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子育てにおける“困りごと”への地域的サポート
―福岡市城南区別府・田島・茶山界隈の場合―
益田仁（中村学園大学）
１．ねらい
“困りごと” （不登校や発達特性による困難等）を抱える親子に対して、近隣の地域住民たちがどのように応
じたのかを、福岡市城南区別府・田島・茶山界隈を事例として記述することが、本報告の目的であった。
２．先行研究の検討
“困りごと”を生活問題と読み替え、地域住民による生活問題の共同解決に向けた取り組みに関する文献を参
考とした。具体的には、山下（2021）および稲月（2020）であり、双方とも森岡清志による「都市的生活構造の
枠組み」を参照している。すなわち、個人が専門機関や相互扶助などの社会財を利活用しながら生活問題の解決
を目指すという視座である。稲月はそれを「包摂型生活様式」という枠組みでさらに精緻化しており、本報告で
事例として登場する「ちゃちゃルーム（親と子の集い場）
」は互酬性を原理としていることを確認した。また、発
達障害児の養育について、地域の共同的な解決が生じにくいことを山下は論じていることを引証した。
３．親と子の集い場「ちゃちゃルーム」の形成プロセス
関係者へのインタビュー調査等から、地域の子育て世帯の困難に対応しようと作られたた「ちゃちゃルーム」
の形成過程を以下のように整理した。
・校区担当のスクールソーシャルワーカーの紹介で、校区社協会長（元・民生委員）の M さんは、地域の子育
て世帯のお母さんたちと話す機会があった。子どもの発達特性について困っており、学校や先生との連携も
難しい場合があることを知る。
・当該地区は以前から「特別養護老人ホーム・よりあいの森」で３世代交流等の行事をやっており、子ども達
にも馴染みがある場なので、SSＷやよりあいの森と相談し、よりあいの森の横にある古民家で「親子の集い
場 ちゃちゃルーム」が始まった。
・
「ちゃちゃルーム」は住民主体の場であるが、関係しているのは、よりあいの森・スクールソーシャルワーカ
ー・区社協などである。
こうしてつくられた「ちゃちゃルーム」の機能として、
「心を落ち着かせることができる場としての役割」
「子ど
もの自己肯定感を高める役割」
「異年齢集団活動の中で，自然と社会性を身に付けることができる場としての機
能」などが子どもに対してあり、保護者にとっては「情報交換」や「相談」などの場となっている（久保 2021）
。
また、スクールソーシャルワーカーは特に「家庭の孤立」や「地域と親子の接点」を意識して取り組んでいる。
その他にも、
「勉強会」
「地域住民への理解を求める活動」
「世代の分断を乗り越える取り組み」など、ソーシャル
アクションにつながる活動の場ともなっている。
４．背景要因の検討
しかしなぜ、当該地区ではこうした場がつくられ、親と子の“困りごと”に応じることができたのか。インタ
ビューから明らかとなったのは、よりあいの森の「目の前の困ったひとりの人を大切にする」福祉実践の積み重
ねが地域住民に徐々に波及していったこと、そこにいる専門職の存在、さらには併設する古民家を地域福祉の拠
点としてオープンにしていること等である。それらが、地域住民の“困りごと”に対応する道を拓いたと考えら
れる。
宅老所よりあいの来歴・理念・実践は、地域との関係性という視点も含みつつ既に研究の蓄積がある（豊田・
黒木 2009，浜崎 2008）
。本報告は、よりあいの森と地域の関係性が子育て上の困難に波及的に応じた事例と整理
することができる。
５．考察
２で触れたように、山下（2021）は、
（発達）障害児のケアという文脈において、互酬性が馴染まないことを指
摘していた。本報告の事例は、必ずしも発達障害児だけに限られるものではないが、地域社会における問題の顕
在化プロセスのひとつの形態として位置づけられるだろう。
（文献割愛。
）

発達障害児の母親の QOL
――日本語版社会的ケア QOL 尺度(ASCOT Carer)を用いた調査の分析――
山下亜紀子（九州大学）

1.本報告の目的
本研究の目的は、発達障害児の母親の生活実態について、QOL（生活の質＝Quality of Life、以下 QOL と記
述）という観点から計量的分析に基づいて検討することである。報告者は、発達障害児の母親の生活実態につ
いて質的調査分析に基づき検討し、
生活の多方面にわたって、
その困難や問題があることを明らかにしてきた。
そこで今回は、生活上の実態について、改めて計量的に分析することを試みた。その際に用いた概念が QOL で
ある。この概念は、高齢者の生活の質評価の必要性から注目された概念であり、政策分野では政策評価のアウ
トカム指標として普及してきた側面を有している。本研究では、生活をとらえる指標として、QOL を活用し、
発達障害児の母親の生活をとらえることとした。

2.研究の方法
社会的ケアやケア支援に対するアウトカム指標として開発された、英国ケント大学による社会的ケア関連
QOL（the Adult Social Care Outcomes Toolkit、以下 ASCOT と略記）を用いて検討した。ASCOT には、複数の
バージョンがあるが、本研究で採用したのは、日本語版ケアラー用社会的 QOL 尺度（以下 ASCOT Carer SCT4）
であり、7 つの領域について自己記入式 4 件法で、ケアラー（介護者）の QOL を測定するものである。調査は、
発達障害を中心とする障害児の家族会、親の会 4 団体の協力を得て実施し、回収総数 182 票のうち、
「障害児が
いない」と回答した票、男性である票を除いた 162 票を分析対象とした。なお本研究は、九州大学大学院人間
環境学府共生社会学コース研究倫理委員会により、研究倫理に関する審査・承認を受けた。

