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去る 2014 年 5 月 10 日・11 日、西南学院大学にて開催された西日本社会学会第 72 回大会は、参加者

92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 10 日に 4 部会、11 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、11日午後に「〝農的自然〟の可能性―生業、観光、食と農」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 25(2013)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 11 名の新入会員の入会承認の後、平成 26(2014)年度予算案承認が行われました。ついで、

来年度第 73 回大会を山口県立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「西南クロスプラザ」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、西南学院大学での第 72 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 72 回大会報告 

1 大会概要 

2 自由報告要旨 
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貧困を文化（論）的に捉えることをめぐって 

―近年の米国の研究動向から― 

 

益田仁（長崎国際大学） 

 

１．背景・目的 

近年アメリカの貧困研究の動向 

－貧困研究への文化（論）的視点の再来（AAPSSによる紀要 629号は’Reconsidering Culture and 

Poverty’をテーマとして編まれている） 

   →Harding et al eds., 2010, Reconsidering Culture and Poverty,The ANNALS  

of the American Academy of Political and Social Science, vol. 629 

 目的：米国における貧困と文化をめぐる研究動向を、上記紀要を検討することで整理する。 

２．貧困を文化（論）的に研究する意義～学問的な三つの理由 

 ①人々の貧困への対応（適応と脱出の双方）をより良く理解することができるため 

②貧困状態に置かれた人々の文化的志向性に関する迷信を暴くため 

 ③文化という言葉で何を言おうとしているのかをはっきりとさせるため 

３．貧困を文化（論）的に研究する意義～政策的な四つの理由（報告では割愛） 

①文化を無視することは悪しき政策につながるから 

②貧困状態に置かれた人々に影響を与える意思決定・政策決定を文化は形成するから 

③文化はすでに、仕事・結婚・犯罪・福祉・住居・養育をめぐる政策議論の一部となっているから 

④貧困や不平等の研究者は、公の議論に文化を選択的に導入している 

４．文化とはなにか（紙幅の関係から詳細は割愛） 

文化には次の7つの要素が含まれる：①価値values、②フレーム flames、③レパートリーRepertoires、

④ナラティブNarratives、⑤象徴的境界 Symbolic Boundaries、⑥文化資本Cultural capital、⑦制度

Institutions 

５．考察 

現象学的社会学、シンボリック相互作用論、フレーム分析、構築主義、物語論等、60年代以降の社会

学が発展させてきた様々な概念や分析装置を貧困研究に適応 

なぜ貧困状態に置かれた人々はそのように行動するのか、貧しい人々は世界と自身をどのように認識し

ているのか、なぜ救貧政策がうまく機能しないのか、なぜ貧困が消え去らないのか等をより精緻に説
．

明
．
することができる 

文化的な側面に目配せをすることと、貧困を生み出す構造を無視することはイコールの関係ではなく、

文化と構造とは相互規定的な関係性にある 

貧困研究にとって革新的な視点という訳ではない。これまで貧困研究の文脈で論じることが避けられが

ちであった文化的な要因をめぐって、貧困問題の持続、経済成長や好景気が貧困を解決しえない時代

（単純なモデルで貧困を説明できなくなった時代）の到来を背景として、時代に即した多用なモデル

が登場してきており、それらを再度“文化”という概念で括った、と整理しうる。 

→D.Masseyは、「貧困と文化とを結びつけることが『政治的に正しくない』可能性におびえる必要

がない時代に、われわれは達したのである」と述べている（NewYorkTimes 2010） 

全国各地で行われ（ようとし）ている、生活困窮者への生活相談や生活習慣の指導、就労準備活動の支

援、学習習慣の醸成、家計管理等、個人に内在する、ある面では長い時間をかけて培われてきた（培

われてこなかった）「文化的」な側面への介入（時としてパターナリズムとして非難されたり、個人

レベルでの対処として批判されることもある）の検証等の研究と結びつく視点 

  

自由報告（1） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.145  2014                        3 

 

高齢者の健康認識 

―日韓米の諸相― 

 

田中マキ子（山口県立大学） 

 

【研究の目的】 

平均寿命の延長は、健康福祉政策に対し多くの課題を投げかけている。こうした課題解決のため、百歳

研究において健康長寿をもたらす要因とその因果連関が検討されてきたが、ADL、体力、認知機能等健康

状態に関係する要因の関係性については十分な説明がなされていない。そこで、高齢化進行が早いアジア・

太平洋地域（日韓米）における百歳予備群に対する健康認識について、身体機能の活動性や人生観・生き

甲斐等文化社会的要因による影響の諸相を示し検討する。 

【研究方法】 

フェィス項目，身体機能の活動性（ADL、IADL）、人生観・生き甲斐等について2〜3件法で回答を求め

る独自に作成した質問票によるアンケート調査を実施した。 

 対象者は、日本では山口市高齢福祉課から老人クラブの紹介をえ了解を得られた山口市在住高齢者195

人、韓国調査は、ムンギョン市保健所利用者（10地域ごと30人）のムンギョン市在住高齢者297人、米国

ハワイでは、ハワイ大学共同研究者から紹介された高齢者クラブへの参加者と高齢者住宅入居者、ホノル

ル在住高齢者163人である。 

【分析上の項目調整】 

「生きがい感」項目調整：日本では「生きがいがある」、韓国では「これまで楽しかったことが楽しく

なくなった」とし、ハワイでは「健康で精力的と感じる」とした。 

「肯定的人生観」項目調整：日本とハワイは「あなたの人生を振り返ってみて、満足できますか」とし、

韓国では「自分が有用な人間だと思えますか」とした。 

【倫理的配慮】 

 本調査に関して、山口県立大学生命倫理委員会の承認を得た。ハワイ調査では、ハワイ大学において倫

理審査をへ、韓国調査では、ムンギョン市と本学において覚書を交わし、もって倫理審査に変えた。 

【結果・考察】 

高齢者研究の多くは、長寿の要因解明や高齢者の生活の支援を目指すため、よりよく生きるための要因

探求について検討がなされ、性別差や年代差（前期高齢者と後期高齢者）について指摘されている１）。本

研究では、高齢化進行が早い、アジア・太平洋地域における百歳予備群に対する健康実態調査を行った結

果、儒教文化を背景とする日本・韓国の実態とハワイとの間において、明らかな違いが認められた。 

 健康認識に対する「生きがい感」や「肯定的人生観」の影響は、３ヶ国同様の傾向を示した。しかし、

「生きがい感」や「肯定的人生観」が高いハワイと、低い日本・韓国と差が見られた。さらに、年齢階層

において検討すると、年齢が進むにつれて「生きがい感」や「肯定的人生観」が低下する日本・韓国に対

し、ハワイにあってはその低下が低いことが示された。 

日本・韓国の高齢者は、自宅に暮らす高齢者が多く、ハワイの高齢者にあっては、対象者の半数が高齢

者住宅住居者でありその中の48.1％は高級高齢者住宅に入居している。この差への影響として経済的側面

が考慮されたので検討したが、「肯定的人生観」に対する差はみられなかった。ハワイ在住高齢者の健康

認識やそれに影響する「生きがい感」や「肯定的人生観」形成には、文化的側面からの検討が重要である

ことが示唆された。 

 

【引用文献】 

１）近藤勉他「高齢者の生きがい感に影響する性別と年代からみた要因-都市の老人福祉センター高齢者を

対象として-」老年精神医学雑誌 15：1281-1290，2004 

  

自由報告（1） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.145  2014                        4 

 

結婚プレミアムと階層的配偶者選択 
 

鹿又伸夫（慶應義塾大学） 

 

無配偶者にくらべて有配偶者の賃金が男性で高くなる結婚プレミアム、女性で低くなる結婚ペナルティ

が観察されてきた。このプレミアムとペナルティは、本人の就業にかかわる要因の影響を統制しても観察

される。こうした配偶者有無によるプレミアム・ペナルティ現象について、様々な仮説から説明が試みら

れてきた。稼得力による結婚行動説、女性の自立説、人的資本説および仕事と家庭の両立説、大黒柱

(Breadwinner)・生産性上昇説、雇用主による差別説などである。 

本報告では、雇用主による差別説をのぞく各説を考慮しながら、結婚行動だけでなく配偶者選択も稼得

力にしたがってなされると仮定して、結婚プレミアム・ペナルティが観察されるかを検討した。その検討

は次の前提・仮説・予想によって行った。 

(1)前提：潜在的稼得力による結婚（階層的同類婚傾向の存在） 

潜在的稼得力（階層的地位）が似た者どうしが結婚する。 

(2)男性： 

①仮説：自分の稼得力（階層的地位）が高い者は結婚し、低い者は結婚しない。 

予想：就業所得の結婚プレミアム。 

 ②仮説：有配偶者は、配偶者の階層的地位が高いと、世帯所得が高くなる。 

  予想：世帯所得で結婚プレミアム（=未婚ペナルティ）。 

(3)女性： 

①仮説：自分の稼得力（階層的地位）が高い者は結婚せず、低い者は結婚する。 

予想：就業所得の結婚ペナルティ。 

 ②仮説：有配偶者は、配偶者の階層的地位が高いと、世帯所得が高くなる。 

  予想：世帯所得でプレミアム・ペナルティが不明確。 

以上を検証するため、2005 年社会階層と社会移動全国調査（SSM 調査）データを使用して男女別に分

析した。その分析では、本人の（就労）職業、学歴など人的資本、そして家族形態、年齢別子ども有無な

どの影響を考慮したうえで、「未婚 vs. 配偶者の学歴および就労職業」の対比に焦点をおいた。その結果、

i) 就業所得については、男性回答者の「未婚と配偶者学歴」の対比で結婚プレミアム、女性回答者の「未

婚と配偶者結婚時就労職業」の対比で結婚ペナルティが確認された。ところが、ii) 世帯所得（等価所得）

については、男女とも、「未婚と配偶者学歴」の対比でも「未婚と配偶者結婚時就労職業」の対比でも、加

齢とともに結婚ペナルティ（未婚プレミアム）が減衰していた。 

就業所得では潜在的稼得力による結婚プレミアム・結婚ペナルティが観測された。しかし、世帯所得で

観測された加齢とともに減衰する結婚ペナルティ（未婚プレミアム）は、本人と配偶者の稼得力によるも

のではなく、未婚継続者とくらべた結婚・家族形成の影響と考えられる。つまり、稼得力による同類婚傾

向はあるが、その同類婚傾向が世帯所得に未婚継続者との顕著な格差を作りだすとはいえない。 

 

  

自由報告（1） 
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ロジスティック回帰分析と確率空間 

 

鈴木譲（九州大学） 

 
 この報告では、一般化線型モデル（Generalized Linear Model）の例として良く知られているロジス

ティック回帰分析を、確率空間の概念を用いて説明した。周知の通り、ロジスティック回帰分析は、従属

変数が二値の場合に用いられる次のような分析手法である。 

 従属変数Wが 0か 1の値を取る二値変数で、n≧2 とし、独立変数を Xi（1≦i≦n）とする時、以下の

式にもとづいて最尤推定法（Maximum Likelihood Estimation）により回帰係数 Biを求める。 

 

 

 

 

 しかしながら、これが一体何を意味しているのかを分かりやすく記載している文献はほとんど見あたら

ず、逆に混乱を招くような記載が数多く見られる。そこで、本報告では確率空間の概念を用いることによ

って、ロジスティック回帰分析が何を意味しているのかを明確にした。新しい分析手法を提唱するわけで

はないが、既存の分析手法に関する理解を深め、誤解や混乱をなくすことを目的としている。 

 具体的には、従属変数の扱い、確率変数と確率空間、離散確率空間、リンク関数、回帰係数の推定方法

の 5つの観点から、ロジスティック回帰分析について述べた。報告での説明を要約すると、以下の通りで

ある。 

 一般に、観念的に離散的な変数を説明対象とする場合、この変数を直接従属変数として回帰分析を行う

のは無理がある。言うまでもなく、回帰分析で従属変数として離散値を扱うこと自体は何ら特異なことで

はない。回帰分析では従属変数を連続変数と想定しているが、実測値は常に離散値である。ただ、離散値

を扱う場合には、変数自体は連続変数と仮定し、観測で得られた値が離散的な値だと考えるわけである。

これに対して二値変数の場合には、そもそもこの変数は二値以外の値は取ることがないわけであるから、

直接この変数を用いて回帰分析を行うことには観念的に無理がある。 

そこで、この変数を確率変数としてとらえ、その前提となっている確率空間を説明対象とすることにな

る。離散値が 3値以上の場合は、確率空間を 1つの変数であらわすことはできないが、二値の場合には、

1つの変数で代表させることができる。ここで重要な前提は、何らかの社会現象に関する発生確率を考え

ていることから、独立変数 Xiの値の変化に応じて、発生確率 Yは「ほとんど起こらない状況から、ほとん

ど確実に起こる状況まで、連続的に変化する」ということである。この前提の下で、n個の独立変数から

なる(0, 1)への連続関数を考えることになる。ロジスティック回帰分析では、連続分布の累積分布関数を用

いるが、ここで連続型確率分布を利用する数学的必然性はない。 

さらに回帰係数の推定方法は、以上のようなモデルの議論とは別であり、最尤推定法を用いることに数

学的な必然性はない。ただし、従属変数としての発生確率の値を実測値として求め、回帰係数の優劣を予

測値と実測値との比較によって行うことは、論理的には可能であるが、現実にはできない。現実には、予

測値同士の比較によって回帰係数の優劣を判断することになり、判断基準としては得られた標本に関する

予測発生確率の大きさを用いる。すなわち、標本の予測発生確率が最大になるような回帰係数の値を求め

ることになる。 

 

