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● 犬上川河口 ●
県立大学の指呼の位置する犬上川河口辺りは中州
となり湖魚の産卵や野鳥の楽園となっている。また
山から流れ来たり鳥が運んで来た植物も川辺林とな
り豊な自然を形成して美しい。
サイズ

72.7 ㎝ ×60.6 ㎝
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人間文化学部

明

学部長

春の足音
まもなく学部長２年の任期を無事に終えることができます。ご協力
に感謝もうしあげます。無事に２年のおつとめを終えて出所する、と
いう心境です。昨年には学生の痛ましい事故もあり、まったく無事と
いうことでもないのですが、それでもおよそ平穏に終えることができそうです。
ずっと牢獄のなかという感じではもちろんありませんでしたが、自由はいい！ ４月に
なれば停年まであと３年、今度こそ、ゆったりと時間が流れることを祈りつつ、余生を楽
しみたいと思います。とはいえ、皆さんのおかげで（？）
、海外調査はほぼ例年通り行う
こともでき（別のところに書きましたが、10 回出かけました。他大学の知人からそんな
に行っていいのかと言われました）
、自分の研究もそれなりにできました。
何か問題が起こっていれば、そうもいかなかっただろうと思うと、何もないことのあり
がたさが痛感されます。教授会もこの間は、休むことなくこれました。会議は好きではな
いので、なんか早く終わることだけ心がけていたように思います。お好きな人には申し訳
ないというしかないです。
ひとつだけ残念なことは、貯まるいっぽうの本の置き場がなくなることです。すでに半
ばは引き上げましたが、まだいくらか学部長室に残っています。学部長室にいることはほ
とんどなかったのですが、本の置き場としては重宝しました。
３月末までまだ少し仕事が残っています。年度末は教授会も多く、また卒業式もありま
す。ひとつひとつ重しを捨てるように身軽になっていく感じです。
巻頭言の担当もおわりですが、どうも愚痴ばかりを書いていたようで反省です。まだ雪
のみえる窓から、春の足音、自由の足音がしっかりと聞こえてきています。
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論文

