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「跡地のまちづくり活動」は何を目指すのか 

―大学跡地に対する活動の意義と可能性― 

髙嵜浩平（九州大学大学院） 

 

 本報告では、九州大学箱崎キャンパス移転とその跡地の再開発という地域の大きな変動に直面している福岡市

東区箱崎地域において、地域住民から生まれている活動では何が目指されているのか、その活動にはどのような

意義や可能性があるのかについて考察した。 

 歴史的環境保存や町並み保存運動に関する先行研究では、それらの運動が一切の変化を拒絶した保存を求める

ものではなく、変化を不可避のものと捉えたうえで、その変化をどのように社会的にコントロールできるかとい

うことを問うたものであったということが示されている。そこから、「保存か開発か」という二項対立図式を超え

て、その先のまちづくりをどのように考えていくべきかという論点が導き出される（堀川 2018，森久 2016）。 

 本報告で事例として取り上げる箱崎地域は、筥崎宮を中心に発展してきた地域であるとともに、1911 年に九州

帝国大学が設置されてから約 100 年のあいだ、筥崎宮と九州大学箱崎キャンパスを 2 大シンボルとした「歴史と

学問のまち」とされてきた。2005 年から 2018 年にわたって箱崎キャンパスの移転が行われ、箱崎地域は大学町

としての性格を失うとともに、広大な大学跡地の発生による再開発の可能性にも直面することとなった。このよ

うな地域の大きな変動に対しては、跡地周辺の 4 校区による 4 校区協議会の結成と跡地利用協議会への参加など

が行われているほかに、大学移転を契機とした地域の様々な主体からの独自の活動が生まれている。 

 箱崎で建築設計事務所を営む A 氏らは、「地元の建築に関わる人間として、かつ企業として、住民として」と

いう意識から、大学跡地の建築物が保存利活用されることを目的とした活動を行ってきた。それらの活動は、大

学跡地の歴史的建築物を可能な限り残して利活用することが、この地域にしかできないまちづくりを実現するこ

とにつながるという思いとともに、跡地利用への住民参加のプロセス自体を問い直す問題意識を持った活動でも

あった。しかしながら、跡地利用協議会の議論などにより、一部の歴史的建造物のみの保存利活用が決まり、跡

地の大部分は更地化されることとなる。その後、A 氏らの活動は大学跡地の建築物の保存利活用に主眼をおいた

ものから、跡地開発後のまちづくりを見据えた関係性づくりを目指す活動へと転換していくことになる。 

A 氏らが 2019 年から始めた「暮らしの大学」という活動では、大学跡地が再開発されることは前提として、

跡地にできる新しいまちと既存の箱崎の地域が全く違う地域になるのではなく、「新旧が一体となったまちづく

り」が目指されている。また、これまで地域活動にあまり縁がなかった人々が関わりをもつ契機にもなっており、

地域の変化を契機として、新たな担い手の台頭という面を指摘できる。このように、従来の地域組織の枠組みを

超えた独自の活動の存在は、これまで地域活動に関わりを持っていなかった層に地域への新たな関わりをもたら

すようなはたらきを持っていたといえる。 

さらに、この活動の特色として、大学跡地に関心をもつ開発事業者からの参加が積極的に促されていることが

挙げられる。住民だけでなく、跡地の開発にかかわる事業者と地域の主体が日常的な対話をまちの中で出来る環

境を理想として、開発主体である事業者と生活主体である地域住民の関係性づくりが試みられている。ここでは、

「新旧が一体となったまちづくり」を実現するために、今後のまちづくりに向けた対話ができるような土壌を形

成することが目指されている。このような独自の連携や共同の枠組みをつくっていく動きから、「保存」と「開発」

の二項対立図式を超えたまちづくりの方向性への可能性について、今後さらに検討を深めていく必要がある。 

 



 

社会福祉協議会の死後事務委任事業の現状と課題 

―高齢者と家族の関係性の視点から― 

宮崎真弥（九州大学大学院） 

 

