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台湾における社会福祉施設のコンフリクトとその紛争解決システムに関する一考察 

 
林倖如（国立台湾海洋大学海洋法律研究所） 

 
 台湾では、NIMBY（Not in my back yard）といった用語は、生活環境へ迷惑・負担や住環境の悪化をも
たらす嫌な施設について、“公益の必要性があると認めるが、ただ、自らの居住地域には建てないでくれ！”
とった周辺住民の反対または反対行為の集団化現象を指す。これは主に原子力・火力発電所、空港、化
学工場、ごみ・廃棄物処理場、火葬場等嫌な施設を念頭に、1970年代後半から、設置・運営関係者側と
周辺住民等地域関係者との激しい対立や紛争を描く言葉として使われてきた。一方に、1980年代から経
済高度成長期に入った台湾でも社会福祉関係法制が整備し始まり、1980年心身障害者福祉法の制定・施
行によって、当時、数の少なかった知的・精神障害者等福祉施設や特殊教育学校が台北・高雄・台中市
内に建てられた。その後、90年代では、ノーマライゼーション理念を受けて、1997年に心身障害者保護
法の大改正があり、従来の施設入所から在宅福祉推進（福祉の民間委託・民営化）へ福祉政策の転換が
見られた。それにともなって地域における（小規模、地域福祉向け）福祉施設の急整備が都市部に集中
していっそう進んできた。こうした背景で、知的障害者や精神障害者あるいは HIV感染病患者等を利用
対象者とする社会福祉施設に関し、その設置・運営に際して何らかの理由で周辺住民・団体から様々な
反対が現れ、またそのなかに、激しい対立や紛争に至るまでになった事例が台湾の各大都市で噴出した。
こうした状況に対して、当時の主務省庁であった内政部が各地方自治体の社会福祉機関あてに 2004年福
祉施設コンフリクトに係る処理指針を発した。それは福祉施設コンフリクトに関して、所在地の地方福
祉機関は、人格権とその他権利利益被害を受けた心身障害者の申請を受け、被害の障害者に助言や法的
援護を提供すべき、また福祉施設コンフリクトの関係者（施設事業者・利用者と反対側の地域関係者等）
らに意見を聞き、相互の理解を求めてかかる対立の解消を努めることである。また、心身障害者権益保
護法および後天性免疫不全症候群の予防及び感染者権利保護に関する法律、両法律の 2007年改正によっ
て、前述したコンフリクトに係る紛争処理の責務、関係専門審議会の構成と審議手続等が法律で定めら
れ、また、差別禁止原則の確立と居住権等が明記されたことになった。よって、福祉施設のコンフリク
ト問題が徐々に沈静化した。 
 こうした台湾における福祉施設コンフリクトについて、いくつかの特徴がわかる。①知的・精神障害
者、HIV患者等特定利用者向けの福祉施設に集中したこと。②発生時点が事業計画（立地選定）、建設工
事、建物へ引越し、施設の運営開始にあること。③事前説明の不足のため、福祉施設の設置・運営へ住
民らの不信感が高まり、また、衛生環境、風紀・治安またはコンミュニティのイメージ・ダンあるいは
資産価値の下がりへの心配と偏見によって、生活環境「リスク」への誤解が深めること。また、それに
よって、④反対の地域関係者が、非合理的スピーチや文字標記による反対行為、物理的行為による利用
者通行妨害、ストーカー行為、行政庁へ苦情処理求め、退居求め訴訟など、過当の防衛行為をとるまで
に至ることは分かった。 
 本報告は上記の特徴を踏まえて、台湾で現れた福祉施設コンフリクト現象について今までの有名な事
例を紹介し、また、法学の視角から、かかる当事者間の紛争形態と原因を探りながら、今まで事後的権
利救済に中心を置いた法的紛争処理システムの問題点を指摘して、福祉施設コンフリクトへ積極的な対
応としては当事者間の信頼関係を築くことが紛争解決のカギの一つにあることを説き、より事前的紛争
解決のルートを模索してその法的方向性を提示するものである。  
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産廃誘致反対運動におけるレトリックの展開̶̶鹿児島県喜入地区を事例として 

 
日髙優介（鹿児島大学大学院） 

 
 我が国において、2011年の東日本大震災以降、コミュニティへの意識の高まりといった状況が存在する。
しかし、吉原（2013）が「「あったけど、なかった」コミュニティ」と指摘する地域社会における人びとの
繋がりに対するあり方や、小熊（2016）が指摘する地域社会を基盤とした社会課題へのアクセスが困難な
状況が存在する。そこで、本報告は 1993年から 1994年にかけて鹿児島県旧喜入町（現鹿児島市喜入）内
の瀬々串地区、生見地区の 2地区における産廃処分場誘致計画に対する住民の反対運動を題材に、地域に
おける社会問題がどのように地域課題として成立し展開したかを明らかにした。その際に、社会問題の構
築主義に依拠し，なかでも社会運動過程における「レトリック」に着目することで、地域住民による連帯
的な反対運動の過程を明らかにした。 
 この分析の中で、反対運動の展開過程における戦略として、①異なる住民（活動団体）との「接続」、②
それを可能にするレトリックの「抽象性」、③反対運動の「対象」が存在する。 
 1991年以降に造成された郊外団地に移り住んだ新住民が存在する瀬々串地区の事例からは、建設予定地
に隣接し、問題認識を有する新住民と、建設予定地からは比較的遠く問題として認識していない旧来から
の住民の分離状況が当初存在した。そのようななかで、瀬々串地区で反対運動を行う新住民は、「山間部の
新住民の在住集落から、沿岸部の旧来からの住民の在住する集落は川を通じて繋がっており、公害の可能
性は鹿児島湾全体に拡大する」というレトリックを使用することで、問題認識を共有することを可能にし、
連帯的反対運動へと拡大した。また、その際に町行政と密接な関係にあるが故に、反対の対象者を曖昧化
するレトリックが駆使された。対して、瀬々串地区の反対運動により新たな候補地として 1994年に選定さ
れた生見地区では、反対運動を展開するノウハウを有していなかった生見地区の反対運動家たちが、瀬々
串地区の反対運動と接続することにより、反対運動を展開することが可能となった。その際に用いられた
レトリックにおいて、反対の対象は町行政を主導する町長個人と誘致を推進する生見地区の公民館長個人
を具体的に定め、天然記念物であるメヒルギの群生地など具体的な保護対象が示されることにより反対運
動が展開された。また、1969年に操業を開始した世界最大の石油備蓄基地を有する喜入町において、備蓄
基地からの税収の恩恵の薄い生見地区では、反対運動のビラに記される「二十年も冷や飯喰わして，こん
どは泥靴で生見地区民を踏み潰し息の音も止めるのか，我々にも赤い血が流れている」という当該地区を
めぐる過去の状況に起因するレトリックを用いることで、反対運動を拡大した様子を捉える事ができる。 
 以上の分析から、地域課題についての社会運動の成立について、異なる社会運動のプロセスと「接続」
することによるネットワーク的連帯の可能性が確認できた。また、レトリックについての検討から，「抽象
性」と「対象」という観点から捉えられる社会運動が展開する戦略により、反対運動が展開、拡大される
可能性が確認できた。また、生見の過去についての語りに見られるように、地域的背景を実装するという
戦略を確認できた。 
 課題として、本報告で示した知見が、現代社会においてどのように適用できるかということ、また、抽
象性の延長線上に位置する「（意図的に）語られないレトリック」を構築主義においてどのように定置する
かという 2点が残された。 
 
参考文献 
赤川学，2012，『社会問題の社会学』弘文堂. 
小熊英二，2016，「波が寄せれば岩は沈む――福島原発事故後における社会運動の社会学的分析」『現代思

想』青土社 44(7)：206-233. 
Spector, M. & J. I. Kitsuse, 1977, Constructing Social Problems, Menlo Park.（=1990, 村上直之ほか訳『社会問題

の構築――ラベリング理論をこえて』マルジュ社．） 
吉原直樹，2013，「ポスト 3･11の地層から――いまコミュニティを問うことの意味」『コミュニティを再考

する』平凡社. 
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都市空間の再編成と住民参加̶̶跡地利用をめぐる議事録の分析 

 
髙嵜浩平（九州大学大学院） 

 
1．はじめに 
 本報告では、都市空間の再編成過程における地域住民の参加に着目して、「跡地利用」をめぐる議事録の
分析を行った。議論の場への住民の参加が形式的に達成されていたとしても、そこで地域住民の意向が十
分に取り入れられていないとすれば、住民参加が達成されているとは言い難い。本報告における分析では、
地域住民の代表の意見として出された提案がどの程度取り入れられているのか、取り入れられていないと
すればその要因はどこにあるのかに着目した。 
 
2．事例と分析対象 
 事例としたのは、福岡市東区箱崎地区の九州大学箱崎キャンパス跡地である。箱崎地区は、古くからの
門前町や宿場町として歴史的な色合いを強く持つ地域であるとともに、約 100年にわたって大学町として
発展してきた地域でもある。大学移転が決定してからは、交通の利便性などが注目され、経済界から再開
発の期待が高まっている。 
 本報告で主な分析対象としたのは、2012年 3月 25日～12月 15日に 5回にわたって行われた「九州大学
箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョン検討委員会」の議事録及び資料である。また、その後 2013年 7月 5
日～2018年 6月 26日に 14回にわたって行われた「箱崎キャンパス跡地利用協議会」の議事要旨や資料に
ついては参考資料として取り扱った。 
 なお、将来ビジョン検討委員会および跡地利用協議会には、地域住民の代表として「九大跡地利用 4校
区協議会」の代表者が出席している。4校区協議会による「九州大学移転跡地の利用に関する 4校区提案」
や 4校区代表により主張された要望が、将来ビジョン検討委員会のなかでどのように反映されているのか
を分析した。 
 
3．分析結果 
 将来ビジョン検討委員会では、跡地を売却して大学移転費用を捻出しなければならないという移転事業
の前提を優先して議論を進める委員と、売却以前に跡地の利用方針を定めなければ委員会を開催する必要
がないと主張する 4校区代表との対立が存在していた。また、そのような跡地売却の前提が、経済界や民
間事業者の意見に間接的に影響力を与えるとともに、4校区提案や 4校区代表の要望のうち、跡地の一体
的活用や現存の施設の最大限の活用、博物館等の大学の機能を一部残すことなどを受け入れられ難くして
いた。 
 また、4 校区提案の内容の中で『将来ビジョン』に文言として取り入れられた事項であっても、議論が
具体化していくなかで内容が最低限のものに縮小されていくような過程が読み取れた。たとえば、「防災」
という文言が掲げられていても、当初 4校区提案で求められていた防災ステーションのようなものから地
域の防災のための公園の活用などへと内容が変化しているような例である。表面的に地域住民の意見を取
り入れているように見える事項でも、住民参加が形骸化していないか、継続的に分析を進める必要がある
のではないだろうか。 
 
4．おわりに 
 本報告では 4校区協議会の提案や 4校区の代表者の主張を地域住民の意見として取り扱ったが、それら
が地域住民の意見をどのように反映しているのかについても検討が必要である。今後は地域の意思決定の
プロセスや多様性の確保にも着目していく必要があるだろう。 
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離島住民の地域意識と福祉意識の現状分析に向けて̶̶徳之島（伊仙町）での社会調査結果から 