「持続可能な開発のための教育」
における
教育評価実践のあり方に関する一試論
─オーストラリアのグローバル教育研究の成果を手がかりに─

木村

裕

滋賀県立大学人間文化学部

０．課題設定
現代社会には、貧困や格差、人権侵害や環境破壊
など、「地球的諸問題（global issues）」とよばれる

きたのである３。DESD は 2014 年に最終年を迎えた
が、現在も、さらなる推進のための議論と実践が進
められている。

多様な問題が存在している。今後の住みやすい地球

DESD が日本政府の提案によって開始されたこと

社会を実現するためには地球的諸問題の解決に向け

もあり、日本においても ESD に注目が集まり、多

た各国や人々の協力が不可欠であるという認識が広

様な実践が重ねられてきた。たとえば、手島らは、

がり、そのための取り組みも進められている一方

東京都江東区立東雲小学校での取り組みの内容や

で、まだ、絶対的な解決策が見つかっているわけで

ESD カレンダーを用いた教育課程の検討と再編成

はないという現状がある。

に関する提案を行ったり、児童および教員の変化な

本稿で取り上げる「持続可能な開発のための教育

どを明らかにしている４。また、国立教育政策研究

（Education for Sustainable Development：以下、

所の報告書では、ESD で扱われる持続可能な社会

ESD）」 は、「 こ れ ら〔 筆 者 注： 環 境、 貧 困、 人

づくりの構成概念の案や学習指導で重視する能力・

権、平和、開発など〕の現代社会の課題を自らの

態度の例を明らかにするとともに、その枠組みに基

問題として捉え、身近なところから取り組む（think

づいて全国の小中高等学校で行われた実践事例を取

globally, act locally）ことにより、それらの課題の

り上げ、既存の教科・領域の目標や評価の観点と関

解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこ

連づけるかたちで ESD の視点に立って単元開発や

と、そしてそれによって持続可能な社会を創造して

授業を行う取り組みや、その実践を通して見えて

いくことを目指す学習や活動」１ と定義される教育

きた成果と課題などを明らかにしている５。ESD カ

活動である。環境教育や開発教育、平和教育や人

レンダーの作成は、これまで学校で行われてきた教

権教育など、地球的諸問題の解決をめざす教育活

育活動を ESD の視点で再編するとともにそれを視

動を総合する取り組みとして展開されてきた ESD

覚化させることを可能にするものであり、既存の教

は 現 在、 ユ ネ ス コ（United Nations Educational,

科・領域の枠を超えて学校教育全体を通して ESD

Scientific and Cultural Organization：国際連合教

を実践するための重要な方法論を提示するものであ

２
育科学文化機関）
の主導により、各国で取り組まれ

る。また、東雲小学校での実践例や国立教育政策研

ている。

究所の報告書で取り上げられている実践例は、他の

ESD が各国で取り組まれる重要な契機となった
のが、2002 年に開催された持続可能な開発に関す

学校において ESD に取り組む際の具体的な手法を
学ぶうえでも効果的なものである。

る世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）にお

ところで、ESD が実現をめざす持続可能な社会

いて、日本政府が「国連持続可能な開発のための教

のあり方やその実現方法については、誰も「正解」

育の 10 年（United Nations Decade of Education for

を知ってはいない。そのため、ESD においては、

Sustainable Development：以下、DESD）」を提案

問題に対する認識を深めるとともに、自身の価値観

したことであった。同年に開催された第 57 回国連

や問題解決能力に対する認識を深めること、そし

総会において 46 カ国の共同提案国とともに提出し

て、問題解決に向けた行動に参加するための技能な

た、2005 年 か ら の 10 年（2005 ～ 2014 年 ）を DESD

どを身につけ、それらを必要に応じて活用しながら

とするという決議案が満場一致で採択されるととも

問題解決に取り組むことが必要となる。したがっ

に、ユネスコが主導機関に指名される。さらに、

て、ESD を通して学習者に獲得させるべき学力を

2005 年 に ユ ネ ス コ が DESD 国 際 実 施 計 画 を 策 定

いかにして保障するのかは、理論的にも実践的にも

し、国連総会において同計画が承認される。これに

重要な課題となる。

より、2005 年より DESD が開始され、国内外にお

結論を先取りするならば、この課題を乗り越える

いて、ESD の推進に関する取り組みが進められて

ための１つの方途として、
「目標に準拠した評価」６

2