１．はじめに                                               

 長寿化と高齢化により死亡者数が増大し、それに伴った医療・福祉、家族や生活への支援の需要の急激な増

大が予見されている。多死社会の到来である。それを受けて、近年、自らの死に備える「終活」への取り組み

が社会的な潮流となっている。しかし、住み慣れた自宅で最期を迎えることを望む高齢者は多い一方で、在宅

サービスは十分とは言えず、葬儀が地域社会から切り離されていく中で、自らの死後に不安を抱く高齢者も多

い。 

福岡市社会福祉協議会の『第 6 期地域福祉活動計画』においても「終活」支援が重点項目の一つとして位置

付けられており、多死社会における死への対応が、地域福祉の重要課題となっていることがうかがえる。ここ

では、地域福祉の現場における「終活」支援の実態や意義について発表を行った。 

２．調査の概要 

社会福祉協議会の「終活」支援と死後事務委任事業を取り上げ、2020 年 11 月、12 月に福岡市と岡垣町の社

会福祉協議会の職員へ、活動の内容や経緯、活動の位置づけ、社会福祉協議会に相談に訪れる人々の状況等に

ついて、聞き取り調査を行った。 

３．分析と考察 

 まず、福岡市、岡垣町の両社協はともに「終活」支援に力を入れている一方で、親族のいる高齢者と死後事

務委任事業に契約を結ぶことには必ずしも積極的ではないことが明らかになった。親族のいる相談者との契約

はトラブルを招くリスクが高いというだけでなく、社会福祉協議会が事業により死後事務を引き受けることで、

親族感の関係性を断ち切ってしまうことを危惧してのことであった。 

 社会福祉協議会に「終活」相談に訪れる人々の状況としては、契約を結ぶまでに至らなかったものも含める

と、親族がおらず死後事務の担い手が不在であるケースに加えて、親族がいるが何らかの事情で親族を頼れな

い/頼りたくないというケースがあることが明らかとなった。事情としては、親族が遠距離に住んでおり頼るこ

とが出来ない事例や近居していても不和によって連絡が困難な事例などがある。特徴的な事例として、社会福

祉協議会が相談者とその親族の間でやり取りをすることによって、相談当初は不可能だと思われていた相談者

の親族による死後事務の対応が可能になった事例も存在している。 

 こうした状況を総合すると、社会福祉協議会における「終活」支援は、単にサービスとして死後事務委任事

業の提供を目的としているのではなく、相談者と親族の関係性や地域福祉活動への包摂も含めた総合的な死後

の不安への対処として捉える必要がある。ここには、「終活」を通した高齢者の関係性の再編機能をみることが

できるだろう。  



「越境」する人々と「信頼貯金」 

―地域おこし協力隊 OBOG たちの語りから― 

靍理恵子（専修大学） 

 

はじめに 

 本報告の目的は、「地域おこし協力隊」OBOG の語りから移住に伴う自己のアイデンティティ変容や定住に

向かうプロセスを捉えることを通して、移住者と地元住民間の相互作用の中で、今、ここ（農山漁村）で自分

（たち）が暮らす意味をどのように捉え返し、地域を維持・創造する動きが始まっているかを明らかにするこ

とにある。キーワードは、「越境者」と「信頼貯金」である。 

本報告は、2014 年以降、島根県、岡山県、福島県内で行ってきたフィールドワークにおいて書き留めてきた

断片的な語り、地域おこし協力隊員や関わる人びと（受け入れ先の自治体職員、地域住民）を対象に行ってき

たフィールドワーク、2022 年 2 月、オンラインセミナーの参与観察、同年 3 月に行った OG（三瓶裕美さん）

へのオンラインインタビュー、および関連文献等に基づく。協力隊制度に対する批判は多いが、実証的な研究

はまだほとんどなされていない。移住者に関する研究も充分な蓄積があるとは言いがたい。ただ、近年の村落

研究において、移住者と受け入れ先の市町村、ムラの相互作用によるムラの再編についての研究が求められて

いることは確かなことである。 

 

「越境者」というアイデンティティと「信頼貯金」 

2009 年度創設され、2022 年度現在まで続く、総務省管轄の制度である。令和 3 年度で約 6,000 名の隊員が

全国で活動しており、令和 6 年度に 8,000 人に増やすという目標が設定されている。具体的な活動内容や条件、

待遇は、募集自治体により様々であるが、全体として制度改善の動き（起業への補助、おためし制度の新設、

相談体制の充実）が進んでいる。 

そうした変化の中、隊員たちの「集合知」とでも呼ぶべきものがある。1 つは、「越境者」というアイデンテ

ィティである。応募→移住→定住/去る、という過程で自己のアイデンティティが再帰的に形成・変容されてい

くが、揺らぎながらも自己を支えてくれるものとして存在している。もう 1 つは、「信頼貯金」という言葉であ

る。仕事を紹介してもらったり、頼まれごとをしたりすることは相手からの信頼の証であり、少しずつ他者と

の信頼を積み重ねていくことを「信頼貯金」という言葉で表現している。「越境者」も「信頼貯金」も、隊員自

らが自己の経験の中から生み出し、名づけたもので、研究者の作ったキータームではない。 

 越境者と受け入れ側の双方がさまざまな変化を経験している。一種の文化変容である。その結果として、ム

ラも自治体も変わってきている。今後、「現代の草鞋親」と言えそうな、ムラの人々の存在にも着目したい。フ

ィールドワークを通して、今、何が起きつつあるか、眼前の変化を捉える中から、今後の農山村のあり方を考

えることが出来るのだと思う。 

 

注：本研究の一部は、科研費 基盤研究（Ｃ）一般（課題番号 19Ｋ02084）「『小農の復権』に関する社会学的研究」（代表：靍理恵

子、2019～2022 年度）および科研費 基盤研究（Ｂ）一般（課題番号 20Ｈ01575）「ポスト農業社会の食・農・自然に視点をおい

た農業社会学の構築」（代表：牧野厚史、2020～2023 年度）の研究費に基づく。  



 

地域社会フリーライダーの可能性 

―熊本地震をケースとして― 

 三隅一人（九州大学） 

 