3.結果
QOL について、イギリスで実施されたケアラー全般の調査（RAND et al. 2015）と比較したところ、平均値
については、大きな差はみられなかった。ただし本研究のデータにおいては、理想的な状態がほとんどの項目
で少ないことが明らかになった。また社会参加についての QOL の低さが特徴的であった。
QOL に影響を及ぼしうる可能性のある変数との関連について検討したところ、調査対象者の年齢、家族、就
労状況は QOL に影響を及ぼしていなかった。一方、次の項目において QOL との関連性がみれらた。第 1 に経済
状況について、家計に余裕があるグループにおいて QOL が高かった。第 2 にソーシャル・サポートについて、
サポート源の多い方が QOL が高かった。また個別のサポート源については、親の会との関わりの影響が確認さ
れた。第 3 に障害についての差別を感じた経験が QOL を低めていた。第 4 に子育てに関する非難経験を受けた
場合に、QOL が低くなっていた。
文献
Rand, Stacey E., Juliette N. Malley, Ann P. Netten & Julien E. Forder , 2015, “Factor structure
and construct validity of the Adult Social Care Outcomes Toolkit for Carers (ASCOT-Carer),”
Quality of Life Research, 24: 2601–14.

福祉 NPO におけるボランティアの参加構造
髙嵜浩平（九州大学大学院）
安立清史（九州大学）
益田仁（中村学園大学）

本報告は、福祉 NPO におけるボランティアの参加構造について、全国の福祉 NPO 団体とそこで活動するボラ
ンティア活動者に対する調査票調査から明らかになった現状と課題について報告するものである。参加型福祉
の議論では、援助・被援助の関係から「支え、支えられる」住民の相互関係の構築として参加の意義が捉えら
れており、とくに近年では地域包括ケアシステムのなかで生活支援の担い手として社会参加を行うことが重要
視されている。ボランティアの参加は、サービス提供の担い手としてのみならず、高齢者の孤立の防止や社会
参加の場としても重要視されているといえる。
使用するデータは、NPO 団体調査とボランティア活動者調査の２つの調査データである。NPO 団体調査は 2020
年 10 月に実施したものであり、430 団体に調査票を郵送し、回収率は 46.17％であった。また、ボランティア
活動者調査は 2020 年 12 月に実施したものであり、上記団体調査の回答があった団体のボランティア活動者を
中心に、160 団体 1028 名分の調査票を配布し、回収率は 39.3％であった。
まず、介護系 NPO へのボランティア参加者の特徴についてみていくと、男性の参加が少なく、また退職後の
高齢者や専業主婦に参加が偏っているという傾向がみられた。
またボランティア参加者の参加経路については、
見知った人どうしの既存のネットワーク内からの参加が多数を占めていることが分かった。これは、活動のな
かでの信頼関係や継続性といった面でのメリットとなる可能性がある一方で、参加者の減少やボランティア参
加を通した社会参加の意義などを考えると、幅広い参加の促進について検討する必要があるといえる。
さらに、今回の調査対象団体では謝礼金の支払われる「有償ボランティア」のしくみが広く用いられており、
調査でもその有効性について高い支持がみられた。そこで、
「有償ボランティア」に対する積極性と団体が求め
るボランティア像との関係について分析を行った。団体が求めるボランティア像に対する因子分析の結果から
は、
「自立型ボランティア」因子と「責任感型ボランティア」因子と命名できる２つのボランティアのタイプの
存在が導かれ、因子得点を用いた分析では、そのうち「責任感型ボランティア」と活動の有償性とのあいだに
関連がみられた。分析は試行的なものであるが、高齢者の生活を支える介護系 NPO での活動に求められる継続
性や責任という要素が、謝礼金を伴う「有償ボランティア」の活用につながっている可能性がある。
以上より本報告では、福祉 NPO におけるボランティアの参加が既存のネットワーク内に限定されていること
や、男性や若年層の参加への課題があること、さらに責任感や団体への高い理解などが求められる中で謝礼金
のともなう「有償ボランティア」という形態が多く用いられている可能性などを示した。ただし、本研究では
無償での活動を行っている団体やボランティア活動者への調査データとの対比を十分に行うことができていな
い点で限界性を有している。今後、無償でのボランティア活動を行う団体や活動者などとの対比の上で、さら
なる分析を行う必要がある。