  

自由報告（1） 
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3 時点における高校生の規範意識・社会観の変化 

―2001 年調査・2007 年調査・2013 年調査― 

 

友枝敏雄（大阪大学） 

 

１．第 3回高校生調査の概要 

2001 年 9 月～10月に、福岡県内の高校（公立高校 7 校、私立高校 2 校）の 2 年生を対象にして、第 1

回高校生調査（自記式の意識調査「高校生の生活と価値観に関する調査」）を実施して以来、2007 年 9

月～10月には、福岡県（公立高校 5校、私立高校 2校）と大阪府（公立高校 7校、私立高校 2校）で第 2

回高校生調査を実施した。 

第 2回調査から 6年たった 2013年 9月～10月に、第 3回高校生調査を実施した。第 3回調査は、福岡

県（公立高校 5 校、私立高校 2 校）、大阪府（公立高校 7 校、私立高校 2 校）、東京都（公立高校 6 校、

私立高校 4 校）で実施し、6092 名分のデータを収集した。第 3 回調査の特色は、次の 2 点にある。第 1

に、福岡、大阪のみならず東京で実施することによって、より日本社会の縮図となるようなデータの収集

につとめたことである。第 2に、2011年 3月 11日に発生した東日本大震災をふまえて、高校生がそもそ

もリスクというものをどのように考えているのかについて質問するとともに、東日本大震災と原発につい

ての意識を尋ねたことである。 

 

２．規範意識の変化 

 問 16a~g で聞いた規範意識の 3 時点での変化をみると、規範意識が高まっていることが明らかになっ

た。規範意識の高まりについては、21 世紀に入ってからの日本社会の不安定さが、高校生に変化よりも、

安全・安定を好み、無難な生活を望む志向性を与えているのではないかという解釈を加えた。 

 

３．社会観の変化 

 問20f~lで聞いた社会観の3時点の変化から、この12年間における顕著な保守化の趨勢を明らかにした。

高校生における保守化の趨勢については、①合理的選択としての現状肯定、安定への志向と、②アイデン

ティティの確保としてのナショナリズムという 2つの解釈が可能になることを示した。これら 2つの解釈

から、グローバル化が進むが故に、保守化が浸透していると考えられるのである。 

 

 以上の分析結果は、福岡の 3 時点データにもとづくものであるが、大阪調査の 2 時点（2007 年、2013

年）データの分析からは、その結果が福岡の分析結果にきわめて類似していることが明らかになった。こ

こから「保守化」「右傾化」の趨勢は、日本社会全般で起こっているのではないかと考えられる。この点

についてはさらなる分析によって、日本社会の変化に関する、より優れた解釈の提出をめざすことにした。 

 

 

 

  

自由報告（2） 
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3時点における高校生の性別役割分業意識・ライフコースイメージの変容 

 

森康司（久留米大学） 

 

１．はじめに 

 様々な調査で「男は外、女は内」への賛成が増加に転じ、特に若年層でその傾向が顕著であることが指

摘されている。 

 2007 年高校生調査でも、2001 年調査データとの比較から高校生の性別役割分業意識がやや強まってい

ることが見いだされていた。しかし得られた知見は 2時点の比較であり、どちらか一方の時点が特別であ

った可能性も否定できないため、3 時点の比較を行った。さらに性別役割分業意識の規定要因についての

分析を行った。 

 

２．調査結果（調査概要は友枝報告要旨を参照） 

①性別役割分業規範の保守化が女子生徒においてやや進行している。 

②女子生徒よりも男子生徒の方が依然として性別役割分業に肯定的であるが、女性のライフコースイメー

ジについて尋ねた問いへの回答をみると、男子生徒の方が結婚後も女性が働き続けることに肯定的になっ

ていた。 

 また、伝統的な性別役割分業規範と女性のライフコースイメージの間には深い関係があったが、性別役

割分業に肯定的な女子生徒の間で「専業主婦」希望が大きく減少するなど、女子生徒では両者の間の一貫

性が弱かった。男子生徒は当事者意識が弱く理想を描きやすかったのに対し、女子生徒は若年労働市場の

悪化を感じ取り、専業主婦になりたくてもあきらめざるを得ないという現実的な判断があると考えられる。 

③進路や就きたい職業がはっきりしている女子生徒は、将来も働き続けることに相対的に意欲的であった。

具体的に進路や将来について考える機会や、進路や将来やりたいことを決めた後も、それを見失わないで

いられるような環境整備が必要である。 

④普通科 Bの男子生徒は、普通科Aや職業科の男子生徒よりも性別役割分業に否定的であった。普通科Ｂ

の男子生徒は非正規雇用になりやすいというリスクを敏感に感じ取り、配偶者となる女性の就労を相対的

に望む傾向があるのではないだろうか。 

⑥あらゆる学校タイプにおいて、消費文化への同調性が強いほど、性別役割分業意識が強かった。若者が

接する情報や消費財には「らしさ」が記号化されており、無意識のうちにジェンダーの社会化が行われて

いると考えられる。 

⑦あらゆる学校タイプにおいて、「伝統志向」が性別役割分業意識を強く規定していた。今後も保守化が

進むのであれば、「古き良き日本」といった伝統尊重という名の下に、伝統的な性別役割分業規範が復活

する可能性がある。 

 

自由報告（2） 
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「教育特区」における教育体制の発展と課題 

 

王美玲（台湾・淡江大学） 

 

「教育特区」とは、構造改革特別区域制度を利用した教育分野の特区のことで、2003 年から現在まで、

日本全国で 210例ある。各地域が指定した範囲で、教育関連の法律（学校教育法や学習指導要領など）を

規制緩和することで、学校の枠組みでは実現できなかった教育理念を実施している。目標は、全国のどの

地域においても申請なしで規制緩和ができる「全国化」で、全国化によって特区を解消することである。

また、特区に指定された地域に、社会的・経済的な波及効果をもたらし、教育体系を多様化することも期

待されている。 

教育特区に関して、報告者がこれまで実施した調査では、教育特区の特例内容や、規制緩和された条例

は似たものが多かった。特区による経済的な波及効果は小さいが、教育改革の一つとして、学生の基礎学

力の向上、進路先の増加などの成果がみられた。また、教育特区は、児童・生徒に学校教育の枠組みの中

で多様な選択肢を与えることを可能にした。そして、過疎地域での学校統廃合を進めさせ、少子化に向け

た対策ともいわれている。 

現在、ほとんどの教育特区は全国化されているが、財源の不安定、行政による支援の減少、教職員の流

動率が高いなどの問題が残されている。とくに特区内の人事異動は激しく、今後、特区の理念がどのよう

に引き継がれていくかという課題も明らかとなった。 

教育特区の実践が始まって以降、運営の仕組みをめぐる不祥事が多発した。これは規制緩和によってさ

まざまな法令が修正されたにもかかわらず、特区内の人事編成および授業のやり方は昔のままで、これま

でとは異なる教育内容をどのように実施するか、またはどの法令を基準にすべきかなどの混乱が背景にあ

ると考えられる。 

教育特区に指定されるということは、既存の学校教育体制と合いいれないことが正当化されたことを意

味している。特区制度を利用して実現した教育理念は、もともと学校教育体系とは異なっていた。特区に

よって実験的に独特な教育理念と特例を実施することができ、その後の全国化によって、学校のめざして

きた意味は広めることになる。しかし、公的な教育体制は縮小され、その分自己の責任と負担で教育を受

けざるをえなくなったといえる。 

日本の教育特区は、学校の運営形態は変わっても、行政関係者と教職員の意識転換ができていなかった

ため、必ずしも成功したとはいえず、近年、自治体が特区の運営経費を負担できなくなっていることから、

特区の申請も激減している。また、全国化も特例の全国化で、自治体の財政状況が許せば、教育理念に基

づいた内容は現在でも各特区で独自に続けられている。 

さらに、NPO法人や企業による学校も設立され、日本の教育体制は多元的に発展して、学校選択制そし

て複線型学校制度ができあがっている。しかし一方では、教育における格差も広がりつつある。選択肢が

多くなるということは、教育の商品化とも考えられ、今後、義務教育の持つ公共性と無償性をいかに保持

するかという問題も問われる。 

 

参考文献：王美玲「2011日本の教育特区に関する調査」 

  

自由報告（2） 
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日韓比較音楽論の試み 

―日本の「エンカ」と韓国の「トロット」― 

 

小林 孝行（岡山大学名誉教授） 

 

１） 日本と韓国の大衆音楽 

伝統音楽の影響は無視できないが、西洋音楽の受容と展開として出現した。その流れは、唱歌→童謡・

歌曲→大衆歌謡（流行歌・新民謡）という経過をたどり、日本と韓国はほぼ同じ用語と形態をとっている。 

２） 大衆音楽としての日本の「エンカ」 

「演歌」用語は明治時代に出現した音楽であるが、それとは別に 1970 年代前後に新たに作り出された

概念であるが、それは、大衆音楽史の出発点までさかのぼって、その当時「流行歌「歌謡曲」と呼ばれた

音楽を「エンカ」と呼ぶようになった。そして全体として大衆歌謡の二つの潮流のうち、ポップス系と区

別されるもう一つのジャンルとして、位置づけられる。エンカは時代によって異なり、定義も一つではな

い。ここでは「エンカ」を「オールドエンカ」、「ミドルエンカ」、「ニューエンカ」の 3段階に分けて分析

する。 

３） 大衆音楽としての韓国の「トロット」 

韓国「トロット」は日本「エンカ」と同じように、ポップスと区別される大衆音楽の一つのジャンルで

ある。「トロット」という用語は、1950年代から用いられたが、独立したジャンルとしての形をとるのは、

1960年代中盤以降である。「トロット」は「ポンチャク」といわれることもある。「トロット」もやはり「オ

ールドトロット」、「ミドルトロット」、「ニュートロット」に分けて分析する。 

４） 「エンカ」と「トロット」の比較検討 

それぞれの楽曲、歌詞、唱法などの比較分析を行うと、「オールドエンカ」と「オールドトロット」は、

時期としてはどちらも 1945 年以前を中心としたものであるが、楽曲では類似するが、歌詞では違いもあ

る。「ミドルエンカ」と「ミドルトロット」は、1960 年以降に出現した形態だが、日本では北島三郎、韓

国では李美子などの歌手が有名であり、それぞれもっとも典型的な「エンカ」「トロット」といわれる。

1980年代以降の「ニューエンカ」と「ニュートロット」では楽曲、歌詞とも相当に異なる側面が現れてい

る。「エンカ」も「トロット」も、現代の日本と韓国で中高年を中心にサブカルチャーとして、確実に存在

する。 

５） まとめ 

日本と韓国とは、地政学的そして歴史的な近似性と、グローバルな大衆文化という観点から見て、大衆

音楽も類似点をもち、同時に民族性にもとづく異質点をもっている。そして日本の韓国植民地支配は、類

似性と異質性だけではなく、「エンカ」と「トロット」の間の複雑性をもたらした。 

「エンカ」や「トロット」に関わる議論は、大衆音楽をめぐる論争というだけではなく、民族的アイデ

ンティティをめぐる論争ともなり、さらには日本と韓国の歴史的・文化的背景をめぐる問題でもある。こ

れまでは、相互に独自に議論してきたので、比較研究という点では十分な成果は得られなかったが、現在

では、時代的状況も変化し、また聴衆を分析枠組みに加える文化研究の新たな研究方法も定着し、大衆音

楽をめぐる実証的研究も広がってきている。 

 

  

自由報告（2） 
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移民の社会的統合をめぐる理論 

―現状と課題について― 

 

アクスト・フローリアン（熊本大学大学院） 

 