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の立場に立ち、学習者に身につけさせたい力として

本稿で取り上げるオーストラリアのグローバル教育

の教育目標を明確化するとともに、指導と学習の改

の主要な特徴と比較することによって、本稿で想定

善のためのフィードバック機能を有する教育評価を

している、グローバル教育研究の成果を敷衍して

実践することが考えられる。また、ESD で求めら

ESD における教育評価実践のあり方を検討するこ

れる学力を客観テスト形式の評価方法のみで把握す
ることが困難であるという点に鑑みれば、パフォー

との妥当性を示す。

マンス評価に関する研究蓄積に学び、育てたい学力

⑴「持続可能な開発」の実現を目的としているとい

の質的な変化の様相を具体的にイメージしながらそ

うこと

れを評価基準としてのルーブリックに具体化し、そ

“Education for Sustainable Development”と い

れに基づく学力形成をねらうことが有効であると考

う 名 称、 な ら び に 先 述 の 定 義 に も 表 れ て い る よ

えられる７。しかしながら、こうした観点に立って

う に、ESD で は、「 持 続 可 能 な 開 発（sustainable

教育目標を具体化したり教育評価を実践したりする

development）
」が達成された社会の実現という教

方途を明らかにした先行研究は、管見のかぎり見ら

育の目的が、明確に示されている。「将来の世代の

れない。

欲求を充たしつつ、現在の世代の欲求も満足させる

以上をふまえて、本稿では、ESD の基盤にある

ような開発」９ と定義される「持続可能な開発」と

開発教育およびグローバル教育（以下では、まとめ

いう概念は、
「環境と開発に関する世界委員会（通

８
て、グローバル教育と記す）
に関する議論をふま
え、ESD において教育評価を効果的に実践するた

称：ブルントラント委員会）」が 1987 年に公表し
た報告書『地球の未来を守るために（Our Common

めの方途を探り、実践のあり方の一端を試論的に示

Future）
』をきっかけとして国際的に認識されるよ

すことを目的とする。なお、目標に準拠した評価の

うになるとともに、その実現に向けた取り組みが摸

立場に立って評価実践を行うためには、実践に先立

索されるようになった 10。

ち、学習者に身につけさせたい学力の内実、すなわ

持続可能な開発が提唱された主な背景には、それ

ち教育目標を明確にするとともに、その教育目標の

までに実施されてきた開発が、経済的な発展をその

到達の度合いを把握するための評価基準を設定した

目的として強調しすぎるあまりに環境保全に対して

り、評価方法を選択したりする必要がある。

十分に配慮できていないことへの反省があった。そ

そこで本稿では、まず、ESD とグローバル教育

のため、開発と環境を調和させながら社会づくりを

との関係を整理し、グローバル教育研究の成果を敷

行うことの重要性が提起されたのである。こうして

衍して ESD における教育評価実践のあり方を検討

提唱された「持続可能な開発」においては、将来の

することの可能性を示す。続いて、これまでの研究

世代がそのニーズを満たすために必要な資源やエネ

成果をふまえてグローバル教育において教育目標と

ルギーなどを現在の世代が無くならせてはならない

評価基準を設定するための観点と方向性を明らかに

という考えに基づく「世代間公正」と、南北間や社

し、評価基準表の試案を提案する。その後、ESD

会の中に存在する貧富や資源利用の格差・不平等を

で扱われる概念・能力・態度を確認するとともに、

解消しなければならないという考えに基づく「世代

それらがグローバル教育の 3 観点とどのような関連

内公正」という２つの「公正」という概念が重視さ

にあるのかを検討する。以上をふまえて、最後に、

れた。また、
「持続可能な開発」は「環境」
「経済」

ESD において効果的に教育評価実践を進めるため

「社会」
「政治」の４つの側面から成ることが示され

の 1 つの方向性を提案したい。

た 11。

１．ESD とグローバル教育との関係

しかしながら、上述のように、ESD が実現をめ
ざす持続可能な社会のあり方やその実現方法につい

ESD とグローバル教育との関係を整理するにあ

ては、誰も「正解」を知ってはいない。ただし、地

たり、本節では ESD の主要な特徴として、「『持続
可能な開発』の実現を目的としていること」「『for

球的諸問題の存在と、それらの問題の解決を図るこ
となしにはめざす持続可能な社会は実現できないと

の教育』であること」の 2 つに注目する。そして、

いうことに対して一定程度合意されていることもま

これら 2 つの特徴の持つ意味を整理するとともに、

た事実である。そのため、先述したように ESD に
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おいては、問題に対する認識を深めるとともに、自