労働の場としてのハンセン病療養所
桑畑洋一郎（山口大学）
本要旨では紙幅の都合上詳細を割愛するが、従来のハンセン病研究においては、主にハンセン病者に注目が
なされることが多く、また仮にハンセン病療養所に勤務する職員に目が向けられる場合でも、病者を抑圧する
立場としての職員像や、隔離政策を受容させる機能を有していた職員の姿勢に注目が集められてきた。
しかしながら、言うまでもなく、ハンセン病療養所職員も療養所を構成する主体の一員であり、かつその性
質は一枚岩ではなく複雑性・複層性を有するものであると思われる。こうした、ハンセン病療養所の職員の複
雑性・複層性に注目し、その複雑性・複層性が、病者も含めた他主体との相互連関からいかに導き出されてい
たことに注目するのもまた、ハンセン病研究や医療社会学においては重要なものであると言えよう。
そこで本研究では、沖縄のハンセン病療養所沖縄愛楽園において 1970 年代前半に発生した 2 つの労使紛争
事件――1971 年に発生した年休取得をめぐる事件と、1974 年に発生した「不良職員追放」運動――を事例とし
て取り上げ、その紛争で現出した、職員の複雑性と複層性がどのようなもので、どのように形成されていたの
か考察することを目的とする。
結果、上記の労使紛争事件当時、沖縄愛楽園の職員は、労働者としての意識が高まり労働組合を結成し労働
運動を進めようとしていたこと、そうした中で園長等使用者側と、一般職員等労働者側とに分断が生じていた
ことが明らかとなった。またさらに前記のような職員の分断がある中で、ハンセン病者が園長側に親近性を持
っていたこと、ゆえに労働運動を展開していた職員らも、労働運動をそのまま展開させることに躊躇があった
こと、しかしながら労働組合の上部組織は労働運動を推進させようとしており、職員は板挟み状況になってい
たことも見えてきた。さらには一方で、ハンセン病療養所入所者の全国組織としては、療養所職員の労働者組
合上部組織との関係の深さを背景とし、労働者側に位置した職員たちとも心理的な距離が近い状況にあったこ
とも明らかとなった。
こうした、職員――と病者――の複雑性と複層性は、以下のいくつかの要素の連関から生じていた。第 1 に、
復帰を控え療養所職員たちの労働者としての意識が高揚し、労働運動を立ち上げようとしていたという時期的
な要素である。第 2 に、園長側は元々療養所の「和」を重視しており、そうした「和」を乱し得るものとして
労働運動を位置付けていたという要素がある。第 3 に、当時就任した園長は、病者の要請を受けて就任した人
物であり病者にとっては希望の源であったという要素がある。第 4 に、元々療養所の作業を病者が担ってきた
歴史的経緯から、業務を担ってきた自負と職員たちの作業に対する不満が病者の中に蓄積していたという要素
もある。第 5 に、本土復帰を控えていた時期に、職員たちが労働者として要求を出すことが、結果的にハンセ
ン病療養所の生活・医療環境向上を阻害しかねないものと病者が理解していたという要素がある。さらには最
後に、
「愛楽園職員」という地位がスティグマを帯びたものであったこと、加えて多くのものがいわゆる「地域
採用」枠で公務員の中では従属的な地位にいたこと、しかし一方で、愛楽園職員は周辺地域では安定した好条
件職でもあったことも複雑性・複層性を招来させた要素としてある。
こうした複雑性・複層性を帯びつつ療養所職員は、園長や病者と、あるいは療養所外の他主体・他組織と関
係を取り結び、そうした中で療養所は存立してきた。こうした状況に注目し記述することも、ハンセン病の社
会学的考察においては重要なことであろう。

学校教育における｢障害｣表記の定着過程
近藤功行（沖縄キリスト教学院大学）

全国の行政機関のホームページ検索を行い、(1)全国都道府県庁(A)及び県庁所在地の都市の市役所(B)にお
ける｢障害｣｢障がい｣記載を調べた。その結果、
［1］(A)と(B)＝｢障害｣は、19（１府 18 県(40％)）
、
［2］(A)と(B)
＝｢障がい｣は、13（1 道１府 11 県（28％）
）
、
［3］(A)と(B)＝相違は、15（1 都 12 県（32％）
）で、このうち県
庁が｢障害｣で、県庁所在地の市役所が｢障がい｣は、13（1 都 12 県（89％）
）
、県庁が｢障がい｣で、県庁所在地の
市役所が｢障害｣は、2（2 県(11％)）であった。このデータからは、東海エリアから西の自治体で、｢障がい｣表
記の課が多く観察できた。東京 23 区における｢障害｣｢障がい｣記載は、前述の［１］(A)と（B）＝｢障害｣は、20
区（87％）
、
［２］(A)と(B)＝｢障がい｣は、３区(13％)、
［３］(A)と(B)＝相違は、見られなかった。なお、全国
の状況の中で、｢障害｣｢障がい｣記載の課が複数ある自治体とそうでない自治体が見られた。｢障害｣｢障がい｣記
載の課が複数ある自治体は、都道府県庁では、4 県。都道府県庁所在地の市役所では、6 市。東京 23 区では、
5 区役所で見られた。｢障害｣｢障がい｣記載の課が設置されていない自治体は、東京都と京都市で東京都の馬合、
｢障害者スポーツ課｣は、パラリンピック部に設置されているが、他道府県のような設置が見られず、京都市役
所も設置がなかった。なお、｢障害｣｢障がい｣記載の課が何階に設置されているのかを見ると、1 階から 20 階ま
でに分かれるものの、1 階に設置している自治体が全体の 38％を占め、東京 23 区では、文京区の 9 階が 1 番
高かった。20 階は、神戸市役所であったが、もう 1 つの課は 5 階に設置されていた（2020 年 3 月：近藤功行調
べ）
。なお、同様に沖縄県の各市町村における｢障害｣｢障がい｣記載表記がどうなっているのかを調べると、11 市
のうち、3 市でその記載の課がない自治体があった(人口 6 万人台 2 市、4 万人台 1 市)。設置されている自治
体の人口は、30 万人台 1 市・11～14 万人台 3 市・9 万人台 1 市・6 万人台 1 市・5 万人台 1 市・4 万人台 1 市で
あった。6 万人台で設置の見られない課が 2 市あるものの、それより人口規模の少ない自治体２市でその設置
が見られた。その他の町村（国頭郡 2 町 7 村、中頭郡 3 町 3 村、島尻郡 4 町 8 村、宮古郡 1 村、八重山郡 2 町）
では、係などでは出て来るものの課そのものでの設置はなかった。今回のリサーチから内閣府が｢障害｣で決着
をみたこの障害者用語を取り巻く状況は、このような記載として見れる。新聞記事の小見出しを通して見る分
析からは、沖縄県内の地元紙 2 紙のうちの 1 紙を通して分析をはかってきたが、愛媛新聞などの記事、2000 年
代初頭からの流れを見ると、2000 年代では、小見出し＋小見出しに付随して出ている写真の解説、記事内容で
出る用語全てで｢障害｣となっているものが、2010 年代以降、｢障がい｣記載も出て来ている。沖縄県内地元紙の
方は、小見出しでもいち早く｢障がい｣記載を用い、定款また学術用語である｢障害｣用語記載そのものも、｢障が
い｣記載に書き換えているきらいがある。一方、学校教育の場では、中学校頃を通し学校で｢障がい｣記載を用い
るように指導を受けている大学生が多い。今回、義務教育課程に関する直接的なデータ提示がない中、今後、
学校及び子供達へのアンケート調査を立案するとすれば、学校又は教育委員会へ学校全体及び学年ごとに対し
て、一貫した表記及び指導を行っているか（学年毎などまとまりとして）
。一貫性がある場合、どのような表記
を採用／指導しているか。児童・生徒に対しては、｢どの表記を見かけることが多いか。どの表記を使うことが
多いか。どの表記を使うように指導されているか。｣、などとなる。