本報告では、移民の社会的統合における理論モデルの有効性と移民の統合過程の関連要因について検討

した。 

シカゴ学派によると、同化とは異なるエスニック集団が文化を共有し、平等な社会参加の機会を得る自

然な社会過程とされる。受け入れ社会の文化や行動様式に移民が適用しながら、自らの出身地の文化を徐々

に放棄していく。さらに、同化は自然的・不可逆的な one way processとみなされていた。しかし、こ

のモデルは、多くの批判を呼んだ。まず、アメリカのオールド・イミグレーションを考察すると、宗教が

例外的であったことが実証的に明らかにされた。AlbaとNee（2003）は同化論をさらに展開して、同化

というプロセスは boundary changes によって機能していることと one way ではなく、two way 

processであることを古典的なモデルに付け加えた。 

Milton Gordonの 7段階同化モデルに基づいて、ドイツの移民学者 Esser（2001）は移民の社会的統合

の過程は、文化変容（認知的統合）、位置（構造的統合）、社会的相互作用（社交的統合）とアイデンティ

フィケーション（感情的統合）という 4つの分野に沿って非線形的に展開されていくとした。理論上では、

4分野の側面間の関連性はないが、統合するには文化変容が不可欠と主張した。 

1965年以降、アメリカにおける新移民の第二世代が、以前の移民と比較して、適用様式が異なる現象が

見られた。それをきっかけに、Alejandro Portes とMin Zhou（1993）が移民子弟の縦断的研究（CILS）

に基づく「分節化された同化論」（TSA）を生み出した。移民の第二世代を囲む社会経済的状況は変化し、

社会移動が困難になった。また、移民の多様化による人種差別が増加したと論じた。つまり、かならずし

もマインストリームへの同化が社会移動の上昇をもとらすわけではないとした。TSA モデルは「個人及び

構造的な要因」、「外在的なバリア」と「相互作用に応じる予測できる結果」の三つのパーツから構成され

ている。移民の社会的統合は個人的・社会経済的な関連要因と文化変容の型に応じて、個別な経路をたど

り、3つの異なる結果につながる。それは、「下降同化」、「上昇同化」、「バイカルチュラリズムに結びつい

た上昇同化」である。 

結果として、古典的な同化モデルの分析により、統合過程に関連する要因を引き出すことはできたが、

相対的な関連性と過程そのもののはたらき方は明らかになっていない。一方で、分節化された同化論では、

関連要因の相互作用に応じて、異なる結果を生み出すことのできるダイナミックなプロセスとして考えら

れている。 

  

自由報告（3） 
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Hybrid Identity Formation of Long-Term Western Foreign Residents in Japan 

 

Gregory J. O’Keefe (Kyushu University) 

 

This study focuses on identity formation of long term foreign residents within local Japanese 

communities.  The foreign residents interviewed for this study have developed their family and 

professional lives in Japan.  The long interviews performed focus on 5 Americans who have 

resided in Japan for over 10 years, but in most cases over 251-5).  The traditional concepts of 

identity mainly focus on the economics, gender or race of subjects forming an identity within a 

culture of similar context, while reference is made to cross cultural adaptation, but covers only 

shorter cross cultural leaps and often assumes language is the same.  A short cultural leap can 

be explained by what E. Hall (1976) called a Low Context Culture (LCC).  When a subject moves 

from one LCC to another LCC, the integrative speed is faster than if he/she were entering a High 

Context Culture (HCC) like in Japan.  Language distance must also be considered as an integral 

part of identity formation because of the personalized connection it allows with the community.  

The jump from English to other languages are categorized by the Foreign Service Institute (FSI).   

A host culture which speaks a category 1 or 2 language may be easier for an English speaker to 

enter, while a culture supporting a category 4 or 5 would be more of a challenge to enter.  

Japan represents a huge hurdle for integration from the western perspective. Westerns coming 

from an LCC entering an HCC Japanese environment which uses a category 5 language, 

creates a need for identity to find new ways to adjust to a unique mixing of various factors.   To 

what extent are cross-cultural understanding and language acquisition needed to succeed at 

this.  This study suggests these adjustments are done on a personalized level to varying degrees 

which create and form hybrid identities.  

 

  

自由報告（3） 
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日本における定住外国人の社会移動と社会参加 

 

稲月正（北九州市立大学） 

 

 民族関係は、生活構造論の立場からは、次の 2つに区分することができる［谷編,2002］。 

①生活にかかわるさまざまな集団での役割遂行を通して形成される広義の＜民族＞関係 

②エスニックな信念を宿した個人が民族集団のメンバーとしての役割を通して形成する狭義の「民族」

関係 

生活構造論的民族関係論とは、広義の＜民族＞関係（すなわち生活構造）から狭義の「民族」関係を説

明しようとするものである。なお、そこでは個人の生活構造を構成する基本的な変数として階層的地位（上

－下）と地域での位置（土着－流動）が重視される。 

しかし、移民の生活構造は、国家、資本主義、移住システムのあり方といった、より上位の構造的要因

によっても規定されている（cf.［梶田･丹野･樋口,2005］）。生活構造論的民族関係論の有効性を主張する

ためにも、①国家、資本主義、移住システムのあり方が移民の生活構造に及ぼす影響、②生活主体たる移

民の行為実践が生活構造の再編を通して上位のシステム（たとえば自治体の施策）再編に及ぼす影響につ

いて議論する必要がある［稲月,2008］。 

現在進めている研究（移民の流入と統合過程の分析）は、上記の問題意識の下、日本における定住外国

人の中核的存在である在日韓国・朝鮮人と日系ブラジル人の移民第 1世代に焦点をあて、以下の仮説の索

出・支持を目指すものである。本報告も、その一部をなす。 

①両民族集団はともに周辺部労働市場に組み込まれたが、戦前期と 1990 年代との資本主義の様式の違

いによって、両時期の産業構造と個人の就業機会構造は異なっており、在日韓国・朝鮮人の場合には

ニッチを生かした自営業的上昇移動が可能となった。（自営的成功の個人的要因として「自力主義」「家

族主義」「相互主義」が強調されるが、それが可能となる構造的前提についての比較分析が必要である。） 

②それに加え、両民族集団の移住システムの違い（相互扶助型か市場媒介型か）は社会関係資本の蓄積

にも差をもたらした。特に猪飼野の在日韓国・朝鮮人の場合、相互扶助型移住システム（済州島から

の移民とその組織化）によって社会関係資本の蓄積とコミュニティ形成が進んだことも自営的上昇移

動の要因となった。 

③自営的上昇移動は、さらなる社会関係資本の蓄積をもたらす。逆に同族経営的自営業の失敗は、下降

移動と共に、社会関係資本の縮小をもたらす。 

④自営業の展開（地域内関係の深化）と世代内、世代間の階層移動（階層的地位の変化）は日本人社会

との関係形成パターン（生活構造）の変化をもたらす。これは＜広義＞の民族関係［谷,2002］の変化

である。その結果、エスニックな信念をやどす主体間の関係としての民族関係、すなわち「狭義」の

民族関係［谷,2002］も変容（持続）する。 

報告では時間の関係もあり十分な分析結果を提示できなかったが、上記の①、②については、概ね仮説

を支持できたと考える。 

 
文献 稲月正,2008,「民族関係研究における生活構造論的アプローチの再検討」,『日本都市社会学会年報』26,

日本都市社会学会. 

   梶田孝道・丹野清人・樋口直人,2005,『顔の見えない定住化－日系ブラジル人と国家・市場･移民ネット
ワーク』,名古屋大学出版会. 

谷富夫編,2002,『民族関係における結合と分離』,ミネルヴァ書房. 
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システムとしてのコミュニティ 

―提案と問題提起― 

 

井上寛（九州工業大学名誉教授） 

 

本報告の目的はコミュニティを社会システムとして見ることの提案である．その出発点は，一方で全体

社会であれ，相対的に規模の小さい部分社会であれ，その包括的な理解を放棄したかのようにみえる社会

学の動向にたいする危機意識である．科学的にもイデオロギー的にも規範的・政策的にも，高度に分化し

た社会では個別現象のアドホックな切り取りで十分に有効な認識が可能であると信じてよいのだろうか．

私は①パーソンズの社会システムのモデルに一つの準拠枠をおくこと，②異なるレベルのコミュニティを

設定すること，③統合（連帯）セクターの中範囲の議論―事例として社会ネットワークとコミュニティ規

範意識を取り上げる―をこのシステム準拠枠に接続すること，これらを論じた．結論として次のようなこ

とがいえる．(A1)パーソンズ的なシステム概念は異なる議論に共有の場を与えることができる．(A2)異な

るレベルのコミュニティの設定は開放系としてのコミュニティの認識を可能にする．それによってコミュ

ニティの規範意識とモラールの概念も簡明に整理することができる．そしていくつかの基本仮説を提示す

ることができた．(A3)しかし，多くの中範囲レベルの記述的・分析的研究は，必ずしも入出力型システム

概念と適合的とは限らず，またパーソンズの境界交換過程を中範囲化することの困難にも気づかざるを得

なかった．さしあたり，異なるレベルのコミュニティを同時に観察しながらその構造と過程の詳細な記述

と分析を持続することが肝要と思われる． 

 ところで，私自身の報告の限界をひとまず棚にあげて，いくつかの報告を拝聴し学ぶことも多かったが

同時にざらつくような気分が残ったので，それについて言及することをお許しいただこう．（１）科学が対

象を客体化することは不可避のことではあるが，社会学は他者を客体化してしまう．「労働者」という用語

で客体をつくり，自分自身はサブカルチャーとしての社会学の内側に滑り込む．一方で，客体に対する共

感を言説のなかにまぶしていくことで心地よさを獲得し，客体とも共存しているかのような空気を作り出

す．私が感じるのは客体化と共感の容易い結合に対する気持ちの悪さである．（２）福祉がまさしく時代の

焦点であることに異論はないのであるが，｛要支援・介護者，直接の支援・介護者，支援・介護者を支援す

る組織．法制度｝のなかで右へと観察対象をシフトすればするほど何かがずれていくように感じるのは私

だけであろうか．（３）食・農の社会学は新しい動向のようである．しかし，なぜ「農的自然」という記号

に象徴されるようなテーマと概念枠組みが強調されるのだろうか．農村社会に存在する自治組織や氏子組

織などの社会組織と制度，社会階層的な分化と社会関係，家族の崩壊，交付金と土地をめぐる紛争，それ

らが寛容と嫉妬，希望と後悔，歓喜と悲哀の表象を紡ぎながら進む社会過程など，いくらでもある社会学

的内実―私のもつ社会学の地平とはそういうものであるが―は観察に値しないものだろうか．その原因は

２つしか考えられない．一つの理由は，恐ろしいことだが，そもそもそのような社会学的内実が農村にお

いてすでに崩壊しているということである．はたしてそうだろうか．二つ目の理由は社会学の崩壊である．

観念体系だけではなく経済活動にも焦点をおくことに異論はないが，行政の情報収集とその戦略に見られ

る資源の動員や組織化と制度化の議論に劣らない社会学が成立しているのだろうか．雰囲気だけを伝える

旅人であってほしくないのである．（４）分節化する社会学のある種の気楽さを感じる．それが研究者の厳

しい相互批判の欠落によって生まれているとすれば，社会統制機能が働いていない学会という笑えない現

実である．笑顔と追従（flattery）の交換（隠された嫌味の交換も含めて）の作りだす微温的な関係の構造

は幸福として承認するべきだろうか．分節化するだけでは境界人の緊張は生まれない．ミルズやグルドナ

ーあるいはマルクーゼの，さらにファノンのいらだちに耳を傾けたいと思うのは私だけであろうか． 
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豪農家の嫁と商家の長女を引き受けた女性 

―「楠森の奥様」― 

 

山口信枝（聖マリア学院大学） 

 