 
高野和良（九州大学） 

 
1．報告の目的と背景 
 本報告では、鹿児島県大島郡伊仙町（徳之島）において伊仙町住民の生活構造の実態把握のために実施
した社会調査結果 1)をもとに、伊仙町住民の「死」に対する意識の実態を提示した。 
2．社会調査の概要 
 社会調査は、伊仙町役場の御協力を得て、住民基本台帳登載者からの無作為抽出で実施した。 
 調査の名称：「伊仙町における住みよい地域づくりアンケート」 
 実査時期：2018年 1月 30日～2月下旬 調査方法：郵送法 
 調査対象：鹿児島県大島郡伊仙町の 20歳以上住民 
 調査対象者数：2000人（2017年 12月住民基本台帳登載 20歳以上） 
 抽出方法：無作為抽出 回収数（回収率）：434人（21.7％） 
3．「死」に対する意識を検討する意味 
 自宅で、あるいは住み慣れた地域で最期を迎えたいと願う人々は少なくないが、実際には身体状況や生
活環境の変化とともに施設入所や入院などを行わざるをえず、自宅外で地域社会から切り離された形で死
を迎えるという現実がある。また、過疎高齢者に認められる、最期の時まで自宅で暮らしたいという意識
には、自分がやらなければ、家、農地、墓などを管理してくれる人は誰もいない、といった責任感や相続
に対する不安感が潜在している。 
 人々が死をどこで迎えたいと思い、死をどのように受け止めているのかに関する調査結果は、単なる個
人の願望を示すというよりも、人々の生活構造の変化に伴う、地域社会の持続性などへの評価も反映した
指標として捉えられるのではないか。そこで、本報告では、死に対する伊仙町住民の意識を確認し、こう
した意識が、年齢、家族構成、社会階層などといった生活構造に影響を与える変数とどのような関係にあ
るのかを簡単に確認した（紙幅の都合で、属性等との関係は本要旨では省略した）。 
4．「死」に対する意識 
 まず、「あなたは、最後の時をどこで迎えたいですか」と死を迎える場の希望を確認したところ「自宅」
（61.2％）がもっとも大きな割合となり、次いで「わからない」（19.9％）、「病院などの医療施設」（10.7％）
となったが、「あなたが年を重ねて、実際に最期を迎える場所はどこになるとお考えでしょうか」と尋ねた
ところ、「自宅」（38.2％）、「病院などの医療施設」（36.0％）となり、希望と異なる結果となった。 
 次に、「もしあなたが死んだら、あなたの魂はどこに行きますか」という質問に対する回答結果をみると、
もっとも多くの支持を集めたのは、「故郷の家や田んぼが見える山や川など自然と一体となって家族を見守
っていたい」であり、約 3 割（30.4％）であった。次いで、ほぼ同じ割合で「死後のことはあまり考えた
こともなくどうなるか分からない」が続いた（27.2％）。「わからない」という回答は約 2割（18.9％）、「人
間は死んだら何もなくなる」は 15.4％であった。 
 死を迎える場への希望と、実際に見込まれる死の場所とは異なる結果となった。このことは、死に至る
までの福祉・保健医療サービスの利用による移動を、多くの人が意識しており、地域社会で取り結んでき
た関係性が衰弱し、切断されていくこと、さらには、次の世代につなぐことを意識しながら行ってきた農
作業、家や受け継いできた墓の維持などが、自分自身の死によって崩れ、世代間の関係性が切断されてい
くこと、といった複数の関係性の維持が難しくなることを示していると思われる。 
 伊仙町は、合計特殊出生率が人口置換水準を持続的に上回っているにもかかわらず人口減少傾向にある。
出生数を上回る死亡数の増加と社会減の影響と思われるが、高齢化の進行に伴う死亡数の増加への対応を
めぐる検討は、今後の課題である。 
 
注 1)：調査は、2016年～18年度科学研究費補助金基盤研究（B）（JSPS科研費 16H03695 研究代表者：高野和良）の助成を
受けて実施した。                                   （引用・参考文献は省略）  
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離島における人口還流と住民の定住経歴の現状分析に向けて̶̶徳之島（伊仙町）での社会調査結果から 
 

山本努（熊本大学） 
 
 本報告は徳之島の人口還流・定住経歴と生きがい意識について、基礎集計に基づいて概況を示した。特
に徳之島の著しい特色について、ピックアップして、19の知見を示した（山本 2019; 山本・ミセルカ 2019）。 
 徳之島は人口還流（Uターン）が非常に多い社会である〈表１〉。7割弱（64.8％）の人々が人口還流を
経験している。ここから、徳之島を還流型社会と名付けておくのも意味あることだろう。また、徳之島は
土着型の定住経歴が多く、本土の過疎農山村にくらべて、土着的な社会である（＊土着の割合は表 1のU
ターンと土着の合計で測定）。つまり、徳之島は土着的な還流型社会である。これは、徳之島という島社会
が、還流を通して本土と連結して、土着的な島社会の構造を維持、再生産するという構図といえる。 
 
表 1 徳之島の定住経歴       ＊18歳以上がサンプル 
        度数（人） パーセント 
この地域の生まれで、ずっとここで暮らしている（土着）    72    17.6 
よその生まれだが、子供の時からずっと徳之島に住んでいる（土着）    9     2.2 
よその生まれだが、自分や家族の仕事の関係で転居してきた（仕事転入）  33     8.1 
よその生まれだが、結婚のために転居してきた（婚入）    22     5.4 
学校や就職で 2年以上よそに出たが徳之島に戻ってきた（Ｕターン）  265    64.8 
よその生まれだが、徳之島の良さにひかれて転入してきた（Iターン）    4     1.0 
その他           4     1.0 
 
 では、島に帰って来た人（人口Uターンしてきた人）はどのような経緯で戻ってきたのであろうか。そ
れをさぐるために、調査では「徳之島に帰ってこられる時、仕事のメドはたっていましたか」と尋ねてみ
た。ここから、以下の知見を得る。 
 「仕事のメドはたっていた」22.5％、「一応、メドは立っていた」19.4％で、4割（41.9％）の人は「仕事
のメド」あって帰ってきた。しかし、「メドがたっていない」が帰って来た人も 34.1％と少なくない。さら
には、「家族などいて、仕事あまり気にせず」帰ってきた人が 24.0％いる。「仕事のメド」がなくても、戻
って来ている人が 6割程度になる。つまり、人口還流には、仕事は重要だが、だからといって、仕事のメ
ドがすべてとはいえないことがわかる。 
 いいかえれば、土着的な人口還流型社会である徳之島は経済合理的行為のみからは説明がつけがたい。
それを支えるのは、社会学的要因が大きい。 
 本報告の詳細は下記にある。ご参照下されば有り難い。 
 
参考文献 
山本努（2019）「離島（徳之島）の人口還流・定住経歴と生きがい意識の基礎集計分析」高野和良研究代表

『「伊仙町生活構造分析調査」報告書 1』2016～18年科学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書 
研究課題番号 16H03695：22-29頁． 

山本努／ミセルカ・アントニア〈2019〉「過疎農山村生活選択論への接近」山本努編『地域社会学入門』学
文社：95-124頁． 
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福岡県における地方自治体のジェンダー政策̶̶男女共同参画推進体制の類型化 

 
坂無淳（福岡県立大学）・阪井裕一郎（福岡県立大学）・堤圭史郎（福岡県立大学） 

 
目的 
 本研究の目的は、福岡県における地方自治体（県と市区町村）のジェンダー政策の現状を整理すること
にある。福岡県は福岡・北九州・筑豊・筑後という生産基盤が異なる多様な地域を持ち、自治体の規模も
様々である。そのためジェンダー政策の推進度にも自治体の間の差が生み出されていることが予想され、
福岡県を事例として自治体の間の差に着目することで、日本のジェンダー政策を推進あるいは阻害する要
因を明らかにできると考えられる。さらに地方自治体は国の男女共同参画基本計画などにもとづき、多岐
にわたる施策・取組を進める必要がある。一方で自治体のジェンダー政策に関する資源には差異があるこ
とが予想される。市区町村の現状と、市民団体等のニーズを把握するとともに、ジェンダー政策の策定や
実行に学術研究に基づいた情報を提供する必要があると考えられる。 
 
方法 
本研究では大きく分けて2つの方法で研究を行なった。一つ目に『福岡県男女共同参画白書』のデータから
地方自治体単位の社会地図を作成した。具体的には、2013年度と2017年度について、事務所掌の所属、男
女共同参画・女性等を冠した専管課の有無、審議会等の委員・自治会長・課長相当職以上総数に占める女
性比率などである。二つ目に福岡県内の自治体のジェンダー政策について、行政への聞き取りやイベント
参加などで調査を行った。具体的には福岡県男女共同参画センター（あすばる）、田川市男女共同参画セ
ンター（ゆめっせ）、北九州市立男女共同参画センター（ムーブ）での調査を行なった。 
 
結果と考察 
上記の社会地図の作成により福岡県全体を見渡すことで、市区町村ごとのジェンダー平等に関する推進体
制や推進度の差異が明白になった。また、インタビュー調査をもとに以下の3点を指摘した。一つ目に地元
の女性の運動が男女共同参画政策の推進において重要な役割を担ってきたことが指摘できる。しかし、担
い手の高齢化の問題があり、運動をいかに継承していくかが草の根レベルでの課題の一つと言えよう。二
つ目に、県と北九州市や福岡市など政令指定都市、政令指定都市同士や政令指定都市と隣接自治体、市町
村同士の連携は少ない。男女共同参画推進の自治体格差の低減において、自治体連携によって克服できる
回路を検討していく必要がある。三つ目に、規模が小さい自治体は、他業務と併せて男女共同参画を担当
する傾向にあり、人的、予算的資源が乏しい。その点においても、先述の他自治体との連携がカギとなる
と思われる。 
 
付記：本研究は、福岡県立大学平成30年度研究奨励交付金（プロジェクト研究 COC研究）「福岡県にお
けるジェンダー平等・ダイバーシティ実現の現状と政策的課題」（坂無淳・阪井裕一郎・堤圭史郎・平成
30年7月～令和2年3月）を受けたものです。 
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外国人非集住自治体の事例としての熊本市の多文化共生 
 