 災害の観点から地域社会の現状分析を行うために、「コミュニティ」を以下のように再定義する。コミュニテ

ィは、人びとが地域共有物の供給のために行う営みがつくる社会システムである。ここで地域共有物は、人び

との地域生活の安全や住みやすさにとって不可欠な公共財（準公共財を含む）をいう。こうして公共財に焦点

化することにより、一方では村落共同体や災害ユートピア、他方では過疎地や大都市における広域的な親族・

市民共助システムまでを含めて、災害に関わるコミュニティの現実態を分析することがねらいである。 

地域社会における諸々の共同課題を公共財として捉えるとき、フリーライダーの問題がある。自治会を中心

とした地域社会の運営から距離がある住民は、地域社会という地域共有物のフリーライダーといえる。けれど

も、地域共有物は種々あり、それらに関わる協力行為はいろいろな出所がある。地域社会フリーライダーは、

別の生活場面では積極的に社会参加しているかもしれない。そこでは、外部の市民団体や行政とのコンタクト

を含めて、地域社会にはない社会関係資本もありうる。つまり、フリーライダーがそれぞれの足場から地域共

有物に貢献し、そして、必要なときにそれらの足場同士をつなぐ仕組みがあれば、地域社会にとってフリーラ

イダーは社会関係資本ストックとなるのである（Misumi,2018）。本報告では、報告者が 2019 年 9 月に熊本市

で実施した「災害に強いまちづくりに関する調査」（20～70 歳熊本市民、郵送法、有効サンプル 697、回収率

34.9%）のデータを用いて、上に述べたフリーライダーの可能性 potentiality を吟味する。 

地域社会フリーライダーは、「町内の行事や祭りの運営」と「地域の防災・まちづくり活動」の両方とも活動

経験がなく、かつ、「自治会、町内会、婦人会、老人会等の地域組織」と「防災・まちづくりのグループ」の両

方とも不参加の人、と操作的に捉える。熊本調査ではこの「フリーライダー」は 62%、それ以外の「貢献層」

は 38%である。フリーライダーは若年、高学歴、移動層の特徴をもちつつ、74%が地域関係以外のイベント等

に関与し、53%が地域関係以外の団体に参加している。これらの比率は貢献層には及ばないけれども、決して

低い数値ではなく、地域社会フリーライダーが別の生活場面で貢献層である可能性は担保される。 

2016 年熊本地震に関して留意すべき点として、被災時に家族以外の誰かを支援した経験率が、フリーライダ

ー層でも 67%ある（貢献層は 76%）。なかでも震災被害が大きかった場合、その比率は 78％に及ぶ（貢献層は

84%）。これは、被害が大きいほどコミュニティによる地域共有物の供給不全リスクが高く認知されて、協力行

動がとられやすくなるためと考えられ、Misumi（2018）の災害ユートピアの説明と符合する。また、フリーラ

イダー層のうち、地域関係以外の団体に参加していると支援経験率が高い。さらに、支援の項目数は、地域関

係以外の参加団体数、地域関係以外のイベント等への関与頻度および項目数と、それぞれ相関する。これらは

地域社会フリーライダーの社会関係資本ストックとしての可能性を、示唆するものである。 

最後に、参加してみたいまちづくり取り組みの有無（2 値）を従属変数としたロジスティック回帰分析で、

社会関係資本の諸項目のうち一般化された互酬性の規範が、取り組み意欲を強める効果を確認した。社会関係

資本ストックをいざというときに活性化させるために、一般化された互酬性の規範が重要な要素であることが

示唆される。                                      ［文献略］ 

  



小谷（三浦）典子『内藤莞爾の社会学――九州大学文学部社会学研究室の窓から――』（学文社） 

の意図するところ 

三浦典子（山口大学名誉教授） 

 