福岡県（旧）浮羽町山北の河北家に保有される「河北（俊）文書」の史料調査の一環として、当家へ嫁

いできた女性の暮らしについて聞取調査を実施した。これにより史料の理解を深めるとともに豪農家の生

活の一端を知ることが出来た。河北家は大正 13 年時の記録によると保有田畑 69 町 4 反歩、小作人戸数

412 戸と記録されている。河北家の家訓には祭礼または会合の席においては庄屋の次の席に着くことを古

格としており、その他の家の下座についてはならないと記されている。中心人物は河北モト子氏である。

大正元年生まれで昭和 8 年に浮羽郡山春村の河北俊弼氏（明治 40 年生まれ）と結婚し、平成 12 年に 89

歳で亡くなっている。この地域では河北家の当主は代 「々旦那様」、この家に嫁いできた女性は当家の妻だ

けに与えられる尊称である「奥様」と呼称されてきた。ここで紹介する河北モト子（以下敬称略）は楠の

大木に囲まれた河北家本家の屋号である「楠森」を付して「楠森の奥様」と呼称されていた。モト子夫婦

の子ども 6人は全員小・中学校は久留米、高校・大学は東京で学んでおり、地元小学校の同級生は少ない

かもしくはいない。 

モト子の実家は筑後国御原郡東福童村に来住した岡四郎左衛門重元に始まるとされている。岡家は近世

では「福童屋」の屋号で酒屋や両替商、近代では久留米絣の問屋を営んでおり、父岡幸三郎のもとには近

世の家訓『家法録』が伝えられている。幸三郎は絣組合の組合長、市会・県会・衆議院議員を務めた後、

戦後初代の公選久留米市長となった。モト子は幸三郎の長女として生まれ、幼時を中国の青島で過ごし、

久留米高等女学校から福岡県女子専門学校文科に進学した。在学中は校内劇に出演したり、卒業アルバム

の編集委員を担当して昭和 7 年に卒業し、翌年 22 歳で結婚している。モト子には弟が３人いたが長男と

三男は夭逝しており、跡取りである次男は太平洋戦争のフィリピン沖海戦において戦死している。これに

より岡家の家系を継ぐ者はモト子一人となり、岡家の最後を引き受けることとなった。モト子は最初の子

である長女を岡家の養女に出すことにより家の存続は出来たが、その長女の結婚により岡の家名は途絶え

た。幸三郎が経営していた久留米の「岡商店」は岡家の番頭に任せながら夫俊弼が経営を引き継ぎ、モト

子は岡家の長女として気を配り久留米と山北との間を忙しく行き来していた。以後岡家の年忌法要は河北

家で営まれるようになり、岡家の墓も河北家の先祖墓所にあるモト子の墓の傍に移されている。 

岡家が営んでいた「福童屋」はテレビの「水戸黄門」で悪徳商人として描かれたことがある。久留米絣

の創始者井上伝が働く木綿問屋の主人であった。この時モト子は岡家の子孫として原作『久留米がすりの

うた』の著者へ抗議の申し入れを行い、後日著者名による謝罪公告が西日本新聞に掲載されたという。ま

た戦後の昭和 20 年に二葉幼稚園を開園して山北における幼児教育を実施している。園長はモト子の姑の

実妹で夫俊弼の弟と結婚していた。彼女の没後は俊弼が園長を継いだが実質的にはモト子が大きく関わっ

ていた。モト子夫婦のモットーは「未来へ託す」であり、俊弼とモト子の香典返しはユニセフや保育園、

幼稚園に寄付している。モト子は常に「副、二番目」の立場を選び実質的な運営を受け持っていた。モト

子は料理が好きで得意であり、亡くなる前日まで元気に活動している。 

「河北（俊）文書」は現在その全容は把握されていないが、モト子の料理記録は昭和 13年から昭和 57

年までは確認されている。ほかに河北家の出来事や日常生活の様子が記録された日記が残されている。ま

た同族団互助組織の史料があり、明治 32年開始で昭和 22年まで継続している。総会は河北家の同族が墓

所で毎年執行する「先祖祭」の日で、この祭は現在も継続されている。これらは戦前戦後の豪農家の様子

を読み解く有用な史料である。 
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農山村への人口還流に関する考察 

―新規参入者の世帯構成に着目して― 

 

  山根亮子（熊本大学大学院） 

 

 農山村への人口の流入層は、一定期間転出していたが帰ってきた子や孫たち、集落外から嫁いでくる女

性たち、通勤圏内の集落に住み始めた人びと、農山村の生活に憧れて主に都市部から移住してきた人びと

に分類できる。本報告では、農山村への流入現象に関する社会学的な先行研究を踏まえ、新規参入者の世

帯構成に着目して、農山村への移住に関する聞き取り調査の結果を示した。事例として取り上げたのは、

熊本県の過疎集落である芦北郡芦北町古石と水俣市久木野で生活する 13名（9世帯）の移住者である。 

また、移住者の生活の現状と課題に関する先行研究では、移住を決意するにあたっての課題と定住の問

題点は住まいと仕事であると述べられている。確かに、調査結果からも、都市で得ることができる収入金

額に比べると、移住者の収入は低く、不安定である。具体的には、9世帯のうち、月給が「7万～10万」

が 5世帯、「11万～15万」が 2世帯、「15万以上」が 2世帯であった。しかし、収入は少ないが、出費も

少ないようである。地元住民や先輩移住者から空き家を紹介してもらい、月に 1万以内の家賃で安く借り

ている。また、土地を借りて農作物を自給的に得ることで食費を抑えている。だからこそ、少ない収入に

も関わらず、「生活に不安がありますか」との問いに対し、13名中 9名が「ない」と答えていた。 

次に、移住者の移住動機に関しては、13名のうち 11名が、農山村で生活することでしかできない活動

やライフスタイルを実現している。移住を決意したきっかけとして全員に当てはまったことは、移住先農

山村で、食の安全や環境保全、集落の維持について真剣に考え積極的に活動する先輩移住者に共感してい

たことである。 

最後に、移住者の生活について、9世帯のうち、単独世帯が 5世帯（30代～40代）、夫婦 2人世帯（50

歳以上）が 2世帯であり、残りの 2世帯は核家族世帯であるが、子どもは 4歳、5歳の幼児であった。こ

れらの世帯構成であるからこそ、身軽に移住でき生活を続けることができ、小中高生の子どもを持つ世帯

は移住しづらいのではないか、という仮説が立てられる。このことから、都市で得られるはずの収入より

も農山村への移住者の収入は低いが、出費が少なくて済む世帯構成であるため生活できているという現状

を明らかにした。 
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限界集落における小学校『復興』の社会過程 

 
徳野貞雄（熊本大学） 

 

 現代の過疎農山村の人口構成は、高齢化が進んではいるが、現実にそこに住み暮らしていると云うこと

は、その集落に住み暮らせるだけの現実的生活基盤が存在するからである。しかし、研究者はその生活基

盤の確認その拡充に向かうよりも、限界集落論的分析による将来のマイナス・イメージの基準から現状を

否定的に分析したり、都市・農村交流論のような若年人口補完的・都市依存的な対策を志向する事が多く

なりがちである。「T型集落点検」は、あくまで現在の集落に住む人々の内在的資源を確認していくための

作業でもある。（拙著『家族・集落・女性の底力』2014より） 

 以上の問題関心の下に、55 歳以下が全くいない超限界集落化した地域（熊本県多良木町槻木地区）で、

7年前から休校していた小学校が、平成 26年 4月 10日に再開校（復校）した。この社会的プロセスと小

学校復校の持つ過疎地域における社会的意味を、当該の復校事業に、調査・分析・計画立案・事業推進の

当初から直接的に関わってきた研究者として、本報告により再検討したものである。 

 具体的な報告内容は、以下の如くである。 

１、 槻木地区の概要と特徴 

２、 非常に強い『定住意思』と矛盾する『地域意識』 

  ３、【槻木プロジェクト】の成立および遂行課程 

    Ａ,【槻木プロジェクト】推進の第 1期 

    Ｂ,【槻木プロジェクト】推進の第２期 

    Ｃ, 小学校復校の具体的なプロセスと行政・マスコミの対応 

 ４、【槻木プロジェクト】の社会的意義と課題 

 

 結論としては、過疎地における小・中学校の存在は、単に子供達の教育問題に止まらず、その父兄・保

護者である 30～40 歳代を軸とした地域社会の中核世帯の動向に大きく影響を与え、学校の統廃合は地域

社会の維持・存続に決定的な影響を及ぼす。学校を統廃合しようとする自治体は、教育行政上のコスト削

減の代わりに、膨大な地域維持のためのコストがかかることを覚悟しなければならない。 

       

＊2014年 4月 10日前後の新聞各紙、NHKや民法の報道を参照されたし。                
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市民活動団体の現状と支援の制度化 

―山口県周南市を事例として― 

 

速水聖子（山口大学） 

 

１．調査の背景と目的 

 

1998 年の NPO 法の施行は市民活動の制度化のはじまりである。2000 年代から公共サービスの担い手

として市民活動を位置づける「新しい公共」施策もスタートし、各自治体には市民活動の育成と支援の拠

点としての市民活動支援センターが設立されている。市民活動をめぐる社会状況や政策が変化する中で、

市民活動団体の現状を把握し、今後の市民活動の方向性や望ましい支援のあり方について考察することが

調査の目的である。 

本報告のもとになった調査は、山口県周南市市民活動支援センターの登録団体 295のうち 168団体から

回答（回収率 56.95％）を得たものである。 

調査内容は、会員数、創設年数や法人格、組織の性格、経済基盤、活動分野や方向性、抱える課題、他

団体や行政の関係と交流などである。 

 

２．調査からの知見 

 

●全体では創設 10年以下と 20年以上に二分、小規模団体は比較的新しい団体が多い 

●全体の約 65％は会員数 50人未満  

●全体では活動予算 50万円未満が約 6割、活動予算は会員数に比例している 

●創設 15年以上と 1～5年の団体で比較的活動予算が大きい 

●団体の活動分野は医療・福祉、文化スポーツ振興、まちづくりが多い。次いで子ども育成・支援や生涯

教育が続く。 

●全体の約 7割は任意団体、NPOは 13％ 

●団体数が多い分野別で見ると、NPOは医療・福祉で特に多い 

●NPO法人の 45％は 10～30人未満だが、100～500人未満の割合は 25％と高い 

●全体の 5割で会費、約 2割は事業収入が最大収入源である 

●NPO法人では事業収入が最大収入源であるとする割合が 3割と高い 

➡人的経済的にも小規模団体が多い一方、医療・福祉などを中心にNPOも育成され、収入源も確保 

 

３．まとめ 

 

大多数は人的にも経済的にも小規模な市民活動団体だが、その中から医療・福祉や子育て支援などを中

心に NPO 法人が誕生している。また、身近な地域でこれまでの経験や知識を専門的に活用して、行政や

他団体との積極的な交流を行いたいとする「専門ローカル」といった志向性をもつ団体も一定程度存在す

る。 

一方、慢性的な人材・資金問題を抱え、行政支援に期待するのは資金という団体も多い。 

これまでの周南市の市民活動支援施策は、H13年に市民活動支援センターをオープン後、H14年には市

民活動促進指針を策定し、団体のデータベース化や相談事業、助成制度などを充実化してきた。「専門ロー

カル」志向の活動団体の支援や育成につながるような支援施策（支援の制度化）の方向性が望まれるので

はないか。 

  

自由報告（4） 
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ネパール農村における過疎化のはじまりと家族の変容 

―農村から都市・海外に移動する若者たち― 

 

辰己佳寿子（福岡大学） 

 

本研究の背景には、日本における過疎に関する研究や取り組みをネパールの過疎化現象に応用できるの

かという問いがある。日本とネパールを比較することは容易ではないが、日本人研究者がネパールの研究

を行うにあたって、日本の経験（正負の両側面）を踏まえて考察することは、ひとつの特長になりうる可

能性がある。今回は、序論的な位置づけとして、ネパールの農村における過疎化のはじまりと家族の変容

に関する動向を報告する。 

ネパールは、北のチベットとの境に沿う北部山岳地域、南のインド国境と接している平野地域、両者の

中間に位置する山地地域に分けられる。1990年代には山地地域から平野地域や首都カトマンズへの人口移

動がみられ、山地地域では、いわゆる「３ちゃん農業」現象が起こっている地域もある。カトマンズには

各地から訪れる労働者を吸収するほどの際立った産業がないため、2000年代に入ると海外への出稼ぎが増

加した。在ネパール日本国大使館は、出稼ぎ労働者は、1998/99年度まで年間 1万人以下であったが、中

東諸国やマレーシアなどへの出稼ぎが急増し、2011/12年度には 38.4万人になり、送金額は国内総生産

（GDP）の 23.1%（3,595.5億ルピー）となったと報告している。人口流出は、山地地域で起きた後、山

岳地域で段階的に起こっており、移動範囲は海外にも広がっている。 

調査対象地域の山岳地域のＳ村では 2000年中旬から海外出稼ぎが急増している。2000年の調査では、

海外への出稼ぎ経験者（帰国者を含む）は数名であったが、2010年の調査では、海外出稼ぎ経験者は 194

人（村の総人口の 9.4%）であった。世帯に一人以上の出稼ぎ経験者をもつ世帯は 158世帯（全世帯数の

37.2%）であった、2010年調査時の海外出稼ぎ者は 70人であり、20-30歳代が 8割を占めていた。男性

はマレーシアで非熟練労働に従事し、女性はクウェートで家庭での炊事・育児等に従事していることが多

い。 

出稼ぎの理由は借金の返済が最も多く、経済的な理由が主である。期間は 2-3年である。出稼ぎ後は、

Uターンする場合が多いが、村に戻ってきても仕事がなくブラブラすることもあり、再度海外出稼ぎに行

くこともある。携帯電話や家電普及、衛生面の改善など生活の変化や教育熱の向上がみられる一方で、親

不在家族の増加、近代的生活への憧れの強化、地域貢献意識の低下、農業や自民族文化への価値の低下が

みられるようになった。 

調査対象地域のＳ村はタマン族が 97％を占めている。ネパールは多民族国家であり、従来から、タマン

族は、他の民族等から「田舎者」というラベリングをされる傾向がある。昨今は、村の人々が、自身の村

や文化、農業を否定し始めている。すなわち、出稼ぎを通してムラを否定しながらグローバルにムラを往

来する村人が増えていると同時に、出稼ぎ経験がない村人も、家族の一員を送り出す側としてムラを否定

し始めているのである。 

過疎とは人口減少だけを指すのではない。かつて鈴木榮太郎が「かくて田舎はそこを住み心地の悪いも

のと思いながらそこに取り残された人達によって維持されて行く様になるに及んで事態は誰が見ても容易

ならぬものとなった」（『農村社会学史』刀江書院、1933）と指摘しているように、ネパールの過疎化現象

も容易ならぬものになりつつある。今後はさらに日本の過疎研究の視点を加えながらネパールの農村研究

を深めていく所存である。 

  

自由報告（4） 
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特別養護老人ホームの終末期ケア及び看取りの現況と課題 

 

孔 英珠（九州大学大学院） 

 

