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去る 2013 年 5 月 11 日・12 日、琉球大学にて開催された西日本社会学会第 71 回大会は、参加者 49 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 11 日に 4 部会、12 日午前に 2 部会と特別報告 1 部会が開かれ、計 19 名の会

員が登壇されています。また、シンポジウムでは、12 日午後に「福祉社会学の現在――福祉的行為の分析」

がおこなわれました。（シンポジウム概要につきましては、21 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 24(2012)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 10 名の新入会員の入会承認の後、平成 25(2013)年度予算案承認が行われました。ついで、

来年度第 72 回大会を西南学院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「ホテ

ル JAL シティ那覇」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、琉球大学での第 71 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 71 回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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農山村における結婚問題と新たな連帯の形成 

 

松本貴文（尚絅大学） 

 

 本報告では、昨年度の報告に引き続き、熊本県上益城郡山都町の結婚促進事業を事例をもちいて、農山

村の結婚問題における望ましい支援とはいかなるものかを検討した。特に本年度の報告では、特に、（1）

昨年度の報告で明確にできなかった山都町役場の結婚支援事業をとおした新しい連帯の形成が、なぜ結婚

問題に対する効率的な支援策となり得たのか。（2）また、その新しい連帯とはどのような特性を有してい

るのか、という 2 点を掘り下げ望ましい結婚問題への支援策のあり方を検討した。 

 まず（1）については、山都町の支援事業に参加している男性たちへのインタビューをもとに、農山村

の結婚問題の要因を明らかにしつつ議論を進めた。そこで浮かび上がってきた社会的要因としては、農山

村の結婚問題の背景には、家族や地域社会が結婚相手を見つけるための制度的手段を欠いているにもかか

わらず生活組織としての機能は依然維持しており、男性に対して家族や地域社会の生活にあわせた条件（若

くて親と同居できる）を求めるようになっていること。さらに、家族や地域社会のなかでの男性に期待さ

れる役割が、女性との接触の機会を奪う傾向にあることの 2 点を指摘した。 

この 2 つの要因は、男性が結婚問題の解消のために有効な社会関係を持てなくなるある種の孤立につな

がっており、この孤立が「結婚できない状況」だけでなく「結婚できないことがつらい状況」をうみだし

ている。山都町の結婚促進事業では、民間の事業者による支援や他の自治体による支援とは異なり、「交流

会」という集団お見合いをとおして同じ参加者が繰り返し交流を深め、異性・同性の同年代の友人関係を

構築しやすい環境を整えていること。そして、スタッフが熱心に参加者と関係を構築してゆく環境を整備

することで、この孤独を解消しており結果として結婚問題の解決につながっている。なかには、結婚でき

ていないにもかかわらず、結婚促進事業に参加するだけで結婚問題の軽減につながっている参加者もいた。 

 また（2）については、既婚夫婦やスタッフへの聞き取りから、スタッフと参加者の間の関係はフォー

マルなサービスの提供者と利用者という関係ではなく、非常に親密な（相手を特定の個人として認めその

生活を配慮するような）関係が構築されていることを明らかにした。スタッフは常時、参加者との連絡を

取り合いながら個別に丁寧に相談に応じ、交際が決まった後も結婚まで様々な支援を続けている。さらに

は、結婚後も関係は続いており、新しい夫婦生活のための部屋探しや、婚入してきた女性の職探しに関す

る支援まで行っている。参加者同士も、繰り返し同じメンバーで交流会に参加することで、同じ問題を共

有する友人としての関係を構築する場合も多い。この友人関係は、一部結婚後も維持されている。こうし

た関係は、家族や地域社会とは異なる親密な関係にもとづくネットワーク型の関係であり、果たせなくな

った機能を肩代わりすることで既存の生活組織である家族や地域社会と相補的な関係を有しているといえ

る。 

 以上の検討にもとづき最後に今後の結婚問題への支援のあり方として、結婚問題だけでなく生活全体に

視野を広げ、（a）出会いの場をもうけるだけでなく相互に親密な関係が形成できるような環境を整えてい

くこと、（b）地域社会との相補的な関係の構築が望まれること、そしてそうした関係構築のために（c）

サービス提供者の役割が非常に重要になることを指摘した。 

 

  

自由報告（1） 
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限界集落論への疑問 

―再論― 

 

  山本努（県立広島大学） 

 

 限界集落論に対しては、従来、（1）「外部から、生活を見ることなく、「限界」と決めつけることへの批

判」があった。また、(2)「呼び方」（ネーミング）問題や(3)集落の「消滅」問題も指摘されてきた。 

 これに加えて、本報告では、(4)高齢化率を限界集落（集落区分）の指標にすることへの疑問、および、

(5)限界集落概念が過疎概念を否定することへの疑問、言い換えれば、限界集落概念に対する過疎概念の優

位性の主張、の２点を提起した。 

 限界集落論は過疎農山村研究の活性化をもたらしたという意義は非常に大きい。しかし、限界集落の展

望のなさ（＝限界性）が厳密な検証なしに一方的、一律的に強調されること（レッテル貼り）に少なから

ず危惧を感じざるをえない。このような事態を避けるためにも、限界集落論への批判は必要である。 

 

 本報告は山本努著『人口還流（Uターン）と過疎農山村の社会学』学文社、2013 年、 

第 9 章「限界集落論への疑問」にある。ご参照下さればまことに有り難い次第である。  

 

 

 

  

自由報告（1） 
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南西諸島における高出生率と地域社会 

―沖永良部和泊町を事例に― 

 

                           徳野貞雄（熊本大学） 

 

近代化という現代社会をかたどる論理は、経済的発展や科学・技術の進歩を促した一方で社会的共同性

の解体にもつながった。こうした共同性の解体が、現代社会における人々の生活に深刻な影響をもたらし

ていることは明白であり、この問題に真摯に取り組むことが、今後の社会のあり方をどう描くのかが懸案

となっている日本社会にとって急務となっている。 

 以下、具体的な研究対象を鹿児島県の奄美群島沖永良部島の和泊町の地域社会に置き、このへき地･離島

の地域社会の変動と人々の生活構造の変容の中から上記の課題を検討してみたい。和泊町は、人口約７，

１００人（１９８０年時、１２，５００人）の離島かつ過疎か進む地域社会である。サトウキビの島であ

ったが、現在農業では花卉とジャガイモおよび畜産が経済作物である。めぼしい産業立地はない。それ故、

町民一人当たりの所得は、１９５万円であり、東京都の４３９万円、鹿児島県の２３９万円に比べて非常

に低い。 

 しかし、和泊町の合計特集出生率は２．１５と、徳之島等の南西諸島とともに全国４位に位置している。

本報告は、この高出生率を社会現象（「自殺論」的理解）として捉え、和泊町における経済･社会構造の変

動と住民の生活構造の変容の中で、高出生率が発現していることを解明しようとするものである。基本的

仮説は、離島社会（和泊町）経済社会構造の上向的変化と、住民の生活要件を充足する際の生活構造の共

同性の変容が、ある一定の交差圏内にある場合に、現代的高出生率を発現すると考えている（図参照）。な

お、生活構造とは、「個人および世帯･家族、集落を軸にした生活基礎集団の日常生活を支えるための諸生

活要件群から構成され、その個人および集団の維持･存続を計るための要件群の連関システムもしくは仕組

みである。」あると定義しておきたい。なお、今回調査では、沖永良部高校の平成元年から平成２２年度卒

業生１，７４５名の内、島外から Uターンしてきた者５８６名（３２．６％）を具体的に確定することが

出来た。非常に貴重なデータとして報告したい。 

 

 

 

 

 

  

自由報告（1） 
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介護職員の継続意向に対する影響要因 

  

 孔英珠（九州大学大学院）  

 

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要も増加してきているが、介護労働安定センター（2011）

による介護職員の過不足状況をみると、「不足している」とする事業所が 80%を越えている。そして、離

職率をみても、介護職員（訪問介護員を含む）の平均離職率は 17.8%となっており、全産業における平均

離職率の 14.5%よりも高い状況にある。 

介護労働者の離職や離職意向に関する研究は活発に行われているに対して介護労働者の継続要因に関す

る研究はほとんど行われていない。 

本研究は、老人介護福祉施設における介護職員の仕事や職場に対する継続意向の影響要因を明らかにす

ることで、介護職員の離職問題を考察することを目的とした。 

調査対象は F 県老人福祉施設協議会が開催した介護職員に対する研修に参加した人（254 名）の全員で

ある。（分析時は介護老人福祉施設で勤務している介護職員だけに限定した。） 

調査は計 2 回行われて、1 回目は 2011 年 9 月 30 日に「介護職員研修」の時に実施した。（参加者 145

名のうち、143 名から回収、回収率 98％）2 回目は 2012 年 2 月 6 日「中堅介護職員研修」の時に実施し

た。（109 名のうち、105 名から回収、回収率 96％） 

本研究で用いた質問項目は①「個人及び施設環境特性」②「業務に対する意識」③「職場に対する意識」

④「職場内ソーシャルサポート」⑤「バーンアウト」⑥「継続＆離職意向」から構成されている。なお、

回答者の基本的属性（施設特性含む）を除く、すべての項目について、4 件法を用いた。 

今回の調査対象者は介護福祉士の資格を有する人や正職員の割合が多かった。 

調査対象者を通して、継続意向に対する影響要因の分析結果をまとめると、第一に、年齢が高くなるほ

ど、「介護業務継続意向」と「職場継続意向」両方が高くなることが明らかになった。このことは若い介護

職員は離職意向を抱いているとのことで、若い介護職員を育てることができないならば、10 年、20 年後

は現在の介護職員の確保・定着の問題に加わり、介護職員の年代の上昇による問題まで加わることになり

かねない。第二に、「介護業務継続意向」と「職場継続意向」両方に「仕事の量と質に対する負担感」が影

響を与えることである。利用者の重度化や認知症の増加とともに、介護職員の平均年齢が約 42 歳である

ことや女性の割合が高いこと、夜勤があることなども加えて心身の負担が大きいことは容易に想像できる。

このことは介護の仕事にやりがいを感じ、経験年数を重ねベテランになった職員も心身の負担で辞めざる

を得ないことにつながる可能性が高い。第三に、先行研究の多くで賃金と「離職」との関連性を明らかに

されてきたに対して今回の調査では賃金と「継続意向」との関連性が見られなかった。収入と離職意向の

関連性が一貫した結果を出せないのは、介護職員の 8 割以上が女性であり、主な生計者ではないため、好

んで非正規で短時間労働をしていることを理由に考えられる。今後、この現実を踏まえた研究が必要であ

る。最後に「やりがいの低下」が「介護業務継続意向」に負（－）の方向に影響をしている。これは、「利

用者に感謝される」「専門性が発揮できる」「自分が成長している実感がある」などの項目が含まれており、

離職を防ぐことだけを考えるより介護職員のやりがいが何であり、続けられる動機として重要であること

を示唆している。 

  

