、「ほとんど関心がな

い」7.8%。 

 

［SQ（関心がある人に）福島原発事故についてどのような研究上の関心があるか］（２つまで）  

 「自分の研究上の思考や方向性に重大な影響を与えた出来事として関心がある」23.6%、「近代化や科学

技術の発展」33.3%、「事故に対する政府や東電の対応のあり方」6.9%、「エネルギー政策の見直し」27.8%、

「放射能汚染が社会へ与える影響」19.4%、「原子力発電をめぐる産官学の連携構造」5.6%、「風評被害」

6.9%、「地元住民の意識や対応」34.7%、「国民の意識や対応」19.4%、「その他」5.6%（%は応答者数に対

して）。 

 「その他」の記述：「帰宅困難なエリアの地域社会」「世界全体的にグローバルな立場でみるべき」「避難

者の生活支援のあり方」「リスクの個人差、性差、世代差」 

［問 8-2 福島原発事故に対してとった行動］（２つまで） 

 「研究と原発に関する実践の両面で積極的な活動を行った」4.5%、「主に研究領域で原発の問題を深く

考えるようになった(考えてきた)」20.5%、「原発に関する運動や環境運動に積極的にかかわるようになっ

た(かかわってきた)」8.0%、「直接的ではないが、自分の生活や研究について見直すなど間接的な行動をと

った」33.0%、「特別な活動はしていないが一般的な情報収集程度はおこなっている」46.6%、「何も行動を

起こしていない」13.6%、「その他」3.4%（%は応答者数に対して）。 

 「その他」の記述：「著書を出版した」「全国の電力会社のスタンス。特に、原発をもたない会社 1 社。」 

 

［問 8-3 福島原発事故に対してとった具体的行動］（いくつでも） 

 「被災地に行き、調査や資料収集を行った」5.6%、「被災地以外で、調査や情報収集を行った」20.2%、

「被災地に行き、専門的知識やネットワークを利用して支援を行った」2.2%、「被災地以外で、専門的知

識やネットワークを利用して支援を行った」9.0%、「被災地に行き、生活の支援や再建に関わる活動を行

った」2.2%、「被災地以外で、生活の支援や再建に関わる活動を行った」11.2%、「原発に関する研究をし
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ようと考えた」12.4%、「研究者としては、特に何もしていない」56.2%、「その他」1.1%（%は応答者数に

対して）。 

 「その他」の記述：「著書を出版した」 

 

［SQ1（福島原発事故に関して被災地に行った人に）どの県に行ったか］（いくつでも） 

 「福島県」8名であった。 

 

［SQ2（福島原発事故に関して被災地に行った人に）合計何日滞在したか］ 

 「3 日以内」4 人、「4 日以上 7 日以内」2 人、「8日以上 14日以内」1 人、「15 日以上」1 人。被災地を

訪れた回答者で平均すると 1 人あたり 6.5 日になる。 

 

［問 9 授業や講演会で震災や原発事故について話すことがあるか］ 

 「積極的に話すようにしている」16.7%、「必要な時には話している」52.2%、「あまり話していない」13.3%、

「話したことはない」14.4%、「不明」3.3%。 

 

［問 10 今回の震災はあなたの生活のあり方を変えたか］ 

「大きく変えた」8.9%、「いくぶん変えた」54.4%、「あまり変えていない」23.3%、「ほとんど変えていな

い」13.3%。 

 

［問 11 意見や感想(自由記述)］ 

「（問 7-1 について）昨年 4 月期、文科省緊急採択科研に直接申請を諮りました。PDF ファイル化は行っ

ていません。文書申請です。」 

「社会学系の学会は、動きが遅いと思う。行政にも声が届いていない。もちろん早ければいいというわけ

ではないが。社会学の存亡にかかわるケースだと思います。新基軸の提出を。」 

「原発エネルギーとの私たちの向き合いかたについて、小生は、素朴・単純に次のように思っています。

つまり、太陽光などの再生可能諸エネルギーの日常生活への定着・拡大を強力に推進するとともに、他方、

それに連動する形で原発エネルギー使用の段階的縮減を進める。とにかくいっきょに、脱原発は、高度産

業システム化が定常化した現代社会では無理だと思う。」 

「授業でリスク社会論をテーマとした文献をとりあげるなど、研究よりは教育面で実践してきました。」 

「今回の震災のような、社会を根底から揺るがす事件・災害への対応をめぐって、行政からの期待・注目

が社会学会にそれほど向けられていないという事実が露見したことに、危機感を覚える。社会研究の専門

家集団としての社会学会の存在理由が問われている。この注目度の低さ、存在感のなさでは、社会学の退

潮傾向を押しとどめるのは難しいと考える。」 

「被災地の復興は積極的に行って、地域住民の穏やかな暮らしを戻してほしいです。」 

「『がれき処理』に対する対応に、現代の日本人とは、と考えざるを得ない。『風評被害』とは一体何なの

だろうか。何がそれをつくり出すのだろうか。復興への大きな障害になっていると思われるが……。研究

テーマとして成立しうるものだろうか。ほかのアプローチの仕方があるのだろうか。」 

 

 

西日本社会学会震災アンケート WG 

徳野 貞雄 

稲月  正 

江頭 大蔵 

加来 和典 
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資料①ⅰ 『年報』10号(2012年 4月 30日発行)について 

     ・特集「新しい」マチとムラの現在（解題 1本、論文 3本） 

・一般投稿論文：4本掲載（投稿数 8本）、現場レポート：1本、書評：2本 

 

資料①ⅱ 平成 23(2011)年度 編集委員会決算 

 

資料② 平成 23(2011)年度 西日本社会学会決算 

 

Ⅶ．資料 
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資料③ 会計監査報告 
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資料④ 平成 24(2012)年度 西日本社会学会予算 

 

資料⑤ 平成 24(2012)年度 編集委員会予算 
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＊ 2012 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://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 

〈編集後記〉 

＊ 学会ニュース 139 号をお届けします。今回は第 70 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、鹿児島大学の城戸秀之先生、

桑原司先生、片桐資津子先生、菱山宏輔先生ならびに鹿児島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：吉武 由彩） 

Ⅷ．事務局からのおしらせ 

http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/