報告の目的は、特別養護老人ホームにおける終末期ケア及び看取りの現況と課題について事例をとおし

て考察することである。 

特別養護老人ホーム（以下「特養」とする）は、何らかの疾病や障害を抱えた介護を必要とする人の日

常生活の場であるが、また「終の棲家」とされ看取りに対応してきた。しかし、現実的には終末期に病院

に救急搬送され、病院での死を余儀なくされることも少なくない。このような状況の中で平成 18 年度の

介護保険制度改正では特別養護老人ホーム（以下、特養とする）において「重度化対応加算」と「看取り

介護加算」が創設された。看取り介護を実践する上での体制整備と実際の看取り介護に対する評価として、

加算要件が明確になったことにより、特養の看取りの在り方の方向性を示されたと考えられる。 

筆者は特養での看取りへの実現や支援のために創設された「看取り介護加算」と現場での受け入れ時の

戸惑いや限界とのズレを確認することから、今日の特養での看取りの現状と課題を分析するための手がか

りが得られると考えた。それで、看取り介護加算要件を充足している特養 Tとそうではない特養 Kの施設

経営者と看護責任者に聞き取り調査を実施し、各施設における取組状況や思いを施設間の比較を行った。 

 特養 Tと特養 Kは「看取り介護加算を取ることに積極ではない」ところは共通であった。それは、入居

者の死は日常の延長線上にある自然なことであり、加算をとるための要件を満たすことは、もう一つの業

務の増加であることは否定できないからである。看取り介護加算をとらない方針をもっている特養 Kの職

員が看取り介護体制を整えようとする特養 T の職員より、看取り介護に対して負担をそれほど感じていな

いことからでも読み取れた。 

そして、両施設ともに特養での看取り介護を行う際、「制限されている医療行為」と「医療サービスとの

連携の不足」が課題であった。「介護職員の死に対する経験や知識の不足、夜勤時の不安」、看取り介護に

関しての「看護職の多様で過度な業務」などが特養での看取り介護を消極的にさせる要因であると考えら

れ、実際に看取り介護を行う人々の心構えや適切な対応能力、充分な人力配置が求められていることが確

認された。  

さらに、施設側も医療との 24 時間連携、看護責任者の確保などを行うことが現実的になかなかむずか

しいし、施設経営者も職員の負担をわかっているが常勤医師の配置も看護職員の増員もできないため、積

極的に看取り体制を組むように勧められなく、特養 Kのように施設内看取りをしているけど、看取り介護

加算は取らない施設もあることがうかがえられた。 

 施設内看取りに関する意向確認に関しては、特養は要介護度 1以上で認知症やコミュニケーション能力

が欠けた状態で入所する場合が多く入所時から「死」に関する意向確認は「失礼」であると思い、実際に

入居者の状態が悪くなってから家族や医療従事者に決定をゆだねることが殆どである。認知症のある高齢

者の場合は、入所時の意思確認もすでに困難であるため、ほとんどの場合は家族に状況を説明し、合意を

得てケアを継続している。後述する事前指示書に対する社会の認知・理解と法整備が課題であろう。 
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台湾における「長期介護サービス法」草案(第 2次修正案)に関する課題 

―介護サービス事業者の監督を中心に― 

 

周怡君（台湾・東吳大学）・荘秀美（台湾・東吳大学） 

 

本報告は、台湾で介護保険制度構築の出発点として制定された「長期介護サービス法（草）」における介

護事業者の指導監督の課題を議論するものである。 

台湾は、1990年代以降高まった高齢者介護のニーズに対応するために、様々な介護サービス施策が推進

されている。特に、2007 年に『老人福祉法』が改定され、「長期介護十か年計画」が実施されたのは画期

的であった。しかし、2008年に政権が変って、介護に必要な費用を税金のみで賄うことが困難となり、介

護保険制度を通じて介護財源を確保することが思案された。2008年末から行政院経済建設委員会が主導す

る介護保険法制定関連研究が行われ、『介護保険法』の制定が検討されている。 

ところで、介護サービスを必要とする者は、高齢化社会から生じた大勢の高齢者の他、一部の生活の不

自由の障害者も含められている。しかし、障害者と高齢者との介護ニーズはもともと異なっているし、『老

人福祉法』、『身心障害者権益保障法』、『精神衛生法』、『長期介護十か年計画』、『外国人介護者雇用基準』

など関係法制に規定されている障害者の介護サービス利用の資格条件、サービス給付基準、サービス提供

施設などもそれぞれである。現段階では、介護サービスシステムには、サービス資源が分散し、基準が異

なり、行政コストが高い、など様々な問題が存在している。そのため、介護保険制度の先頭に、介護サー

ビスシステムを統合し、また基礎法案として、『長期介護サービス法』の制定が必要であると提案された。

2011年に、「長期介護サービス法（草）」が起草され、第一次審査を経て、2014年 1月 8日に第二次審査

が可決された。第三次審査を通れば法案が成立することになる。 

そこで、第二次審査案の内容からみれば、以下の問題点が指摘されている。一、医療観点が強くて、医

療サービス事業者の指導監督モデルを、そのままそれまでに社会福祉システムに属している介護施設に当

て嵌まることは、社会福祉団体が大きく反発している。要するに、このままでは医療システムと社会福祉

システムを統合することは困難であること。二、介護事業者の指導監督に関する規制は明確でないこと。

具体的に言うと、「長期介護サービス法(草)」第 29 條では、介護事業者の評価、指導、監督、検査などは

管轄機関である県、市が責任をもっていると示しているが、それは現状とは全く変っていない。せっかく

『長期介護サービス法』を制定するのに、介護事業者の指導監督に関してもっと具体的に規定することは

必要である。また、「長期介護サービス法」第 12條によれば、介護サービス提供人員は、介護事業者に登

録し、またその事業者の所属する管轄機関に審査してもらわないと、サービスを提供することはできない。

「長期介護サービス法」第 28 條によれば、介護事業者が、登録してある介護サービス提供人員を指導監

督し、そのサービス提供に関する記録をする必要がある。そこからみれば、介護事業者は、介護サービス

提供の役割だけではなく、サービス人員の管理役割もある。それらに関する規制は明らかしないと、多く

の問題が生じやすい。「長期介護サービス法」は、介護事業者の役割、類型、また政府の監督管理の役割に

関して、明確にすべきである。それらに関しては、第二次修正案の中にはまだ欠けている。 

最後に、『介護保険法』の基礎法案と思案されている『長期介護サービス法』はまさに先進であろうか、

必要であろうか、「長期介護保険法」にプラスになろうかと問われている。 

（執筆代表：荘秀美） 
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台湾におけるケアマネジャーの業務の現状と養成の課題 

―教育背景の違いが業務執行に与える影響に焦点をあてて― 

 

黄玟娟（台湾・弘光科技大学）・荘秀美（台湾・東吳大学）・ 

林郁舒（台湾（財）善慧恩社会慈善基金会） 

 

台湾では、高齢者関連施策は、1980年代から主流化になった地域福祉に大きく影響を受けており、一つ

はコミュニティケアの主流化であり、もう一つはケアマネジメントの発達である。後者のケアマネジメン

ト制度(care management system)は、1990年代から医療側面や福祉側面が協働し推進してきて、2003

年に全国の 25 個の県市では「介護管理ステーション」が設置され、2005 年に「長期介護管理センター」

に改称した。そして、2007年に実施された『長期介護十ヵ年計画』は、ケアマネジメントを強化し、各県

市で「長期介護管理センター」を設置し、ケアマネジメントの執行機関として、要介護老人やその家族の

ケアサービスの窓口にすると宣言した。 

現在、「長期介護管理センター」ではケアマネジャーが設置され、ケアマネジャーは社会福祉士、看護師、

職能治療師、物理治療師、医者、栄養士、薬師などの資格や、介護関連職を二年以上の経歴を持たなけれ

ばならない。ケアマネジャーの業務担当は、ケアアセスメント(要介護認定)、サービスの資格の確認、ケ

アプランの制定、ケアサービスの連携、サービスの質の監督、及び要介護者の定期訪問などであり、ケア

マネジメント制度には重要な役割を働いている。しなしながら、現場では、ケアマネジメントの推進に様々

な制限を面している。全体的に言えば、主な問題は以下である: 

1、サービス支援及び政策執行能力が低いこと。 

2、ケアマネジャーの身分編成は臨時人員であり、労働条件が不安定で、離職率が高く、職務経験の累

積には不利であること。 

3、専門背景が多様化であるため、その養成や訓練の背景が異なっており、アセスメントの結果は一致

でなかったり、サービス計画の内容にも格差が大きいこと。 

特に三点目に関しては、ケアマネジメント業務の執行はチームアプローチが理想とされながらも、実際

には業務責任制であるため、各ケアマネジャーが単独でアセスメントをし、ケアプランを立てる場合が多

い。要するに、ケアマネジャー専門職間の協働が欠けているといわざるをえない。また、専門職配置のバ

ランスはなかなか難しい課題であり、特にソーシャルワーク専門職の比重が少ないのは注目されている。

台北市「長期介護管理センター」を例として、ソーシャルワーク専門職はわずか 14%しか占めていない。

それはソーシャルワーク専門職が足りないわけではなく、ソーシャルワーク師資格（日本の社会福祉士に

相当する)を持つものが少ないこと、就職意欲が低下することなどが挙げられている。なお、そして、ケア

マネジャーは、個々の専門的背景によって得意な分野とそうでない分野があることからケアマネジメント

業務執行には偏りが見られている。 

台湾では、介護保険法の制定に向けて、高齢者介護システムは大いに変化していくと思われる。そこで、

ケアマネジメント制度も変わり、ケアマネジャーの役割はより重要になると思われる。本報告は、台湾に

おける現職のケアマネジャーのを対象とする実証研究に基づいて、ケアマネジャーの基礎資格に焦点を当

て、ソーシャルワーク系及び看護系の教育背景を別に分け、ケアマネジャーの業務の現状と養成の課題を

分析する目的である。 

利用者の状況や複雑で多様化するニーズに対応するために、ソーシャルワーク、看護の両方の知識や技

術の習得が求められるそこで、実践現場での連携に際して相互に不自由する領域の専門課程が必要である。

具体的に言えば、福祉系は生理学、老人病を、看護系は社会福祉関連法制、社会福祉関連制度である。そ

れにつながり、ケアマネジャーの資格認定には専門科目のバランスも検討される必要がある。ケアマネジ

ャーの資格認定制度の確立も急がれなければならない。 

（執筆代表：荘秀美） 
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イギリスにおけるケアラー支援の実態 

 

山下亜紀子（九州大学）・河野次郎（県立宮崎病院精神医療センター） 

 

1.本報告の目的 

近年、「ケア」についての学問的関心が高まりつつあり、社会学においては「ケア」をめぐる相互作用に

重きをおいた研究の蓄積がみられる。相互作用のアクターとしては、ケアを担う人、すなわちケアラーの

問題へ着眼した研究も散見されるようになった。中でも問題は、ケアラーが問題の当事者となりにくいと

いう点であり、その結果、支援といったものがほぼないに等しい状態にある。報告者らが研究対象として

いる障害児の家族においても、社会的支援は僅少であることを明らかにしてきた。 

こうしたケアラーへの支援が少ないという問題をふまえ、ケアラー支援の先進国であるイギリスにおい

て、2013 年 6 月から 7 月にかけて調査を実施した。本報告は、イギリスにおけるケアラー支援の制度と

ケアラー支援団体の実態についてまとめることを目的としている。 

 

2.イギリスのケアラー支援の制度の実態 

ケアラー支援は、イギリスの公的な政策の中に位置づけられている。1960年代における家族介護者の運

動を発端とする家族介護当事者や介護者団体の働きかけによって、1990年代よりケアラー支援がコミュニ

ティケア政策の一翼を担うこととなった。法整備も進められ、ケアラーのアセスメント請求権を認めた

Carers（Recognition and Services）Act 1995、介護者の就業、就学機会を含む The Carers (Equal 

Opportunities) Act2004など、ケアラーの基本的権利を擁護する方向性がみられる。またケアラー支援に

際しては、アセスメント等の責任を持つなど地方自治体が重要な役割を担っている。さらに、こうした公

的セクタ―による支援制度のほか、民間非営利団体の支援の広がりもみられる。 

 

3.イギリスにおけるケアラー支援団体の実態 

ケアラー支援にかかわる主要な民間非営利団体として、Carers UK、Carers Trust（支部組織として Sutton 

carers centre）において調査を実施した。Carers UKでは、政策立案のための運動や調査研究、ケアラー

についての啓発などの活動が中心であった。一方、Carers Trust においては、全国的な組織として、調査

研究などを行っており、また全国にまたがって存在している 144支部のセンターにおいて、情報アドバイ

スの提供のほか、グループセッションや、コミュニティにおける協議、審議への参加など、実際的で多様

なサービスの展開がみられた。 

 

まとめ 

第 1に公的なケアラー支援制度、政策の充実、第 2に実際的なサービスや啓発活動、さらには政策提言

など民間団体の多様な支援活動が明らかとなった。しかしこのように支援が充実しているにもかかわらず、

第 3にケアラーの困難さは、依然として存在していることも示された。 
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連帯タイプと社会活動（主成分得点） 