自由報告（2） 
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尊厳死法による終末期ケア現場への影響に関する社会学的考察 

―米オレゴン州ポートランド市の事例より― 

 

片桐 資津子（鹿児島大学） 

 

１．問題の所在 

本報告では、米オレゴン州で施行されている尊厳死法下で、尊厳死を選択する権利が保障された終末期

の高齢患者を取り巻く医療を含めたケア現場に着目した。高齢患者が最終的に尊厳死を選択するにせよし

ないにせよ、尊厳死法の存在が高齢患者に与える影響は大きい。そこで尊厳死法という法律の存在がケア

現場に与える影響について考察した。 

 

２．研究方法 

この問題に迫るため、第 1 に、米国オレゴン州の尊厳死の全体像を捕捉した。すなわち、オレゴン州政

府の DHS(Department of Human Services) が発行している『年報』(Annual Report on Oregon’s 

Death with Dignity Act) において公開されている統計データを参照し、16 年目を迎える尊厳死法下にお

けるオレゴン州の尊厳死の傾向を概観した。 

第 2 に、米オレゴン州ポートランド市にあるグッド・サマリタン病院における終末期ケア現場の医療を

含めたケア従事者へのインタビュー調査（2013 年 4 月下旬～5 月上旬に実施）の結果から、以下、2 点を

明らかにした。【1】ケア従事者は終末期の高齢患者から尊厳死について相談されたとき、どのような対応

をしているのか。【2】尊厳死法の存在は、終末期ケア現場にどんな影響を与えているのか。 

 

３．結果と結論 

 統計データからは、尊厳死を成し遂げた人の属性として、白人、高学歴者、都市在住者、既婚者、ホス

ピス登録者、在宅でケアを受けていた高齢者であることが示された。 

またインタビュー調査のデータからは、【1】高齢患者が専門家に相談するときはすでに悩み抜いている

ので、専門家としてその決定を尊重すること、さらに家族や親密な他者も高齢患者の自己決定を尊重して

いることが明らかになった。【2】肉体的苦痛、心理的苦痛のなかにあっても、自らの最期を自己管理する

ことが人間の尊厳そのものであるという価値観がある一方で、家族や親密な他者との関係性において、ケ

ア負担をかけることが「社会的苦痛」であり、尊厳が失われると高齢患者が認識していることが浮き彫り

にされた。 
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End-of-Life & Palliative Care, 8: 249-264. 

澤井敦，2005，『死と死別の社会学――社会理論からの接近』青弓社． 
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多職種連携のための臨床社会学的処方箋 

―老人福祉施設におけるリフレクティング・プログラム― 

 

矢原隆行（広島国際大学） 

 

「対人援助者の連携と協働のための臨床社会学的プログラム構築」の一環として、老人福祉施設におけ

る職種間連携の促進を目的にリフレクティング・プロセスの応用を試みたので、その研究実践の概要と結

果について報告する。報告の基本構成は、Ⅰ. 本研究実践の社会学的位置価、Ⅱ. 対人援助分野におけ

る「連携」をめぐる諸議論、Ⅲ. ディスコミュニケーションの視点とリフレクティング・プロセスの応用

可能性、Ⅳ. 老人福祉施設における職種間連携促進の試みとその結果、である。 

 

Ⅰ. 本研究実践の社会学的位置価 

吉田民人による構築の 3 モード（認知構築・評価構築・指令構築）の議論において指摘されているよう

に、「 ≪構築主義≫が＜言語による〔社会的〕現実構成＞や＜〔社会的〕現実の言語的構成＞（ここで現

実構成は現実構築と同義）というとき、それは主に現実の認知的・評価的構成に限られ、（中略）＜現実の

指令的（行動実践的）構成＞とは理解されていない」（吉田 2004：272）。本研究実践では、「構築の指令

モード」に着目した例外的実践のひとつであるナラティヴ・アプローチを用いたケアのケアのための臨床

社会学的プログラムの検討を行う。 

 

Ⅱ. 対人援助分野における「連携」をめぐる諸議論 

「連携」概念について整理した吉池らは、それを「共有化された目的をもつ複数の人及び機関（非専門

職を含む）が、単独では解決できない課題に対して、主体的に協力関係を構築して、目的達成に向けて取

り組む相互関係の過程である」（吉池・栄 2009：117）と定義している。連携をめぐる課題について福山

は、「協働の遂行にはネットワーキング業務が必要である。（中略）特に、効果的かつ効率のよい連絡会議

の運営は協働体制を稼動させる上で重要であるが、現状では、費やす労力やエネルギー、専門職の努力の

量に比して、ケアカンファレンスなどの効果をあげることができていない実態がある」（福山 2009：279）

と指摘している。こうした連携をめぐる困難の原因と解決策はどこに存するのか。 

 

Ⅲ. ディスコミュニケーションの視点とリフレクティング・プロセスの応用可能性 

ディスコミュニケーションとは、「言語的相互作用において経験された『不全感』や『違和感』が、相手

の『あるべき状態』から逸脱している反応によって生み出されていると、当事者（または当事者の相互作

用を外部から観察している観察者）が理解している事態」（高木 2011：249）を指す。すなわち、そこで

は基準器自体の齟齬が問題となるゆえ、単に話し合うだけでは、事態の改善は期待できない。連携の困難

はここに見いだされる。そこで、新たな次元を創発する「場」をひらくためのプログラムとしてのリフレ

クティング・プロセスを応用した会話の可能性について実践的に検討する。 

 

Ⅳ. 老人福祉施設における職種間連携促進の試みとその結果 

5 法人の特別養護老人ホームの看護職および介護リーダーを対象とした連携のためのリフレクティン

グ・プログラムを実施した結果、実施前後におけるストレス反応得点は、各下位尺度でも、全体でも事後

において減少傾向にある。ただし、ｔ検定において有意な結果が得られたのは「無気力」のみであり、そ

の効果量はいずれも小さかった。ただし、心理尺度に還元されない実践上の変化も確認された。 

 

※本研究は JSPS 科研費 23530797「対人援助専門職の新たな連携と協働の技法に関する臨床福祉社会学的

研究」（研究代表者 矢原隆行）の助成を受けたものである。 
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The Effects of Guanxi on Employment in China’s Urban Labor Market 

 

李双龍（九州大学大学院） 

 

Previous research on the role of guanxi in China’s labor market found that guanxi impose 

significant and substantial effects on income and social status attained (Bian 1997; Bian 2002; 

Knight and Yueh 2008). However, these studies failed to show the dynamic and changing role of 

guanxi in different economic periods, and failed to examine the comparative effect of guanxi 

when entering different types of work units. From a historical perspective, China’s urban 

economy has been evolving through four eras: state redistributive era (1956-1979), dual track 

economy era (1980-1992), market transition era (1993-2001), and deep marketization era 

(2002-2009). This article analyzes the changing effect of guanxi on individual status attainment in 

urban China across four different economic periods and among different institutional settings. 

Results based on two urban survey datasets show: first, the disadvantaged, such as females, 

younger, less educated workers show a greater tendency to use guanxi. Second, guanxi, 

compared to the market channel, has a positive effect on entering jobs within the state and 

collective sectors rather than private sectors. Third, compared to hierarchy channel, guanxi brings 

higher paid jobs. Last, I consider market transition as a gradually process, three kind of job 

acquisition mechanisms coexisted and will coexist before market forces replacing the other two 

methods. 
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青木恵哉の沖縄〈救らい〉活動と療養所の構想 

 

中村文哉（山口県立大学） 

 