会の実現をめざす以上、既存の社会を批判的に検討

身の価値観や問題解決能力に対する認識を深めるこ

し、その良い面に関しても改善すべき面に関して

と、そして、問題解決に向けた行動に参加するため

も、その実態とそれを生み出している要因について

の技能などを身につけ、それらを必要に応じて活用

の認識を深めることは重要である。

しながら問題解決に取り組むことが必要となるので
ある。

“Education for Sustainable Development” と 示
されることからも分かるように、ESD は「for の教

筆者がこれまでに検討してきたオーストラリアの

育」に位置づけられる。これは、
「これら〔筆者注：

グローバル教育は、
「将来、物事をよく知り、エン

環境、貧困、人権、平和、開発など〕の現代社会の

パワーされた地球市民となって、万人にとって平和

課題を自らの問題として捉え、身近なところから取

で、公正で、持続可能な世界に向けて活動できるよ

り組む（think globally, act locally）ことにより、そ

うになるための価値観や技能、態度、知識を学習者

れらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を

に教える」12 教育活動であるとされている。この定

生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会

義や、開発教育と環境教育が ESD の基盤となって

を創造していくことを目指す学習や活動」である

きたということからも分かるように、ESD が有す

という ESD の定義からも見て取ることができる。

る「
『持続可能な開発』の実現をめざす」という方

そのため、「for の教育」に位置づけられる ESD で

向性は、ESD とグローバル教育がともに共有して

は、持続可能な社会の実現に向けた意思決定や行動

いる特徴であると言える。

への参加が重視される必要がある。
一方、フィエンの主張にも大きな影響を受けてい

⑵「for の教育」であるということ

るオーストラリアのグローバル教育においても、万

批判的教育学の主張を援用して環境教育や開発

人にとって平和で公正で持続可能な世界の実現をめ

教育の理論と実践のあり方についての論を展開す

ざして、知識や技能を獲得したり、問題解決と社会

るオーストラリアのフィエン（Fien, J.）は環境教育

づくりに向けた意思決定や行動に参加したりするこ

のあり方について論じる中で、教育活動が「about

との重要性が示されている。すなわち、グローバル

（～について）の教育」
「in（～を通して）の教育」

教育と ESD についてはともに、「for の教育」とし

「for（～のため）の教育」に分けられることを提起し

て捉えることが重要であると言える。

た。「about の教育」とは対象に関する知識の獲得
を重視した教育活動を、「in の教育」とは体験学習

本節での検討をふまえると、ESD とグローバル

を通して対象に対する理解を深めることを重視した

教育は、その目的においても、教育活動そのものの

教育活動を、「for の教育」とは対象に関する意思決

捉え方に関しても、同様の性質を有していることが

定や行動への参加を重視した教育活動をさす。その

指摘できる。そのため、両者の細かい違いについて

うえでフィエンは、問題解決やより良い社会づくり

留意する必要はあるものの、グローバル教育研究の

のための教育においては、ただ知識を獲得すること

成果を敷衍して ESD における教育評価実践のあり

や体験学習を行うということにとどまらず、それら

方を検討することは可能であると言えよう。そこで

を基礎にして実際に自己決定や行動への参加を行う

次節では、ESD における教育評価実践のあり方の

ことが求められるとして、「for の教育」の重要性を

検討に先立ち、グローバル教育研究の成果を整理す

強調する 13。

ることによって、教育目標と評価基準の設定の観点

もちろん、
「for の教育」において知識や理解が
軽視されるわけではない。知識や理解の深化に伴っ
て意思決定や行動の質が高まることが期待されるた

と方向性を明らかにする。

めである。したがって、「知識や理解の深さ」につ

２．グローバル教育における教育目標と評価基
準の設定の観点と方向性

いては、
「知識や理解を深めることによって、持続
可能な社会の実現に向けた意思決定や行動の質の深

筆者はこれまでに、オーストラリアの開発教育お
よびグローバル教育の研究蓄積を分析する中で、

まりとどのようにつながるのか」という視点で検討

「社会認識の深化」「自己認識の深化」「行動への参

することが必要になると言える。また、よりよい社

加」という３つの観点で教育目標を設定し、教育活

4
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動を構想することの重要性を指摘してきた 14。本節

影響についての認識を深めたりすることである。

では、これら３つの観点に沿って教育目標を設定す

イギリスのグローバル教育研究をけん引してきた

ることの必要性と留意すべき視点、および各観点に

パイク（Pike, G.）らは、地球的諸問題と自分自身と

関して評価基準を具体化するための方向性を確認す

の相互依存関係や問題解決に資する自身の力量に関

るとともに、評価基準表の試案を示す。

する認識の深化が、学習者を問題解決に向けた行動
への参加に向かわせることを指摘してきた。また、

⑴目標設定の観点① ── 社会認識の深化

フィエンはジルー（Giroux, A. S.）を援用し、教育にお

「社会認識の深化」とは、地球的諸問題の現状や

いて取り上げられる言説には既存の社会の中で権力

原因、問題同士の関係、そうした問題の背景にある

を持つ人々の言説が埋め込まれており、それが教育

イデオロギーや権力関係などの実態についての認識

活動を通して学習者に無意識のままに伝えられるた

を深めることを指す。グローバル教育とは、地球的

めに既存の社会構造の再生産につながっていること

諸問題の解決に取り組み、より公正で持続可能な社

を指摘している 15。したがって、当事者性を持った

会をつくることをめざした教育活動である。そして

学習を促したり、問題解決に向けた行動への参加を

問題解決のためには、その問題が生み出されている

促したりするためにも、これらの視点を意識しなが

原因や現状、これまでに実践されてきた解決のため

ら、学習者一人ひとりが自身と諸問題との関係を認

の取り組み、ならびにその成果と課題などについて

識したり、自身の持つ問題解決に向けた力について

の認識を深めておく必要がある。これがなければ、
思いつきの解決策の模索に陥ってしまうためである。

の認識を深めたりすることが重要となるのである 16。

ここで特に留意したいのが、諸問題や問題解決に

⑶目標設定の観点③ ── 行動への参加

関する議論の背後にある社会構造やイデオロギーに