内藤莞爾先生は、1950 年 10 月に九州大学文学部に講師として着任され、1980 年に定年退職されるまでの

30 年の長きにわたり、九州大学文学部社会学研究室で教育研究に従事された。 

西南九州各地で行われた調査に基づいた「末子相続の研究」は、先生の代表的な研究業績であり、『末子相

続の研究』(弘文堂、1973 年)は、早稲田大学に博士学位請求論文として提出され、西日本新聞主催の「西日

本文化賞」を受賞された。先生は日本社会学会会長にも就任されたが、残念ながら、「内藤莞爾の社会学」の

全体像を知る書籍はない。 

『内藤莞爾の社会学』(学文社、2021 年)は、表向きは、内藤莞爾の社会学の全容を紹介する著書である

が、副題の「九州大学文学部社会学研究室の窓から」に、本報告の意図がある。 

報告者は、1965 年に九州大学文学部に入学し、1979 年に山口大学に赴任したが、長きにわたる社会学研究

室での経験を織り交ぜて、内藤莞爾の社会学をまとめながら、自らの社会学が形成された軌跡をたどってみ

た。 

報告は、本書の概要、内藤莞爾先生の主な略歴、略歴にみる特記事項、内藤莞爾の社会学の特徴、本書刊

行の意図の順に行った。 

「略歴にみる特記事項」は、以下のとおりである。 

① 静岡県にある臨済宗徳源寺に生まれ、生まれた時から、戒名「徳源院眞浄莞爾居士」を持っておられ

た。 

② 東京大学文学部卒業時の卒業論文「宗教と経済倫理——-浄土真宗と近江商人——-」は、.ウェーバーの

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』にヒントを得たもので、ベラーの『徳川時代の宗

教』にも影響を与えた力作である。 

③ 第 2 次世界大戦中に、文部省直轄の「民族研究所」において、牧野巽の助手として海南島調査を経験す

る。 

④ 九州大学に赴任後、日本社会学会で取り組まれた「農村 SSM 調査」の対象地のひとつ福岡県旧糸島郡

元岡地区で、調査の現場監督的役割を担った。    

⑤ 九学会連合「奄美」調査や、甑島における九州大学共同調査で末子相続に出会い、ライフワークとなる

末子相続の研究を遂行していった。 

⑥ 九州大学退職後、立正大学において、デュルケム、モース、デュルケム学派などのフランス社会学史の

紹介を行った。 

「内藤莞爾の社会学の特徴」は、代表的な末子相続の研究に関してみると、家族法、法制史、民俗学とも

異なる「社会学的」末子相続の研究を、あるがままの家族の合理性を見すえながら追求してこられたところに

ある。 

方法論的には、デュルケムの社会学を下敷きにしつつも、.研究の視座は、.ウェーバーの宗教社会学にみら

れる「宗教の教義と生活構造(Lebensführung)とのかかわり」におかれており、宗教と社会のかかわりととも

に、西洋と東洋の比較への関心を持ち続けておられたといえる。 

報告者は、九州大学文学部社会学研究室において、内藤先生の社会学演習でデュルケムの『自殺論』を読

んで、アノミーに出会い、その後、近江商人の「三方よし」の経営理念に通じる企業の社会貢献に関する研究

を進めてきたが、自らの社会学の深奥には、「内藤莞爾の社会学」が潜んでいるように思う。 

本報告では、オンラインで授業や学会がもたれる昨今の現状に対して、大学研究室という学びの場の持つ

意義について再考する必要があるのではないかということを強調した。  



犯罪不安についての⼀考察 

―日本社会における「犯罪不安の高まり」の理解をめぐって― 

鐘宇翎（熊本大学大学院） 

 

日本の刑法犯の認知件数は、2003 年から一貫して減少しており、2021 年は戦後最少を更新した（警察庁 

2022）。また、2000 年代以後、日本では、「防犯まちづくり」や「防犯ボランティア」をはじめとする「安全・

安心」への取組が展開されている。しかしながら、社会調査では、犯罪不安は依然として高い状況にある（警

察庁 2022）。本研究は、現代日本における「犯罪不安の高まり」という現象に着目し、それがなぜ起きたのか

を実証的な調査から確認しつつ、犯罪不安の正体を明らかにすることである。その中で、本報告では、主に犯

罪不安に関する調査概要を報告する。 

犯罪不安の研究は一定程度の蓄積があるものの、その正体についての一貫した答えは得られていない。これ

まで、犯罪不安についての研究は、統計データの検討や構築主義の観点からの研究が多く、犯罪不安を抱く当

事者に関する研究はあまり行われてこなかった。そこで、報告者は、不安の当事者として、防犯活動を担う人々

に目を向けた。生活安全条列研究会（2005：8）は、「治安が悪化して不安感が強まっているから、警察・自治

体・事業者・住民が協働して、安全安心まちづくりを進めなければならない」と指摘している。つまり、防犯

活動は、犯罪リスク削減だけでなくて、人々が抱く犯罪不安解消も視野に入れていると解釈できる。そこで、

防犯活動の担い手の調査によって犯罪不安の正体を明らかにできるのではないかと考えた。 

そこで、地域防犯活動を事例にし、防犯活動を立ち上げる契機について考察した。選んだ防犯活動は、福岡

市中央区の天神地区に位置する警固公園を中心に展開されてきた防犯活動である。この活動は、国土交通省の

令和 2 年「防犯まちづくり取組事例集」に代表事例として取り上げられている。その地区の防犯まちづくりと

防犯ボランティア活動に関与する方々を対象に聞き取り調査を行った。天神地区は、都心部の繁華街で人が集

まりやすい。なかでも、警固公園は、ハント族の徘徊や少年が集まり、深夜になっても騒音が激しく、住民や

行政から問題ある場所とされてきた。その背景の下、防犯活動が始まり、さらに公園の整備なども行なわた。

こうした公園整備は地域の安全性を高めたと人々は認識していた。一方、防犯活動は、現在も展開されており、

継続理由としては、今後「元にもどるのではないか」という予期に基づく「不安」や「心配」が語られた。 

犯罪不安は社会問題とされ、不安を取り除く方策として、都市計画などのハード整備が取り組まれている。

だが、こうした不安が人々の将来への予期と関わるのであれば、犯罪不安研究には、社会の側からのソフトな

アプローチが必要である。こうした将来への予期に基づく不安が、他地域の防犯活動にも確認できるかどうか

については、今後、調査研究を深めていくことにしたい。 
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フィギュレーションとシンボル世界の再編 

―エリアス知識社会学の発展的継承の試み― 

小田和正（北海道大学） 

 