アクスト・フローリアン（熊本大学大学院） 
 
 本報告では、熊本市を例として外国人非集住自治体における多文化共生に関連するアクターと重要な要
因を示し、どのような進展がなされてきたかを分析するために論じた。 
 総務省は 2006年に、各地方自治体による外国人住民への多文化共生政策進展に鑑み、「地域における多
文化共生推進プラン」を施行し、地域の多文化共生の施策を全ての地方自治体へ策定するよう指示した。
梶田（2005）は多文化共生が統合への文化的アプローチであり、政治経済的領域での格差解消を重視して
いないことを指摘した。さらに、外国人政策の構想において経路依存が強く作用したと主張した。ポール・
ピアソン（2004）によると経路依存は正のフィードバック（ないしは自己強化）によって歴史的発展パタ
ーンに分岐を生じ、特定の方向に進むにつれて、その経路を覆すことは困難とされている。 
 外国人住民における統合政策を促進する最も重要な要因は、「外国人住民の数の多さ」と「集住の形成」
の二つが挙げられる。このことにより地方自治体間における統合政策の進展には、大きな格差が生じてい
る。外国人非集住自治体には「外国人住民」が行政に対して多文化共生を促進するファクターになりにく
い。 
 在留外国人における統計を見ると、日本全国の比率（2.1％）に対して熊本市の比率は 0.8％であり、非
集住自治体といえよう。熊本市の在留外国人は国籍別に 4 つの大きなグループに分けられる。1. 中国人
（36.6%）、2. ベトナム人（12.3%）、3. 韓国人（10.4%）と 4. フィリピン人（10.2%）。在留資格に関して
は、特別永住者・永住者・日本人配偶者等を含む長期滞在者（44.7%）が過半数を占め、残りを留学生（21.7%）
と技能実習生（11.2%）が占めている。特別永住者を除いて、在留外国人のほとんどがニューカマーであ
る（95％）。市全体は非集住として類化するが、マイクロレベルにおいては、わずかながら集住が形成され
ている地区がある。 
 熊本市は 2010年に「熊本市国際化指針」を策定し、公的に多文化共生を取り入れた。総務省の指示を受
けただけでなく、熊本市が当時置かれた状況をもとに策定が促進された。近年、外国人住民の比率が増加
してきた一方で、熊本市は 2005年からの国際化に関する予算が厳しい状況にあった。熊本市議会等は、熊
本市行政に対して、実利に基づいた地域の経済活性化につながるような国際化政策を求めてきた。また
2011 年の九州新幹線開業に伴い増加傾向にあった外国人観光客はさらに増えると予測されていた。2012
年には政令指定都市の実現に向けた熊本市が「世界に開かれた活力ある都市を目指して」というキャッチ
フレーズのもと国際的な都市づくりを行った。とりわけ、多文化共生に直接的な関連要因である「総務省
の圧力」や「外国人住民の増加」という視点の他に、経済や政治的に要因があったとされる。しかし、国
の国際化の経路依存が作用することによって、多文化共生を「国際化」の枠組みの中に位置付け、担当部
署は組織構造として「国際交流」と「多文化共生」の両方を受け持つことになった。 
 多文化共生を促進する最も重要なアクターは、行政ないしは国際課であり、取り組みの内容に関しては、
総務省の「多文化共生プラン」におおよそ従ったことが挙げられる。行政内での役割分担が定まり、国際
課は取り組みを策定している。財団法人熊本市国際交流振興事業団（KIF）はその取り組みを具体的に実
施している。さらに、多文化共生事業の実施において KIFは、人手不足の解消のためにかなりの数のボラ
ンティア、NGOや NPOに頼っている。 
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Employment Quota System Policy for the Disabled in Taiwan: Perspective of the UNCRPD 

 
Yi - Chun Chou 

Professor, Department of Sociology, Soochow University, Taiwan 
 

The employment quota system for persons with disabilities is a fixed ratio which is made by the government. 
This ratio is the number of persons with disabilities that must be hired within both the public and private sectors. 
Germany was the first country to implement the quota system in 1919. The quota system was implemented in Taiwan, 
while revising the "Handicap Services Act", in 1990. The employment quota system has been implemented for nearly 
30 years. This quota system is often regarded as preferential treatment for assisting the disabled entering the labor 
market. However, many researchers have recently started criticizing on the quota system. They regard the 
employment opportunities disabled persons get through the quota system as being due to their disabilities but not 
their capacities. The quota system could sometimes be seen as discrimination, because the disabled are regarded as 
weak individuals who need protection and they are not able to compete with non-disabled persons. The United 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by UN was adopted in 2006 and the core value of this 
convention is anti-discrimination. Although Taiwan is not a member of the United Nations, the "Law on the 
Implementation of the Convention on the Rights of the Human Rights and Disabilities" was passed in the Legislative 
Yuan in 2014 due to the advocacy of many disability groups. The government finished the state report in 2016, then 
the CRPD international review committee (IRC) came to review the state report at the end of 2017. The IRC has 
mentioned that the Taiwanese government should use affirmative action to replace the quota system. This paper 
explores how the CRPD represents the rights method, evaluates the quota system and analyzes the challenges and 
possible solutions of the current employment quota system for persons with disabilities in Taiwan. 
 
Key words: quota system, rights method, disability, CRPD 
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「発達障害」をめぐる現代的問題へのシンボリック相互作用論からのアプローチ 
 

伊藤慎吾（鹿児島大学大学院） 
 
1．研究目的 
 発達障害者支援法が施行（2005）されたことにより、社会的に「発達障害」が認知され、教育現場にお
いても、その障害に対する共通の見解が持たれるようになった。同法の整備、それに続く学校教育法の改
正（2007）により、教育現場では「落ち着きのない子」「少し変わった子」として指導の対象とされてき
た児童生徒は、従来から特別支援教育の対象とされてきた子どもに加えて、「発達障害がある子ども」と
して新たなカテゴリーに分類され、特別支援教育の対象に加えられた。これ以降、当該生徒に対する支援
をめぐる多くの研究が蓄積されている。そこで、本研究では、「教員－保護者」間の連携の重要性が指摘
されながらも、連携ができていない、両者のコミュニケーションに困難な状況があるという現状を問題と
して捉え、その問題を解決する前段階として、課題を抱えている「連携」の内実を明らかにすることを目
的としている。 
2．研究方法 
 本研究では、上記の目的のために、発達障害がある児童生徒の保護者から得られた語りを、シンボリッ
ク相互作用論の系譜に位置するトーマス・シェフの「合意論」を用いて、モデル化し齟齬の内実の解明を
試みる。対象者は Y県 Y市で活動する「保護者の会」に参加する保護者であり、2019年 3月に半構造化
インタビューを行った。なお、事前に研究の目的と趣旨を説明し個人が特定されないことを条件に調査協
力の許諾を得ている。全 9名の語りを得ており、本報告においては時間の制約上 2名（以下表-1参照）の
語りについて分析を試みた。 

表-1 調査対象者属性 
 現在の子どもの学年・学級 診断名 

保護者 A 20代（既卒） AADD（注意欠陥性障害）・ASD 
保護者 B 中学 2年生・特別支援学級 ADHD・ASD 

3.考察 
 事例 1（保護者Ａ）、事例 2（保護者Ｂ）からまず、第一の「子どもをめぐる問題がある」という課題に
ついては両事例から同じモデルが示された。すなわち、保護者・教員共にその課題に対して理解・認識が
生じ、合意に至っている状態である。次の第二の「子どもの特性を踏まえた上での支援の必要性」という
課題に対しては異なるモデルが示された。事例 2からは教員側が「保護者が自身（教員）に求めている」
ことを教員側が把握できていない状態を捉えることができた。その結果、事例１においては保護者・教員
は望ましいと想定される連携が可能となっている。対して、事例 2は「不同意」が生じ、その後の課題に
対しても「同意」に至っていないと言える。そうした理由により保護者と教員が連携を行うことが困難と
なっていると推測できる。以上の事例検討から、「連携」に困難がある場合について、教員側が親の求め
る子どもの特性を把握できていないという可能性が浮かび上がる。それはすなわち、支援の初期段階にお
いて教員が「考慮の考慮」を適切に出来ていないと推測できる。そのため双方の合意に基づく支援体制を
成り立たせるためには、教員側の状況認識の変化こそが必要となるというポイントを確認し得る。 
4.今後の課題 
 本研究は保護者側からの聞き取りをもとに事例検討を行っているため、同様に教員側からの聞き取りも
行い、事例検討する必要がある。また、その際に「保護者－教員」間の関係性のみならず、他のアクター
との相互作用からの影響も検討する必要がある。 
参考文献 
伊藤勇・徳川直人編，2002，『相互行為の社会心理学』北樹出版． 
桑原司，2012，「シンボリック相互作用論の方法論的立場」『経済学論集』79: 19-32. 
Blumer, H. G., 1969, Symbolic Interactionism, Prentice-Hall.（後藤将之訳，1991，『シンボリック相互作用論』

勁草書房．） 
Scheff, T. J., 1967, “Toward a Sociological Model of Consensus,” American Sociological Review, 32(1): 32-46.  



 

 西日本社会学会 第 77回大会（佐賀大学）自由報告要旨            

自由報告（2） 

10 

 
「障害」「障がい」混在使用の現状認識の必要性̶̶定款・学術用語としての「障害」記載を考える視点 
 

近藤功行（沖縄キリスト教学院大学） 
 
目的 
 「障害」本用語は、定款また学術用語においてこの表記のまま取り扱われる。昨今、「障がい」記載が新
聞紙上などでも多くなった。自治体担当課も「障がい」記載も出てきて、現在、混在状況にある。こうし
た記載をめぐる動きは、2010 年頃から起こっている。背景として、「害」の文字または「障害」の言葉が
持つイメージに対するささやかな抵抗が「がい」の言葉を使用する背景にあると考えられる。医療系の学
生に対する調査では偏りが生じるため、既成概念が根付く前の障害者に関する教育を受けていない状況で
調査が良いと判断した。アンケート内容に関する背景を与えず、しかも、第 1回～第 5回まで小出しにア
ンケートを行ってみる中で、記載された内容を分析する。 
 
方法 
 01)2019年 3月期、学生対象の質問票を作成、アンケートは、次の通りである。「第 1回：「害」の文字
から受けるイメージを答えて下さい。ここでイメージとしての言葉を使用したことには、辞書的な意味に
とらわれないことを期待しているからです。従って、感覚的なものとか具体的なものとか、こうした概念
にしばられることなく、回答して下さい。自分に向かってくる感覚や自分から出ていく感覚、自分のまわ
りに存在している感覚など、いろいろな観点から、発想豊かな回答をして下さってかまいません。 第 2
回：「障害」、この言葉から受けるイメージを答えて下さい（①）。前回と同様に、固定概念にとらわれずに
回答して下さい。その言葉に対して、どのような意識や感覚を持っていますか（②）。また、自分にふりか
かってきた場合や他人にふりかかってきた場合に、どのように対処しようとしますか（③）。①②③の内容
に触れた回答にして下さい。 第 3回：「障がい者」、この言葉から受けるイメージを答えて下さい。→① 
これまでと同様に固定概念にとらわれずに、回答して下さい。自分自身が該当者であった場合、身近な人
が該当者であった場合、直接関係のない人が該当者であった場合で、受けるイメージや行動に違いが生じ
ますか。→② 第 4回：「障がい者」と「障害者」とでは、文字から受けるイメージに違いはありますか。
もし、違いがあるとしたら、どのような違いですか。 第 5回：「障がい者」を他の言葉で表すとしたら、
どのような言葉が適切と思われますか。その理由はどのようなものですか。」、である。分析にあたって、
内容が欠けているデータの組があっても、全体のデータ数が多いほどよいため、完結したデータで見てゆ
く。 
 02)新聞記事における「障害」「障がい」記載記事の収集 
 03)府省庁障害者雇用水増し問題―民間企業勤務者から見たコメント― 
 04)佐賀県庁・佐賀市役所・佐賀新聞社、愛媛県庁・松山市役所・愛媛新聞社宛、質問票の送付、である。 
 
結果及び考察 
 「01)」の学生対象アンケート調査から、ここを主体に報告した。「障害者」を「障がい者」へと表記変
更を行っても、「害」の持つイメージはあまり緩和されないと考えられる。「障害者」とする言葉は、「障害」
を持つ人という意味だけでなく、「害」をもたらす人とする意味で捉えている人がいた。これらの問題を解
決するには、教育を見直す必要がある。すなわち、義務教育において適切な人権教育が行われることが望
まれる。また、差別をなくす環境整備をせずに、差別用語を撲滅したため、対象そのものを表す言葉自体
が差別用語として使用されることになった点についても触れた。本質的に「害」の文字の持つイメージを
払拭したいのであれば、これは教育の問題であると推測される。障害者教育、人権教育を充実して行うこ
とにより、「害」の文字が与えるイメージそのものを緩和するしか手だてはないと考えられた。 
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台湾におけるコミュニティ・ソーシャルワーカーの役割についての一考察 