地域活動参加 脱地域活動参加 

 

寛容社会の連帯 

―その２― 

 

三隅一人（九州大学） 

 

寛容社会とは、人びとが多様な<われわれ>関係シンボルを受容する社会をいう。Misumi（2007）の役

割ブール代数モデルにしたがって、<われわれ>関係W（認めるか否か）、シンボル A, B, C（各々呈示する

か否か）とすれば、寛容社会の連帯意識はブール式W=A+B+Cで表される。しかしながらシンボルの抽象

度はさまざまである。個別シンボル A,B,C、抽象シンボル Sとしよう。このとき、Wの判別のために、個

別シンボルはどれも受容するが抽象シンボルはだめという連帯意識 W=(A+B+C)s（ローカル多文化連帯）

と、個別シンボルはどれもだめで抽象シンボルのみ受容する連帯意識W=(abc)S（メタ連帯）では、どち

らが寛容連帯的であるか。これを、報告者が 2012年に実施したインターネット調査データで吟味する。（九

州在住 25～55 歳モニターから無作為抽出。計画標本 6,000，性別均等割当。2012 年 11～12 月実施。有

効回答 970［回収率 16.2%］）。 

連帯意識は、「同じ○○として助け合いましょう」という言い方に共感できるかという質問を用い、○○

に入る個別シンボルとしてA：市町村の市民、C：出身地同士、D：高校の出身、抽象シンボルとしてG：

日本人をみる。構成比率を、上記以外の連帯意識タイプを含めてみると、W=(A+C+D)g（ローカル多文

化）4.5%、W=(acd)G（メタ連帯）5.6%、W=(A+C+D)G（多水準多文化）36.3%、W=(Acd)g等（ロー

カル限定）9.6%、W=(Acd)G 等（多水準限定）16.9%、W=(acd)g（非連帯）16.0%である。属性では、

メタ連帯は高階層女性（とくに主婦）、ローカル多文化は中階層非単身男性に特徴づけられる。意識構造と

しては、メタ連帯は、寛容等の社会関係資本的規範や属性が異なる他者との連帯（異類連帯）に対する反

応が鈍いのに対して、ローカル多文化のそれらの反応は、多水準多文化連帯に次いで良い。この性質は、

右図に示すように社会参加の行動面

でみても同様であり、メタ連帯はむ

しろ非連帯に近い。したがって、ロ

ーカル多文化とメタ連帯を比べれば

前者が寛容連帯的である。イメージ

形式が論理和で多文化的であれば、

抽象シンボル拒否でも寛容連帯的た

りうる、といえよう。ローカル多文

化は少数ではあるが、以上の結果は、

高階層女性を軸とした多水準的寛容

連帯とは別の道筋を示唆している。 

これまで抽象シンボルとして「日

本人」をみてきたが、モースの贈与

研究等が示すようにそうしたシンボ

ルはより観念的なものであり、現代

的には「共生の作法」（奥田・田

嶋,1995）や「共振」（広田,2003）にも通じる連帯感覚に留意すべきだろう。ポイントは、経験的な時間・

空間を超えた一般化された互酬性の担保だと考えるが、実は「地域（生活地域）」の観念が、伸縮自在な観

念としてそこでも有効性をもつのかもしれない。先の調査で捉えそこなったそうした抽象シンボルが、ロ

ーカル多文化連帯の実質を支えている可能性がある。（引用文献省略） 

 

  

自由報告（5） 



 

 

 西日本社会学会ニュース No.145  2014                        24 

 

農山村の交通課題 

 

鶴田高士（熊本大学大学院） 

 

本報告では 2011年度、2012年度に行った地域社会調査を基に、現代山村での移動はそのほとんどが自

家用車であること、本人が運転できなくとも世帯構成員に同乗させてもらうことにより移動を補っている

こと、「田舎は交通が不便」というのは社会意識によるものであることを明らかにした。 

 一般的に山村は都市と比較して定住型社会であったが、現在では既に流動化している。そのため、現在

山村で暮らしている住民も含めて非常に流動性が高い。山村の流動性には、1 つに長期的な転出などの人

口流出、長期的な移住・定住などの人口流入、2 つ目に日常的な集落内外への往来である。その日常的な

往来を支える交通手段は、現代山村においては自家用車である。一般的には過疎山村の交通は公共交通の

未発達・撤退などにより不便だとされているが、実際には住民の集落内外への往来は頻繁に行われている。

そのため、そのような「交通が不便」とされているのは社会意識によるところが大きい。そのため、熊本

県多良木町槻木集落のような中心部へのアクセスが客観的に悪いところだけでなく、福岡県八女市白木集

落といった近接する中心部までのアクセスが決して悪い訳ではない地域でさえ、意識的な不便さは高く表

れている。しかし、住民の生活感覚では交通の利便性はそれほど悪くない。住民の交通に関する意識と生

活感覚の落差はあまりにも大きいように思われる。 

 このような現状の中で、交通問題に対する行政の専らの対応は、①衰退・撤退過程にあるバスや鉄道と

いった従来の公共交通の維持・存続、②乗合タクシーやコミュニティ・バスなどの新たな事業展開であり、

特に後者は NPO などによる送迎ボランティアに期待が寄せられている。しかし、一方で住民自身の自家

用車を利用した、今まで行われていた住民同士の生活共同性は軽視されているのではないだろうか。また、

住民自身に運転能力はなくとも、近隣の親戚関係、あるいは別地域に居住する他出子世帯がそれらを補っ

ていることもあまり注目されることはない。つまりバスや自動車といったモノ的、ハード的事業だけでは

なく、その人の持つ人間・社会関係に着目したソフト的視点や事業展開なども視野にいれていく必要があ

るのではないだろうか。 

以上のように現代山村における住民の交通構造は、都市的な公共交通的観点からのみではなく、農村独

自の交通課題の観点を設定し、考えていく必要があるように思われる。 

今後の課題としては、交通構造の変化が住民の生活にどのように変化を与えたか、そして行政的問題設

定と対置して、住民の生活、社会関係にどのように捉えられているのか、またそれらをどのように可変さ

せたかを検討していく。 
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ジャルマの青木恵哉と沖縄社会 

 

中村文哉（山口県立大学） 

 

 本報告の目的は、「日本 MTL」「沖繩 MTL」の会報、青木の書簡を中心に、ジャルマ期前後の靑木惠哉

(1894-1969)、および沖縄社会の動向を照射することにある。 

沖縄縣による癩保養院構築が頓挫を続けるなか、靑木は、現愛楽園の一部を成す、自ら購入した屋我地

大堂原の土地に、病友たちを「占拠」させ、済井出住民たちにより暴力的に排除された大堂原事件の後、

1935 年 5 月に結成された「沖繩 MTL」と連携し、自らの「根處地」であった屋部の〈隔離所〉に下屋を

おろし、那覇の浮浪病者の保護を計画した。だが、新聞記事は、この件を、屋部での療養所構築と誤報し

たため、屋部の住民たちは 1935 年 6 月 27 日、同地の隔離所を焼き討ちにした(「屋部焼き討ち事件」)。

隣シマ・安和での騒動もあり、靑木ら一行は羽地内海の風葬の島・ジャルマに逃れた。同地での生活環境

は劣悪で、靑木自身もマラリアに罹患した。他方、服部團次郎を中心とする沖繩MTLは、焼討事件の遠因

となり、発足直後から苦境に陥ったが、靑木らの生活支援を継続しつつ、宮川量や光田健輔を中心とする

長島愛生園、および日本 MTL の協力を得、県外で「募金行脚」を試み、「三井報恩會」からの支援を引出

した。沖繩MTLは、沖縄縣を巻き込む形で同會からの支援申請手続を行い、更に済井出住民の説得交渉に

当たった。1935年 12月 1日には星塚敬愛園の開園に伴い、屋部焼討事件に遭遇した林文雄同園園長の厚

意による鹿児島収容があり、14名になった靑木たちは、1936年 12月 27日夕刻、ジャルマから大堂原に

再上陸、28日未明に小屋がけした。これを踏まえ、12月 28日をして靑木は「沖縄救ライ史上特筆すべき

日」とするが、ジャルマを訪問した宮川千代子と林富美子の手記によると、これ以前から靑木ら数名は大

堂原に移動していた様子が伺える。こうしてできた「屋我地仮収容所」は、1937 年 5 月 12 日に「沖繩

MTL相談所」として落成し、1938年 2月 5日に沖縄縣に移管(国頭愛楽園)、更に 1941年 7月 1日に国に

移管され、今日に至る。 

「沖繩MTL相談所」の出現は、当時の沖繩社会に如何なる影響をもたらしたか。それは都市部での浮浪

患者の消滅である。しかし、その恩恵を受けたのは物乞ができない弱い病者達であり、逆に物乞ができる

「健康な病者たち」は、那覇のバクチャヤーが警察により掃討(焼討)され、自らの活動圏が大幅に縮小す

る事態を迎えた。物乞を「自由療養」の一形態と解すならば、その一角が「沖繩MTL相談所」の出現によ

り崩れたことになろうし、更に各シマの〈隔離諸〉や〈集合所〉に分散した病者たちへのシマ社会からの

管理は、強化されたことが考えられる。ここに救恤の両義性が横たわる。だが、行路病死へと開かれてい

た当時の病者たちには、それ以外の可能性が広がった。こうした事態は、1907年に発布された「ライ予防

に関する法律」下の身寄りのない浮浪病者の救恤としての収容という「本土」の状況に近い事態といえよ

う。沖繩MTLの結成により、青木自身の患者救済活動も、大きく変容した。まず、沖繩での療養所構築へ

の取り組みは、靑木から沖繩 MTL の手に移った。財団や沖繩縣を動かさなければならない療養所構築を、

一病者が担うには、やはり無理がある。早晩、彼への協力者が必要であり、靑木にとって宮川や林、光田

はそのような存在であったが、彼が身を置く沖繩での協力者を得たことの意味は大きい。更に靑木は、渉

外を担当する沖繩MTLに対して、病者としての自身の目線から病者達の救済と向き合うMOL(Mission of 

Lepers)の方向性への専心が可能となった。これは、爾後、彼の愛楽園での療養生活の軸を為す信仰生活

と伝道の営みとして、結実していくことになる。 
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沖縄・奄美群島地域からみる長寿科学研究の視点 

 

近藤功行（沖縄キリスト教学院大学） 

 

緒言 

 「長寿県世界１」、日本が世界１の長寿地域になった１９９０年代、４７都道府県のなかで第１位だった

自治体は全国から、世界でも脚光を浴びていた。フランスからは取材クルーが訪れ、世界に「百寿者（＝

センテナリアン）」のオジイ・オバアの姿が配信された。その自治体は、沖縄だった。しかし、「２０００

年ショック」と呼ばれる男性が１位からの大幅下落、さらにその後、女性１位の座も他県に譲った。ただ、

「平成２２年度市区町村別生命表の概況」(厚生労働省)では北中城村が女性第１位、男性は長野県・松川

村、となっている。筆者は、１９８６年８月期以降、沖縄本島最北端の国頭村から２０数キロ先に見える

与論島(＝鹿児島県大島郡与論町)を中心とする奄美群島内の島々での、死生観・医療などをめぐる総合的

な研究に着手した。長寿科学研究で活かされる視座については、その現状を今回の口演で紹介した(＝本学

会員・比嘉周作の修士論文指導も長寿科学研究である。【＝配布資料で、一部解説あり】)。 

結果及び考察 

 前年度本学会(於：鹿児島大学)で次の点を紹介した。「奄美群島内から与那国島までの琉球文化圏で、伝

統行事で休講になる小中学校を調べると、合計１０校程度が伝統行事で休校対応をとり、地域の伝統行事

の継承に生徒が参加。これらの学校は、沖縄本島内で確認された１校(＝もう１校、玉城村内の学校が追加

される模様)以外は、全てが離島に集中。」である。伝統儀礼の継承が、離島で濃厚である現状が浮き彫り

にできた。筆者はこうした地域で、死生観面での継承も密であると推測している。 

 ２０１４年３月期、筑波大学医学群医学類５年生・総合診療科（＝医学部医学科５年生）実習の協力が、

鹿児島大学臨床教授・古川誠二パナウル診療所長(＝与論島)からあった。この学生指導協力で、与論島の

在宅死亡の減少と地域住民の死生観の変化の側面が再確認できた【＝配布資料で説明】。死生観の継承につ

いては、１９９０年代、大宜味村内の高齢女性の悉皆調査において、１人暮らし高齢者が決して１人で暮

らしていない現状が体感できた。訪問している１人暮らし高齢者の家に１時間いると、必ず誰かが訪ねて

来た。 

 時代は２０１４年へと経過した中、筆者は調査地における「近代化装置」＝当該地域にもたらされる近

代化事象、これらと地域の人々との関わり方に着目している。例えば、「１）卒論ゼミの女子学生の父は、

自宅から歩いて近くのマック(＝マクドナルド)でいっぱい袋詰めのチキンやハンバーガーを家族に毎日買

ってくるのが幸せ。家族はメタボに。２）具志川ジャスコのゲームセンターでアルバイトルする卒論ゼミ

の男子学生は、そこ集まる高齢者が、案外、お金を使いながら、そこがコミュニケーションの場に利用し

ていることをつかむ。３）那覇市内ではあるマックの店舗が、５０歳前後から続けていた女性たち(＝今は

定年退職して６０歳代)のモアイの場に。」、といった内容である。ここでは、近代化装置とはファーストフ

ード店・郊外型大型スーパーであったりする。 

まとめ 

 「近代化装置」がある地域に導入・流入され、人々の意識がどう変化するのか、あるいは維持したまま

でゆくのか、この読み取りは死生観研究で重要と析出している。奄美群島地域と沖縄は共にアメリカ信託

統治下に置かれた地域であった。与論島と国頭村の中間海域で国境線がひかれる迄、奄美群島の人達は沖

縄こそが最大の人口移入先であった。筆者のフィールドワークからの視座が長寿科学研究にどう寄与でき

るか、そこを言及した。 

 