ノルベルト・エリアスの社会理論は、通常、フィギュレーション社会学（figurational sociology）ないしは

プロセス社会学（process sociology）と呼ばれる。あるいはまた『諸個人の社会』の訳者である宇京早苗のよ

うにプロセス＝フィギュレーション理論と呼称するのも彼の社会理論の特徴をよく表していてよいかもしれな

い。エリアスが自らの社会学の中心に据えるフィギュレーション概念とは、諸個人から成る動的‐過程的な相

互依存のネットワークを意味するものだからである。しかし他方で後期のエリアスは、物理的な 4 次元世界

から区別される第 5 次元の意味的世界――シンボル世界――に関する理論を独自に発展させていた。実は既

存研究においては、優れたエリアス研究が国内外で多く蓄積されているにもかかわらず、この両理論――プロ

セス＝フィギュレーション理論とシンボル理論――の内的連関については必ずしも明確化されていない。また

それゆえに、報告者の見るところでは、エリアスの社会理論全体の理論構成についてもいまだ十分な定式化が

なされているとはいいがたい。そこで本報告では、エリアスのプロセス＝フィギュレーション理論と彼が最晩

年にまとめたシンボル理論との内的連関を明らかにすることで、彼の社会理論を知識社会学の理論として独自

に再構成することを試みた。 

エリアスの社会理論は実は、『文明化の過程』（1939 年）から『シンボルの理論』（1991 年）に至るまで一

貫して、（とりわけ近代以降に自明視される）特異な自然像、人間像、社会像という三つの観念像（シンボ

ル）とそれにかかわる問題連関を中心軸に展開されている、と見ることができる。こうした見立てのもとで本

報告ではエリアスの理論的諸著作を詳細に検討し、エリアスの社会理論の基本構図を次のように整理した。す

なわち彼の社会理論は一貫して、フィギュレーションの歴史的変容の観点から、（1）社会的ハビトゥスや感

情的‐情緒的経験構造の変容（『文明化の過程』における感情的・生理的衝動に対する自己抑制装置の生成と

発展）、この変容を受けての（2）特定の観念像（自然像、人間像、社会像＝シンボル）の社会的生成、（3）

こうした観念像（シンボル）同士の意味論的連関、（4）特定の観念像を固有対象とする科学分野（特殊なシ

ンボル世界）の社会的生成、（5）シンボル世界の生成から引き起こされるフィギュレーションの分化・再

編、これらを説明するという構図をもっている。 

さらに本報告では、『シンボルの理論』において示されているエリアスの人間一般に対する生物学的な特徴

づけに基づいて、人間関係のネットワークとしてのフィギュレーションがシンボル（言語や知識）を介したコ

ミュニケーションによって形成され、それぞれのフィギュレーションには特殊なシンボル世界が不可分に結び

ついていることを明らかにした。  



「歴史」はいかに「教訓」となるのか 

桑畑洋一郎（山口大学） 

  

報告の目的と背景 

 ハンセン病を患った人々やその家族は差別・偏見を経験し、またそれらは隔離政策によって導かれたとする

認識が、一定程度共有されている。例えば、ハンセン病問題に関する検証会議の報告書内には、以下のような

記述がある。 
 

「無癩県運動」のなかで増床された定員を埋めるために患者を捜し出して恵楓園に送り込むのに九州の

各県は躍起になっていた。（中略）そのため、（中略）患者の妹が自殺したり、息子がハンセン病の父を殺

して自殺するという悲劇が起こされていた。（財団法人日弁連法務研究財団ハンセン病問題に関する検証会

議 2005: 184） 
 

こうした認識が基盤となり、ハンセン病に関わる差別・偏見の問題と、それを導いた隔離政策の歴史を、

「教訓」とすべきとの理解が導かれた。それは、感染症法の前文にも示されているし、またそれを反映した教

育実践も行われている（ハンセン病市民学会教育部会編 2022）。 

とは言え、ハンセン病に関わる事象も含めて、日本で「隔離」という概念が用いられる際には複数の意味

の混交が生じており、そこから混乱が生じていることもまた指摘されている（廣川 2021）。その点からして

も、「教訓」として参照されるべき歴史は、非常に複雑なものである。 

では隔離政策の歴史は、実際のところいかに「教訓」化されるのか。そのことを、コロナ禍（2019 年 12

月 1 日～2021 年 12 月 30 日）におけるハンセン病をめぐる隔離政策の歴史の「教訓」化を、当該期間にツイ

ッター上に投稿されたツイートを用いて、分析・考察しようとするものが本報告である。 

 

結果 

 詳細は割愛するが、分析の結果大きくは以下の 2 点が見えてきた。 

 第 1 に、コロナ禍においてハンセン病をめぐる隔離政策の歴史が、頻繁に「教訓」として想起されていた

こと。第 2 に、「教訓」のされ方としては、まずもってハンセン病とコロナ禍を結びつける報道がなされ、そ

れを受けてツイッター上でも「教訓」とする認識が広まっていたこと。すなわち、マスメディアが先導し、同

様の認識の下での「教訓」化がツイッター上で後発的に見られることである。 

 

考察 

 大きくは以上の 2 点が本報告における分析からは導き出された。マスメディアが先導するものとはいえ、

ハンセン病をめぐる隔離政策の歴史は教訓として社会的に共有されており、感染症法の前文等で示されたこと

が実現しているようにも思える。 

 しかしながら一方で、マスメディアによるハンセン病とコロナ禍の結び付け自体が、ハンセン病をめぐる隔

離政策の歴史の特定の部分に焦点化したものであったことも指摘しておきたい。ハンセン病研究によって蓄積

されてきた、隔離政策以外のハンセン病史についてコロナ禍で想起されることはほとんどなく、廣川が指摘し

た、「隔離」の意味の混交にも注意が向けられることはない。 

 特定の歴史にハンセン病史を帰着させてしまうことに対して、当事者から批判的な声があがっていること

（鈴木 2020）をふまえても、「教訓」化の実態にさらに注目することが必要となる。 
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準社会（売買行為）は社会ではないのか？ 

―富永、高田／鈴木、ウェーバーの学説の評価― 

 山本努（神戸学院大学） 

 