全国に 13 を数えるハンセン病国立療養所のうち、沖縄愛楽園だけは、患者立という特殊な設立経緯を

有する。愛楽園創設の実質的功労者が、徳島県出身の青木恵哉（1894-1970）である。本報告は、渋沢敬

三のような有力な社会事業家でもなければ沖縄縣や国の議員でもなく、ハンセン病の専門医でもない、一

介のハンセン病罹患者が、これらの人たちには成し得なかった大きな事業を成し得たのはなぜか、その一

端を示すことにあった。 

青木恵哉が抱いた療養所構想は、以下のような構成過程を経たものと解釈できる。 

青木は、四国遍路の野宿生活のキャリアにはじまり、府縣立・私立療養所の入所キャリアがあり、帝大

医学部の通院以外は、当時のハンセン病罹患者に開かれていた療養の選択肢をすべて経験しており、それ

らの療養形態および療養秩序の維持に関わる方法論を熟知していた。そして、こうしたキャリアを積むな

かで、私立病院（熊本・回春病院）における入院者の信仰の不徹底という否定的な現実にも通じていた。

そこで、青木は、「一人残らず信仰に徹し、福音の喜びを悟り、名実ともに宗教病院の名に恥じない病院」

（青木,1972:57）の構築を志して、渡沖直前の 1926 年に回春病院を「脱走」し、高知の「野村病院」と

福岡・生ノ松原の「田中病院」という二つの私立病院での伝道を試み、九州と四国を歩いた。おそらく青

木の沖縄での療養所構想の端緒は、この点に求められよう。さて、多様な療養形態に通じていたことから、

青木の療養キャリアが形成され、そのことにより、シマ外れの〈隔離所〉をはじめ、小屋暮らしやテント

屋暮らし、ガマ（洞窟）暮らしなど、放置状態にあった沖縄の過酷な病者たちの現実を、自身も生きるこ

とにより、沖縄での彼の〈救らい〉活動が可能になったという点が指摘できよう。青木と沖縄の病友たち

との信頼関係は、このピアなスタンスが起点になったということが、ここから覗える。 

青木は、山原の各〈隔離所〉を訪ね歩いたが、金武での、シマからの支援を受けた自活形態の療養とい

う新たな現実に衝撃を受け、ここから病友たちが安住し得る「土地」への希求が芽生え、それが自身の大

堂原での「土地」購入として結実した。爾来、青木の〈救らい〉の利害関心は、購入した「土地」を基盤

に展開されることになる。1935 年 12 月から翌 1 月にかけての大堂原「占拠」闘争も、「土地」を基盤に

したものであり、同地での「土地」購入がなければ、こうした選択肢は生じなかったと考えられる。金武

のような自活療養の可能性、そして療養秩序としての信仰に満ちた生活をめざすべく、青木の「根拠地」

であった屋部の〈隔離所〉は避病院として、集会所として、シマ社会から疎外された病友たちの〈もう一

つのシマ社会〉としての性格を強くしていく。こうした流れの背景には、行路病死していく沖縄の病者た

ちの過酷な放置の現実があり、そうした死に幾度となく接してきた渡沖後の青木の関心は、当初の「宗教

病院」の理想が、次第に療養所の構想へと変容をみせたということができよう。そして、それを促したの

は、沖縄縣による保養院構築計画が頓挫し続けたこと、そして青木が購入した「土地」の件が新聞にスク

ープされる等の具体的な利害状況の発生にあったとみることができる。こうして、青木は保養院の構築に

関して、具体的な構想をめぐらせていったということができるのではないだろうか。 

 

参考文献 

 ・青木恵哉（1972）『選ばれた島』新教出版 
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福祉的行為の対象となる「障害者」の定義とイメージ 

―当事者の視点から― 

菊井高雄（宮崎大学） 

 

はじめに 約３年前、自分自身が病気のため「身体障害者」（内部障害）になった。最近ようやく少し回復

し、この３年間を振り返ってみる余裕ができた。そこで、以前自分とは全く無関係で知ろうともしなかっ

た「障害者」の世界、とりわけその定義とイメージについて、内側（当事者）から考えてみた。 

従来の「障害」概念 福祉的行為の対象となる「障害」とは、「人間の心身の機能・構造の低下・異常・喪

失」である。これは医学的異常を指すだけではなく、その異常が日常生活の不便さや就職が難しいことな

ど、社会生活に対するマイナスの影響を指すことが多い。「WHO 国際障害分類」（1980 年）によれば、疾

病がもととなって、「心理的、生理的・解剖的な構造あるいは機能のなんらかの喪失または異常」を機能障

害（impairment）、その機能障害の影響で「日常生活における活動能力の制約・制限」を能力障害 

（disability）、さらにこの能力障害の帰結として「通常の社会的役割が果たせなくなること」を社会的不

利（handicap）と呼んでいる。また 2001 年に改定された「国際生活機能分類」では、生活機能という

プラス面からみるように視点を転換し、さらに環境因子等の観点が加えられた。しかし、自分自身が「障

害者」になってみると、この定義やここからもたらされる障害者のイメージは「どこかおかしい」「すっき

り納得できない」という思いが強くなった。そこで、次に障害者の定義やそのイメージについて、（1）理

屈優先の試論（「障害者」役割の可能性）と（2）当事者になって初めて見えてきた「障害者」世界に関す

る議論をしてみる。 

「障害者」役割の可能性 「病人役割」は主に急性疾患を対象とした概念だが、この概念に含まれる基本

的な考え方は「障害者」の場合にも応用可能な部分がありそうなので、あえて「役割」という術語を使っ

てみた。つまり「障害者」と公式に認定されたものには義務（①福祉的行為の対象としての自覚、②福祉

制度・政策内における援助のみ受諾、③福祉専門家・行政職員への信頼及び権限・能力の非対称性受容）

と特権（①現状［「障害者」になったこと及び対社会的「迷惑」等］に対する責任の免除。②社会福祉政策

の対象者としての特典［障害年金、税金軽減、医療扶助等］）が発生する。ただし、表向きの文言はどうあ

れ、この役割を演ずる（ように半ば強制される）こと自体、我々「障害者」は福祉国家というシステムを

維持するための「部品」に過ぎないと感じるのは穿ち過ぎであろうか。そこで、最後に「当事者」として

これまで感じた或いは感じさせられた「障害者」自身の主観的世界について簡単に述べてみたい。 

当事者（障害者）の世界（１）公式・非公式問わず「障害者」に分類されることによって独特の意味が生

まれる。それは①「個人的経験」に基づく意味付与（自業自得としての内部障害）、②「下位文化」として

の意味付与（利用者を子ども扱いするか慇懃無礼な態度をとる福祉職員等）、③「社会関係」による意味の

再構築（近親者・友人との相互作用によって「障害」へのマイナス感情が緩和）である。（２）スティグマ

としての「身体障害手帳」。公共機関などで「手帳」を出すとき、周囲の人々は私のような不可視的障害者

（内部障害）に対して、複雑な感情を持つことがある。これを回避するために、現実の障害者（心臓障害）

が仮想の「障害者」（いかにも弱々しく見える）を演じるとすれば、これほど滑稽で悲しいことはない。（３）

障害「利得」ということ。「清く・正しく・慎ましい」障害者のイメージは健常者の想像に過ぎず、疾病利

得同様、「清くも正しくもなく、ずる賢い」障害者がいることも事実であり、私自身そのような誘惑に駆ら

れることもあった。 

おわりに 既存の「障害」の定義や「障害者」のイメージを巡って、当事者（障害者）側から感じた疑問

点について考えてみた。確かに、ある基準で対象をカテゴライズすることは研究や政策上、不可欠である。

それでも一人ひとり異なる背景を持つ「障害者」を「一事例」として機械的に客体化したり、或いは現実

を無視して主体化されたりすること（「制度化された」障害者）には、どうしても違和感をもつというのが、

私の考えです。 

参考文献 庄司・木下・武川・藤村編『福祉社会事典』弘文堂、1999 年 山崎喜比古編『健康と医療の社

会学』東大出版会、2001 年  船津 衛『社会的自我論』放送大学教育振興会、2008 年 
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農山村における土地利用変遷に関する研究 

―GIS を用いた集落点検手法の検討― 

 

東良太（熊本大学大学院） 

【背景】 

 国内の人口は 2005 年より減少に転じたが，中山間地域をはじめとした農山村では，以前より人口の減

少を経験している．昨今では，これまで以上の高齢化・過疎化・少子化が進行し，集落自治，生活道路の

管理，冠婚葬祭などの集落コミュニティーとしての機能も衰退している．このような状況を「限界集落」

化としてマスコミなどでは大きく取り上げられている．この議論では，高齢化率のみで集落の類型化が行

われているが，高齢化率だけではなく，世帯構成の変化や域外へ他出している家族構成員まで含めた人的

資源に着目する必要も指摘されている．そして，このような後継者をはじめとする各世帯の情報を集落内

で共有することが，現状に即した集落の将来計画を策定していく上で重要であると考えられる． 

 集落の情報を把握する手法としての集落点検は，物質的な目に見える世界を対象としたものが多く，農

林地管理や鳥獣害などに関する情報を共有するものがあるが，それぞれの集落において何をやるかはバラ

バラであった．また，これまでは農地・農業の問題に関しても，各々の土地所有者や作付けに関する情報

は把握できるものの，実際の農作業を誰が行っているかまでは把握することができなかった． 

 本研究では，他出子まで含めた家族構成員の人的資源に着目した上で，地図を利用するし直感的な表現

が可能な GIS（地理情報システム）を用いて，各世帯の所有管理する農地の耕作が継続されている確率を

20 年のタイムスパンで予測する．ここでは，正確な将来予測で精度を求めるのではなく，あくまで住民の

コミュニケーション手段の一つとしての位置付けでの集落点検手法を検討する． 

【対象】 

 対象地として，大分県別府市内成地区太郎丸集落を取り上げた．別府市街地・大分市街地から 30 分圏

内の就業アクセスが確保されており，現在も道路拡幅・トンネル建設が行われている．地形は起伏に富ん

でおり，棚田が発達した水稲耕作が中心の中山間地域農業地帯である．地区には 9 つの集落があり，今回

対象とした太郎丸集落は世帯数 13 戸，人口 37 人，高齢化率 60%である．年齢構成は 70 歳代が最も多く，

その子供世代である 40，50 歳代の大半が域外に他出している状況である． 

【方法】 

 予備的調査によって，集落が何を必要としているかを検討したところ，各世帯は他の世帯についての情

報を大体は把握しているものの，集落全体でどの程度の後継者がいるのか，将来どの程度の農地で後継者

不足になるのか，といった実状は正確には把握されていないことが分かった．本研究では，戸別調査によ

って得た情報を，どのように集計・構築すれば実用性があり，地域の住民が求めている情報が導き出され

るのかを検討した．そしてその結果を最終的に，耕作継続確率地図としてまとめている． 

【考察】 

 住民が農業を継続的に行っていく際の要素を，居住（どこに住んでいるか），営農意志（農業をする意志），

営農技術（農業をする技術）の 3 つであると仮定し，それぞれの合計として，最終的に耕作継続確率とし

て求めた．調査では，地域の住民が納得し，確証の持てる資料にするため，また他地域への応用も考え，

分析方法の単純化と確率やウエイトなどのパラメーターが容易に変更できる仕組みにした．結果として，

住民間の将来の見込みと，確率からの予測では論理一貫性が認められ、多くの農地が維持されると予測さ

れる．論理一貫性と見込みが正しいことは別問題ではあるが，地域を分析していく上で一つの判断指標と

しての活用が考えられる．今後は、住民の行為や活動の実態をどのように視覚化・表現していくのかが課

題となる。 

 なお本研究には，立命館アジア太平洋大学学内研究助成金（2009 年度）による調査結果の一部を使用し

た． 

自由報告（4） 
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「害鳥」を守る村人たち 

―動物・人間関係論の社会学的構成― 

 

 牧野厚史（熊本大学） 

 