●付記）筆者は当該口演を終えた当日、沖縄に戻り、翌日大学病院入院となった。入院前 

から「手術は出来ない」と泌尿器科で告げられていたが、前立腺癌生検は１２カ所刺した針 

から左葉３カ所から癌が検出、悪性度の高いものであった。脳血管性(＝循環器系)疾患・ 

癌・肺炎、また糖尿病が長寿を下げることは明かである。長寿と医療、健康長寿が大事だ。 
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英国 19世紀前半における医学・医療教育改革 

―H.W.ラムゼイ『国家医学』(1856年)より― 

 

菊井高雄（宮崎大学） 

 

はじめに 発表者は以前に 19 世紀英国における公衆衛生体制の発展過程を既存の権力関係との絡みから

概略的に報告した。そのなかで H.W.ラムゼイ『国家医学』(1856 年)をとりあげ、ラムゼイが E.チャドウ

ィクが提案した救貧法医官の待遇改善と専任化を批判して、逆に救貧法体制から医療サービス部門を独立

させ、公衆衛生部門と統合して一元的保健管理体制の確立と国民保健局創設を主張したことを紹介した。

本報告では、『国家医学』が上梓される前の 19 世紀前半における医師養成制度の問題とくに「無免許医」

をめぐる状況と、これを駆逐するためにラムゼイが提案した医学教育改革案について略述したい。 

跳梁跋扈する無免許医 19 世紀前半の英国は産業革命以降の消費社会台頭による商品としての健康とい

う考え方や自由放任主義による医師資格への国家の不干渉などの理由から、全国的に無免許医（ニセ医者

と異端派）の開業が常態化していた(黒崎、2010年)。ニセ医者とは、利潤追求だけを目的とする商売とし

ての治療、つまり「いかさま医療」に従事する者をいう。万能薬を派手な宣伝で売り込むもの、駆虫専門

医を自称するもの、腐食発泡剤で肺病が治療できると主張し患者を死に至らしめるものなど、枚挙にいと

まがない。もう一つの無免許医である「異端派」とは、「モリソン丸薬」で有名なジェームズ・モリソン、

ホメオパシー（類似療法）、自然療法、水治療、薬用植物学（米国「トマソニアン」医療の英国版）、骨相

学、心霊術などをさす。ニセ医者と異端派の違いは、前者が利潤追求だけに邁進したのに対して、後者は

既存の医学（免許医の施す正統医学）を厳しく非難する急進的で宗教的な側面を持つ一種の社会運動であ

ったことだ（ロイ・ポーター）。一方、「正統な」免許医は、「顧問医」（主に内科医）と「一般開業医」（主

に外科医）に分けられ、両者には明らかな社会的・階級的格差が存在し、一般開業医と無免許医との境界

があいまいであったこと及び 19 世紀前半における医療水準では伝染病などの急性疾患を治療することが

できず、医師免許自体に信用がなかったことが無免許医を跳梁跋扈させた原因だと考えられる。この状況

を国家規模で改善しようと考えていたのが、ラムゼイであった。 

ラムゼイの医学教育改革案 ラムゼイによると、英国（イングランド、アイルランド、スコットランド）

には実に様々な医師免許付与団体があり、それが全国で統一された医学教育のできない理由であるが、こ

の状況については議会でもほとんど取り上げられず、その結果増えた無資格医に対する厳しい刑事罰も存

在しない。だから医学教育（内容と資格付与）の統一を国家的目標に据える必要があるという。一方で、

無資格医とりわけニセ医者に騙される一般市民を保護するためには、医療行為は次の三要件を満たすもの

でなければならない。それは第一に、医科大学長の認可が必要であること。第二に、国家資格を持つ者だ

けが行えること。この国家資格の要件として（１）基礎医学（解剖学、生理学、病理学の知識）を修めた

もの、（２）臨床おいては観察によって正確な症状把握ができるもの、（３）基礎教養と医師向きの人格、

などを主張している。ラムゼイはこのように医学教育への国家介入の必要性を説く中で、医師制度改革の

ためには、医学教育と資格付与（免許）に関する国家レベルの審議会（国家医学審議会）を設けることが

必要であり、メンバーは英国で特に優れた少数の内科医と外科医を推薦しなければならないと述べた。 

おわりに 今回の報告では、ラムゼイの医学教育改革の考え方を紹介することで終わってしまった。彼の

国家医学全体像との関係やとくに公衆衛生体制の確立との関わり、そして改革案の影響については今後勉

強していきたい。 

参考文献 H. W. Rumsey, Essays on State Medicine, John Churchill, 1856. 底本は、RKP社によるリプ

リント版（2001年）を使用。P. Rhodes, An Outline History of Medicine, Butterworths, 1985 多田羅

活三『公衆衛生の思想』医学書院、1999年 川喜多愛郎『近代医学の史的基盤』岩波書店、1977年 B. エ

イベル－スミス/多田羅訳『英国の病院と医療 1800－1948』保健同人社、1981年 ロイ・ポーター/田中

訳『健康売ります』みすず書房、1993 年 黒崎周一「19 世紀イギリスの医師制度改革における医師の社

会的権威と国家介入」『社会経済史学』75－5、pp.45－67，2010年 
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〝農的自然〟の可能性――生業、観光、食と農 

 

司会・コーディネーター  牧野厚史（熊本大学） 

討論者      堀口彰史（熊本大学大学院）・辻正二（保健医療経営大学） 

 

 報告者 

 第 1報告 

藤村美穂（佐賀大学）   「山村生業の現代的展開と農的自然」 

 第 2報告 

  靍理恵子（吉備国際大学） 「6次産業化と農的自然」 

 第 3報告 

越智正樹（琉球大学）   「農をめぐる観光的現象と農的自然」 

   

今回のシンポジウムでは〝農的自然〟というキーワードを設定して、現代の農村生活の可能性を考えた。

20世紀における近代化によって農村に住む人間と自然との間に疎遠化が生じ、疎遠化した自然の荒廃が問

題化しているという考え方がある。たとえば里山保全という施策や運動には、荒廃から自然を守るという

考え方が強くでている。それらの自然環境保護の動向はたしかに重要ではあろうが、ここで考えてみたか

ったのは、荒廃などの自然環境の側からの疎遠化の実態や問題指摘ではなくて、そこに住む人々の今の生

活にとって自分たちが働きかけてきた自然のポジティブな意義とは何かという点である。農山村の場合、

自然に対する人々の働きかけの中心は農という生産行為にある。そこで、自然一般ではなく農的自然とい

うキーワードを設定したのである。 

第 1報告で藤村会員は、現代山村の農を生業と位置づけて現状を報告した。生業とは自然に働きかけて

生活上の利益をえる営みだが、このテーマには、災害や田畑への鳥獣の害にみられるように、集落機能の

低下によって山村の人々が自然を適切に管理できなくなっているという通説への問いかけがある。報告で

は、対照的にも見える二つの集落の生業の状況が取り上げられた。季節毎の村人の生業が豊富にみられる

宮崎県諸塚村に比べて、佐賀県富士町ではかつての生業の多くは失われ、最小限の維持活動のみになって

いる。だが、藤村によれば、富士町の状況も自然との関わりの放棄ではない。働きかける自然からの利益

が先祖や子孫を視野に入れたかなり長い時間のなかで考えられているからで、山村における自然と人々の

関係は、そこに住む以上断ち切ることなどできないものだということになる。 

これに対して第 2報告では靏会員が、農と関連する新しい活動について岡山県高梁市と鳥取県智頭町の

女性起業を事例に報告した。靏によれば農村の女性起業は、農村という地域空間に住む女性たち自身が行

う起業である。それは、そこに住み農業をする身体をもつ人間たちの復権活動なのである。一方、最近政

府が鼓舞し始めた 6次産業化も域内資源の掘り起こし、価値の創出を掲げており、スローガン的には農村

女性起業活動と重なるところがある。しかし、6 次産業化は、生産物＝商品に主な関心を置いているため

に、生産性、効率性が重視されがちである。むしろ領域としての重なりがあることから、ビジネスとして

の 6次産業化の進展は、農的自然と関わり直す事による身体性の復権という農村女性起業に固有の意味を

浮き彫りにすると靏は指摘した。 

さらに、越智会員の第 3報告は、農村とも都市とも言いがたい空間に敢えて目を向けることで、農的自

然の意味を検討した。事例とされたのは、沖縄県中城村の民泊事業、および宜野湾市の広大な伝統的作物

栽培地帯である。前者は最近の試みだが、観光的現象との接続において二次的自然の「再序列化」が生じ

ているため、農村としての自己提示に困難を来していると言う。後者は衰滅寸前の状況で、もはや緑地や

公園として意味転換することしか維持策はないに近いが、安易な転換は、働きかける自然の存続にとどめ

を刺しかねないと言う。こうした、分節化に困難性のある都市圏の鄙での諸現象をすくい取るためにも、

働きかけそのものに焦点を当てた農的自然への着眼が重要だと越智は指摘している。 

このように農的自然の意義は細かくみれば多様だが、靏報告に見られるように、農的自然がそこにある

3．シンポジウム報告要旨 
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ということが、対象に働きかけてきた住民の社会的な発言力を強める傾向にあるという点が注目される。

野生の動植物の保全を考えるときには、純粋さを失った農的自然は周辺的な存在かもしれないが、農山村

の人々にとっては自分達が関わってきた農的自然こそが社会の自立性を支える基盤として重要だといえる。

藤村報告は、その理由を生業という関わり方で示そうとしたと言えよう。さらに越智報告では、都市圏の

農への同概念の適用の途も示された。 

これに対して二人のコメンテーターからは、現代社会の問題を念頭において、農的自然の意味を拡張す

る方向での指摘があった。堀口会員からは、生産という働きかけのみではなく、自分でつくって自分で食

べるという農と食との結びつきを視点に入れてはどうかという提案が出された。さらに、もうひとりのコ

メンテーターである辻会員からは、農業の機械化などがもたらす時間の変化を視点として加えてみてはど

うかという指摘をいただいた。確かに、農的自然も自然である以上、関わる人の活動は自然の周期性にみ

あったものとなっているはずである。人にとってのその意義を見直すことは、自然による人の拘束性に対

して拘束性以外の人間らしい生き方をよみとることができるのではないかという、原理的な問いかけであ

る。 

その他フロアからも、6次産業化の批判的な検討の必要性や、対象を農的自然に限定した意味とは何か、

あるいは、エコロジー論に対する社会学の主張点とは何だったのかといった重要な問いがだされた。現時

点でその全てに答える用意があるとはいえないが、いくつかについては特集論文のなかでリプライを出す

ことにしたい。 

（文責：牧野厚史） 

 

 

総会では、辻正二会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。 

 

報告事項 

① 庶務報告（山本努 庶務理事） 

   ⅰ 理事会 

     第 1回 平成 25年 8月 11日 

・第 71回大会報告、学会ニュース第 142号 

・第 72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） 

・震災アンケートのデータ提供について 

・入会促進について 

 

     第 2回 平成 26年 5月 10日 

・平成 25年度庶務報告、平成 25年度会計報告、平成 25年度会計監査報告 

・平成 26年度予算案審議 

・次回大会からの年会費受付の廃止 

・学会費未納者について （3年以上未納者 21名、宛先不明者 3名） 

 

   ⅱ 常任理事会 

  第 1回 平成 26年 3月 29日 

・大会プログラム作成 

・次回大会からの年会費受付の廃止 

・新入会員の申し込み状況 

・学会費未納者について 

・日本学術振興会賞・育志賞受賞候補者の推薦について 

・非会員の報告について 

 ※ その他にも、Ｅメールで適宜話し合いを設けた 

4．平成 26 年度総会報告 
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   ⅲ ニュース発行 

     平成 25年 11月 21日 ニュース 142号発行（第 71回大会報告号） 

    平成 26年  2月 20日   ニュース 143号発行（第 72回大会案内号） 

     平成 26年  4月 17日   ニュース 144号発行（第 72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 26年 5月 10日現在） 