本報告では、売買行為の理解を通して、「社会」の理解が、富永健一、高田保馬（と鈴木栄太郎とＭ．ウ

ェーバー）でどう違って、どちらが社会の把握として、実り多いかを考えてみた。 

 「社会」という言葉は日本人には難しい言葉である。元々の日本語にはない、翻訳語だからである。英語の

society は幕末（慶応２〔1866〕年）の英和辞典では仲間、一致などと訳されている（蔵内 1978：3−8）。こ

の訳語は今日からみても味わい深い訳語である。この society・仲間・社会をどのように理解するか？ 富永

は準社会の概念を主に売買を事例に説明するが、この問題を富永の準社会概念の批判を通して検討する。 

 売買は我々の社会（生活）の重要部分と思うが、富永によれば、これは十全な社会（富永のいう「狭義の社

会」）ではない。売買は不完全社会、準社会とされているのである。もしそうだとしたら、社会学は社会の枢

要な部分を取り扱わない（取り扱うにしても二義的な位置でしか取り扱わない）学問になる。富永によれば、

社会学とは「狭義の社会」の学（富永 1986：4）だからである。ここには富永の社会の理解（富永社会学）の

歪みがある（と私は思う）。 

 「狭義の社会」と対比される準社会は富永の『社会学原理』の中では、1 章の冒頭（富永 1986:3-8）で説

明される重要な対概念である。これは、鈴木栄太郎の『都市社会学原理』の正常生活（人口）と対比される異

常人口（生活）を想起させる（鈴木 1969：146−314）。いずれも、彼等の構想した社会学の土台にあっ

て、前者（「狭義の社会」、正常生活（人口））が重要で、後者（準社会、異常人口（生活））の価値は小さ

い。鈴木のこの対概念は、非常に成功した。鈴木の正常は、異常人口（生活）中心の米国シカゴ派都市社会学

に対して、正常人口（生活）中心の日本都市社会学のオリジナリティを示したからである（山本 2019：32

−34）。これに対して、富永の対概念の生産力はどうだろうか。生産力ある概念だろうか？ この問に本報

告は否定的である。これが本報告の（直接の狭い）問題意識であり、答えである。 

 

お願い：本報告は時間の制約ですべてはお話しできませんでした。本報告の内容に非常に近い主張は、山本

努（2022：2-21）「地域社会学の必要性」同編『よくわかる地域社会学』ミネルヴァ書房にあるので、ご参

照下されば有り難い。 
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地域社会の衰退と復興 

―女性活躍がもたらす社会的変化と地域の将来― 

ミセルカ・アントニア（ウィーン大学） 

 

農村社会における女性の立場や役割は近年に多く変わってきた。戦後の女性は労働量が多い割に経営など

の決定過程に関わることはほとんど不可能であった。９０年代に発行になった家庭経営協定によって、家族全

員の作業時間や給料が決められ、女性の作業量も明らかになった。現在は多くの場合は夫婦が共同で経営して

おり、女性の経営やコミュニティー維持に関する活動が増えてきた。 

本研究では日本の地域で暮らしている女性たちはどのような活動しているのか、又は自らのアイデアをど

のように実行するのかという問いに向き合う。そのために、２０１７年から２０２０年にわたって阿蘇地方に

ある三つの市町村で聞き取り調査を行った。インタビュー対象者は２７名で、３０代から８０代までの女性を

含む。対象者は多様な移住経歴や労働事情のバランスを考慮して決めた。インタビューの内容は主に女性の活

躍やコミュニティーとの繋がりに注目して話を進んだ。その結果は以下に紹介する。 

まず、女性のネットワークには様々な種類があることが明らかになった。一つ目は伝統的な組織で、例え

ば婦人会や商工会の婦人部が挙げられる。伝統的ではあるが、活動内容は３・４０年前と比べて大分変ってき

た。昔は活動の裏方の役で地域活動や葬式の際にお弁当や食事を作ったりしていたそうだ。現在は葬式などの

場合は会社に頼んだりするから裏方の役は減少したが、今度はお年寄りの見守りや詐欺についての講習会、又

はお年寄りと集落内の子どもが接する機会を作る活動を行っている。二つ目は、新しく形成された組織だ。そ

ういう組織は様々な形態を持ち、活動内容が幅広いである。一つの例として「田舎のヒーロインズ」が挙げら

れる。地域の重要性と魅力に関する意識化、又は都会と地域を繋ぐ活動が主な目的だ。それは交流機会を与え

る活動や公開イベントであり、日常的で小さく見える作業も含む。 

活動内容に目を向けると、世代によって変化していることが明らかになる。お年寄りの女性はいわゆる伝

統的な経歴で、昔ながらの活動参加がほとんどだ。コミュニティーのリーダーシップは旦那さんに任せながら

裏で援助し家族やコミュニティーを支える形態だ。活動する場合は、婦人会のような昔ながらの活動で活躍す

ることが多い。活動の内容は主に地域の人間関係を促進することや高齢者の見守りが挙げられる。その上、伝

統を守るための活動や地域の魅力を発信する活動も増えてきている。自らのアイデアを実現するために、昔な

がらのネットワーク（例えば婦人会）を使い、地域内の同世代と協力し動いている。 

その一方で、年下の女性は年齢が若くなるほど活動の内容や実行する戦略が変わる。その理由は主に二つあ

る。一つ目は、法律の制定又は教育や国際化によって地域社会の価値観は変わってきたことである。現在、特

に３０代と４０代の女性は、一人または旦那さんと二人で農業やお店の営業をしており、経営の決定過程にも

深く関わっている。そのため、新しいネットワークを組むことができ、そこで他の女性や若い営業者と交流機

会を作っている。こういう女性のネットワークは地域内だけではなく、全国にもわたる。二つ目の理由は教育

と個人の自由である。現在の３０代４０代の女性たちは学歴も高く、地域外での経験を得る機会があった。そ

ういう女性たちは自分の意見を主張し、アイデアがあれば、自らそのリーダーとなり、実行するために新しい

ネットワークや組織を組んでいる。活動の内容としては地域内の人間関係の促進よりも、人間と自然の関係（環

境問題・サスティナビリティー）や子育てと教育関係の活動が多く取り上げられている。 

  



フリースクールの組織構造と課題 

―台湾と日本の比較― 

王美玲（淡江大学） 

 