 現代日本の農村では、農林水産業への鳥獣害の深刻化によって、野生動物との関係の持ち方についての

模索がつづいている。主な動物はイノシシ、シカ、サルなどだが、カワウのような鳥類も含まれている。

それらの害に注目されるのは、「害」の現れ方に地域差が見られることや、憎しみを持ちながら捕獲をため

らうといった一見矛盾した「語り」がみられることである。ただ、現行の鳥獣保護と狩猟の制度の下では、

むら人に期待される動物との係わり方は限られている。本報告では、森林に営巣するカワウという鳥類と

人との高度経済成長期頃までの係わり方をとりあげ、そこから動物・人間関係論を実態的に構成するヒン

トの抽出を試みた。 

カワウは、古くから列島に生息していたが、今では魚類捕食による水産被害や、樹木枯損による森林被

害をもたらす「害鳥」としての様相を深めている。しかし、農村の人々との関係は複雑である。その糞は

肥料となるため、いくつかの地域では、カワウの営巣維持に努めたからだ。なかでもよく知られているの

は、この報告でも取り上げる愛知県美浜町上野間地区で、地区の一角には「鵜の山」と呼ばれる日本最大

規模のカワウの営巣地がある。なお、事例地での事実関係については、筆者自身の調査に加え、佐藤孝二、

藤井弘章らの先行研究や、筆者もその一員である共同研究の成果（＊）を参照している。 

上野間地区の人々がカワウと付き合ってきたのは、肥料を得るという「益」があったからである。ただ、

ここでの関心は、人々の動機よりも、いかにカワウとの関係を維持したのかという実態的な動物・人間関

係にある。その際、注目されるのは、「鵜の山」というカワウのための森林の形成である。カワウが、「む

ら」の一角に棲み着いたのは江戸時代の末である。樹木の枯損を恐れたむら人は、当初はカワウを追い払

おうとしたが、糞の肥料としての効用に気づき、糞の採取が始まったとされている。この森林は、明治時

代には共有林となったが、やがて銃猟がさかんになると、むら人たちは、保護区を設けることによって狩

猟者を営巣地から遠ざけようとしてきた。この保護区の範囲は、共有林を超えた近隣の「むら」の領域に

ある官有林にまで及んだ。また、カワウの営巣による樹木枯損の影響を抑えるために、むら人による植林

等も行われた。 

「鵜の山」の森林は、昭和 9 年に天然紀年物指定を受けて今に至っている。ただ、その実態は、人間が

関与しない自然ではなく、自在に行動し樹木を枯損する野生動物カワウと係わるために、その行動にあわ

せてむら人たちが造り上げた森林である。近代社会では人間の力が自然の力を圧倒したから、動物・人間

関係論も自然保護の活動や狩猟という関係の持ち方に偏る傾向があった。だが、生活空間における野生動

物と人間との関係の実態は、事例が教えるようにはるかに複雑である。鳥獣害が深刻化する現代農村の分

析では、この複雑さを地域生活の歴史性として直視することが重要であると考えられる。 

 

＊本研究には JSPS 科研費 23510301（「カワウによる森林衰退に対する伝統的保全管理技術の効果と検証

の助成」代表 亀田佳代子）によって得た成果の一部を用いた。 

 

  

自由報告（4） 
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戦後労働組合運動とじん肺法の制定 

                          

坂岡庸子（久留米大学名誉教授） 

 

労災法項目の職業病中、じん肺単独立法制定に向けた労働運動の契機となるヨロケ撲滅宣言からじん肺

法制定までの運動過程を、労働組合(全鉱・炭勞・総評中心)、GHQ、政府、政党、経済界、労働科学研究

所の動向と関連性を資料より把握し、法成立要因を分析した。 

 Ⅰ時系列の把握の仕方  

分析対象となる運動の期間は、敗戦後 1945 年 8 月 15 日～1960 年 3 月 31 日とした。中心イベントであ

る珪肺法（臨時措置法）制定（1955 年 7 月 27 日）及びじん肺法制定（60 年 3 月 31 日制定）の 2 期にわ

けた。 

Ⅱ戦後労働組合運動の経過とじん肺法  

１労働組合の制定と労働行政と２GHQ(英・米・中・ソ)および資本家の動向と労働組合運動を年表形式

により経過を示し、これらの動向を要約した。①GHQ（英・米・中・ソ）の分裂・東西冷戦構造の完成 ②

米国の民主化対策は、日本の専制的な政治体制とそれを支える経済システム（地主―小作制度と財閥によ

る独占資本主義）を解体して、日本経済は、米国市場に有利な経済へと転換をはかられ、東西冷戦が世界

を二分すれば、武力放棄の平和憲法は画餅となり、米国の平和維持に貢献する防衛ネットワークに繰り込

まれた。③労働組合の活動は、仕事と米よこせから出発。平和になり殺される恐怖から解放されたが、飢

餓状態は変わらず、栄養失調による病死やインフラの未整備による事故死や病死から解放されるための所

得保障の要求が最優先事項。朝鮮戦争で経済的な立ち直りと同時に、東西冷戦下で始まる日本の軍事化反

対の政治闘争も労働組合運動の重要な課題となる。④GHQ お墨付きの労働組合活動は、戦前からのリー

ダーに支えられて進行した。GHQ の民主化労組への弾圧が強まると、戦前の失敗である社共の分裂が進

行する。⑤アメリカに同調して、国際的な経済戦争(アメリカへの安価な工業製品の輸出による高度経済成

長の達成)に乗り出す前夜に、じん肺法が成立した。 

Ⅲじん肺法成立の要因分析 

１．戦後民主化による人権尊重の可視化は、食糧よこせの足尾町民大会(46 年 6 月・町の有力者、会社幹

部も含む)で、ヨロケ撲滅宣言を提起し、立法化への運動開始。２．労働組合（全鉱）の取り組みに、経営

者、医者、町行政を巻き込み、さらに、マスメディアを使い、ヒューマニズムの視点から広く国民に訴え、

全国会議員に働きかけた。３．全鉱と炭勞の相違点：労働者・経営者・鉱山の疲弊は共通①経営；石炭は、

鉄道・電力の原料。資材、食糧、労働者の確保と国の全面支援。銅山は、需要がなく、生産サボ。②労働

者；病気認識の違い（炭鉱労働者は、皆無に近い）４．全鉱が、立法化の基盤を築く。47 年 3 月珪肺撲滅

を労使交渉事項、4 月労基法・労災法の公布・社会党の片山内閣成立・珪肺の国会審議可能性が成立、7

月労使双方が加盟する全国金属鉱山復興会議結成。48 年 1 月労組、経営者、学識者、全国鉱山医のけい肺

懇談会開催、3 月労働科学研究所長暉峻義等作 成「けい肺対策推進建議書」を衆参両議院長に提出、6

月労働省予算獲得、49 年 6 月療養所(鬼怒川温泉街・世界 3 番目)開設、労働大臣の諮問機関「けい肺対策

審議会」設立、８月「けい肺措置要綱」提出。50 年 2 月労働省けい肺法案作成（予防は鉱山保安局の所管

となる、経営者は内容に異論、GHQ は不要論）。全国金属鉱山復興会議の解散。粉じん職場に呼びかけて、

12 月労組けい肺会議が総評主催で実施。以後総評が運動の中心となる。費用負担を巡り、経営者の猛反対

が続くが、最終的に国と経営者 5 割負担のけい肺等特別措置法(５年間の期限付き)を可決（55・7・27）。

並行して、23 日石炭鉱業合理化臨時措置法案が衆院強行可決、30 日参院可決される。アメとムチの政策

下、期限切れ前 (60 年 3 月) にじん肺法成立。労組提案単独立法は廃案となり、補償だけの特別法として

継続する。じん肺法の評価が次の課題である。 

 

 

自由報告（4） 
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一般化された互酬性は連帯を促すか 

 

三隅一人（九州大学） 

 

社会心理学や民族関係の諸研究によれば、複数集団をつなぐ橋渡し紐帯は、一般化された態度の醸成に

好ましい効果をもつとされる。その焦点として信頼や寛容とともに研究蓄積をもつのが一般化された互酬

性である。本報告は、態度一般化効果として連帯促進に着目しながら、橋渡し紐帯と一般化された互酬性

との関係を論じる。 

報告者は、社会関係資本の蓄積場を関係基盤として概念化する。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。一般に個人が関与する関係基盤の多様性は、その人自身が弱い紐帯となって橋渡し資本蓄積に関わる、

その蓋然性の高さを示す。Markovsky らは連帯のネットワーク構造条件を議論しており、これを関係基盤

の構造条件に置き換えることができる。ただし報告者は、そこに何らかの規範的要素が付帯すると考える。

つまり、関係基盤構造条件のいわば道徳的紐帯としての規範的表出が、一般化された互酬性ではないかと

考える。これは次の命題を導く。【関係基盤の（とくに橋渡し）連結が、何らかの基盤で誰か（自分）と誰

かがつながっているという経験・記憶・想像力を培い、一般化された互酬性の規範を強める。これが連帯

意識を条件づける。】 

 本報告ではこの命題を、報告者が 2012 年に実施したインターネット調査で吟味する。（九州在住 25～

55 歳モニターから無作為抽出。有効回答 970［回収率 16.2%］）。主要変数は以下の通りである。●一般化

された互酬性：「親切は巡り巡っていつかは我が身を助ける」「人は親切にされると他人にも親切になる」

「ちょっとした出会いを大切にする」「人と人とはどこでつながるかわからない」以上の合計点。●関係基

盤：友人の関係基盤数および参加団体数。●同類連帯、異類連帯：「同じ○○だから」、「○○のように立場

の異なる人たちと」「助け合いましょう」というときの共感度を聞いた一連の項目の主成分得点。 

 結果をみると、一般化された互酬性は信頼、寛容と相関しつつも異なる性質をみせ、関係基盤の多様性

に強く関連し、階層・年齢に無関連であった。また、「まったくの他人から生涯忘れられないような助力を

得た」経験と強く関連したが、最近の具体的な被助力経験とは無関連であった。このあたりに「想像の共

同体」に類した規範化を促す仕組みを読み取れるかもしれない。連帯との関係では、右表の重回帰分析が

示すようにとりわけ異類連帯をよく説明した。概して上の命題に矛盾する結果ではなく、一般化された互

酬性の連帯につながる固有の働きが示唆される。 

  

