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第 31回大会プログラム
5月 13日（土）
◇受付 10:00～ ６号館１階中央ロビー

◇自由報告１ 10:30～ 12:10
◆自由報告部会１－１ 司会：有末 賢（慶應義塾大学） ６－１０２

新藤 慶（北海道大学大学院） 法定協議会設置後の合併協議の「破談」とその要因──群馬県

富士見村の事例を通して――

宮下 聖史（立命館大学大学院） 分権化時代における農村振興策の生成と展開――「自律」を

選んだ長野県喬木村の取り組みから――

山本 素世（奈良県立大学非常勤） 分権化と住民サービス――首長に対する意識調査より――

丸山 真央（一橋大学大学院） 「ニュー・パブリック・マネジメント」型自治体行政改革の政

治社会的基盤――徳島県政を事例に――

◆自由報告部会１－ 2 司会：中筋 直哉（法政大学） ６－２０２

齊藤 康則（東京大学大学院） 高校生の運動要求とは何であったか：日立電鉄線存廃問題にお

ける〈生活─学習─政治〉

高橋 英博（宮城学院女子大学） 大都市中心商業地区の変容とその意味──仙台市の中央通り

商店街と一番町商店街の事例を踏まえて──

堀内 史朗（東北大学大学院） 地域社会とよそ者の関係：秋田県八森町サル追い上げボランテ

ィアの事例

林 真人（東京都立大学大学院） 都市ガバナンスと野宿者支援運動

◇理事会 12:10～ 13:00 ６－２０３

◇理事選挙投票 13:00～ 18:00 ６号館１階中央ロビー

◇自由報告２ 13:00～ 15:05
◆自由報告部会 2－１ 司会：西村 雄郎（広島大学） ６－１０２

早川 洋行（滋賀大学） インクリメンタリズムの悲劇――栗東市ＲＤ問題をめぐる行政対応―

―

湯浅 俊郎（近畿大学・華頂短期大学非常勤） 廃棄物問題をめぐる環境問題の解決への道のり

の困難性について――滋賀県志賀町における広域廃棄物処理施設の建設計画問題を事例にし

て

武田 尚子（武蔵大学） ＬＰＧ基地建設計画反対運動の社会的位置づけ―― 1970年代後半～ 80
年代前半の広島県内海町を事例に――

清水 亮（東京大学） 開発事業と地元住民の〈生活の論理〉──諫早湾干拓事業を例として─

─

大堀 研（東京大学大学院） 環境分野における住民活動団体の「論理」――鎌倉市「山崎の谷

戸を愛する会」の事例――
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◆自由報告部会 2 － 2 司会：大澤 善信（関東学院大学） ６－２０２