いじめや学校不信がきっかけで不登校になった、児童・生徒の多様な教育ニーズに応じるために、オールタ

ーナティブな学校が設立されてきている。 

日本では、フリースクールが任意団体や NPO 法人による運営形態で設立されてきたが、2003 年から構造改

革特区制度を運用した不登校特区学校の設立が可能となった。不登校特区学校では、設備と校地・校舎を自己

所有しなければならないという学校法人申請条件が緩和され、学習指導要領とは異なるカリキュラムが可能で、

フリースクールへの登校は学校への出席扱いされる。さらに 2005 年には、不登校特区は全国化されて、日本

全国どこでも申請なしで学校が設立可能となった。このような日本における動向は、フリースクールの学校化

といえる。 

他方、台湾では、フリースクールは「另類學校」と称され、日本のような任意団体または NPO 法人はなく、

最初は財団法人基金会という法人組織を作って設置される。行政から廃校を借り、実験的に教育を行なう計画

を行政に提出することによって、合法的な教育団体となる。出席扱いも可能で、民間の教育団体が実質的な学

校運営者となっていた。この教育実践は、当初、地方自治法に基づいて実施されていたが、のちに「実験教育」

と名付けられ、2014 年に実験教育三法の成立後、財団法人でなくても、個人や団体・機構で学校設立が可能と

なった。このような台湾の動向は、フリースクールの制度化といえる。 

 日本でも台湾でも、フリースクールは合法的な団体になる傾向がみられるが、学校法人あるいは財団法人に

なるためのハードルが高く、行政と賛助会員の支援が必要である。 

本報告では、東京シューレ葛飾中学校（日本）と森林小学校(台湾)の事例調査をもとに、双方の運営組織に

どのような差異があるのか、フリースクールの運営や意志決定においてその組織形態がどのように影響してい

るのかを比較検討した。 

まず、東京シューレ葛飾中学校の運営母体は NPO 法人東京シューレで、運営組織は、総会、理事会、事務

局から構成されている。フリースクールは NPO 法人の組織以外に、学校法人東京シューレ学園を設立してい

る。NPO 法人も学校法人も理事長は創設者自身で、学校法人の校長も創設者である。 

他方、森林小学校の運営母体は財団法人人本教育文教基金会で、運営組織は、理事会、理事長、理事から成

り、理事会のもとに森林小学校が付属している。運営母体はフリースクール時代と同じく基金会であるが、創

設者は理事長として在任している。 

フリースクールの組織内の意思決定は、日本でも台湾でも運営母体中心であったが、学校の運営に関しては

日本では創設者が同じく中心となっているのに対して、台湾では教職員が中心となっている。創設者がどのよ

うに意思決定に影響を与えているのかなど、インタビュー調査を実施することで明らかにしていきたい。 

さらに、これまではフリースクール内部の要因に焦点を当てて比較検討してきたが、今後はフリースクー

ルをとりまく地域社会や、フリースクールを支えている社会的背景などの、外部社会との関係に、比較分析

の視野を広げていきたい。  



発達障害児支援をめぐる教員と保護者の連携を阻害する要因の研究 

           日髙優介（鹿児島大学） 

伊藤慎吾（公立中学校非常勤講師） 

 

本報告は，義務教育期の発達障害児支援における教員と保護者の連携を阻害する要因について，「社会化」と

「学校的社会化」という 2 つの観点から考察したものである。 

発達障害者支援における教員と保護者の連携について，これまで伊藤・日高・桑原（2019），伊藤（2021）

において探究をおこなってきた。これらの検討のなかで，「社会化」と「学校的社会化」という概念が，教員と

保護者の連携を困難にする要因として示された。 

本報告ではこれについて明らかにするため，発達障害児への指導を担当した経験のある教員 10 名と，発達

障害児の保護者 10 名を対象としたインタビュー調査の結果，および，それらを踏まえた発達障害児支援をめ

ぐる両者の社会的世界の特徴について以下のように整理した。 

教員の語り（社会的世界）から捉えられる教員については，Ⅰ 子どもの将来を見据える姿勢，Ⅱ 子どもを

めぐる他者との認識のズレ，Ⅲ 子どもへの指導における社会的包摂，Ⅳ  「完璧」をめざす教員，の 4 点を確

認した。 

保護者の語り（社会的世界）から捉えられる教員については，①保護者の要望に意を介さない姿勢，②「平

等性」「全体性」を優先する姿勢，③（発達障害児を）「排除」しようとする姿勢，の 3 点を確認した。 

教員の語りの特徴と保護者の語りの特徴を組み合わせて検討した結果，多くの場合において，教員と保護者

の間にコンフリクト（＜連携の困難＞）が生じることが確認できた。このことから，連携を阻害する要因に，

教員と保護者の間の「教員」像の異なりがあることが明らかになった。 

上記の結果について，「社会化」と「学校的社会化」という二つの概念を用いてさらなる考察をおこなった。 

「社会化」の観点からは，明文化された教育基本法と学校教育法の教員による解釈において個人間に差異が

あること，そして「学校的社会化」の観点からは，その内容が明文化されていないことにより，個人間の解釈

の差異がさらに大きくなること，この二点が明らかになった。そしてこの二点が，教員と保護者の間のみなら

ず，教員間においても連携の困難を生じさせている要因となっている可能性を示唆した。 

上記の状況においては，保護者が「学校的社会化」の観点を持ち合わせていないこと，教員が「社会化」と

「学校的社会化」を区別して認識していないことが推察される。 

以上の考察から，連携を阻害する要因として，教員と保護者の「社会化」認識の異なりが挙げられることが

明らかになった。 

以上の検討から，その障害特性から学校生活を「普通」におくることが困難である発達障害児は，教員から

学校における問題児として認識される可能性があるのみならず，一般社会においても「逸脱」する存在である

と認識される可能性があると推察される。 

研究上の課題としては，保護者と教員のデータについての非対称性，一般的なデータ取得についての困難性，

当事者である児童・生徒のデータ取得の困難性が挙げられる。 
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新聞記事にみる障害／障がい記載の現状 