自由報告（5） 

重回帰 

（ベータ） 
同類連帯 異類連帯 

(定数) (-2.08) ** (-2.56) ** 

年齢 0.02 
 

0.06 
 

友人基盤数 0.03 
 

0.03 
 

団体基盤数 0.05 
 

0.05 
 

信頼 0.26 ** 0.15 ** 

寛容 0.02 
 

0.11 ** 

互酬性 0.18 ** 0.24 ** 

R2 0.164 ** 0.171 ** 
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ダミー変数の標準化 

 

 鈴木譲（九州大学） 

 

 本報告では、線型回帰分析の基本的手法であるダミー変数の取り扱いについて検討した。一般に線型回

帰分析においては、二値変数であるダミー変数に関しても、連続変数と同様に標準偏差と平均値を用いて

標準化回帰係数ベータを計算する。そしてベータの絶対値を比較することによって独立変数が従属変数に

与える相対的な影響度を分析している。また、回帰係数の有意性に関しては、ダミー変数の場合も連続変

数と同様にt検定によって回帰係数ごとにその有意性を評価している。 

 しかしながら、このようなダミー変数の取り扱いには問題があると言わざるを得ない。これが本報告の

要点であり、問題点は以下のように分類できる。 

 

   ・標準化に関する問題点：  ・概念上の問題点 

                 ・記述統計上の問題点 

   ・推測統計に関する問題点 

 

本報告における論点をまとめると、以下の通りである。 

 

・ダミー変数の回帰係数を、標準偏差を用いて標準化することは概念上意味がない。 

・ダミー変数が0, 1の二値で設定されていれば、その回帰係数はすでに標準化された回帰係数と見なす

ことができる。 

・ダミー変数の標準化回帰係数を、連続変数の標準化回帰係数と比較することは、標準化の基準値が

異なるのでそもそも意味がない。 

・異なるダミー変数群の間での比較は、回帰係数ではなくダミー変数群自体を1つの単位としてとらえ、

その回帰係数の値の範囲を用いて、従属変数への影響の程度を比較すべきである。 

・ダミー変数の有意性は、個々の回帰係数をt検定により評価するのではなく、一連のダミー変数の回

帰係数をF検定により評価すべきである。 

 

 そもそも、標準偏差を用いた標準化は連続変数を前提とした手順である。連続変数の場合には、どのよ

うな値の変化も論理的に可能であり、変化の基準値として設定すべき外在的な値は存在しない。このため

に、内在的な値である標準偏差を変化の基準値として用い、標準化を行っているわけである。 

 しかしながらダミー変数の場合には、値の変化はそもそも二値の間での変化しかあり得ない。従って、

変化の基準値として用いるべき値は二値の差であり、変数の標準化はこの値を用いて行うべきである。こ

のように考えれば、通常ダミー変数の値として0と1を設定するが、これは標準化の作業に他ならない。 

 このように、標準化する際の基準値がダミー変数と連続変数とでは根本的に異なるので、両者の間で標

準化回帰係数を比較すること自体に無理がある。標準偏差を用いた回帰係数の計算と比較は、連続変数に

関してだけ行い、ダミー変数に関してはダミー変数間で回帰係数の比較を行うべきである。 

  

自由報告（5） 
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都市近郊の中山間地農村の変容  

―福岡県八女市 白木地区の事例― 

 

橋上実穂・市原由美子（熊本大学大学院）   

 

本報告の目的は、地域社会の捉え方の再考察である。報告に至った背景は、福岡県八女市白木地区で行

った住民の実態調査による結果にある疑問をもったからである。今回行った調査は、人口減少や少子高齢

化といったいわゆる限界集落化に危機感をもった「白木地区地域振興会議」からの依頼をもとに、住民の

生活構造や地域に対する意識を調査した。調査対象地の福岡県八女市白木地区は、周囲を山に囲まれた人

口 1773 人、世帯数 570 戸（2012 年）の中山間地である。人口は 1955 年の 3875 人（世帯数 636 戸）を

ピークに減少している。調査を行った 3 集落の高齢化率は 45.1%となっており、一世帯の世帯員数も 1955

年の 6.1 人から 2012 年の 3.1 人まで半減し、急激な少子高齢化が進んでいる。このように白木は典型的な

過疎の進んだ地域と言え、実際のアンケート結果にも、「この地域はこれからよくなるとは思えない」とい

う声が 92％もあがっていた。しかし一方で、「総合的に暮らしやすい」という声も 60％あった。この住民

の意識のズレはなぜ生まれるのかという疑問を出発点とし、考察した結果新しい地域社会の捉え方が必要

ではないかと思うに至った。 

 

 
  

 

 住民が「総合的に暮らしやすい」と答えた背景には、近隣に出て行った他出子の存在がある。【図 2】は

K 集落の在村者に、近隣 30 分圏内（主に八女市）の他出者（他出した子どもの家族を含む）を足した人口

構成である。この他出者と在村の住民たちとの間には日常的に関わりがあることがわかった。例えば、平

日は白木に住む祖母が八女に住む孫の世話をし、八女で買い物をして帰る。休日は八女に住む子どもたち

が農作業を手伝いに来る、というようなことが行われている。これを可能にしているのは、住民の 9 割以

上が車で移動しているという実態、さらに白木地区内の兼業化も進み、世帯所得も安定している。このよ

うな生活実態から、住民たちの中にムラについて２つの捉え方があることが明らかになった。１つは空間

範囲としての既存の白木と言う集落である。この範囲では人口減少や少子高齢化、小学校の廃校など、住

民たちが地域に対して明るい将来展望を抱けない現象が生じている。一方で、自らの生活は白木を越え、

通勤・通院・買い物など生活圏は広がっている。この広がりには他出子たちとの生活上の関係が存在する。

住民たちが「総合的に暮らしやすい」と答えたときにイメージしていたのは、白木を越えた「生活活充空

間」とでも言うべき範囲ではないだろうか。この２つの捉え方が住民たちの意識のズレを生み出している

のではないだろうか。以上のことから、我々研究者も地域の見方を考え直してみる必要があると思う。特

に生活実態に沿った範囲を「修正拡大集落」と捉え、他出子との関係や生活実態に沿って集落を見てみる

と、地域にとって新たな可能性がみえてくると想定された。 
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日本の農家民宿の存立要件 

 

孫 豊田（熊本大学大学院） 

 

本研究は農家民宿を行う個人とその家族というレベルから、日本の農山村におけるグリーン・ツーリズ

ムについて考察した。海外からみた場合の日本のグリーン・ツーリズムは、産業化された社会における農

山村の「活性化」手段というイメージが濃厚にある。 

 報告者も、当初は、日本のグリーン・ツーリズムをモデルとして中国農村に移植すれば農村振興に繋が

るのではないかと考え研究を始めた。しかし、実地で観察する中で、日本のグリーン・ツーリズムを経済

的な地域活性化の手段として位置付けることに疑問を持ち、実際に活動を担っている人たちの生活構造を

考察することにした。 

 本研究では、日本のグリーン・ツーリズムの主な形態となっている農家民宿を例に取り上げ、その担い

手の生活実態についての調査を行った。農家民宿を支えているのは家族だが、その中心に位置しているの

は農家の女性たちである。調査の対象としたのは、九州各地で営まれている農家民宿およびその担い手と

なっている数人の女性達である。調査は報告者自身の面接によって行った。 

 調査の結果、次の事柄が明らかになった。第 1 に、農家民宿を担う女性たちは、農家世帯の所得向上を

目的としているというよりも、安定した豊かな世帯としての生活基盤の実現が農家民宿の運営を可能とし

ていること、更に、第 2 に、農家民宿運営の持続には、それらの生活基盤に加えて、担い手である農家女

性個人に備わる固有の条件もありそうだという点である。それらの事実を踏まえると、農家女性によるグ

リーン・ツーリズムの実態と経済的な活性化というニュアンスの濃厚な日本の行政政策としてグリーン・

ツーリズムの理解との間には大きな乖離がある可能性がある。 

 事例として取り上げた 3 軒の農家民宿は、いずれも成功例として高く評価されている。しかしながら、

中国農村の現状を念頭におくと、民宿成功には、農家女性たち個々人とその関係性、更に農村社会につい

ての固有の条件が必要であり、この条件を抜きにして簡単には他地域への導入は難しいと考えられる。ま

ずは前提的な農村の経済的社会的条件（世帯という意味での家族が安定していることや、接客するのに抵

抗感がないこと、家族の理解・協力が得られること等々）が必要となってくるからである。 

本報告では、知見として、ごく限られた事例からではあるものの、①日本の農家民宿の女性たちは、加

工品作り等様々な技術を応用する積極的な行動力を持ち、行動力を生かせる社会関係を有していること、

さらに②農家民宿の成功には、前提となる経済的社会的条件が農村社会に備わっていることが必要である

ことを指摘した。それらの知見は、今後、現代中国農村におけるグリーン・ツーリズムおよびその類似の

活動実態や政策を、日本農村の現状との比較の上で理解し分析していく際の有用な知見であると考えてい

る。 

  

自由報告（6） 
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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 

―西日本社会学会会員の行動・関心・生活― 

 

西日本社会学会震災アンケート WG（報告 加来和典 下関市立大学） 

 

 本報告では、西日本社会学会が会員に対して 2012 年に実施した「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」をもとに、大震災に際し会員がどのように行動し、またどのような影響を受けた