   平成 25年度の最終会員数  200名 

   新入会員申し込み数   11名  ※ 会員異動（32頁）参照 

計  211名 

 

③ 学会誌編集委員会からの報告（高野和良 編集委員長）    

   ⅰ 『年報』12号（2014年 3月 31日）発行について  ※ 資料① 参照 

ⅱ 平成 25(2013)年度編集委員会決算報告   ※ 資料② 参照 

 

④ 平成 25年度決算報告  （佐々木美智子 会計担当理事） ※ 資料③ 参照 

⑤ 平成 25年度会計監査報告（江頭大蔵 会計監査）  ※ 資料④ 参照 

⑥ その他 

 

審 議 事 項 

① 新入会員の承認（徳野貞雄会長） 

———11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 26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⑤ 参照 

 

③ 平成 26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 26(2014)年度予算案の承認について   ※ 資料⑥ 参照 

 Ⅱ．年報 13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（徳野貞雄 会長） 

———山口県立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 稲月正 三隅一人 加来和典 山本努 江頭大蔵 山下亜紀子 （次点 谷富夫） 

 

監査 谷富夫 速水聖子 （次点 安立清史） 

 

⑥ 理事の指名（2名）・事務局の指名 

———横田尚俊会員、中村文哉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 73 回大会は、 2015 年 5 月 16 日（土）・17 日（日）に山口県立大学（山口県）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（2015年 2月発行予定）をご覧下さい。 

 

( 2 ) シンポジウム 

 

社会的支援の社会学―制度化をめぐる功と罪―（仮題） 

 

 グローバル化、脱工業化、少子高齢化など、1990年代後半以降顕著になったマクロな社会環境の変化に

よって、戦後日本型生活保障システムには機能不全が生じている。さらに、大震災や原発事故は、従来の

システムが孕む問題を急激に顕在化させるものであった。このような状況に対して、「社会的なるもの」を

基盤にすえた対抗戦略の提示、オルタナティブな社会形成の構想が求められている。 

 本シンポジウムは、「社会的支援の社会学」の可能性について、複数の具体的テーマからアプローチする

ことを通して、上記の構想に資することを企図するものである。社会的支援（social support）という概

念が 1970年代のアメリカにおいて、疫学や地域精神医学の観点から、身体的・精神的健康に不可欠のも

のとして注目され、その後、多くの研究者によって体系化が図られ、また、様々な分野で実証研究が進め

られたことはよく知られている。さらに、社会的支援概念は、1990年代に Putnamによってその重要性

が指摘され、現在も幅広い分野で議論が展開される社会関係資本（social capital）概念とも交錯し得る。

相対的にミクロレベルの社会的支援論と、相対的にマクロレベルの社会関係資本論をつなぐ際、社会学的

テーマとしての制度化は、ひとつの重要な焦点となるだろう。 

 本シンポジウムの報告者は、浅利宙会員（広島大学）、速水聖子会員（山口大学）、山田陽子会員（広島

国際学院大学）の三名である。浅利会員には、「遺族支援」におけるピアサポート活動というテーマについ

て、保健医療福祉領域における専門職とピアサポートとの結びつき方、また、遺族団体による制度改正に

向けた提言活動等を報告していただく。速水会員には、これまで制度的な基準や法的根拠のない形で地域

ごとのニーズに応じた民間運動として展開してきた「学童保育」というテーマについて、法制化や制度化

が急速に進められようとしている状況が、これまでの学童保育の地域性や自律性にどのように影響し、子

育て支援をめぐる地域社会資源の連携や協働のあり方にどのような変容をもたらしているのかを報告して

いただく。山田会員には、「自殺」の医療化と社会保障というテーマについて、日本の労災保険制度におけ

る自殺の取り扱いの変化を整理し、自殺の社会的救済が医療化とリスク化を通して可能となっていること

を示したうえで、社会保障制度上の規定が自殺遺族による自殺の解釈や意味づけにどのように影響するの

か、また、企業や行政によるメンタルヘルス対策といかに関わるのかを報告していただく。 

 討論者は、江頭大蔵会員（広島大学）、三隅一人会員（九州大学）にお引き受けいただいた。司会は、コ

ーディネーターの矢原隆行が担当する。 

フロアの皆様とともに活発な論議ができることを期待したい。 

（コーディネーター：矢原隆行） 

 

 

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 73 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） 

  山口信枝（自宅） 稗島武（自宅） 桑原司（自宅） 東良太（自宅） 近藤功行（自宅）  

  大畠啓（職場） 河野次郎（職場） 山下亜紀子（職場） 池田(木村)亜希子（自宅） 

  中西吉則（自宅） 金子勇（職場） 菅野正之（自宅） 松本貴文（職場） 益田仁（自宅） 

  吉松摩理子（自宅） 佐々木陽子（自宅） 宮本結佳（自宅） 速水聖子（自宅） 

   

 

2．所属の変更（順不同） 

  澤田光 熊本県庁 

  東良太 アミタ持続研 

  大畠啓 長崎国際大学 

  河野次郎 宮崎県立宮崎病院精神医療センター 

  山下亜紀子 九州大学 

  金子勇 神戸学院大学 

  松本貴文 下関市立大学 

 

3．新入会員（順不同） 

  藤村美穂 （佐賀大学）   紹介者＝牧野厚史 

  王美玲 （台湾・淡江大学）   紹介者＝三浦典子 

  オキーフ・グレゴリー（九州大学）   紹介者＝三隅一人 

  アクスト・フローリアン・アレクサンダー （熊本大学） 紹介者＝松浦雄介 

  荘秀美 （台湾・東呉大学）   紹介者＝高野和良 

  高木健志 （山口県立大学）    紹介者＝高野和良 

  張乾坤 （九州大学）   紹介者＝高野和良 

  靍理恵子 （吉備国際大学）   紹介者＝徳野貞雄 

  佐藤亮子 （愛媛大学）   紹介者＝徳野貞雄 

  米田誠司 （愛媛大学）   紹介者＝徳野貞雄 

  山根亮子 （熊本大学）   紹介者＝徳野貞雄 

 

5．退会者（順不同） 

  李蔚 田村知子 須藤廣 山本賢治 バガダエワ・アネリ 福嶋祐平 尾崎妙華  

  シピローワ・アンナ 

 

6．転居先不明（順不同） 

  佐藤亜紀 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。 

 

加来和典（委員長） 山本努 叶堂隆三 桑畑洋一郎 坂口桂子 高野和良 松本貴文 山下亜紀子 

  

Ⅲ．会員異動（2014 年 10 月現在） 

Ⅳ．編集委員会からのお知らせ 
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佐賀大学農学部地域社会開発学コース 

藤村美穂 

 

 佐賀大学農学部は、旧来の農学部の専門の枠にとらわれず、「食となる生物」の生産から加工・消費に至

るまでの間を総合的に取り扱うことを特徴としています。すなわち、食物の生産や加工のための技術や知

識、流通システムだけではなく、それを生産し消費する人間やその生活環境についても研究を行っている

ことに特徴があります。したがって農学部を構成する専門分野も多様で、旧来の多くの農学部に見られた

研究分野に加えて、「社会系」と称されるような、地域研究を行う分野が集まった「地域社会開発学コース」

も存在します。農学部には、応用生物科学科、生物環境科学科、生命機能科学科の３つの学科があります

が、地域社会開発学コースはその中の生物環境科学科に属しており、旧来の農業経済学、農業経営学に、

生態人類学、地理学、人類生態学、農村社会学、島嶼地域研究などの専門分野が加わった合計７名（学部

6名、大学院７名）の教員によって構成され、１学年約 15～18名程度の学生が所属しています。 

 このようにコースには様々な分野の教員がいますが、「フィールドワーク（野外調査）に基づいた実証的

な教育研究」「地域に根差した研究」を共通目的としており、「フィールドワーク基礎演習」「アジア・フィ

ールドワーク」などの実習をはじめとするユニークなカリキュラムが組まれています。学生たちは、これ

らの科目のなかで佐賀やアジアの農村などを主とした地域研究の基礎的な技法を身に着けていきます。こ

れまで、「フィールドワーク基礎演習」は上級生のサポートのもと、コースの教員と 2 年生全員が佐賀の

農村や山村に合宿を行い、地域の生活を体験するとともに、地域との交流やフィールドワークの練習も行

う実習で、これまで神集島の漁村、吉野ヶ里町や厳木町の山村で実習を行ってきました。また、「アジア・

フィールドワーク」は、3 年生の選択科目として開講されており、これまで、教員の研究フィールドであ

るベトナム、ラオス、ミャンマー、韓国、インドネシアなどで 10日前後の実習を行ってきました。 

 3 年生からは、それぞれの専門分野を選択して分野に所属し、大学院生も含めたゼミに参加しながら卒

業論文に取り組んでいくことになります。学生のとりくむテーマは、農業後継者の問題や山村の過疎高齢

化、アジア途上国の健康問題、自然保護のまつわる地域の問題など多様です。希望する者は鹿児島大学連

合大学院農学研究科の博士課程に進むことも可能ですが、農学部のカリキュラムの中では、「社会系」のス

タッフも少なく、社会学（あるいは人類生態学、農業経済学など）の専門知識を系統的に習得していくこ

とが困難なこと、博士課程がないことなどから、研究者をめざす学生は少なく、それがコースの課題の一

つともなっています。コースのメンバーは、筍や山菜や芋など誰かが採集したり生産したものを肴に、ど

のようにすれば、各教員の研究やユニークな学生の育成ができるか、日々議論を重ねているところです。 

 

  

Ⅴ．研究室めぐり 
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資料① 『年報』12号(2014年 3月 31日発行)について 

  ・特集：福祉社会学の現在―福祉的行為の分析―（解題 1本、論文 3本） 

  ・特別部会報告：東日本大震災および福島原発事故に関する特別部会報告（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 5本 

 

資料② 平成 25(2013)年度 編集委員会決算 

 

資料③ 平成 25(2013)年度 西日本社会学会決算 

 

収入の部
2013年度
予算

学会誌売り上げ 40000

前年度繰り越し 195014

学会予算から繰り入れ 450000

利息 40

その他 0

収入合計 685054

支出の部
2013年度
予算

印刷費 350000

事務局通信費 20000

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 194054

支出合計 685054

450000

102

0

4月17日時点決算

57940

195014

703056

4月17日時点決算

345600

注記

35840

31870

投稿論文数が少なかったため

投稿論文数が少なかったため

240006

703056

注記

35000

1000

0

13740

予算 決算 備考

645,770 645,770

885,000 670,000 実績：64％（会員134名分）

0 5000

150 81

1000 4000 プログラム代

1,531,920 1,324,851

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

前日作業アルバイト代

事務局員交通費補助

理事会運営費 理事会準備費 70,000 17,511 交通費

通信費 90,000 75,733
年報12号、ニュース142号、143
号、144号、大会申込葉書代

印刷費 70,000 74,385 ニュース142-144号

事務・文具費 5,000 4,938

事務局手当 100,000 100,000

450,000 450,000

10000 10,000

その他 0 0

875,000 792,567

656,920 532,284

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

20,000 0

72回大会運営費
大会事務準備費 25,000 25,000

今年度支出小計

　　予備費（次年度持ち越し）

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

72回大会予備費

経常費

謝金など

Ⅶ．資料 
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資料④ 会計監査報告 
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資料⑤ 平成 26(2014)年度 西日本社会学会予算 

 

資料⑥ 平成 26(2014)年度 編集委員会予算 

 

  

予算 備考

532,284

895,000 85％（会員179名分）

100

1000 プログラム代

1,428,384

20,000

シンポジウム運営費 15,000

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145号-147号、学会誌

印刷費 70,000 ニュース145-147号

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

553,384　　予備費（次年度持ち越し）

その他

社会学系コンソーシアム年会費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

73回大会予備費

73回大会運営費
大会事務準備費 25,000

項目

収入の部

前年度繰越金

学会費

預金利息

その他

今年度収入総計

支出の部

理事会運営費

経常費

今年度支出小計

収入の部
2013年度
予算

2013年度
決算

2014年度
予算

学会誌売り上げ 40000 57940 40000

前年度繰り越し 195014 195014 240006

学会予算から繰り入れ 450000 450000 450000

利息 40 102 40

その他 0 0 0

収入合計 685054 703056 730046

支出の部
2013年度
予算

2013年度
決算

2014年度
予算

印刷費 350000 345600 350000

事務局通信費 20000 13740 20000

編集事務局運営費 45000 35840 45000

販売事務局運営費 40000 31870 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 194054 240006 239046

支出合計 685054 703056 730046

前年通り

積算根拠

積算根拠

前年通り

前年通り

前年通り

前年通り

前年通り
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＊ 2014 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。西日本社会学会では、

会則第 8 条において、「本会所定の会費を 3 年以上未納の会員は、原則として会員の資格を失う」と

しておりますので、何とぞ納入くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

＊ 次回大会より、大会会場における年会費納入受付を廃止いたします。今後は郵便振替をご利用いただ

き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 145 号をお届けします。今回は第 72 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、西南学院大学の佐々木武夫先

生、北垣徹先生ならびに西南学院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/