̶̶社区発展協会の事例をとおして1) 
 

謝雨璇（台湾東呉大学大学院）・莊秀美（台湾東呉大学） 
 
 台湾では、1990年代からのグローバル化により、新自由主義意識が高まり、経済、社会構成、および国
民の生活様式が変化し、ホームレスの増加、青少年犯罪率の上昇など様々な社会問題が生じてきた。それ
らの問題に対応するには、コミュニティをベースとする「地域発展」の方向性が再び重視されるようにな
り、様々な関連政策によって推進されてきた。 
 1991年にコミュニティ発展工作綱要を修正、コミュニティ理事会（行政機関指定）が社区発展協会（人
民団体）へ変更した。この社区発展協会は属性が非営利団体であり、主な役割は社区発展の促進、住民福
祉の増進、安心的で団結互助の現代社会の構築などを推進することである。社区発展協会に配置されてい
るソーシャルワーカーが取り関わる業務は、文書作成、地域発展に関する企画への参加と支援、地域支援
の連携、地域団体との協力などであり、仲間団体の連結、文書作成・行政連絡、サービス調整、地域アセ
スメント企画など、地域資源の連携、権利擁護の実践行動、政策検討などの知能が求められているが、実
際には、業務推進に様々な困難に直面している。主に以下である。 

(1) 専門職が不十分であるため、チームワークが困難であること。 
(2) 理事と監事との意見は凝集性が不十分であり、派閥闘争が深刻化すること。 
(3) 期待される役割とソーシャルワークの理念にはギャップがあること。 
(4) 経費の補助には持続性が欠けていること、経費の配分が遅いこと。 
(5) 経費補助機関と実施機関の間に不信感が存在したり、協働関係が破壊されやすいこと。 
(6) 現代社会では、住民関係が非常に疎外しているため、繋ぐことは容易ではないこと。 

 
 それらの状況を改善するには、以下の提言が提出されている。 

(1) コミュニティの業務量が増大であり、ソーシャルワーカーを増やす必要性があること。 
(2) 関連人材支援措置が必要であること。 
(3) ソーシャルワーカーの専門知能を強化するトレンニングを取り入れること。 
(4) 行政機関における部門間の資源統合プラットフォームを構築し、専門家を導入すること。 
(5) ソーシャルワーカーの養成を重視し、関連課程を取り入れること。 
(6) 地域問題の解決に向かい、独立型社会福祉士の導入が試行されること。 

 
 キーワード：地域福祉、ソーシャルワーカー、コミュニティ 
 
1) 本報告は、以下の研究成果の一部基づいて再構成、加筆したものである。 

(1) 「コミュニティソーシャルワーカーの位置づけと役割：北台湾の社区発展協会の事例研究」修士論文研究構想（研
究者：謝雨璇）。 
(2) 2016～2019年台湾科技部補助研究『整合性社區照顧體系的建構與實踐之研究：台・日比較分析』（研究代表者：荘秀
美）。 
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台湾におけるホームヘルパーの労働負担軽減策の検討1) 

 
許宇葳（台湾東呉大学大学院）・莊秀美（台湾東呉大学） 

 
 台湾では、介護ニーズの増加とともに、「aging in place」理念の普遍化を加え、在宅介護の推進が求め
られてきている。在宅介護は1990年代のサービス導入期や制度形成期を経て、2000年ごろサービス拡大期
に到達した。 
 在宅介護サービスを担っているホームヘルパーは、離職率の高さと人材確保の困難な状況はずっと問題
視され、それらの問題の要因としての労働条件に多くの関心を集めっている。台湾では、ホームヘルパー
は、施設の介護員を選択する傾向がある高離職率の原因は、被介護者との緊密関係がストレス、仕事の範
囲が明確でないこと、走り回ることがきついこと、非定型雇用関係、高難度、低賃金、低支援などがあげ
られている。 
 これまでには、ホームヘルパーの労働負担軽減と保護に関する措置として、給与の昇給を推進すること、
サービス対象による給付加算、介護技能の訓練を強化すること、介護機器の導入することなどが進められ
ているが、ほとんどが受動的な支援であると言わざるを得ない。また、管理者と労働者の両方とも労働権
保護の意識を欠け、労働職業災害補償システムと労働者の実際の傷害状況との間にはギャップが存在して
いるため、政策の推進と計画は高地に留まり、実際の労働負担の軽減は限られている。それに対して、以
下の提言が提出されている。 

(1) ホームヘルパーに対する合理的な給与条件を構築すること。 
(2) ホームヘルパーの介護技能を向上させること。 
(3) ホームヘルパーに介護機器に対する認識を強化し、介護機器を提供すること。 
(4) 人為的妨害予防計画の実施を徹底すること。 
(5) サービス提供前に様々なリスク安全性をチエックすること。 
(6) 雇用主とホームヘルパーに労働災害防止関連知識を強化すること。 

 
キーワード：在宅介護、ホームヘルパー、介護政策 
 
1) 本報告は、以下の研究成果の一部基づいて再構成、加筆したものである。 

(1) 「ホームヘルパーの労働負担軽減策に関する研究」修士論文研究構想（研究者：許宇葳）。 
(2) 2016～2019年台湾科技部補助研究『整合性社區照顧體系的建構與實踐之研究：台・日比較分析』（研究代表者：荘秀
美）。 
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台湾の家族介護者福祉関連問題̶̶家族政策の観点に基づいて1) 

 
彭姿瑜（台湾東呉大学大学院）・莊秀美（台湾東呉大学） 

 
 本報告は、台湾における家族介護者の現状と家族介護者支援の必要性についてまとめ、家族介護者支援
策の方向性について考察する。少子高齢社会である台湾では、76万人要介護者の中で、半分以上は家族の
介護によって支えられている状況が明らかになり、家族介護者の負担軽減策が必要だと考えられる。 
 現段階では、家族介護者支援策は、訪問介護などの介護サービスの提供、介護技術指導員サービスなど
の心理及び教育支援、中低所得家庭の家族介護者特別介護手当などの経済的支援、就職支援が実施されて
いるが、現在に至るまで「介護サービスの提供」を除けばほかのサービスは低率で分散している状態が続
いており、家族介護者の生活をトータルで支援するための視点からの制度構築が求められている。 
 家族介護者の支援策を考えるには、家族政策そのものに立ち戻らなければならね、高齢者介護を家族政
策に組み入れ検討する必要があり、以下の提言が提出されている。 

(1) 家族介護者への経済的支援はまだ不十分であり、その分を検討し、補助額を増やすこと。 
(2) 家族介護者が職場に戻り、家族介護休暇の基準と日数を緩和することで、家族介護者の労働権を
保護すること。 
(3) ハイリスクの家族介護者に予防支援施策を取り入れると同時に、家族介護教育支援セミナーや介
護コースの提供で、被介護者の安全を擁護すると共に家族介護者の権利を保障すること。 
(4) 男女共同参画の概念を強化し、家族介護に対する共通の責任を提唱し、そして家族介護者の介護
負担を軽減し、真の男女共同参画を実現すること。 
(5) 家族介護者を支援するための介護サービスを増かし、その利用条件を緩和し、より多くの家族介
護者により多くの保障をもたらすこと。 

 
キーワード：高齢者政策、家族介護者、家族政策 
 
1) 本報告は、以下の研究成果の一部基づいて再構成、加筆したものである。 

(1) 「台湾の家族介護者福祉関連問題̶家族政策の観点に基づいて」修士論文研究構想、研究者：彭姿瑜。 
(2) 2016～2019年台湾科技部補助研究『地域包括ケアシステムの構築と実践に関する研究：台湾と日本との比較分析』（研
究代表者：荘秀美）。 
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若者が就労を通じた社会的包摂を目指すことの意味 

̶̶地域若者サポートステーション事業卒業生の語りから 
 

金本佑太（九州大学大学院） 
 
 本報告では、若者就労支援事業の 1つである地域若者サポートステーション（以下、サポステ）事業を
利用して就労を達成した若者（以下、サポステ卒業生）を対象に、彼らの就労困難から就労達成、そして
現在に至るプロセスや意識の変化に着目した。そこから、就労を通じた社会的包摂の達成における、若者
就労支援事業の持つ機能を検討した。さらに、そうした就労支援事業の利用が、若者自身によってどう意
味づけられ、現在の生活や今後の展望に影響を与えているのかについても検討した。 
 現代社会は、新自由主義的な制度や規範が支配的である。そこでは競争により社会を発展させること、
そのために人々は経済的に自立し、労働参加することが重要視されている。しかし、就労困難な経験を持
つ若者が就労を通じた社会的包摂を目指したとしても、日本の教育・雇用構造のもとでは、彼らは不安定
就労の労働力にあてがわれる可能性がある。 
 そのため、近年、若者の就労に関しては、就労困難な若者に対する福祉的就労の意義や、就労支援事業
等の福祉サービスをそれぞれの生活状況に沿って利用するため、何らかの所得保障の必要性が指摘されて
いる。 
 これらの先行研究は、賃労働・経済自立至上主義的な価値や規範から「どのように距離を取れるか」と
いう視点の重要性を指摘している。そうした視点が、サポステ卒業生やサポステ事業の支援のなかにどう
活かされているのかにも着目し、サポステ卒業生のプロセスを検討した。そこから、就労を通じた若者の
社会的包摂の方法論について考察した。 
 今回対象としたサポステ卒業生は 3 人であった。彼らは NPO 法人ワーカーズコープの運営する岡山サ
ポステを利用し、就労を達成した若者である。彼らは一旦就労を達成したものの、正規雇用やさらなるキ
ャリアアップを目指して、あるいは日々の仕事における相談等のために継続的・断続的にサポステを利用
し続けている。 
 今回、彼らの就労困難から就労達成、そして現在に至るまでのプロセスから、以下の点が明らかとなっ
た。それは、就労困難の契機や状況等に差異はあるが、無業状態において強く就労・経済自立に価値を置
いていた若者が、サポステ事業を利用して就労を達成することで、「今後も何かあれば周りを頼りながら
やっていけば何とかなる」という意識を持つようになったことである。彼らは働き始めた後もサポステと
連絡を取りながら、そうした意識を、自らのペースで実践している。 
 そうした調査結果を踏まえると、就労を通じた社会的包摂の達成においては、自らを支えてくれる「他
者の存在」、そうした他者を頼ることを受け入れる「被支援の受容」、それらを通じて、再び就労困難に
陥らないように適切なサポート源とつながりながら働くという「緩やかな就労」が重要であることが示唆
された。社会的包摂は、「排除から包摂へ」という直線的なものではなく、排除へと転化しそうな状況を
常に抑制し続けるプロセスである（樋口 2004）という。今回の事例は、そのための方法論を実証的に提示
したものとして位置づけられる。そして、今後も彼らの就労・生活状況を継続的に追いかけ、社会的包摂
の達成のために必要な条件を検討していきたい。 
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生活困窮者への伴走型支援と参加包摂型地域社会の形成 