のかについて分析した（単純集計は、学会ニュース No.139 で WG によって報告済）。 

 本報告では、「研究者としての行動（自然災害／原発事故に対する）」「研究上の関心（自然災害／原発事

故に対する）」「自分の生活のあり方の変化」の 3 点に関し、それらに影響をおよぼした要因を検討した。

説明変数には、性別・年齢（4 区分）・研究歴（震災以前に自然災害や原発の研究をしていたか否か）・関

係者に震災被災者がいるのか否か・地域を研究領域としているか否かの 5 変数を設定した。なお、年齢以

外のすべての変数は 2 値化している。 

＜得られた知見＞ 

 説明変数と被説明変数の間でクロス表分析を行った。有意な差がみられたものを挙げる。 

・研究歴ありとする回答者の 63%、なしとする回答者の 30%が、原発事故に関して研究者として行動した

としている。 

・研究歴ありとする回答者の 75%、なしとする回答者の 26%が、自然災害に研究上の強い関心があるとし

ている。 

・20-30 歳代では、「原発事故への研究上の強い関心」を持つ割合が 12%と、他の年齢層に比べかなり低い。 

・関係者に震災被災者がいる回答者の 92%、いない回答者の 52%が、自分の生活のあり方を変えたとして

いる。 

・地域を研究領域としている回答者の 71%、していない回答者の 35%が、自然災害に関して研究者として

行動したとしている。 

・地域を研究領域としている回答者の 94%、していない回答者の 75%が、原発事故への研究上の関心があ

るとしている。 

・ちなみに、地域を研究領域としている回答者の 35%、していない回答者の 6%が、研究歴ありとしてい

る。 

＜まとめ＞ 

・今回の震災について言えば、研究者としての行動と研究上の関心は密接に関連している。 

・研究歴は、今回の震災に対する研究者としての行動（対原発事故）および研究上の関心（対自然災害）

に結びついている。 

・若い年齢層では、他の年齢層に比べ、原発事故への関心が低い。 

・回答者自身の生活のあり方に変化をもたらした要因として、家族・親族・親しい知人が被災したことが

挙げられる。性別・年齢・研究歴との関係はみられなかった。 

 以上から、日頃の研究関心や研究態度は、遠隔地の突発的な出来事への対応に違いをもたらしたと考え

られる。また、生活のあり方の変化に影響を与えたのは、研究とは別の次元、すなわち自身の親密な社会

関係である事が示唆された。  

 

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） 

  

特別報告 
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2013 年福島の農業とヒト 

 

     徳野貞雄（熊本大学） 

 

本報告は、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報告と全体討論のために行わ

れた関連報告である。報告の基盤は、原発事故２年後の２０１３年初春に福島県の農家を訪ね歩いた経験

に基づいている。 

まず、福島県内の原発事故が地域に及ぼして いる影響は、相馬地区、いわき地区、郡山等の中通り地区、

会津地区の４地区で非常に状況が異なっている。原発が立地している相馬地区は、住民避難が続いている

中、農業・農村生活の復興は全く見られない。将来展望も描けない。中通り地区は、放射線の残留濃度に

対するモニタリングを県等が中心に徹底的に行い、福島の農産物の安全・安心を PR しようとしているが、

安全（生産者側）の主張が、安心（消費者側）の認識に結びつかず、農産物の出荷規制や価格低迷が続い

ている。放射能の残留値が出ていない会津地区では、『風評被害』という声が、農民たちから強く聞かれた。

一方、いわき地区には、相馬地区から会津に避難した農民たちが、気候との違いから会津に馴染めず、い

わき地区の知人を頼りに就農し始めている農民もいるが、農地確保の問題等、状況は非常に厳しい。 

『原発と農業は、共存できない』と言うのが最も強い印象である。特に、有機栽培の直販を行ってきた

農家は、『安全』を売りに行ってきたため、原発事故による被害はより深刻である。この深刻さは、多なる

売上高の減少と言った経済的なレベルの問題だけではなく、彼らの『農』に対する存立基盤にも係わって

いる。まず、『食の安全』を求めてきた一般家庭の消費者が、大量に取引を停止してきた。そして、「子供・

家族の安全のためには、安全な農産物は福島・東北産でなくても……」と言う声が止まらない。今、福島

県の有機農産物が、最も掃けているのは、外食産業や惣菜店などの量販店である。量販店にとっては、「安

全性」をクリアーした価格の下がっている福島産の農産物は、売る時には、福島産と明記しないから最も

良い商品となるのである。 

もう一つの存立基盤の解体は、補償金問題である。一言で言えば『百姓が、腐り始めている』である。

慣行栽培をしてきた農家の多く（地域農業者）は、JA を通じての出荷が多い。それ故、原発事故後、東電

からの補償金は『平成２２年度の JA 出荷額に応じて支払われる』ことが多い。有機産直農家は、自分で

膨大な補償金請求の書類を作成しなければならないが、書類の膨大さに権利を放棄する人も多い。この補

償金の格差以上に問題なのは、中通り地区の一般農家の中には、『ちゃんと作っても、消費者は福島産だか

ら買ってくれない。ちゃんと作らなくても、お金は補償金で入ってくる。百姓の先行きも暗い中で頑張っ

ても仕方がない。』と言うムードが広がりつつある。この状況が、原発事故の最も恐ろしい社会的な現実的

影響かもしれない。  

特別報告 
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コンコルドの誤謬 

―社会学者が嵌った罠― 

 

高橋征仁（山口大学）  

 

１．コンコルドの誤謬 

 社会学という学問の良さは、自由闊達さにあり、権力や権威に媚びず、生活者の声にこだわり、ネット

ワークを駆使しながら多角的に真実に迫る点にあると考えられる。しかしながら、こうした社会学の良さ

は、東日本大震災に関する研究において、十分に発揮されているのであろうか？ 

 残念ながら、答えは否である。 

 戦後日本社会の最大の危機というべき事態に際して、日本の社会学は有効な指針を提示するどころか、

まともな現状報告さえもできていない。様々な理由が考えられるが、ここでは、「コンコルドの誤謬」とい

う認知的バイアスの存在を主因として指摘したい。 

この誤謬は、将来の見通しと現在のオプションだけにもとづいて意志決定をすべきところで、過去の投

資の大きさを考慮してしまい、非合理な判断をしてしまう傾向を指す。こうした「損切り」できない心性

は、この言葉を生んだコンコルド旅客機の事業失敗だけでなく、投資の失敗やギャンブル中毒、失恋後の

ストーカーなど、日常生活でも頻繁にみられる。故郷を想う被災者も、それに共感する研究者たちも、現

在の選択肢を客観的に分析・評価し、合理的な判断を下すことができなくなっている。過去にこだわるこ

とで、将来の見通しが甘くなってしまう。今になって思えば、核開発と原子力産業自体が巨大なコンコル

ド事業であり、20 世紀の人間社会のあり方を根底から歪めてきたといえる。 

 

２．東日本大震災をめぐる社会学的アプローチ 

 社会学者が嵌った「コンコルドの誤謬」には、過去のアプローチや先行研究に対するこだわりと、過去

の調査対象地（なわばり）に対するこだわりがある。前者に関していえば、東日本大震災に関する研究の

ほとんどが災害社会学や地域社会学の研究者によって担われ、コミュニティの危機と再生をテーマにして

いるという現状がある。このほかのアプローチも、眼前で進行する健康被害や被災者個々人の人生再建と

いう論点を軽視してきた。公害・薬害研究や移民研究の伝統は生かされなかったのである。後者に関して

は、様々な雑務に追われている福島大学や東北大学を研究ネットワークの中心に置いてしまうことで、迅

速さや客観性、包括性が失われたと考えられる。なわばり意識にもとづく遠慮が働いている。震災避難者

は日本中にいるにもかかわらず、その声を拾う研究者はあまりにも少ない。 

 

３．フクシマをめぐる沈黙 

東京電力福島第 1 原子力発電所の事故に関しては、東電と政府、福島県という加害責任者による事故被

害の過小評価と責任逃れ、時間稼ぎが続いている。この３者はこれまでにも、メルトダウンや SPEEDI の

情報を隠蔽し、誤った避難誘導を行い、住民に安定ヨウ素剤を配らなかった等の重大な過失を犯している。

そのうえ、被害者が差別を恐れて声を出しにくい状況や原子力事故と健康被害の因果関係を特定しにくい

点を利用して、健康被害の情報を隠蔽・過小評価している。マスコミも、原子力事故による健康被害はな

いかのような論調を宣伝している。小児甲状腺がん 27 名の情報も、サッカーWC 大会進出決定の裏で流

した。 

 

４．社会心理学の＜勝利＞ 

 御用学者というサクラを用いて安全を主張し、集団の絆を唱えれば、大衆が沈黙・同調・服従してしま

うというのは、戦中・戦後のアメリカの実験社会心理学の成果である。震災報道では、こうした社会心理

学の知見が随所で「発揮」されている。大本営発表によるこの巨大な欺瞞を突き破って、社会学は被災者

の側に立つことができるのだろうか？ 

 

  

特別報告 
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福祉社会学の現在――福祉的行為の分析 

 

司会・コーディネーター 山本努（県立広島大学） 

討論者     鈴木玉緒（広島大学） 桑畑洋一郎（梅光学院大学） 

 

 報告者 

 第 1 報告・コーディネーター 

山下亜紀子（宮崎大学）  「障害児家族の生活困難と福祉的行為」 

 第 2 報告 

  石橋潔（久留米大学）    「対人サービス労働と表情の相互作用」 

 第 3 報告 

吉武由彩（九州大学大学院） 「非対面のボランティア的行為と想像力の問題 

――多回数献血者への聞き取り調査の結果から」 

   