市町村の廃棄物政策における「協働」
―水俣市円卓会議を事例に―
藤本延啓（熊本学園大学）
1．本報告の目的
本報告は「水俣市円卓会議」の 13 年間を整理しながら、
「
『協働』が形骸化する」こと、およびその条件につ
いて考察することを目的とする。なお、本報告において「協働」に着目することには、地方自治の研究におい
て「協働」を重視する潮流と、市町村（水俣市）行政において「協働」を重視する潮流を、その理由として挙
げることができる。
2．
「協働」の定義―文書から見る「協働」と「円卓会議」
「水俣市環境基本条例」
「水俣市環境モデル都市円卓会議設置要綱」
「水俣市第 5 次総合計画」に依れば、水
俣市において「環境モデル都市」を推進させる「協働参画の場」が「円卓会議」であり、
「水俣市円卓会議」で
の「協働」とは、
「市民、企業、行政等が主体となって」
「それぞれがそれぞれの立場を理解し」
「活動成果の共
有＋活動上の責任をも共有する関係において」
「共通の活動上の目標に向かって対等な立場で協力していく」こ
とであると、
“文書上では”理解できる。
3．水俣市円卓会議の 13 年―水俣市における「円卓会議」と「協働」の実際―
水俣市円卓会議 13 年間の経緯と「協働」の変遷について、構成メンバー・運営体制・会議の様子・目的・
「協
働」にかかわる状況を軸にして整理する。
表 1 水俣市円卓会議の変遷（表中の ZWRT は「ゼロ・ウェイスト円卓会議を指す」
）
第1期：2008～2009年

第2期：2009～2011年

第3期：2011～2014年前後

第4期：2014年前後～現在

市に委嘱された市民・団体
構成メン 市民・事業者・市役所職員

市に委嘱された市民・団体

代表・学識経験者、（ZRWT 市に委嘱された市民・団体

バー

代表・学識経験者

以外はこれらに加え）環境

の有志

代表・学識経験者

省職員・コンサル職員

運営体制

熊本学園大学教員が事務
局・運営

廃棄物政策の現場-本庁の意
目的

にかかわ
る状況

部」が各円卓会議と連携を
取りながら運営

「推進委員会」「推進本
部」と「合同会議」が各円
卓会議と連携を取りながら
運営

全体統括体制は停止。各円
卓会議の市担当課が個別に
運営

「環境モデル都市」のアク

(ZWRT以外は)「まち研」の （ZWRT以外は）「まち研」

ションプランの推進

プロジェクト実施

「各々の立場を理解」「成

「各々の立場を理解」「成

“外部から与えられた”目標・

果を共有」「共通の目標」

果を共有」「共通の目標」

内容について、市民が行政

「対等な立場で協力」する

「対等な立場で協力」する

から説明を受け、承認をす

状況

状況

る状況

思疎通、立場の異なる主体
間の議論・情報交換

「協働」

「推進委員会」「推進本

のプロジェクト実施

「共通の目標」（趣旨）が
不明確化し、「活動に伴う
成果」が得づらい状況

4．考察―「協働」が形骸化すること―
水俣市円卓会議における「協働」は、第 1 期において構築され、第 2 期においてその趣旨が変化し、第 3 期
において限定化され、第 4 期において消滅・形骸化するという経緯をたどった。それは、
「協働」を形骸化させ
る方が合理的な状況が存在したこと、
「円卓会議」の存在そのものが目的化（付加価値化）し、かつその価値が
低下したこと、
「協働」によってこそ解決可能だと判断できる（喫緊の）課題が存在しないこと、を条件（要因）
としたものと、本事例からは解釈できる。