 
稲月正（北九州市立大学） 

 
 生活困窮者支援には、①「個人・家族」への個別支援と②生活困窮を生まない「地域」の形成といった
2 つのベクトルがある。本報告の目的は、①「個人・家族」と「地域」という、この両局面への働きかけ
を一体的に扱える理論として都市社会学系の生活構造論と生活様式論を位置づけるととともに、②包括的
であるが故に曖昧さも持ちやすい「地域づくり」の概念を明確にすることを目的としている。 
まず、第 1 の目的について本報告の主張は以下の通りである。森岡淸志［1984:85-93］によれば、生活の
営みとは「諸個人が連続的に生起する生活問題を短期的・長期的に解決・処理する過程」である。その上
で森岡は「都市的生活構造」を「都市住民が、自己の生活目標と価値体系に照らして社会財を整序し、そ
れによって生活問題を解決・処理する、相対的に安定したパターン」と概念化した。ポイントは「社会財
の主体的整序」である。それは社会参加によって可能となる。生活困窮者支援は、困窮当事者に伴走しコ
ミュニケーションをとりながら社会参加を促し社会財の整序を支援する。そして最終的には、困窮当事者
が主体的に社会財の整序を行えるような社会参加パターンの形成を図る。「個人・家族」への生活困窮者支
援は、そうした「自立型生活構造」の形成支援と位置づけられる。他方、生活問題（本報告では地域の生
活困窮化）の処理を地域の側からみるのが生活様式論である。森岡［1984:93-8］によれば、「生活様式」
とは「地域社会における生活問題の共同処理システム」である。それは理念型としては、生活問題を「専
門的処理機関」と「相互扶助」によって解決するシステムに区分される。このように、社会財・社会資源
の処理という観点から生活問題を考える都市社会学系（森岡）の生活構造論と生活様式論を援用すること
によって、生活困窮者支援における困窮当事者（個人・家族）への支援と参加包摂型地域の形成とを一体
的に理論化することが可能であると考えた。 
次いで、第 2の目的についてである。上記の生活様式論の観点からは、「地域づくり」（参加包摂型地域の
形成）とは、フォーマル－インフォーマルな社会資源の連携によって生活問題を集合的に処理するシステ
ム形成として把握できる。本報告では、それを生活問題処理の福祉多元社会的最適化に向けた社会資源の
創出とネットワーク化と考える。つまり、地域の中に生活困窮問題に対応する専門処理機関システムと相
互扶助システムをつくり、つなげ、コーディネートしていくことである（下図）。そして、その空間的範域、
機能、主体を、下表のように整理した。 

文献 森岡淸志,1984,「都市的生活構造論」,『現代社会学 18』,アカデミア出版会． 
 

福祉事務所CW

NPO

課題発見・つなぎの
ネットワーク
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児童相談所

ハローワーク

医療・福祉
施設

協
力
企
業

地域づくり：「発見」「受け皿」
「コーディネート」の構築

地域づくり：「発見」「受け皿」「コーディネート」のネット構築

ネットワークＡ
（互助）

ネットワークＢ
（協助）

ネットワークＣ
（公助・協助）

範囲
町内（小学校
区）・近隣

近隣～市区町
村

市区町村

機能
発見、居場所、
見守り、つなぎ

プランニング、
コーディネート

福祉、雇用、教
育等に関する
サービス提供

主体

自治会、まちづく
り協議会、学
校、ボランティ
ア、NPOなど

NPO、公的機関
（地域包括、相
談支援事業所）
など

NPO、公的機
関、生協、民間
企業、社会的企
業など

※生活課題の解決方法には「自助（個人、世帯、家族）」もある。
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標本の大きさが有意性に与える影響 

 
鈴木譲（九州大学名誉教授） 

 
 この報告では、統計的仮説検定において標本の大きさが有意性に及ぼす影響について論じた。多くの文
献には、標本の大きさ（サンプルサイズ）を大きくすれば有意になりやすくなるという記述があるが、こ
の議論には問題がある。現在の議論を要約すれば、次の通りである。標本の大きさ nが増加すれば、帰無
仮説を仮定した標本平均分布の分散は小さくなる。従って、n が大きくなれば、与えられた有意水準に対
応する棄却領域が広くなる。この結果、分布平均に比較的近い値で、n が小さい時には棄却域には入らず
有意ではなかった値も、nが大きくなれば棄却域に入り有意となる。 
 しかしこの論理には問題がある。この論理では、すでに選ばれた標本の平均値 x が、n が大きくなれば
棄却域に入りやすくなる、と論じている。しかし、選ばれた標本の平均値は、当然ある大きさの標本から
の値であり、それを後から別の大きさの標本の平均と見なして比較しても意味はない。言うまでもなく、
標本抽出をしてから nを変えることはできず、あらかじめ nを大きくして標本抽出をするわけである。標
本の大きさが変われば、標本平均の分布も変わり、どのような値がどれくらいの確率で発生するかも当然
変わってくる。 
 言うまでもなく帰無仮説が真であるかどうかは分からない。従って、実際に標本抽出をした場合に、ど
のような値がどのような確率で発生するかは、帰無仮説を前提とした標本平均の分布で考えても意味がな
く、母平均にもとづく分布で考えなくてはならない。 
 本報告では、具体例として十分大きい母集団の身長分布を考えた。母集団の平均が 170、標準偏差が 30
であるとし、母集団の平均は未知であるが、母集団の標準偏差は既知とし、有意水準を 5%、帰無仮説を
H0：μ=168とした。 
 ここで、標本の大きさを 100から 200に増やすと、この帰無仮説が両側検定で 5%有意となる確率、つ
まり、この帰無仮説を両側検定で有意差 5%で棄却できる確率は、10.23%から 15.64%に増加する。すなわ
ち、この場合には、標本を大きくした方が、5%有意になりやすくなる。ただ、下側と上側での 2.5%片側
検定を見ると、下側は確率値が 0.43%から 0.18%に減少しているのに対し、上側では 9.80%から 15.45%に
増加している。 
 これは、帰無仮説で設定した値が母平均よりも小さい場合であるが、母平均よりも大きい値を設定した
具体例についても報告した。たとえば帰無仮説を H0：μ=171とすると、標本の大きさを 100から 200に
増やした場合、この帰無仮説が両側検定で 5%有意となる確率は、6.28%から 7.58%に増加する。すなわち、
この場合にも標本を大きくした方が、5%有意になりやすくなる。ただ、下側と上側での 2.5%片側検定を
見ると、先ほどとは逆に、下側は確率値が 5.19%から 6.83%に増加しているのに対し、上側では 1.09%か
ら 0.75%に減少している。 
 このように、標本を大きくすると、5%両側検定で有意になる確率は増加するが、詳しく見ると、片側検
定については増加と減少が混在しており、混在の仕方は帰無仮説で設定した値と母平均との大小関係に依
存する。明らかに、有意になる確率が増加するのは、現在流布している議論のように単純に棄却領域が広
くなることが理由ではない。有意になる確率を正確にとらえるためには、帰無仮説を仮定した分布の棄却
領域が、母平均にもとづく分布ではどの程度の確率に対応するかを調べなくてはならない。 
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有明海の干拓と生活の必要 

 
五十川飛暁（四天王寺大学） 

 
 本報告の目的は、有明海における干拓実践を通して、持続的な開発のための条件を現場の人びとの側か
ら検討することである。近年、地域開発に対する見直しの動きが継続的に話題になっている。経済成長の
実現を社会統合の重要な根拠にしてきた戦後という時代に対する問い直し（町村、2006）、また国家の財政
難や環境問題の発生、あるいは公権力の独占といった実際的な課題を背景にしつつ（田中、2001）、たとえ
ば 2000年には国によって 300におよぶ公共事業が中止とされた。また、2009年の政権交代時に実施され
た見直しはいまだ記憶に新しい。だが実際のところ、開発の見直しが問題になるたびに顕現してきたのは、
その決定に右往左往させられる地元住民の姿であった。そこからは、開発をする／しないという是非の水
準だけでない、地元住民にとってどのような開発であればよいのかを議論する必要が示唆されているよう
に思われる。 
 そこで注目したいのが、有明海において実践されてきた干拓である。有明海の干拓は、戦後といわず、
文書に残っているだけをみても 13世紀からつづく、歴史的蓄積のある開発実践である。なぜ有明海沿岸部
において干拓はつづけられてきたのか。第 1に、沿岸部それぞれの地域的特徴や時々の社会背景によって
差異をともないつつも、基本的には一貫して新田開発による生産の拡大と経済効果が大きな目的であった
ことが了解できる。けれども第 2として、ただ生産の拡大というだけでなく「そもそも干拓をしつづけな
ればここで暮らすことができなかった」と地元の人びとが指摘する事実があることに着目したい。有明海
沿岸部に広がる干潟は河川からの土砂の供給と大きな干満差のため、ひとつの干拓を成功させたとしても、
堤防の外側においてすぐさま潟土の堆積が進んでいく。また、干拓地自体も自重で地盤沈下する。その結
果として、後背地の排水不良が生起するのである。その解決策こそが、干拓地の地先に新たに干拓をおこ
なうことであった。そこには、ただ拡大志向にもとづくだけの開発とは異なる、そこに暮らしていくため
にどうしても必要であったという「生活の必要」を看取することができる。 
 ただし、たんに生活の必要というだけでは、外部からの開発の正当化のための論理としても容易に使い
こなされてしまう。地元にとっての開発を考えるにあたっては、その論理を誰がどのように使うのかとい
う点の検討が肝要となる。本報告ではその点について、1960年代後半、当時の佐賀郡東与賀町および久保
田町の地先に計画された佐賀干拓に対する「保留」という地元の対応を取りあげる。その対応に、自らが
置かれた条件をふまえながら、生活の基盤をないがしろにしない、またその時々での更新を前提とした現
場の人びとの判断のあり方を見いだす。とともに、舩橋（1998）が、地域開発の内実を左右する鍵が「自
己決定性」にあると指摘したことに学びつつ、持続的な開発のために必要な条件として、生活の必要とい
う観点からの判断をしつづけられる自己決定性の保持、を提示する。 
 
参考文献 
舩橋晴俊、1998、「開発の性格変容と意志決定過程の特質」舩橋晴俊・長谷川公一・飯島伸子編『巨大地域

開発の構想と帰結――むつ小川原開発と核燃料サイクル施設』東京大学出版会、93-119． 
町村敬志、2006、「『佐久間ダム』研究の課題と方法」町村敬志編『開発の時間 開発の空間――佐久間ダ

ムと地域社会の半世紀』東京大学出版会、1-26． 
田中滋、2001、「河川行政と環境問題――行政による＜公共性の独占＞とその対抗運動」舩橋晴俊編『講座

環境社会学 2 加害・被害と解決過程』有斐閣、117-143． 
 
付記 
本報告は、科研費 15K03846の助成（分担研究）を受けて実施するものである。 
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「小さな拠点づくり」における中間支援組織の役割̶̶島根県を事例として 