 福祉的行為を「他者の幸福に寄与する（狭義には、他者の不幸を低減する）人間活動」と、暫定的に定

義したい。そのような行為の分析は、社会学全般の重要課題であるが、第一義的には、福祉社会学の専門

的研究課題である。福祉社会学は、1960 年代の先駆的な著作もあるが（例えば、竹内愛二『実践福祉社会

学』など）、その本格的展開は 1990 年代以降であり、今日、その課題は重い。本シンポジウムは福祉的行

為の分析課題を以下の 3 つの報告（山下報告、石橋報告、吉武報告）から探りつつ、福祉社会学の現在を

示す事を試みた。 

以下は、報告の要旨を、三者にそれぞれまとめていただいたものである。 

【第 1 報告：山下亜紀子】本報告では、発達障害児の母親に関する現状分析を通し、福祉的行為の実態

の一側面について提示することを試みた。まず母親が抱えている生活困難についての分析を通して、第 1

に養育上の支援を求めるも得られない状況、また母親自身の困難さは、子どもの問題を前に潜んでしまう

状況があることを明らかにした。次に母親のソーシャルサポートの分析から、第 1 にサポート源の種類が

少なく、主に同じ立場の親のみが有効なサポート源となっていること、第 2 にサポート内容が限定されて

おり、情緒的サポートが中心となっていることを示した。以上より、分析対象の母親たちが福祉的行為の

欠落した状況におかれていること、またこうした状況の打開には、ケアのケアの社会化が必要であること

を述べた。 

【第 2 報告：石橋潔】 表情の相互作用 ― ケアの対人サービス労働を中心に ― 要旨 

 福祉領域の対人援助行動を考えるときに、人と人とが表情を交わしあっていることを無視できない。 

表情は人間に深く埋め込まれた社会的能力である。生後数週間の新生児ですら表情を交わすことができ

る。表情を交わすことで、「人‐モノ」の関係とは異なる「人‐人」の間主観的な社会関係が生まれる。 

表情には他者の表情と共振する性質がある。この表情の共振は他者の感情世界を知るための手がかりで

ある。これによって他者の共感的理解が可能となり、ケアという援助行動が可能となる。 

表情は近接した社会空間で強く作用するという性質があり、同時に、ポジティブ・ネガティブの両極に

共振するという不安定な性質を持つ。たとえば密接なケアをおこなうユニットケアやグループホームケア

ではバーンアウト得点が±に広がり、標準偏差が大きくなる。 

 こうした表情の相互作用は、機能分化が進む現代社会のなかで排除され周辺化される傾向があるようだ。

専門職化がより進んだ看護職では、介護職にくらべて、表情の相互作用を重視しない傾向がみられる。 

【第 3 報告：吉武由彩】報告では、非対面的関係性におけるボランティア的行為として献血を事例に、

自らと異なる他者を推し量るという「想像力」に着目し検討を行った。献血回数 50 回以上の多回数献血

者を対象に聞き取り調査を行ったところ、献血は被援助経験のある人々など（想像力①可視型や②共感型）

に支えられているとともに、被援助経験のようなきっかけはない人々（想像力③抽象型）も存在している

ことがわかった。可視型には被援助経験があるが、抽象型では何が献血の継続を支えているのかを考えた

3．シンポジウム報告要旨 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.142  2013                            22 

ところ、5 つの要件「時間の余裕」、「青年期までの経験」、「意味づけ」、「他者からの働きかけ」、「被援助

経験、職業経験」に支えられていることを報告した。報告では、抽象型について、その性質がどのような

ものなのか、それをつくり出していくことができるのかなどのコメントをいただいたが、今後ライフヒス

トリーの提示などにより検討していきたい。 

以上の 3 報告をふまえ、討論者から、「福祉的行為から社会的連帯への広がりは可能であるのか？」（桑

畑氏）、「社会的連帯はどのレベルでとらえるべきか」（桑畑氏）、「交換財としての表情と日本的、アジア的

土壌との関連性はあるのか」（鈴木氏）、「福祉的行為が社会的連帯や社会的包摂につながる契機はあるのか」

（鈴木氏）といった論点提起がなされた。またフロアーからは、各報告に対し「福祉的行為の生成の仕組

み」、「行為論と関係論」といった観点からのコメントがあった。さらに「個別課題を束ねた福祉社会学の

役割」、「福祉課題に対する科学としての貢献」という福祉社会学の根幹を問う議論も提起された。 

以上、シンポジウムの概要を記したが、その時間を改めて振り返ると、福祉的行為に関する個別的、具

体的分析をもとに、福祉的課題に対峙する社会学の有益性を問う議論へと導かれていく大きな流れがあっ

た。またその有益性は、分断された社会が抱える問題や実態をミクロレベルで洗い出し、そうした問題を

マクロレベルにおいて問い直し、さらに連帯への希望や道筋を描き出す技を具有している点にあることを、

今回の報告や議論が明示していたように思う。より精緻な分析や体系的議論の展開は、報告者たちに課せ

られた今後の課題としてあるにしても、少なくとも社会学の先人達が積み上げてきた理論や分析フレーム

を礎に、福祉社会学が今こそなしえる貢献、なすべき課題を確認できたことは、本シンポジウムの成果で

あったと感じている。（文責 山下亜紀子・山本努） 

 

総会では、江頭大蔵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 2012 年 7 月 16 日 

・ 第 70 回大会報告、学会ニュース第 139 号 

・ 第 71 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） 

・ 「世界へのメッセージ」執筆について 

・ 震災に関するアンケートについて 

・ 特別会員制度について 

・ 日本学術振興会・育志賞について 

 

     第 2 回 2013 年 5 月 11 日 

・ 平成 24 年度庶務報告、平成 24 年会計報告、平成 24 年会計監査報告 

・ 平成 25 年度予算案審議 

・ 総会議事について 

・ 特別会員制度について           

 ・ 入会促進について             

ⅱ 常任理事会 

第 1 回 2013 年 3 月 24 日 

・ 大会プログラム作成 

・ 会計監査について 

・ 特別会員制度について         ※ 資料①ⅰ、ⅱ参照 

・ 入会促進について 

・ 日本学術振興会・育志賞について 

                                          ※ その他にも、Ｅメールで適宜話し合いを設けた 

4．平成 25 年度総会報告 
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ⅲ ニュース発行 

    2012 年 10 月 18 日   ニュース 139 号発行（第 70 回大会報告号） 

     2013 年  2 月 19 日   ニュース 140 号発行（第 71 回大会案内号）   

    2013 年  4 月 18 日    ニュース 141 号発行（第 71 回大会プログラム号） 

 

 

② 会員数に関する報告（山本努 庶務理事） 

 ⅰ 現在の会員数(平成 25 年 5 月 11 日現在) 

   平成 24 年度の最終会員数  202 名 

    新入会員申し込み数   10 名   計 212 名 会員異動（25 頁）参照 

  

③ 学会誌編集委員からの報告（高野和良 編集委員長）    

   ⅰ 『年報』第 11 号(2013 年 3 月 29 日)発行について  ※ 資料② 参照 

   ⅱ 平成 24 年度編集委員会決算報告    ※ 資料③ 参照 

④ 平成 24 年度決算報告 （佐々木美智子 会計担当理事）  ※ 資料④ 参照 

⑤ 平成 24 年度会計監査報告（高橋征仁 会計監査）   ※ 資料⑤ 参照 

 

審 議 事 項 

① 新入会員の承認（徳野貞雄会長） 

———10 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 25 年度学会予算案の承認について（佐々木美智子 会計担当理事） ※ 資料⑥ 参照 

 

③ 平成 25 年度編集委員会予算案の承認について（高野和良 編集委員長） 

 ⅰ．平成 25(2013)年度予算案の承認について   ※ 資料⑦ 参照 

 ⅱ．年報 12 号の発行について 

 

④ 特別会員制度について（高野和良 常任理事） 

 

⑤来年度大会開催校の決定と承認について（徳野貞雄 会長） 

———西南学院大学での開催が承認されました 

 

⑥ 理事の指名（1 名）・事務局の指名 

———佐々木武夫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長に指名され、承認されま

した。 

⑦ 閉会の辞 
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( 1 ) 大会案内 

 第 72 回大会は、 2014 年 5 月 10 日（土）・ 11 日（日）に西南学院大学（福岡県）にて開催い

たします。スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（2014 年 2 月発行予定）をご覧下さい。 

 

( 2 ) シンポジウム 

 

〝農的自然〟の可能性―現代農村の生業、観光、食と農（仮題） 

 

このシンポジウムは、九州および中国地域の農山漁村にみられる 3 つの現代的な現象、すなわち山村に

おける生業の現代的展開、農漁村の観光現象、6 次産業化に伴う食と農の再編を切り口として、生産活動

を通して自然とかかわる現代農村の生活の可能性を考えていくことを目的としている。その際のキーワー

ドとなるのが〝農的自然〟である。 

農的自然は農地という狭い意味でとらえることも可能だが、ここでは農林漁業から家庭菜園にいたるま

での多様な活動で利用されてきた広い意味での生産と関わる〝自然〟をさしている。今、この領域の自然

は、里山、里地、里海など、〝里〟という言葉で語られることが多くなっている。そして、里のつく自然

は、恵みを人々に授けるやさしい自然というイメージが濃厚である。ただ、私たちは、里のつく自然から

恵みを得るための様々な工夫や努力をしてきたことも事実である。〝農〟という言葉にこだわるのは、こ

れらの営み、つまり生産という働きかけからみえてくる人々と自然との関係に焦点をあてたいと考えてい

るからである。 

有用植物の栽培や家畜の育成などの〝農〟という活動の性質上、農的自然は古くから存在していたけれ

ども、人々による関係の持ち方は一様ではなかった。たとえば戦後における近代化の過程では、生産の向

上という観点から自然性をできるかぎりコントロールすることに重点が置かれたし、1980 年代以降になる

と、食の安全性や環境保全に対する関心とも相まって、自然性を復活させようとする活動が農業の中にも

広がりを持つようになった。さらに現代では、農的自然が、観光現象や景観保全など、単なる食糧生産を

超えた多様な営みの中に組み込まれ始めている。むろんその背景には、都市における農的自然の減少、農

村における職業的農業者の減少、山村における過疎化の進行と人口の高齢化など、生活と農業の構造的な

変化があることはいうまでもない。 

総合討論では、このような全国的な農村の生活と農業の変化を踏まえて、九州および中国地域の農山漁

村における人間の具体的な生産活動と活動を担う人々の考え方にこだわりながら、農的自然との現代的な

関係の持ち方、さらにはその活かし方を検討していくことになる。そうすることによって、現代農山漁村

の人々が直面している生活課題の解決と自然に対する国民的な期待との接点を考えていくことにしたい。 

 

  牧野厚史（熊本大学文学部）        「解題－今、なぜ〝農的自然〟なのか」 

  藤村美穂（佐賀大学農学部）        「山村生業の現代的展開と農的自然」 

  越智正樹（琉球大学観光産業科学部）    「農をめぐる観光現象と農的自然」 

  靏理恵子（吉備国際大学社会科学部）    「6 次産業化と農的自然」 

 