続いて、「行動への参加」について検討する。社

目を向けることの重要性である。これまでに提起さ

会づくりに参画することのできる市民の育成をめざ

れ、特に開発教育に影響を与えてきた従属理論や世

した教育活動である ESD においては、
「行動への参

界システム論の主張に代表されるように、既存の社

加」が重要な要素となる。この「行動への参加」の

会構造が諸問題の主要な要因の 1 つになってきたこ

質を考えるにあたり重要な示唆を与えているのが、

とが指摘されている。また、先述したフィエンの主

ハート（Hurt, R.）の所論である 17 。

張をふまえるならば、現在や未来の社会構造のあり

ハートは、持続可能な開発の実現をめざして取り

方や問題解決の方途などを議論する際に、多様な言

組まれるコミュニティづくりや環境改善のための取

説が、どのような価値観を持つどのような人々に

り組みを検討する中で、子どもの「参画／非参画」

よって、どのような意図のもとに提起されているの

には８つの段階があることを主張した（図）。
「非参

かを分析しながら認識を深めることが必要になる。

画」の段階と「参画」の段階の大きな違いは、学習

既存の社会構造からの影響を念頭に置かなければ、

者（ハートの想定する状況においては、
「子ども」
）

問題解決の方策が個々人の生活改善などの努力のみ

が、行動の意味を理解したうえで自身のとるべき行

に帰せられてしまう可能性が生まれるためである。

動を主体的に選択しているのかという点にある。ま

こうした個人の努力の必要性を否定するものではな

た、「参画」の段階を詳しく見てみると、学習者が

いものの、それだけでは根本的な問題解決につなが

情報とともにとるべき行動も大人に与えられている

らない場合があるということに目を向けることもま

段階から、子どもが大人に意見を求められる段階、

た、効果的な問題解決の方策を考えるうえで重要で

子どもが主体となって行動に参画する段階、そして

あろう。

最後に、子どもが主体となりつつ大人とともに決定
するという段階が示されている。

⑵目標設定の観点② ── 自己認識の深化

ESD で実現をめざす持続可能な社会の具体的な

「自己認識の深化」とは、地球的諸問題と自分自
身との相互依存関係や問題解決に資する自身の力量

あり方やその実現方法に関しては、教師をはじめと
する大人たちも明確な答えを持っているわけではな

に関する認識を深めたり、イデオロギーや権力など

い。そのため、とるべき行動に関しても大人の意見

が自他の価値観や社会認識などに対して与えている

に必ずしも従う必要はないばかりか、大人の意見に

人間文化●
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図：ハートによる参画のはしご

ず、活動の種類や目的に応じて変化しうるものであ
るということを指摘している 18。したがって、「行
動への参加」については、「参画」の段階まで質を
高めるための工夫を行うと同時に、子どもに取り組
ませる課題の内容に応じて、「どの」参画の段階が
適切であるのかを吟味したうえで教育目標や評価基
準の設定を行うことが肝要であろう。
さらに、「行動」の具体的な方法に関しても、多
様なものがあり得るという点を念頭に置く必要があ
るだろう。ともすれば募金活動や学外で行われる社
会的なイベントなどへの参加が注目されがちではあ
るが、先行研究で取り上げられている実践例を見て
みると、たとえば東雲小学校での「東雲フェスティ
バル」など、子どもたちが自身の学習の成果を学校
内外の大人と子どもに発信し、そこでまた新たな議
論を生み出している例も多いことが分かる。教室内
での学習場面におけるクラスメイトに向けた発表な
ど、他者への情報提供や他者との情報共有もまた、
重要な行動のあり方であると考えることができる。
このように、一口に「行動」と言っても、
「学習の
成果の発信」「交流」に代表されるような諸問題へ
の認識を高めるための情報提供・情報共有、個人で
取り組むことのできる生活改善、投票やキャンペー
ン活動などの他者とともに行う行動への参加など、
多様な実践方法や学習活動への位置づけ方がある。

（出典：ロジャー・ハート（IPA 日本支部訳）
『子どもの参画』
萌文社、2000 年、p.42）

これらの点をふまえると、ESD における行動の
質を問い、教育目標や評価基準を設定する場合には
特に、とるべき行動の選択に際してどの程度主体性
を発揮することができているのかという点と、多様

無批判に従うことは、新たな取り組みや行動の可能

な人々をどの程度巻き込むことができているのかと

性を逸してしまうことにもつながりかねない。一方

いう点から検討する必要があると言える。また、そ

で、子どもだけで実践可能な行動の範囲には限界が

れと同時に、行動の多様性に関しても留意すること

あるとともに、子どもたちも明確な答えを持ってい

が求められるだろう。

るわけではないことに鑑みれば、子どもだけでとる

ただし、いずれの場合においても、行動を起こす

べき行動を決定した場合にもまた、新たな取り組み

にあたっては、社会の出来事や議論、自分自身の価

や行動の可能性を逸してしまうことにもつながりか

値観や能力などについての知識や技能を基礎とし

ねないことが指摘できる。したがって、情報に基づ

て、とるべき行動を学習者自身が自己決定すること

いて行動を選択することは言うまでもなく、とるべ
き行動のあり方に関しては、互いに尊重しあえる関

が重要となる。先述した知識や理解の深化に伴って
意思決定や行動の質が高まることが期待されるとい

係の中で大人と子どもが議論を行って決定し、協力

う理由に加え、この点が保障されなければ、学習者

して参加することが求められると言えよう。

が学習や問題解決の主体として位置づくことが困難
になるためである。そのためにも、
「行動への参加」

ただし、ハート自身も、「子どもが主体的に取り
かかり、大人と一緒に決定する」という８つ目の段

を見据えながら、事実に関する知識や確実な技能な

階に到達することが常に最終目標になるとは言わ

どの獲得・向上を保障するような学習活動を位置づ
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目標設定の際に留意すべき視点

高い

質

自身と他者や社会、地球的諸問題との関
既存の社会の現状に関して、実体験に基づく
連について、まったく、あるいはほとん
主観的な認識しか持てていない。
ど認識できていない。

他者への情報提供や他者との情報共有は
できているが、その内容は一面的・一方
的である。

自身と他者や社会、地球的諸問題とが関
地球的諸問題とは何かを認識することができ
連しており、互いに影響を与え合う存在
ている。
であることを認識している。

人間文化●

（表は、筆者が作成）

とるべき行動のあり方をイメージできて
情報を他者に伝えたり、他者からの情報 いない、あるいは、他者の考えを無批判
を受け入れたりすることができていない。 に受け入れて、それに基づき行動を選択・
実行している。