 
東良太（島根県中山間地域研究センター） 

 
【背景】 
 中山間地域をはじめとした農山村では、人口減少や少子高齢化の進行によって地域課題が多様化してい
る。このような中で、行政（国・県・市町村）では、自治会・町内会よりも大きな範域での仕組みづくり
への支援が展開されている。「小さな拠点づくり」や「地域運営組織」の設立など、より広域的な地域住民
組織の設立支援が全国的に展開されている。 
 その反面で、支援する側の行政では人員・財政の削減や専門的な支援へのノウハウ不足を背景として、
従来の支援体制では施策の展開が難しい状況となっている。 
 このような中で、行政と協働して地域課題解決に取り組む「中間支援組織」の役割への注目が高まって
おり、行政による地域づくり支援を代替していくことが期待されている。 
 そのような状況を踏まえて、本研究ではこれまで行政（県・市町村）が地域に対してどのような地域づ
くり支援を実施・展開してきたのかを確認するとともに、中間支援組織が地域づくり支援を実施すること
で、地域住民組織へ与える影響や可能性を検討する。 
【対象】 
 対象として、島根県において「小さな拠点づくり」に取り組む地域住民組織と各種地域づくり支援を展
開している中間支援組織を対象とした。島根県では、平成 28年度より「中間支援組織による地域支援業務」
として、県内の NPO をはじめとした事業者による地域づくり支援を展開している。事前に地域および市
町村と協議を行った上で、事業計画を県へ企画提案した上で地域づくり支援を開始している。 
【方法】 
 上記を対象として、地域づくり支援を展開している「中間支援組織」、協働先である「行政（県・市町村）」、
支援先である「地域住民組織」の 3者を対象としたヒアリング調査を実施するとともに、中間支援組織か
ら提出される業務報告書を基に、支援テーマ、具体的な支援について把握する。その上で、今後の中間支
援組織との協働を推進していくための課題を検討した。 
【考察】 
 今回の調査からは、中間支援組織が地域づくりに関わることによって、地域の機運醸成やアンケート調
査の設計・実施、計画づくり、実践活動への助言など、行政（県・市町村）では実施が難しい幅広く専門
的な支援が展開されていることが明らかになった。 
 しかし、現在の中間支援組織の事業スキームは単年度事業として実施されており、中間支援組織が自身
の計画（企画提案内容）の履行のために、本来は地域が主体的に担うべき役割まで代替してしまい、地域
の当事者意識の欠如をもたらす側面もみられた。 
 結果として、地域側に求められていない・必要性の低いサービスの過剰提供が行われるとともに、地域
側では当事者意識が欠如し、住民主体の地域づくりへの意識が減退する恐れがあるとともに、中間支援組
織の専門性が自身に帰属したまま、地域側へ蓄積されていない可能性を示唆している。 
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百姓・農民（生産者）・小農について̶̶昭和前期・昭和後期・平成期の農村社会学の対象の変遷 

 
徳野貞雄（トクノスクール・農村研究所） 

 
 来年の 2020年は、第 1回国勢調査（1920年・大正 9年）から 100年が経つ。この間の変化を日本の民
衆（マジョリティ）の社会的性格の変遷として捉えると、日本の民衆は「百姓からサラリーマン」へ大き
くワープしてしまった。以下、報告資料にまとめた一覧表を参照した上での記述となる。 
 「百姓からサラリーマンへ」は一気に起こったのではなく、戦前・戦後的な政治的時代区分ではなく、
国勢調査のデータをベースとする社会学的な時代区分によって、この変遷を見ていきたい。社会学的な時
代区分は、①「食と農」をベースとする農村社会学的な分析視角と、②家族・世帯や合計特殊出生率・婚
姻率などの人口動態論的な社会変動を 100年間の国勢調査や農林業センサスデータから抽出し、大まかに
【昭和前期】（約 1920年～約 1960年）、【昭和後期】（約 1960年～約 1990年）、【平成期】（約 1990年～2019
年）の 3類型に時代区分した。 
 次に、分析対象の項目は、国勢調査や農林業センサスから A.総人口、B.総世帯、C.総有業者人口、D.農
家世帯数、E.農業従事者数、F.生涯未婚率、G.初婚年齢、H.平均寿命などを抽出し、年次的には 1920 年、
1955年、1965年、1980年、1990年、2015年のデータの変化を整理した。また、この間の大きな社会政策
や「食と農」にかかわる政策変更等のトピックを整理し、「社会構造の時代区分別の基本属性」の一覧表を
作成した。 
 次に、この一覧表を作成、整理、検討していくプロセスのなかで、この時代の人々の日常生活の諸課題
を、ダイナミックな「生活構造」の変化として析出することを試みた。まず、A.「食と農」の領域からは、
（ア）～（キ）までの生活基盤の時代区分的な社会的特徴を明らかにした。次いで（ク）～（セ）は、家
族・世帯の変化や人口動態等の時代区分的な生活課題の変化を整理した。 
 以上の作業は、非常に膨大な社会的事象を整理しようとしており、学術的には無謀な試みである。しか
し、このような試みも何らかの必要性があるものと思っている。 
 この膨大な作業のなかから、「百姓からサラリーマン」への産業構造、「多産多死→多産中死→小産少死
→小産多死」の人口の自然動態、「飢餓→食糧増産→飽食」の食糧事情など根源的な生活領域で、この 100
年間にドラスティックな構造的変化が様々起こっている。そのなかでも最も重大な現象は、【家族と世帯が
乖離】しはじめた家族・世帯の構造的溶解が、【平成期】に入って急激に顕在化し始めたことである。 
 我々は「家族・世帯は、社会学上最も重要な「基礎集団」であり、最小の社会単位である。そして、社
会や生活集団の分析単位としてのキーアイテムである」と長らく位置付けてきた。しかし、平成期に入り、
都市・農村を問わず家族と世帯は乖離しはじめ、社会集団や分析単位としての基盤が揺らぎ始めている。 
 一口で言えば、①家族・世帯がワンセットで「祖父母＋父母＋子供達」【昭和前期】や、②都会の「夫婦
＋子供」（核家族）と田舎の「祖父母」【昭和後期】が、③【平成期】には「祖父母」／「父母」／「子供」
／「子供」／…に空間的に分散化され、極小化された。すなわち、家族の集団性および機能性が、世帯の
形態から社会的に構成できない状況に突入し始めた。 
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福祉ボランティア活動者の参加意識と自発性 

 
張夢心（九州大学大学院） 

 
 本報告では、地域において活動しているボランティア活動者を事例とした。重層的な現代的意義を持つ
ボランティアが機能している背景には、行政からの見えざる強制があるという理論的な政策批判を、事例
考察を通して検討した。 
 内容としては、活動参加のきっかけが非自発的な活動者が動員されやすいボランティアとして想定し、
自発的か非自発的かによって、それぞれの活動参加状況や地域との交際状況、ボランティアに対する価値
意識などの実態を明らかにした。 
 考察した結果は以下 2点のようにまとめている。 
（1）ボランティア活動者の特性や活動現状、または地域との関係や価値意識については、参加契機による
差はみられなかった。それは、今回の調査回答者は 10年以上の活動経験を持っている 65歳以上の女性に
集中し、活動参加する形態や活動意識がある程度一致している傾向があるからだと考えられる。それにく
わえて、活動を参加した最初のきっかけが自発的であるかどうかに関わらず、長年間に渡って活動意識が
変化してきた可能性が高いため、活動参加のきっかけによる検証の意味が失っている。 
（2）ところが、平生町に多いボランティア像をある程度推測できた。特に、近所、民生委員・児童委員、
社会福祉協議会との日常生活からの付き合いから、地域課題を共有して課題解決に一緒に取り組む支え合
い活動の延長上にボランティア活動があると捉えている。 
 本報告の課題として、まずは、調査回答者の実態を十分に配慮せず活動参加のきっかけを変数とした設
定である。それにくわえて、ボランティア活動が行政による社会動員の一つの手段であるのかと活動参加
が自発的であるかどうかとの関連性という、問題意識を再検討しなければならない。また、今回の調査対
象地域は、平生町だけであり、結果の一般性が問われる。 
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天理教と里親̶̶天理教里親へのインタビュー調査をもとに 

 
桑畑洋一郎（山口大学） 

 
 2017 年に厚生労働省が出した「新しい社会的養育ビジョン」において、「保護者のない児童又は保護者
に監護させることが不適当であると認められる児童」（児童福祉法第 6条の 3）である「要保護児童」の養
育を、現在の施設養護中心の形から里親養育中心の形へとシフトすることが打ち出され、里親養育への社
会的関心が高まっている。 
 そうした社会的関心の高まりに先立って、社会学周辺領域においても、里親に関する研究が蓄積されて
きた。代表的なものを列挙すると、御園生直美（2001，2008）は、里親がどのような意識の下で里親をや
っているのか、実証的に分析を行った。また、和泉広恵（2006）、園井ゆり（2013）は、里親養育という形
態の親子・家族のあり方を通して、家族観や家族規範を再考した。里親をめぐる近年の重要な研究として
は安藤藍（2017）のものも挙げられる。安藤は、丁寧なインタビュー調査に基づき、里親が「『家族的文脈』
と『福祉的文脈』が交錯」（安藤 2017: 7）するものであり、そのことが原因となって、里親が「時間的限
定性」と「関係的限定性」を抱え、そこから里親の葛藤が生じることを明らかにした。 
 一方、本報告で注目する天理教里親については、天理教里親が社会的養護全体において果たす意味を、
天理教の教義との関連で検討した八木三郎（2011）の論考と、天理教里親が宗教的ソーシャル・キャピタ
ルの構築・拡大に貢献する可能性を指摘した金子珠理（2013）のもの以外には見当たらず、それほど研究
は進んでいない。 
 しかしながら、天理教里親は日本における里親（特に「養育里親」）の最大 2割を占めるという指摘（金
子 2013: 151）もあり、先に見た社会的関心の高まりもふまえるならば、天理教里親について考察するこ
とは意義があることであろう。そこで本報告では、天理教里親において里親養育実践がどのような意味を
付与されているのか、里親養育を始めたきっかけ・里親としての立ち位置・里親―里子関係の 3点に注目
し、考察を行うこととした。 
 結果、第 1にきっかけそのものに天理教信仰はそれほど関連しておらず、個人的なものがきっかけとな
って里親養育が開始されていること、第 2に立ち位置については、天理教里親において里親養育とは委託
期間が終わっても継続するものという理解があり、安藤が指摘した「時間的限定性」からやや外れる事態
であること、第 3に、天理教里親においても、里親―里子関係に対する、血縁家族との類推的な理解と、
完全な家族ではないという理解が共存しており、安藤が指摘した「関係的限定性」と同様であること、し
かし一方で、天理教信仰・天理教の教会運営という“家業”でつながった関係と見るような理解もあること
が明らかとなった。特に第 2、第 3の結果については、天理教信仰とそこでなされてきた福祉実践との連
続性があるがゆえに導かれた理解と考えられる。本報告により、日本の養育里親の最大 2割を占める人々
の意味世界の特有性の一端が明らかとなったと思われる。 
 報告当日は、こうした結果に対して、里親の社会学的研究全体への示唆が何か導かれるのかといったコ
メントをいただいた。そうした点も含めて、今後さらに天理教里親研究を継続し、里親の社会学的研究に
付加できる有意義な知見を導出することを目指したい。 
 
※文献情報は紙幅の都合で省略する。 
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アセクシュアル研究における強制的性愛（Compulsory Sexuality）概念に関する考察 

 
松浦優（九州大学大学院） 

 
1. 報告の背景 
 近年では「アセクシュアル（asexual）」が性的アイデンティティを指すカテゴリーとして用いられるよ
うになってきている。アセクシュアルとは「他者に対する性的意識（性的欲望や恋愛感情など）をもたな
い人々や、その状態をさす」言葉であり、禁欲主義や性嫌悪などとは異なる概念である（堀江 2012: 14）。 
 