市区町村民生委員児童委員協議会事務局からみた民生委員制度の現状と課題
吉武由彩（熊本大学）
高野和良（九州大学）
地域包括ケアシステムの構築、また、地域共生社会の実現という地域福祉政策目標を地域社会において支え
る存在として、民生委員への期待は大きい。しかし、活動をめぐっては、民生委員自身の活動負担感の増大が
大きな問題となっている。こうした負担感は民生委員児童委員協議会事務局（以下、民児協事務局）の支援の
あり方によって左右されることが経験的に知られている。このため民児協事務局の現状把握を目的とした全国
調査を実施した。本報告は、当該調査結果をもとに、民生委員を支援する体制の現状と、その課題の一端を明
らかにすることを目的としている。
調査対象は全国の市区町村設置の民児協事務局（全 1,806 ヶ所）の担当者であり、郵送法で 2021 年 1 月 27
日郵送、2 月 19 日を回答期限とした。回収数は 1,117（回収率 61.8％）であった。全国 47 都道府県のうち、
事務局の一覧が公開されているものおよび事務局から情報提供をうけたものが 43 都道府県であった。情報が
得られなかった 4 県については、市町村社協を対象として調査票を郵送した。倫理的配慮については、本調査
は九州大学大学院人間環境学研究院共生社会学講座・人間環境学府共生社会学コース研究倫理委員会の承認を
得て実施した。
調査の結果、民児協事務局の体制は「行政」が 7 割弱（67.4%）
、
「社会福祉協議会」が 3 割（30.1%）である。
民児協事務局の専任職員数については、
「0 人」が 8 割弱（78.7%）
、
「1 人」は 16.9%、
「2 人以上」4.4%である。
民児協事務局は兼任職員が多く、専任職員がいない場合が多いため、事務局業務は単なる事務業務として処理
される場合も予想される。さらに、担当期間 1 年以下が約半数（45.1%）を占める。
次に、民児協事務局が民生委員活動に、どのような機能を期待しているのかを確認したい。単純集計結果を
みると、重視されているのは「連絡・通報」
（86.3％）
、
「相談」
（83.7％）であり、8 割を超えていた。地域住民
からの相談を受け、課題解決を促す福祉サービス利用につなぐ役割が期待されていることがわかる。事務局の
担い手別に確認すると、行政が担当している場合の方が、
「連絡通報」や「相談」の割合が高い。社協が担当し
ている場合には、
「意見具申」や「生活支援」という回答の割合が行政よりも高い。
民生委員制度を持続可能な制度にしていくために必要なことについては、
「活動の範囲や役割の明確化」
、
「民
生委員・児童委員活動への地域住民の理解や協力」
、
「活動量の軽減」という回答の割合が高かった。
「活動の範
囲や役割の明確化」に関しては、自由回答を確認しても、民生委員の活動内容があいまい、民児協事務局の活
動内容があいまいという意見が見られた。そのような中、民生委員にさまざまなことを期待され、民生委員の
大きな負担になっている状況があり、担い手不足の問題とも絡んで、非常に重要な問題として多くの民児協事
務局に受け止められていることがうかがえる。
最後に、民生委員活動の現状分析を行うにあたって、今回の民児協事務局調査の結果だけでは不十分であり、
今後予定している民生委員を対象とした社会調査の実施を待って、検討する必要がある。

災害復興とコミュニティモジュール複合
三隅一人（九州大学）
本報告では、まず以下を概念化する。コミュニティは、人びとがコミュニティ公共財（地域生活の安全や住
みやすさにとって不可欠な非物質的な公共財）の供給のために行う営みがつくる社会システムである。コミュ
ニティ公共財は、利害関心が強い人たちの貢献をコアにして供給され、利害関心が薄い人たちは何ほどかフリ
ーライディングする。このコアを中心とした部分社会システムをコミュニティモジュールとよぶ。そうすると
コミュニティは、分業・分担が組み合わさったモジュール複合として捉えられる。分業は、複数種類の公共財
がそれぞれ別々のコミュニティモジュールによって供給されることを指し、分担は、単一の公共財供給が複数
のコミュニティモジュールによって供給されることを指す。報告者は、この概念枠組みによって避難所等の「災
害ユートピア」の説明を試みてきた（Misumi, 2018）
。本報告では復興に留意した長期的視座から、この概念枠
組みを検証する。
発災時は比較的限られた地区内で、住民に同じようにコミュニティ公共財問題がふりかかる。しかし復興時
は課題が広域化するとともに選択性が増し、個別条件の差異が顕在化して住民が分断されやすい。いくつかの
研究が、そこにおいて住民一丸となって対処する選択の重要さに着目し、地域の合意形成や行政との調整機能
が要になることを指摘している。
（横田, 1995；鈴木, 1998；小林, 2020）
。本報告の概念枠組みでは、
「住民一
丸」は、復興をコミュニティ公共財問題として捉えることを意味する。公共財としては（理念的には）住民全
員の同等な貢献が望まれるので、調整機能（合意形成、媒介と代表）の重要さはその観点から理解できる。何
より、
「住民一丸」を選択すべき根拠を明示できる。復興は、まちの活気、地域の安全、災害レジリエンス、教
育力、衛生、景観、自然環境等のコミュニティ公共財が総合的に関わる事業だからである。また、復興課題の
変化に応じた組織展開（小林, 2020）
、さらに、それを可能にするコミュニティの重層的な地域集団構造（田中,
2011）の問題が論じられる。この論点は、分担・分業モジュールによって捉えられる。
ただし本報告の概念枠組みは、コミュニティは善きものという規範的前提をおかず、あくまで分析概念とす
る。実際、コミュニティ公共財のかなりの部分は、行政への管理委譲や、市場での個人調達、NPO 等による支
援に依存している。住民が主体的につくる地域組織や諸集団が中核にあるべきとはいえ、実態としてコミュニ
ティはこれらの構成要素の混成である。都市化社会では概して行政や市場の比重が大きくなる一方で、住民の
自立、信頼、連帯が弱くなり、それが脆弱性となって災害の大きさや期間が増す。このように、コミュニティ
公共財に関わる機能性と脆弱性の観点から、コミュニティの現状を分析的に捉えることができる。そこから、
小規模かつ断片的に動いている諸々のモジュールの緩やかな複合のあり方や、いざというときにその連携を促
す社会関係資本の課題等がみえてくる。
文献
小林秀行, 2020,『初動期大規模災害復興の実証的研究』東信堂.
Misumi, Kazuto, 2018, “Functioning of Free Rider for Community Resilience: A Social Capital
Theory of Disaster,”『地球社会統合科学』25(1): 1-9.
鈴木広編, 1998,『災害都市の研究―島原市と普賢岳』九州大学出版会.
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SBP 活動を軸に地域づくりを考え直す
徳野貞雄（トクノスクール・農村研究所）