討論者  

辻 正二（保健医療経営大学、山口大学名誉教授） 

堀口彰史（熊本大学博士課程後期課程）  

（文責 牧野厚史） 

 

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 72 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） 

 バガダエワ・アネリ（自宅） 李双龍（自宅） 藤島法仁（職場） 松下修（職場） 大畠啓（自宅） 

 桑畑洋一郎（職場） 辰巳佳寿子（職場） 佐々木衞（自宅） 室井研二（自宅） 岡本晴美（職場） 

 

2．所属の変更（順不同） 

藤島法仁   長崎短期大学 

大畠啓    九州大学 

桑畑洋一郎  梅光学院大学 

辰巳佳寿子  福岡大学 

室井研二   名古屋大学 

岡本晴美   広島国際大学 

奥田憲昭   日本文理大学 

 

3．新入会員（順不同） 

市原由美子  (熊本大学）        紹介者＝徳野貞雄 

孫豊田    (熊本大学）        紹介者＝徳野貞雄 

橋上実穂   (熊本大学）        紹介者＝徳野貞雄 

鶴田高士   (熊本大学）        紹介者＝徳野貞雄 

小田和正   (熊本大学）        紹介者＝徳野貞雄 

飯島賢志    （熊本県立大学）        紹介者＝徳野貞雄 

河野文香    （九州大学）        紹介者＝鈴木譲 

笹田敬太郎   （九州大学）   紹介者＝高野和良 

白石久祈   （九州大学）        紹介者＝安立清史 

比嘉周作   （沖縄キリスト教学院大学） 紹介者＝近藤功行 

 

5．退会者（順不同） 

 オズシェン・トルガ 春日キスヨ 柴本晴香 城達也 菅澤貴之 野中万聡 羽江忠彦 原山哲 

 李暁鐘 玲玲 

 

6．転居先不明（順不同） 

 池内一樹 菅野正之 宮本晋一 プルナマワティ 

 

 

  

Ⅲ．会員異動（2013 年 11 月現在） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.142  2013                            26 

 

大分県立芸術文化短期大学 

吉良伸一 

 

 大分県立芸術文化短期大学は、昭和３６年、美術科と音楽科の２学科を有する芸術系公立短期大学とし

て開学しました。平成４年には、「国際文化学科」と「コミュニケーション学科」の人文系２学科（各定員

100 名）を新たに設置し、西日本地域屈指の総合短期大学となりました。平成 23 年には創立 50 周年、平

成 24年には人文系 2学科の開設 20周年を迎えました。平成 15年にはコミュニケーション学科を情報コミ

ュニケーション学科に、平成 25年には国際文化学科を国際総合学科と改称いたしました。 

 本学情報コミュニケーション学科は、メディア(M)・情報（I）・心理（P）・社会（S）の MIPS4つの分

野を主要な柱とする学科です。高度情報化に対応しコミュニケーションのとれる人材の育成を目標として

います。社会に参加して情報を発信することを方針としています。本学科を中心とした「体験をスキルに

変えるナラティブ能力養成－サービスラーニングを中心とした自己の物語を探し創り発信する能力の形成

プログラム」が平成 21年から 23年まで文部科学省大学教育推進プログラムに選定され、平成 24年には大

学教育等推進事業委員会が実地調査などを行い、本学の取組を特に優れており波及効果があると認められ

ました。体験的学習をただの体験に終わらせず、自分の物語として語り発信することで、自身の成長と社

会的スキルを身につけてもらおうとする試みです。学生自身による情報発信（新聞・ブログ・ＨＰ作成・

発表会など）を重視し、その過程で振り返り（リフレクション）を深めさせる仕組みを特徴とするプログ

ラムです。 

 社会学の専任教員は 3名、家族・地域・職場をそれぞれ主担当にしています。現在、吉良が家族・福祉

分野で、環境と社会・少子高齢社会論・現代と人権・地域社会特講(前後期毎週地域で活躍している人を呼

んで講演をお願いしています)などを担当しています。坂口桂子会員が職場・企業分野で、労働社会論・企

業研究・地域開発論・秘書概論などを担当しています。安倍尚紀講師が地域・情報分野で、現代社会論・

地域づくり論・情報社会論・現代生活論などを担当しています。短期大学としては社会学の専門教育も充

実しています。社会学教員がサービスラーニングを中心的に担ってきました。サービスラーニングとは、

学んだことを地域で活かす、地域で活動することで学びの意味を考える教育プログラムです。地域活動を

本当に意義のあるものにしていくために、今後アクティブリサーチなどに発展させていく予定です。18歳

人口の減少と 4年生大学志向により、短期大学の中でも教養系学科の状況は公立といえども決して楽な状

況ではありません。他の大学にない特徴を出していくことができなければ存続が困難な状況です。これま

で渡辺伸一・水上英德・高橋雅也氏など優秀な教員も在籍し、社会学は成果を上げてきたと考えています。

学科増設時に学科長として赴任なさった小森哲郎先生が本年 3月に逝去されました。学生のためになるな

らできる限りやっていこうという方針を今後も大切に守っていきたいと思います。 

 

 

Ⅳ．研究室めぐり 
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資料①ⅰ 西日本社会学会会則修正事項 

 

第 9条:本会に次の会員を置くことができる。これらの会員は理事会が推薦し、総会が承認することを要す

る。 

 名誉会員 

 特別会員 

 

付則 

第 9条は平成 25年 5月 11日に改正された。以上は平成 25年 5月 11日より施行するものとする。 

 

資料①ⅱ 西日本社会学会名誉会員･特別会員推薦規程 

 

第 1条 西日本社会学会の名誉会員、特別会員の推薦は、この規程の定めるところによる。 

 

第 2条 名誉会員の推薦は、学会の発展に貢献した会長経験者の中より、常任理事が理事会に提案し、

理事会の賛同を得た者を総会に提案し、承認を求める。 

 

第 3条 特別会員は、常勤職を退いた会員の申出により、常任理事が理事会に提案し、理事会の賛同を

得た者を総会に提案し、承認を求める。 

 

第 4条 特別会員は、前年度までの会費を納入したものを対象とする。 

 

第 5条 特別会員は、学会の役職の義務を負わず会費を免除される。ただし、それ以外の大会参加に伴

う費用は一般会員と同じ扱いとし、学会の有料刊行物については実費を負担するものとする。なお、役員

選挙における被選挙権は有しない。 

 

付則 

一、本規程は、平成 25年 5月 11日より施行する。 

 

 

資料②『年報』第 11号(2013年 3月 29日)発行について 

・ 特集：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（解題 1本、論文 3本） 

・ 一般投稿論文 2本掲載（投稿数 4本）、自治体レポート 1本、現場レポート 1本、書評 6本 

 

  

Ⅴ．資料 
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資料③  平成 24（2012）年度 編集委員会決算 

 
資料④ 平成 24（2012）年度 西日本社会学会決算 

 

収入の部
2012年度
予算

学会誌売り上げ 35000

前年度繰り越し 197441

学会予算から繰り入れ 400000

利息 40

その他 0

収入合計 632481

支出の部
2012年度
予算

印刷費 380000

事務局通信費 25000

編集事務局運営費 45000

販売事務局運営費 40000

編集委員手当 35000

広告費 1000

その他 0

繰越資産 106481

支出合計 632481

195014

647669

注記

35000

1000

0

16235

52560

32860

投稿論文数が少なかったため

引き継ぎ会議の運営費（交通費）

647669

4月19日時点決算

315000

注記

印刷会社変更による

400000

88

0

4月19日時点決算

50140

197441

予算 執行済予算 備考

390,628 390,628

890,000 1,085,000 実績：104％（会員217名分）

0 0

150 121

1000 2000 プログラム代

1,281,778 1,477,749

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 90,000 77,130
年報11号、ニュース139号、140
号、141号、大会申込葉書代

事務・文具費 5,000 4,498

400,000 400,000

10000 10,000

その他 0 14,896
震災アンケート返送料、小森先
生電報

815,000 831,979

466,778 645,770

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

71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 67,743 交通費補助7割〜8割程度

経常費
印刷費 60,000 72,712 ニュース139-141号

謝金など 20,000 25,000

今年度支出小計

　　予備費（次年度持ち越し）

事務局手当 100,000 100,000

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

支出の部

71回大会予備費
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資料⑤ 平成 24（2012）年度 会計監査報告 
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資料⑥ 平成 25（2013）年度 西日本社会学会予算 

 
資料⑦ 平成 25（2013）年度 編集委員会予算 

   

予算 備考

645,770

885,000 85％（会員177名分）

150

1000 プログラム代

1,531,920

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 90,000
ニュース142号-144号、学会誌

事務・文具費 5,000

謝金など 20,000 パネラー謝金

事務局手当 100,000

450,000

10,000

0

875,000

656,920

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

72回大会予備費

72回大会運営費

大会事務準備費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

経常費

項目

　　予備費（次年度持ち越し）

ニュース142-144号

25,000

理事会運営費

印刷費

その他

社会学系コンソーシアム年会費

今年度支出小計

70,000支出の部

収入の部
2012年度
予算

2012年度
決算

2013年度
予算

学会誌売り上げ 35000 50140 40000

前年度繰り越し 197441 197441 195014

学会予算から繰り入れ 400000 400000 450000

利息 40 88 40

その他 0 0 0

収入合計 632481 647669 685054

支出の部
2012年度
予算

2012年度
決算

2013年度
予算

印刷費 380000 315000 350000

事務局通信費 25000 16235 20000

編集事務局運営費 45000 52560 45000

販売事務局運営費 40000 32860 40000

編集委員手当 35000 35000 35000

広告費 1000 1000 1000

その他 0 0 0

次年度繰越資産 106481 195014 194054

支出合計 632481 647669 685054

積算根拠

積算根拠

前年度実績に対応

前年度実績に対応

前年通り

前年通り

前年通り

前年通り
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＊ 2013 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 142 号をお届けします。今回は第 71 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、琉球大学の安藤由美先生、野

入直美先生、越智正樹先生ならびに琉球大学の学生の皆様には、たいへんお世話になりました。あり

がとうございました。 

 

＊ 次回ニュースの発行は、来年 2 月中旬の予定です。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/