2. 強制的性愛（compulsory sexuality）概念に関する先行研究 
 アセクシュアルに関する研究や当事者の運動のなかから、「正常な人間ならば他者へ性的に惹かれるの
が当然だ」とする社会規範を「強制的性愛」呼んで批判する動きが現れている。この概念はアドリエンヌ・
リッチの「強制的異性愛」にならった造語であり、アセクシュアルの周縁化だけでなく、特定の性実践が
特権化されることや、強制的異性愛などを包括的に捉えるための概念である。すなわち「強制的性愛は、
アセクシュアルを自認する人々だけではなく、すべての人々の行動を規制するシステムである」（Gupta 
2015: 135）。 
 クリスティーナ・グプタ（2015）は「強制的性愛」概念の有用性として、(1)既存の研究を接合し、「セ
クシュアリティがどのように強制されているか」ということについての新たな研究を促す、(2)いかにして
特定の集団の脱性化（desexualization）が社会的統制の方法として使用されうるかということへの注目を促
す、(3)性の解放を女性のエンパワーメントや抑圧的規範の攪乱にとって不可欠なものと位置づけないよう
注意を促す、という 3点を挙げている。他方で留意点として、(1)強制的性愛を本質主義的な社会システム
として捉えるべきではない、(2)他の社会規範やシステムとの関係のなかで強制的性愛を分析する必要があ
る、という 2点を挙げている。 
 
3. 日本社会への適用可能性 
 グプタはアメリカ社会においてセクシュアリティがさまざまな仕方で強制されていることを示すために、
強制的異性愛についてのフェミニズム的研究や、性科学・性医学の言説研究など、複数の先行研究を提示
した。これと同様の仕方で、日本にも強制的性愛という概念で捉えられる社会現象があると示すことがで
きる。 
 
4. 理論的射程 
 先行研究では、近代におけるジェンダーとセクシュアリティの関係について、性差別と異性愛主義を両
輪とした「〔ヘテロ〕セクシズム」と捉える理論が主流だった（竹村 2002）。しかしこの枠組みでは、ア
セクシュアルの周縁化を理論的に位置づけられないなどの課題が残る。それゆえ性をめぐる近代的な力学
を、「差別としてのジェンダー二元論」と「強制的性愛」を両輪として構成されているものと捉えたうえ
で、強制的異性愛をこの力学の内部で析出される現象として位置づける方が適切だと考えられる。 
 
5. 文献 
Gupta, Kristina, 2015, “Compulsory Sexuality: Evaluating an Emerging Concept,” Signs: Journal of Women in 

Culture and Society 41(1):131-54. 
堀江有里，2012，「アセクシュアル」大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編『現代社会学事典』弘文堂，14． 
竹村和子，2002，『愛について――アイデンティティと欲望の政治学』岩波書店． 
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多様な性的マイノリティの連帯についての一考察̶̶福岡市における市民活動の事例から 

 
井上智史（九州大学大学院） 

 
 近年，日本社会においても性的マイノリティへの関心が高まっており，性的マイノリティを一市民とし
て社会へと包摂しようとする動きが加速している．このことは，「LGBT」という語の流行ともいえる状況
からもみてとれるが，「LGBT」の名のもとで展開される今日の社会運動や権利擁護に対しては，レズビア
ン／ゲイ以外の性的マイノリティの不可視化や資本主義への同調，既存の社会規範や家族規範の再生産な
どの点において批判が向けられつつある．本研究は福岡での市民活動を事例として，それらの批判をのり
こえる新たな性的マイノリティの連帯の可能性について検討するものである． 
 福岡における性的マイノリティをめぐる市民活動の担い手へのインタビュー調査を行った．調査はゲ
イ・バイセクシュアル男性への HIV予防啓発を行う団体 Aの代表 X氏と性的マイノリティの情報発信や
知識啓発を行う団体 Bの代表 Y氏を対象に半構造化面接法で行った． 
 福岡では A，Bをはじめとして，性的マイノリティの家族会，「性同一性障害者」の当事者団体，プライ
ドパレードの実行委員会などさまざまな団体によって，性的マイノリティをめぐる諸活動が行われており，
複数の団体が共同して講演会，シンポジウム等のイベントを行うなど，一定の連携・協力関係をもって活
動を展開してきた．2017年 9月の福岡市議会でのパートナーシップ制度導入を検討する旨の市長答弁を受
けて，同年 11月には当事者の声を行政施策に反映させるべく，在福の 8団体による連絡会名義で福岡市長
と市議会議長に対して要望書が提出されている．要望書の作成の過程で連絡会のミーティングが行われる
ようになり，提出後にも定例ミーティングが行われている． 
 福岡市は要望書提出後の 2018年 3月に「性的マイノリティに関する支援方針」を策定し，それに基づい
て 4月よりパートナーシップ宣誓制度を含む支援施策を開始している．福岡市による性的マイノリティ支
援事業は市長の議会答弁に端を発するものであり，市民団体による要望書の提出が実際にどの程度影響を
与えたのか定かではない．しかし，X氏へのインタビューでは，福岡市に対してパートナーシップ制度に
ついてトランスジェンダーを排除しない制度を要求したことが語られた．また，2018年に設置された行政
機関の諮問会議に Y氏が団体 Bの代表としてではなく，多様な性的マイノリティを含む他団体の意見を踏
まえた連絡会の代表の立場で参加している． 
 以上の結果から，「LGBT」運動に対しては，レズビアン／ゲイに関する運動が前景化しトランスジェン
ダーの存在を等閑視しているという批判が向けられるが，活動の実際においてはレズビアン／ゲイの立場
性を認識したうえでトランスジェンダーを排除しない連帯の政治が行われている可能性が示唆された． 
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癩豫防関連地方制度下の沖縄社会におけるハンセン病者とシマ社会 
̶̶愛楽園開園以前のハンセン病罹患者たちの現実と青木恵哉 

 
中村文哉（山口県立大学） 

 
 本報告の主題は、癩豫防に関する、地方制度を含む関連法規下の沖縄社会におけるハンセン病者とその
同伴者・同居人の救護と療養の現実を、「救護費」・「生活費」に関わる規定から捉え返し、「沖繩縣立國頭
愛楽園」開園を迎える 1938年 11月まで、沖縄本島区に療養所がなかった時代のハンセン病者の処遇とシ
マ社会との関係を、照射することにある。 
 1907年公布の「癩豫防ニ關スル法律」（1907年法）では、「療養ノ途ナク且救護者ナキ」浮浪病者を療養
所へ送致し、〈療養ノ途アル〉病者は、扶養義務者が引取る規定であった。但し、引取拒否の場合、病者の
出身シマ（字）の区長に、病者取扱方が丸投げされる可能性が生じるが、「救護費」によりシマ外れに小屋
掛をして〈隔離所〉とすることが、法規上、可能となる。1931年公布の「癩豫防法」（1931年法）では、
病態診断により、「病毒伝播ノ虞アル」病者の療養所送致へと規程が改正された。更に、接客業を中心に「從
業禁止」職種が拡大された。だが、療養所送致や失職に際し、病者・患家には「生活費ノ補給」がなされ、
私宅療養の途は継承された。1907年法は、府縣連合立療養所が整備された 1910年に施行され、沖繩縣は
第五区「九州療養所」に組み入れられた。だが、送致された病者は少なく、沖繩縣は 1927年に分担金払込
を中断、1929年に第五区から離脱した。この点を踏まえると、当時の沖縄本島区での病者たちは、私宅療
養と〈隔離所〉生活が一般的であったことになる。 
 療養所への収容規定が機能しない以上、1907年法も 1931年法も、私宅療養と〈隔離所〉生活に資する
救護や生活費の規定が、病者・同伴者・同居人、更には患家へと、法的効用をもたらす可能性が開かれて
いたことになる。この点に、沖縄本島区では、1907年法と 1931年法の救恤法的性格が読み取れる。藤野
（1993）は、1907年法により隔離政策が開始され、1931年法改正により同政策が強化されたとし、森川（2005）
は、1907年法が沖縄での絶対隔離政策の開始と指摘する。だが、これらの見解は、上述の癩豫防関連法規
と、それに基づく沖繩縣の動きを踏まえる限り、沖縄本島区の実状にはそぐわない。 
 私宅療養の背景には、療養所からの「退院」「治癒」「從業禁止ノ解除」による「生活費」の廃止・停止
措置があり、隔離政策とは逆方向となる、病者たちの境遇・処遇の変容が、読み取れる。この点からは、
〈病毒伝播ノ虞ナキモノ〉の第一次産業に従事しながらの私宅療養から、病者と健康者の居室・物品の区
別が不可能な「雑居」状態までに至る私宅療養の多様性が窺える。〈隔離所〉も、シマ社会からの自活支援
を得、救護費規定や検診規定を利用した金武・源原の、茅葺小屋から成る〈隔離所〉から、青木恵哉が最
初の根拠地とした備瀬・後原の、棺箱の家屋から成る〈隔離所〉までに至る多様性が窺える。ここからは、
シマ社会の理解のあり様が、私宅療養ないし〈隔離所〉行きという病者・患家の療養形態を大きく規定し
ていた点が、指摘できる。〈隔離所〉の病者たちは、患家からの支援が途絶えると、出身以外のシマへと物
乞に渡り、行路病死する現実があった。青木は〈隔離所〉を根拠地とすることにより、こうした現実を直
視し、病者救済のための療養所構築を構想した。青木のこの構想は、沖繩MTLに引き継がれ、1938年 11
月の愛楽園開園に至った。 
 
文献 
・藤野豊 （1993）『日本ファシズムと医療』岩波書店 
・森川恭剛 （2005）『ハンセン病差別被害の法的研究』法律文化社 
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Building Trust in Times of Disaster: 

The Trust Deficit Between the Islamic and Japanese Communities During the Kumamoto Earthquakes 
 

Andrew Mitchell 
Special Researcher, Kumamoto University 

 
During the Kumamoto earthquakes of 2016, the Islamic community, acting primarily through the Kumamoto Islamic 
Centre (KIC), came together to collect and distribute aid. It initially focused on helping its own members and 
providing help in the immediate vicinity of the Masjid. Three days after the main earthquake, the Kumamoto 
International Foundation (KIF) contacted leaders of the KIC and asked them if they required any help. The KIC then 
offered to provide help to the wider community within Kumamoto.  
 
When attempting to provide this aid however, it faced a number of barriers. Evacuation shelter managers refused the 
help of Muslims and did not want their aid. Some Japanese residents even called the police, saying that men dressed 
like Muslims were walking around and they were scared. Rather than be welcomed by the Japanese community, their 
help was refused. This problem was only overcome when Japanese staff from KIF contacted shelter staff and the 
police to let them know the good intentions of the Islamic community. After this Muslims were able to distribute aid 
to Japanese residents and take part in disaster recovery activities within shelters. 
 
Through a number of semi-structured interviews with members of the KIC and KIF, we were able to discover this 
previously unknown problem lying at the heart of inter community relations during the disaster. Taking a 
disciplined-configurative approach to this single case study, we propose that this problem emerged due to a lack of 
generalised trust between the Japanese and the Islamic community. This lack of trust though is only one-way: the 
Muslims we interviewed indicated a high level of trust towards the Japanese. Japanese interviewees indicated there 
was a fear of Muslims which led to these issues emerging during the disaster recovery phase. 
 