１．SBP 活動という取り組みが、近年高校生を軸にして活発に行われている。SBP は、Social Business Project
の略語であり、一般社団法人『未来の大人応援プロジェクト』の岸川政之氏が提唱している活動である。ビジ
ネスの手法を使いながら高校生に地域課題に取り組ませ自己肯定感を持たせる活動である。有名な活動では、
テレビにもなった三重県立相可高校の「高校生レストラン」や全国の高校で行われている「S の絆焼き」活動
などが有名である。

２．現代の高校生を軸にして、日本の若者は国際的に非常に「自己肯定感」と「未来への展望」が低いと言わ
れている。その原因は明治以降の近代化（進学モデル）に依存した若者教育のシステムが限界にきていること
が指摘されている。しかし、その具体的突破口を切り拓く手法が非常に少ない。その中でも、SBP 活動は実践
的解決策を展開している活動である。
３．SBP とアマリン焼き
SBP 活動の特徴に一つに、各高校で S の絆焼きという大判焼きが作られている。南伊勢高校のタイミー焼き、
深浦のマグロ焼き、鰺ヶ沢の力士焼き、高浜のバスケット焼き等今では何種類かできている。
大判焼きや鯛焼きのプロを作るためではない。高校生が地域と関わるきっかけをつくることと、自分自身が
何もできないと思っている自己肯定感の低い若者に、大判焼きを作るというプロジェクトを行ってもらい、自
分や仲間との協働の行動や活動が地域の人から評価してもらえるプロセスを作ってくためである。言い換えれ
ば、
「できること」をしなかっただけであり、
「しなかったから、できない」と思い込んでいた。だけど、
「やっ
てみたら、できる」から「自分もできるんだ」という【自己肯定感】を強く持ってもらうことがこの活動のね
らいである。そして、みんなから喜ばれたり美味しかったと言ってもらい、自分のやったことに【社会的充実
感】と自信を持ってもらうことである。

４．SBP の性格と「学校教育」との違い
既存の一般的な「学校教育」に比較して、SBP 活動の特徴を整理してみると次の図１のように整理できる。
要は、学校教育は Lecture（授業）に重点を置いているため、知らないうちに個人の選別機能が顕在化する競
争型システムである。一方、SBP は、Project（事業）を通して実践的事業遂行がなされ、知らないうちに仲間
との協業である集団戦に参画している。
この SBP のシステムが高校生を「未来の大人」にすると同時に、地域の「担い手・後継者」作りに寄与する
システムとなる。

「学校教育」Lecture（授業）
個別選別型教育（テスト）
エリート育成型
学校（子ども・壁の中）

図 1「SBP の性格と学校教育の違い」
「SBP」Project （事業）
集団戦型教育（イベント実施）
VS
後継者・担い手の育成
（小さな大人・未来の大人)