ある情報や根拠に基づき、自身のとるべ
き行動を選択・実行しているが、その情
報や根拠は一面的である。

複数の情報や根拠を吟味し、より妥当性
複数の視点、立場から集めた情報を他者
が高いと考えられるものに基づいて、自
に提供したり、他者から得たりしている。
身のとるべき行動を選択・実行している。

自身の選択した行動を起こすことによっ
て起こりえる結果もふまえたうえで、よ
り妥当性が高いと考えられる行動を選択・
実行している。

社会に存在する地球的諸問題に関する相互依
自分がどのような文化や価値観に基づい
存関係の現状を、時間的、空間的、問題同士
て、どのように、変革に関わろうとする
のうちのいずれかの視点から認識することが
のかを認識している。
できている。

複数の視点や立場から集めた情報を批判
的に分析し、自身の解釈とともに他者に
伝えている。

自他がどのような文化や価値観に基づい
地球的諸問題に関する相互依存関係の現状を、
て、どのように、変革に関わろうとする
時間的、空間的、問題同士という3つの視点
のかを認識するとともに、それぞれの類
から認識することができている。
似点や相違点を認識している。

互いが選択した行動とその理由について
他者と議論を行い、合意形成を図ること
を通して、より妥当性が高いと考えられ
る行動を選択・実行している。

＊多様な実践方法
・地球的諸問題への認識を高めるための情報提供・情報共有
・個人で取り組むことのできる生活改善
・投票やキャンペーン活動などの他者とともに行う行動への参加
・政治的リテラシーの獲得を通した、より平和で公正で持続可能な社会づくりへの
参加
＊とるべき行動の選択に際してどの程度主体性を発揮することができているのか
＊多様な人々をどの程度巻き込むことができているのか

行動への参加
情報提供・情報共有以外の行動

複数の視点や立場から集めた情報をその
妥当性や信頼性という視点から吟味した
うえで、それらを総合して得られる解釈
を他者と伝えあい、より妥当な情報を共
有している。

＊地球的諸問題と自身、自身と他者との
間の相互依存関係
＊問題解決に資する自身の力量
＊自他の文化や価値観
＊イデオロギーや権力、利害のせめぎ合
いが、自他の価値観や社会認識の形成
と問題解決に向けた取り組みの選択に
及ぼす影響

＊社会の現状（地球的諸問題の原因や現状、
解決に向けたこれまでの取り組みの成果と
課題など）
＊地球的諸問題を生み出す主要な要因の１つ
となっている既存の社会構造
＊地球的諸問題の、時間的、空間的な相互依
存関係
＊地球的諸問題同士の密接な関係
＊複数のイデオロギーや権力、利害がせめぎ
合う場としての社会
＊そのせめぎ合いが諸問題を生み出す社会構
造の形成に及ぼす影響

情報提供・情報共有

地球的諸問題に関する相互依存関係の現状を、
時間的、空間的、問題同士という３つの視点 自他の文化や価値観、社会認識、問題解
から認識するとともに、地球的諸問題を生み 決に向けた行動の選択に、イデオロギー
出す主要な要因を、既存の社会構造をとりま や権力、利害のせめぎ合いがどのように
くイデオロギーや権力、利害のせめぎ合いと 影響を与えているのかを認識している。
の関連において認識することができている。

自己認識

社会認識

表１：グローバル教育における教育目標設定の 3 観点とそれに基づく評価基準表試案
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けておくことも重要であると言える。
⑷評価基準作成の試み