Our research so far suggests that Japanese have low levels of trust towards those outside their group and that this, in 
combination with a negative view of Muslims, led to low trust levels. This then impeded the delivery of aid by the 
Islamic community to the Japanese one. This was only overcome when a trust bridge was established by Japanese 
officials at KIF, who reassured the Japanese of the good intentions of the Islamic community. This establishment of 
trust, then strengthened by the positive actions of the Islamic community, has led to increased levels of trust between 
the two communities since the disaster recovery period ended. 
 
We believe our findings suggest a general lack of trust from the Japanese community towards foreign ones, but this 
can be overcome given the establishment of trust by key Japanese individuals. It remains to be seen however how 
generalised trust can be built in normal times, making disaster recovery more difficult that it could be. 
 
 
Andrew Mitchell （アンドリュー・ミッチェル）, Special Researcher, Kumamoto University 
mitchell.andrewneil[at]gmail.com 
Francis Wargirai （フランシス・ワーギライ）, 3rd year PhD Public Policy, Kumamoto University 
fwargirai[at]gmail.com 
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震災における被災と復興の「個別性」 

 
藤本延啓（熊本学園大学）・木村眞実（東京都市大学） 

 
 本報告は、西日本社会学会第 75回大会（2017年）シンポジウム「熊本地震と社会学－被災のリアリテ
ィと政策形成を繋ぐ視点」での藤本報告「西原村における被災・復旧・復興の個別性と全体性」（以下、「2017
年シンポ」および「2017年藤本報告」とする）を出発点とする、一連の研究における進捗状況を報告する
ことを目的としている。報告者が持つ「被災者（被災地生活者）」と「観察者」という熊本地震に対する両
義性に留意しながら、主には、2017年シンポや 2017年藤本報告、およびその後の論文（藤本 2018）で用
いた表現「みえない」「ていねい」に関連する考察を通して、その目的を達することとした。 
 
「みえない」ということ：時間の経過と「平時」も含めた考察 
 2017年シンポでの問い、被災者における生活課題が被災地域の外部から「みえない」ことを示唆してい
る。しかし、実は災害発生前の「平時」においても、生活者の生活課題は外部から「みえない」状況にあ
った。平時ではこれらの当事者が、地域社会外部のみならず地域社会内でも認識されにくい（マイノリテ
ィ）状態であるために問題化されづらい一方で、大規模災害時には被災当事者がマジョリティであるため
に、むしろ問題化されやすいとも言える。逆説的ではあるが、だからこそ「みえない」ことが指摘された
ともいえる。 
 また、2017年シンポでも指摘されていたとおり、被災者における生活課題は、時間によって変化してい
く。それは（シンプルな意味での）「復旧」と「暮らしの連続性」に依っている。災害による生活課題は、
災害前から存在していた生活課題と連続的なものとして吸収されていく。それゆえに、（災害前と同様にマ
イノリティ化して）「みえない化」しているのが、熊本地震から 3年が経過した現状であるともいえる。 
 
「ていねい」ということ：「コミュニティ」再考 
 報告者が生活する西原村を例とするならば、報告者は「西原村」住民であるが、同時に「谷嘱託区」住
民でも、「門出地区」「小久保組」住民でもある。報告者は、これらすべての「コミュニティ」に多層的に
属している。また、これら「コミュニティ」のようすは、同じカテゴリであっても一様ではない。様々な
要素において相違が認められる。さらには、いわゆる「地域に入っていない」住民は一定数存在し、地域
としての社会システム（地区自治会等）を備えていない、「未組織」と呼ばれるエリアも存在する。 
これらの状況は、あるひとつの空間レベルだけを取り上げて「コミュニティ」と定める不自然さ、危うさ
を示している。「コミュニティ」概念そのものや研究上での取り扱いの再考を含めた、より「ていねい」な
調査と考察が求められる。 
 
 謝辞：本研究では多くの西原村の人びとにご協力をいただいています｡心より御礼申し上げます。なお本
報告は、科研費 17KO4136・2017 年度トヨタ財団研究助成 D17-R-0575・2017 年度京都大学防災研究所共
同研究 29P-01の助成を受けた研究成果の一部です。 
 
＜文献＞ 
藤本延啓，2018，「西原村における被災と対応の個別性―地域社会レベルと時間の経過を軸に―」『西日本

社会学会年報』16: 23-33． 
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廃棄物処理業者における被災と事業継続計画（BCP） 

 
木村眞実*（東京都市大学）・藤本延啓（熊本学園大学） 

 
1. 目的・手法 
 本研究の目的は、企業・組織が不測の事態に遭遇した際に、早期の復旧に資するといわれる事業継続計
画（BCP：Business Continuity Plan）が、企業・組織において、どのように機能するのかということを明ら
かにすることである。研究の問いを明らかにすることは、企業が BCPの導入によって災害等のリスクに強
くなることへの理解と、企業と地域の共生への理解につながると考える。 
本研究では、BCPを東日本大震災前に策定し、被災後には目標復旧時間で事業再開を果たした仙台市のA
社をリサーチサイトとし、A社へのヒアリング調査と A社から提供された資料によって、「BCP/BCMは、
企業・組織が不測の事態に遭遇した際に、早期復旧に向けた組織運営の指針として機能する」ことを検証
する。なお、本研究は、管理会計におけるマネジメント・コントロール（経営方針、経営計画による組織・
経営管理）の機能に関する研究に位置づけられる。 
2. BCPと BCM 
 内閣府『事業継続ガイドライン』（2013年）、および中小企業庁『中小企業 BCPガイド』（2008年）を参
照し、本研究では、BCPとは不測事態の予測とそれに対する備え（計画）を文書化しておくことと定義す
る。また、BCPは事業継続マネジメント（BCM : Business Continuity Management)のなかの「計画の策定」
のなかに位置づけられることから、BCPの PDCAを回すのが BCMとする。 
3. 事例 
 A社は廃棄物処理業を主力事業とする仙台市内の会社である。宮城県沖地震の再来に備えて、2009年に、
BCPを策定した。各部において、重要業務と、重要業務の目標復旧時間を設定し、目標を達成するために、
設備導入などの対策を行った。そして、東日本大震災が発生し、同社も被害を受けたものの、主要処理プ
ラントを除き、事業は、目標復旧時間通りに復旧した。 
4. 検証・考察・課題 
 A 社では、BCP/BCM は、早期復旧に向けた組織運営の指針として、直接的には機能しなかった。しか
し、BCP/BCMの策定と教育を通じて、『基本方針』を指標とする重要業務の達成方法を「考える力」が養
われていたため、復旧に向けた組織運営において機能していたと考えられる。 
 本研究から、BCP／BCMとは、マニュアルの作成とその活用ではなく、災害発生時にとるべき行動を導
き出す『基本方針』を身につける仕組みであること、そして、重要業務を理解し、重要業務を達成するた
めに、「今、何をすべきか」を考える力を育てることであると言える。 
 本研究をふまえ、今後は、企業における事業継続計画では、地域を含めてどのように設計されているの
かということ、地域における地域継続計画（CCP: Community Continuity Planning）はどのような視点から設
計されており、地域企業をどのように包含しているのかということを明らかにしていく。 
【参考文献】 
環境省．http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/ 
木村眞実・吉川晃史・工藤栄一郎・鹿嶋洋．2018「災害復
興を考えた事業継続計画（BCP）と事業継続マネジメント
(BCM)」『粉体技術』10(7): 610-616． 
国土交通省．https://disaportal.gsi.go.jp/ 
中小企業庁．2008『中小企業 BCPガイド』 
中小企業庁．2018『支援機関（自治体、商工団体、金融機
関、士業等）向け 中小企業 BCP支援ガイドブック』 
帝国データバンク．2018『特別企画：事業継続計画（BCP）
に対する企業の意識調査』 
内閣府．2013『事業継続ガイドライン』 
内閣府．2013『事業継続ガイドライン―あらゆる危機的事
象を乗り越えるための戦略と対応―（平成 25年 8月改定）』 

日本地理学会．津波被災マップ 
日刊自動車新聞 2018年 10月 19日朝刊 
読売新聞 2018年 4月 14日朝刊 
藤本延啓．2018「西原村における被災と対応の個別性―地
域社会レベルと時間の経過を軸に―」『西日本社会学会年
報』16: 23-33． 
【謝辞】本研究は 2017 年度トヨタ財団研究助成プログラ
ム「社会の新たな価値の創出をめざして」による研究助成
を受けている（研究テーマ：地域社会における「地域継続
計画（CCP: Community Continuity Planning）」構築のデザイ
ン構想）。 
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熊本地震における高齢者介護福祉施設への外部からの支援に関する分析 

 
安立清史（九州大学）・髙嵜浩平（九州大学大学院） 

 
1. 調査の経緯と方法 
 2016年の熊本地震は熊本県内の高齢者介護福祉施設へ大きな被害をもたらしたが、同時に外部から多く
の支援もあった。なかでも高齢者施設への支援の実態については、詳細が分かっていなかった。2017年に
行った福岡県老施協加盟の特養87施設から熊本の特養に派遣された175名の職員へのアンケート調査によ
って、派遣された側の職員の実態や課題は明らかになったが、受け入れた熊本側のデータはなかった。そ
こで、熊本県老人福祉施設協議会・災害復興部会の協力を得て、熊本県内の老施協加盟施設への全施設に
たいして郵送法によるアンケート調査を行った。 
 2018年 4月時点で、熊本県老人福祉施設協議会の会員数は 380であり、その中からデイサービス事業所
（154施設）を除いた 226施設すべてを調査対象とした。調査実施期間は 2018年 7月から 8月である。回
答にあたっては当時の受け入れ担当者ないしそれに準じる方々に自記式で記入いただき、熊本県老人福祉
施設協議会へ郵送、FAXやメールで返信していただいた。配布 226票に対して回収は 147票、有効回収率
は 65.0％であった。 
 
2. 調査結果 
 調査の結果から、熊本県内で地震の被害は地区によって大きく異なっており、被害の有無や程度によっ
て異なる支援の課題が発見された。「発災直後に大変だったこと」について、建物が一部損壊以上の被害を
受けた施設は、そうでない施設と比べて「職員の被災」や「水不足」、「職員の不安への対応」と回答した
割合が高かった。また、「震災後、介護職や職員の方々にたいして、特別なケアや配慮が必要でしたか？」
という設問に「はい」と回答した割合も、一部損壊以上の被害を受けた施設では 64.5%と、そうでない施
設（25.0%）と比べてはるかに高い割合であった。 
 以上のように施設職員の被災という問題があるなかで、支援を受け入れる上でコーディネーターの必要
性を問う設問では、全般的に必要性が高く認識されていた。 
 また、被害がありながら支援を受けなかった施設があった一方で、自施設が被害を受けながら他の施設
を支援していた施設があるなど、支援が一方向のものではないということが明らかになった。これらは、
今後の災害対策に課題を投じる事例といえる。 
 
3. 結論 
 災害時には支援を受け入れる施設職員も被災しており、外部からの支援の受け入れに困難を感じていた。
そのような状況のなかでボランティアや支援の受け入れにあたっては、支援する側がコーディネート機能
も含めて支援することか求められていた。災害時の支援と受援とをつなぐコーディネート機能を、どこが
どう担うか、多くの課題が残されている。 
 