高校中退者による職業の選び方
―キャリア形成における「不器用さ」を巡って―
三代陽介（熊本大学大学院）
これまで長い間、高校中退の問題は、学校教育の問題とされていた。そのため、中退後の若者がどのよう
に職業移行を果たすのかという点については、関心が持たれてこなかった。1990 年代前半までは、若者たち
は高校卒業後に間断なく職業へ移行してきた。しかし、1990 年代後半以降、非正規雇用率が上昇し若者全体
の就労条件が悪化、非正規雇用の若者の存在が問題化してきた。そのような背景のなかで高校中退者は、非正
規雇用の要因の一つとして理解されるようになった。かつて重要な学校教育の問題として、収束した高校中退
問題が若者への支援という文脈で再び注目を集め、高校中退者の職業移行にも関心が持たれることとなり一定
の知見も蓄積をされてきた。
本田（2009）は若者の職業移行の課題のなかで、キャリア形成における不器用という概念を取りあげ、従来
の学歴格差に加え、器用・不器用格差の問題を取り扱った。
確かに不器用さは、職業移行を左右する要素であるが、これま
での私の研究である、高校中退者の実情と学び直しの条件―中
働者の
運動（
・
）
退者のライフヒストリーによる検討―のなかで出会った若者た
「不
な は解 され すい」が れで いのか
に
ルが るわけではない
不当な解
の
ちを見ると必ずや当てはまるとは言い難い。彼らは学校や職場
間
をつ ることが
交 な 、 会
事の 取りを えることが
運動の
という組織の一員として生きていくということを考えると確か
働に い まれ すい
「
」
教
会学者の本 由
に不器用である。しかしながら、その不器用さは中退者を支え
学 教 （
等）
不
の
の
る仲間の間では何らマイナスの要因にはなっていないことが明
「
でうま
り けるた には、
しいな
かで たすら要 を 化することが
られる」
力に加えて
「いい 」
「不
さ」を
らかとなった。すなわち、不器用さには２つの側面がある。一
のことが「不
さ」を
・ 化する事に
する「
な ている
」 職業教
・不
さが職業 行 の
さを り している
つは、学校教育から離脱、会社組織になじめない「不器用さ」
（抵抗できない・適応できない）
、もう一つは、仲間関係で信頼
を築く「不器用さ」である。アソシエーションの中で排除される理由となる「不器用さ」は仲間関係（コミュ
ニティ）の中できちんと生きていく上でむしろプラスになることさえある。コミュニティできちんと生きてい
く不器用さは職場というアソシエーションへの適応能力を高める職業教育（キャリア教育）の限界を示してい
るのではないか。
例えばキャリア形成に関する古典的名著である『ハマータウンの野郎ども』この本は 1985 年に訳本が出て
以来、学校制度への反抗という労働者文化を内面化した若者たちは、学校への反抗によって自ら中産階級への
階層移動を放棄し、労働者階級を再生産していく、という逆説を明らかにしたと教育社会学者は理解してき
た。この本（原著）には不器用さ（awkward）という言葉がしばしば登場する。英語にはもう一つ日本語の不
器用を意味する clumsy という単語もあり、ことらは無能というネガティブな意味である。ただし、ウイリス
は一切使用していない。高倉健が CM で語った「不器用な男ですから」は“I‘m an awkward guy.”と BBC で
は紹介された。それはもちろん、ポジティブな意味をこめてである。そうすると、日本の教育社会学者による
この本の理解には、コミュニティでのきちんとした生き方（awkward）への見落としがあるのではないか。
本報告では、中退者のライフヒストリー分析により、中退前後の体験や他者との交流を調査した。その結果、
就労への適応に至るプロセスには、若者支援施策の改革とは異なる次元での障壁があること、さらにその障壁
を越える上で、コミュニティでの強固な人間関係が重要な役割を果たしていることが示唆された。
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若者就労支援における社会的連帯
―「非人称の連帯」と「人称的な連帯」の議論に着目して―
金本佑太（九州大学大学院）
近年、不安定就労や無業の若者に対して、単なる求職活動の技能習得に留まらない包括的支援を通して、彼
らの社会的統合を回復しようとする動きがある。本報告では、最終目標を若者の就労達成としながらも、日常
生活の立て直しや自信回復も視野に入れた包括的支援を行う地域若者サポートステーション（以下、サポス
テ）事業について、日本社会における社会的連帯論のうち「非人称の連帯」と「人称的な連帯」の議論を踏ま
え検討した。
「非人称の連帯」とは、福祉国家の社会保険制度を典型とする、見知らぬ人々の間に成立する強制的な連帯
である。一方で、
「人称的な連帯」とは、特定の人々の間にネットワークとして形成される、自発的に互いを
支え合う連帯である。2 つの連帯の関係性については、非人称の連帯による対応が難しいとされる、個人の生
活ニーズとしての愛情や尊厳、尊敬、承認を、人称的な連帯が充足できるという指摘がある。また、税や社会
保険料が財源となり、人称的な連帯による支援活動を下支えしているという指摘もある。あるいは、人称的な
連帯のうち「運動／活動としての連帯」が、既存の体制における非人称の連帯の問題点を指摘し、制度の硬直
化を防いでいく側面もある。しかし、こうした議論では十分に捉えきれない社会的連帯のあり方が、サポステ
事業に見出されていると考えられる。
それは、個々のサポステが、若者の就労達成を目指して支援活動を展開するという点では非人称の連帯を下
支えしつつ、他方で、非人称の連帯が持つ、若者を就労達成に駆り立てる圧力を緩和する方向性も持ち合わせ
ているというあり方である。サポステ事業を利用した事例の若者は、他者の支援を受けず、独力で就労を達成
することで「一人前」になることができると認識し、就労達成を急いでいた。サポステ事業にとっても、より
多くの若者が就労を達成していくことは、非人称の連帯を下支えするために好都合である。しかし、非人称の
連帯の論理を強調し、若者を就労達成に追い詰めてしまうと、若者は就労達成を急ぐあまり不安定な職に就
き、劣悪な労働環境に耐えられないため就労が長続きせず、再度無業に陥ることもあるだろう。とりわけ、日
本社会では、
「新卒一括採用」という雇用慣行が中心的で、そこから外れた若者はその後のキャリアが不安定
になりやすいとされている。
それに対して、事例では、サポステスタッフは「焦らずに少しずつ変化を積み重ねていくほうがよい」と
アドバイスし、若者もそれを聞き入れていた。そしてサポステ事業の利用を経て、若者は「何かあれば周りの
他者を頼る」という認識を獲得し、そうした意識は、就労達成後も一定程度継続していた。このように、困難
に直面した際に頼ることができる他者の存在と、その他者を頼ってもいいという認識の獲得が重要であり、そ
のためには、
「独力で困難に対処しなければならない」という自己責任的な認識から距離をとる必要がある。
社会的連帯の達成において、
「政治的自由」が促進されなければならない。
「政治的自由」とは日々の生活の
なかで、人々が自らの置かれた状況を批判的に問い返す能力を持ちうるか、必要があればそれを適切な他者
に伝えることができるか、という意味である。本報告の事例では、サポステが若者の「政治的自由」の拡大
を促進し、自己責任的な認識から距離を取らせる役割を果たしていたことがうかがえる。