 近藤功行（沖縄キリスト教学院大学） 

 

 ２０１９年から、本学会で「障害」用語の内容を追ってきている。そもそも、「障碍」の文字が使用可能で

あれば、今日のような混乱はなかったかと予想される。しかし、残念ながら、「碍」の文字が「当用漢字表」

から脱落したため、現状に至るとも考究できる。本来、「碍」の文字は「さしつかえる」という意味を持つこ

とに対して、「害」の文字は「きずつける」という意味を持っていることが、正確な意味を伝えられなくなっ

ている原因である。すなわち、「障害者」が問題を抱えているという本人の現状を表している「受動的な」意

味から、まわりの人に害を与えてしまうかもしれないという「能動的な」意味に捉えられてしまう。したがっ

て、「障害者」という言葉は、「障害」を抱えているという「受動的」なイメージから、「障害」を与えるとい

う「能動的」なイメージを一般の人に持たせてしまう。このことから、「障害者」を「健常者」から遠ざけ

て、「障害」となる用語／言葉は差別へと結びつけられてしまうと推測される。 

 今回、当該研究を本学会で提示している背景には、[１]新聞分析：新聞は社会の現状を反映しているため、

分析することで何かが出て来る。[２]ひらめき☆ときめきサイエンスで、高校生を対象に精神障害者雇用の側

面を継続して実施の経緯あり（＝９回採択）。近年、発達障害への関心が受講生からも出始めている。新聞記

事からの分析自体は、最近、法律用語まで「障害」でなく、「障がい」になってきているきらいがある。そう

なると、学校教育で、必ず、「障害」が「答え」になるような教育を避けるべきではないかという考え方が現

れてくる。学生の中には、もう既にこうした体験があったことが出始めている。大学でも入試パンフでは、

「障がい」などに統一されていたりする。ひらめき☆ときめきサイエンスの生徒募集でも、教頭校長訪問する

際、「害」の字を使っていることで、ある教頭先生が校内で閲覧したくないになった経緯も体験した。定款ま

た学術用語として、「害」になっているを説明を行っても判ってもらえない経緯が派生した。学校における試

験で問われたとき、正解はあくまでも「障害」である。「障がい」は慣用的な表現と学校教育において教えら

れる程度であるべきであろう。この観点からすると、教える側の意識を調査することも新しい発見につながる

かと考えられる。「教員は、どちらを正解としたいのでしょうか？」、この問いである。当然、筆者としては、

学術用語である「障害」を正解として欲しい。このような「学校教育」への影響を考慮すると、多数の人の目

に触れる新聞記事の分析は重要であるといえる。 

 ２０２１年、分析した新聞記事に２つの特徴的な傾向が見られた。①新聞の見出しに表記されている「障

害・障がい」用語において、「障害」表記が占める割合は調査している期間の 5 年にわたり２割強程度で安定

していた。②「障害・障がい」用語における「障害」表記が占める割合は、新聞の見出しに表記されているも

のよりも新聞記事本文中に表記されているものの方が明確に大きいことがわかった。その割合は、2017 年の

調査結果である 93％からおおむね年々減少しつつあり、２０２１年の調査結果において 60％であった。①の

傾向を解釈すると、新聞に目を通す人への配慮から目立つ見出しに「障害」表記を避けていることが分かる。

②の傾向を解釈すると次の２つがわかる。見出しとは異なって正確に事実を伝えるため、新聞記事本文中に正

しい用語を使用している。しかしながら、年々配慮への意識が浸透しつつあり、新聞記事中の「障害」表記は

減少しつつある。  



過疎地住民の定住化に対する葛藤 

―ある過疎自治体の役場職員への調査から― 

 徳野貞雄（トクノスクール農村研究所） 

 

1.本報告書の概要  

 本報告は、2019 年度に行った『山都町移住者実態調査』の一環として行われた、山都町役場職員に対する「居

住地アンケート調査」の分析報告書である。  

 『山都町移住者実態調査』では、山都町における居住施設（民間住宅や町営住宅）の不足や老朽化への不満

が多くあった。この結果、山都町における若壮年層（30～40 歳代の基礎家族）の定住が希薄であり、山都町の

人口動態および地域社会への機能不全の一因となっていることが判明した。  

 それ以上に、山都町役場職員の町外居住が頻発しているという声を聞き、その実態と対策を明らかにするた

めに行った調査である。調査対象者は、役場職員 332 名（有効回答数 271 名）で留め置き法のアンケート調査

である。 

2.主な調査結果 （D.職員自身の居住状況とその葛藤） 

1.現在の居住地      2.将来考えている居住地   3.町外に居住している理由 

      

 

3.まとめ 

1 ①役場職員の 24％が町外居住である。②その理由の

第一は、町内に若者が住む住宅を建てていないことであ

る。③第三に、役場職員にとって配偶者の職場や生活環

境等の「家族の都合」に伴う町外居住の理由が高い。④

新しい住宅を建てても役場職員の町内居住への移行は、

不明である。 

2 山都町の重要課題である基礎世帯（3、40 代夫婦＋子

ども）の定住に対しては、役場職員の居住状況を考えて

も、山都町内に若者が居住できる住宅供給を行うことが

喫緊の課題である。 

3 職員の町外居住に対する反応として、【納得できない】

という否定的反応を示すものには、山都町への愛郷心が

高い人が多いと思われる。 

 