西山 志保（山梨大学） イギリス都市再生政策の転換とボランタリー・セクターの変容――社

会的企業によるコミュニティ・ガバナンスの展開――

吉井 美和子（法政大学大学院） アイルランドにおけるＬＥＡＤＥＲ事業の事例分析

奥田 誠司（関西大学非常勤） 移民と現代ドイツ──回顧と展望

中村 寛（一橋大学大学院） 衝突と対決する仕方――ニューヨーク・ハーレムの「ムスリム・

コミュニティ」の民族誌的素描

土屋 和代（カリフォルニア大学大学院） アメリカ合衆国の都市における人種、階級、貧困を

めぐる政治―― 1960年代のロサンゼルスの事例から

◇自由報告３ 15:10～ 17:15
◆自由報告部会 3－１ 司会：熊田 俊郎（駿河台大学） ６－１０２

佟 岩（龍谷大学非常勤）・浅野 慎一（神戸大学） 中国残留孤児の生活・社会意識と地域的

結集過程

金 明姫（神戸大学大学院） 地域社会変動と移動者の生活――中国朝鮮族の韓国への移動者を

事例として――

李 妍焱（駒澤大学） 中国都市部の新開発団地における隣人関係の構築

濱田 国佑（北海道大学大学院） 外国人集住地域におけるホスト住民の意識と共生への展望

山田 佳苗（一橋大学大学院）・鈴木 鉄忠（東京工業大学大学院） 神奈川県Ｓ団地における

社会・文化的コンフリクトの生成・変容と関係性の再構築の過程に関する考察

◆自由報告部会 3 － 2 司会：西山 八重子（金城学院大学） ６－２０２

高橋 一得（関東学院大学大学院） 反都市主義の系譜とその現代的課題

藤田 弘夫（慶應義塾大学） 路上に見る「公共」観の比較社会学

三浦 倫平（東京大学大学院） 文化施設の消費――新潟スタジアムを焦点として――

丹辺 宣彦（名古屋大学） 製造業集積圏の都市と階層構造変動──愛知県の 30年──
関谷 龍子（佛教大学）・田中志敬（同志社大学大学院） マンション居住者の生活実態――京

都市都心部を事例にして

◇総会 17:15～ 18:00 ６－２０１

◇懇親会 18:00～ しょうざん・楼蘭

5月 14日（日）
◇受付 9:30 ～ ６号館１階中央ロビー

◇理事選挙投票 9:30 ～ 11:00 ６号館１階中央ロビー

◇自由報告４ 10:00～ 12:30
◆自由報告部会 4－１ 司会：中西 典子（愛媛大学） ６－１０２

猪熊 ひろか（東京大学大学院） 道路のバリアフリー化と生活者にとってのバリアフリー──

岐阜県高山市バリアフリーのまちづくりの事例から
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佐藤 恵（桜美林大学） 障害者支援の市民活動

森 照代（東北大学大学院） 青少年のボランティア活動の推進と地域集団

深田 貴美子（東京女子大学大学院） 地域における子育て支援と情報ネットワーク──子育て

支援ＮＰＯの２事例を中心に──

稲垣 伸子（関東学院大学大学院） 介護保険制度の地域福祉化に対する地域社会学のアプロー

チについて

山本 唯人（政治経済研究所研究員） 「コミュニティ・オーガニゼーション論」と牧賢一──

戦後移行期における都市中間団体の動向と「社会福祉協議会的なもの」の行方

◆自由報告部会 4 － 2 司会：藤井 和佐（岡山大学） ６－２０２

細谷 羊子（東京大学大学院） Subsidiarity の準拠点と条件：新潟県中越地震を中心事例とし
て

室井 研二（香川大学） 2003 年九州水害の社会学的研究（１）──太宰府市における開発と
コミュニティ──

田中 重好（名古屋大学） コミュニティとコミュニティ論の可能性──スマトラ地震の復興過

程におけるコミュニティの役割──

水澤 良子（早稲田大学大学院） 「丸の内」の地域コミュニティの可能性──千代田区「住民」

と「昼間区民」の＜地域協働＞の研究として──

小澤 考人（東京大学大学院） 郊外都市における市民のコミュニティ形成活動── 1970 年代
以降の東京都世田谷区を事例として──

谷 亮治（立命館大学大学院） 事例報告──離島の生存戦略・島根県隠岐郡海士町のケースス

タディ──

◇新理事会 12:30～ 13:00 ６－２０３

◇シンポジウム関係者打ち合わせ 12:30～ 13:00 成徳常照館５階

特別会議室

◇総会 13:00～ 13:15 成徳常照館５階

常照ホール

◇シンポジウム 13:15～ 16:45 成徳常照館５階

タイトル 不平等、格差、階層と地域社会──再論── 常照ホール

司会：大久保 武（東京農業大学）、西山 志保（山梨大学）

報告者

１．橋本 健二（武蔵大学） 「格差社会」における階級・階層研究と地域社会研究の課題

２．文 貞實（中部学院大学） 韓国労働市場の変容と階層化

３．田中 研之輔（日本学術振興会） 若年滞留層の社会的排除――時間的秩序の内実と生活様

式――

討論者：中澤 秀雄（千葉大学）、古田 睦美（長野大学）

☆会員控え室 ６－１０１（飲み物等用意してあります）

※自由報告は１件につき、発表 20分、質疑 5分です。配布資料等は各自 50部用意してください。
※ 13日、14日とも学内の食堂が利用できます。