若者（大学生）の原子力発電についての意識：研究ノート（続）
山本努（神戸学院大学）
福本純子（福岡県立大学）

１．本報告の概要
（１）本報告は、大学生の原子力発電に関する意識を分析するものである。授業で調査票を配布、回収した（2018
年 6 月から 9 月）
。理系、文系、国公私立などミックス（合計 275 名、理系 116 名、文系 153 名、その他 6 名）
。
（２）本調査のリサーチ・クエスション・・・
「若者の多少は自覚的層」
（＝大学生であって欲しい）を取り出
して原発をどうするのかの意識を調査した。
２．データと知見
表 A. あなたは日本における原子力発電所の稼働について、長期的にはどう思いますか。
１．今もこれからもずっと稼働させて良い（稼動肯定派）
２．今もこれからもずっと稼働させざるをえない（稼動容認派）
３．今は稼働させて良いが、将来的には稼働数を減らしていくべきだ（稼動縮小派）
４．今は稼働させて良いが、将来的には稼働数をゼロにすべきだ（将来原発ゼロ派）
５．今は稼働をやめるべきだが、条件が整えば将来稼働させてよい（将来稼動派）
６．今すぐ稼働をやめるべきであり、今後も稼働すべきでない（即時原発ゼロ派）
７．分からない（分からん派）
８．NA

9.1％（25人）
26.5％（31人）
29.5％（81人）
9.5％（26人）
6.5％（18人）
4.0％（11人）
12.4％（34人）
2.5％（ 7人）

知見１．即時原発ゼロ派の意見は少ない（＝4.0％）
知見２．将来原発ゼロ派を含めても原発ゼロ派は少ない（13.5％＝4.0％+9.5％）
表 B．あなたの印象では、現在の日本のエネルギー源のうち、原子力の割合はどのくらいを占めていると思い
ますか。
1％未満
2.2%

5%
7.3%

10%

15%

20%

11.3%

11.6%

18.9%

25%
9.1%

30%
9.8%

30％
より多い

26.9%

NA
2.9%

知見８. 厳密な正解（1％未満、総合エネルギー統計 0.8％、2016 年）を答えた者はほとんどいない（2.2％､
6 人）
。
知見 11．
（厳密な、あるいは、拡大解釈の）
「正解」を答えたものは非常に少ない。言いかえれば、ほとんどの
人が原子力を過大にイメージしている。
３．むすびにかえて
紙幅の関係で知見は上の４つのみ示した。下記の文献に本報告のより詳しい知見がある。ご参照下さればあ
りがたい。
文献
山本努編 近刊『よくわかる地域社会学』ミネルヴァ書房、所収の山本・福本論文.
山本努 2019「付論 若者（大学生）の原子力発電についての意識」山本努・福本純子編『地方地域社会に暮ら
す若者の社会意識−「九州・山口在住の若者」に関する社会調査から』熊本大学大学院人文社会科学研究部
（地域社会学研究室）
、80−82 頁.

集団(group)、社会関係 (social relation)、社会(society)の概念再考
―社会学入門講義のために―
山本努（神戸学院大学）
「社会」という概念を検討する。そのために、富永健一と高田保馬の「社会」の把握を比較した。
図１（高田）と図２（富永）では、集団社会（図１の１）と狭義の社会（図２の１）はほぼ同義であり、そ
の取り扱いに両者の差はない。これに対して、集団外社会（図１の２）と準社会（図２の２）の取り扱いの差
は大きい。両者は（ほぼ）同義だが、高田は集団外社会を集団社会と同等の意義をもつ「社会」の構成要素に
認めた。富永は、準社会を「不完全社会」と見て、その意義は狭義の社会よりかなり小さい。
図１ 高田の社会
1,集団社会・・・集団の形をもつ社会（積分的社会）
2,集団外社会・・集団の形をもたぬ社会（繊維社会と機能聯関／微分的社会）
出典：高田前掲,1952 年,32 頁、42 頁より作成
図２ 富永の社会
１， 狭義の社会（≒集団）
２， 準社会（＝狭義の社会の定義を不完全にしか満たさない社会／「不完全社会」
出典：富永前掲,1995 年,18−19 頁、富永前掲,1996 年,87 頁より作成
このような取り扱いの差があるが、本報告では、高田の社会把握が適切と主張した。したがって、社会学の
入門講義では、高田の見解を講義するのがよい。なお、時間の制約で、社会関係、集団にはふれることが出来
なかった。本報告の詳細は、当日触れられなかった点を含めて、下記に掲載の予定である。ご参照下さればあ
りがたい。
・山本努「序章 地域社会学の必要性」山本努編 近刊『よくわかる地域社会学』
ミネルヴァ書房.
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