３．ESD で扱われる概念・能力・態度とグロー
バル教育の 3 観点との関連

表１は、本節での検討の結果をふまえて、
「社会認

本稿の課題である学力保障を基盤に据えた教育評

識」および「自己認識」の質、ならびに、
「行動への

価を実践するためには、教育目標を明確化するとと

参加」の質の高まりを仮説的に想定し、試論的に設
定した評価基準表である。各観点の質の違いを生み

もに、その目標の達成度を把握するための評価基準
を設定することが肝要である。そのため、ESD の

出すと考えられるものを「目標設定の際に留意すべ

実践を通して学習者が身につけるべき知識や技能な

き視点」として挙げた。そして、それに基づいて各

どを明らかにし、それを教育目標と評価基準に位置

観点の質の高低を把握する際の学習者の特徴を段階

づけることが必要となる。本節では、国立教育政策

的に記述するかたちで基準表を作成した。

研究所の報告書 19 に示された「持続可能な社会づく

ところで、たとえば「行動への参加」欄にある

り」の構成概念の案、および ESD の視点に立った

「情報提供・情報共有」に関して、どのような質の情

学習指導を行う際に重視する能力・態度の例を検討

報を提供するのか、あるいは共有するのかという点

し、それらが前節で示したグローバル教育の３観点

は、社会認識や自己認識の深化の度合いによって影

に沿った教育目標と評価基準の設定という方向性と

響を受ける。このように、これら 3 つの観点は互い

どのような関連にあるのかを検討する。

に影響を及ぼし合うものである。ただし、たとえば
認識を深めたからといって必ずしも質の高い情報提
供やそれ以外の行動をとることができるとは限らな

⑴「 持続可能な社会づくりの構成概念（案）
」とグ
ローバル教育の 3 観点との関連

いというように、３観点の学習の質の段階は、同時

まず、「持続可能な社会づくり」の構成概念につ

並行的に上がっていくとは限らない。また、この評

いて見ていこう。表２は、国立教育政策研究所の報

価基準表は一般的な記述となっているため、実際に

告書で「持続可能な社会づくり」の構成概念の案と

は各単元の内容に合わせて「重点的に扱うべき地球

して示された内容である。

的諸問題」
「現状や原因」
「扱うべき資料」
「とりあ

「人を取り巻く環境（自然・文化・社会・経済など）

げるべき視点や立場」などを具体化する必要がある。

に関する概念」は、「Ⅰ 多様性」「Ⅱ 相互性」「Ⅲ

さらに、この基準表の記述では、各観点に含まれ
る「目標設定の際に留意すべき視点」をすべて十分

「多様性」について獲得すべき内容とは、人を取り

に反映させることはできていない。実践に際して

巻く環境を構成する事物と具体的な現象に関するも

は、学習者の実態に応じて、たとえば社会認識の深

のである。「相互性」については、そうした環境を

化に関して特に重点的に扱う視点に違いが生まれる
ことも想定される。したがって、この評価基準表自

構成する事物相互の関係性に関するものが、「有限

体を大きく変更するということが必要になる場合も

要因や資源が有限であることと、その変化の不可逆

出てくるだろう。

性に関するものが示されている。

有限性」から成っている。表２に示したように、

性」については、環境を構成する事物を支える環境

持続可能な社会づくりという ESD の主要な目的
本節では、オーストラリアにおけるグローバル教

を達成するためには、自然や文化、経済も含む社会

育に関する研究成果をふまえ、「社会認識の深化」

の現状やシステムの実態を理解することが必要とな

「自己認識の深化」「行動への参加」という３つの観

る。ここで挙げられているⅠ～Ⅲの概念は主に、こ

点に沿って教育目標を設定することの必要性と留意

うした社会の実態、すなわち、社会の現状について

すべき視点、および各観点に関して評価基準を具体
化するための方向性を確認するとともに、評価基準

理解する際に求められるものであるため、前節で挙
げた３観点のうち、主に「社会認識の深化」と関連

表の試案を示した。次節では、ESD で扱われる概

するものと捉えることができる。

念・能力・態度を確認するとともに、それらが本節
で示したグローバル教育の３観点とどのような関連

また、「Ⅱ 相互性」の具体的な内容として「人
は、そうしたシステムとのつながりを持ち、さらに

にあるのかを検討する。

その中で人と人とが互いにかかわり合っていること
を認識することが大切である」と示されている。こ

8
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れは、自身と他者との間の相互依存関係という視点

念である。「公平性」の内容としては、世代内およ

につながるものであるため、「Ⅱ 相互性」は「自己

び世代間の公正や公平、平等が、持続可能な社会を

認識の深化」との関連も深いものであると捉えるこ

実現するための基盤にあるということが示されてい

とができる。

る。また、「連携性」については持続可能な社会の

一方、
「人（集団・地域・社会・国など）の意思や
行動に関する概念」は、「Ⅳ 公平性」「Ⅴ 連携性」

実現において多様な主体が連携したり協力したりす
ることが不可欠であるということが、「責任性」で

「Ⅵ 責任性」から成っている。これらは、持続可能

は多様な主体が未来の社会を描き、その実現のため

な社会を実現する際に基盤あるいは指針とすべき概

に取り組みを進めることの必要性が示されている。

表２：国立教育政策研究所による「持続可能な社会づくり」の構成概念（案）

Ⅰ
Ⅱ
相互性
Ⅲ

人を取り巻く環境（自然・文化・

社会・経済など）に関する概念

多様性

自然・文化・社会・経済は、起源・性質・状態などが異なる多種多様な事物（ものごと）から成り立ち、
それらの中では多種多様な現象（出来事）が起きていること。
自然・文化・社会・経済は、それぞれの形成過程で様々な様相を見せ、多種多様な事物・現象が存
在している。そうした生態学的・文化的・社会的・経済的な多様性を尊重するとともに、自然・文化・
社会・経済にかかわる事物・現象を多面的に見たり考えたりすることが大切である。
自然・文化・社会・経済は、互いに働き掛け合い、それらの中では物質やエネルギーが移動・循環したり、
情報が伝達・流通したりしていること。
自然・文化・社会・経済は、それぞれが互いに働き掛けあうシステムであり、それらの中では物質
やエネルギー等が移動・消費されたり循環したりしている。人は、そうしたシステムとのつながり
を持ち、さらにその中で人と人とが互いにかかわり合っていることを認識することが大切である。

有限性

自然・文化・社会・経済は、有限の環境要因や資源（物質やエネルギー）に支えられながら、不可逆
的に変化していること。
自然・文化・社会・経済を成り立たせている環境要因や資源（物質やエネルギー）は有限である。こ
うした有限の物質やエネルギーを将来世代のために有効に使用していくことが求められる。また、
有限の資源に支えられている社会の発展には限界があることを認識することも大切である。

Ⅳ
Ⅴ
連携性

意思や行動に関する概念

Ⅵ

人（集団・地域・社会・国など）の

公平性

持続可能な社会は、基本的な権利の保障や自然等からの恩恵の享受などが、地域や世代を渡って公平・
公正・平等であることを基盤にしていること。
持続可能な社会の基盤は、一人一人の良好な生活や健康が保証・維持・増進されることである。そ
のためには、人権や生命が尊重され、他者を犠牲にすることなく、権利の保障や恩恵の享受が公平
であることが必要であり、これらは地域や国を超え、世代を渡って保持されることが大切である。
持続可能な社会は、多様な主体が状況や相互関係などに応じて順応・調和し、互いに連携・協力す
ることにより構築されること。
持続可能な社会の構築・維持は、多様な主体の連携・協力なくしては実現しない。意見の異なる場
合や利害の対立する場合などにおいても、その状況にしたがって順応したり、寛容な態度で調和を
図ったりしながら、互いに協力して問題を解決していくことが大切である。

責任性

持続可能な社会は、多様な主体が将来像に対する責任あるビジョンを持ち、それに向かって変容・
変革することにより構築されること。
持続可能な社会を構築するためには、一人一人がその責任と義務を自覚し、他人任せにするのでは
なく、自ら進んで行動することが必要である。そのためには、現状を合理的・客観的に把握した上
で意思決定し、望ましい将来像に対する責任あるビジョンを持つことが大切である。

※Ⅰ～Ⅵ欄のそれぞれの上段は各概念の定義を、下段はその補足説明を示したものである。
（表は、国立教育政策研究所教育課程研究センター（2012）、p.6 の表 3 を一部省略して筆者が作成）
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ESD には、
「持続可能な社会」という、実現すべ

ことに関しては、文言として明示されているわけで

き社会の方向性が明確に存在している。しかしなが

はない。したがって、実践を進める際に実践者が意

ら、そうした社会が実現された状態をどのようなも

識的に盛り込むことが求められる点になると言えよ

のとイメージするのか、また、そうした社会をどの

う。

ようにして実現するのかという点については、誰も
唯一絶対の「正解」を持ってはいない。したがっ

⑵「ESD で重視する能力・態度（例）」とグローバ

て、一人ひとりが知恵を持ち寄り、議論し、協力し

ル教育の 3 観点との関連

て取り組んでいくことが必要不可欠であり、そのた

前項で示した６つの構成概念に加えて、国立教育

めには、持続可能な社会をイメージする際に共有す

政策研究所の報告書では、ESD の視点に立った学

べき一定の価値観や行動の指針を共有することが必

習指導を行う際に重視する能力・態度の例として、

要となる。Ⅳ～Ⅵの概念はそうした役割を果たし得

表３に示した７つが挙げられている。

るものであり、Ⅰ～Ⅲの概念を意識して社会や問題

まず、
「能力」については、
「①批判的に考える

の現状についての認識を深めたうえでそうした問題

力」
「②未来像を予測して計画を立てる力」
「③多面

の解決や進むべき社会づくりの方向性について議論

的、総合的に考える力」「④コミュニケーションを

をする際の判断基準になるものと位置づけることが

行う力」の４つが提案されている。表３に示したそ

できる。

の内容からは、
「答え」のない（少なくともまだ見

このように位置づけられるⅣ～Ⅵの概念のうち、
「Ⅳ 公平性」は特に、持続可能な社会の実現に向け

つかっていない）地球的諸問題の解決と持続可能な
社会の構築に向けて、社会の現状を多方面から批判

て取り組むべき社会の課題を認識する際に求めら

的に読み解きながら他者とともに未来を構想する能

れる視点であるため、「社会認識の深化」と深く関

力を育成することの重要性が示されていることが分

連するものと考えることができる。また、「Ⅴ 連携

かる。前項で指摘したように、ESD においては、

性」および「Ⅵ 責任性」については特に、自身に

学習者が社会に対する認識を深めることと、そうし

も問題解決に向けた取り組みに参加するための力量

た認識に基づき、「持続可能な社会づくり」という

や責任があるということを認識することや、自他の

一定の価値観をふまえて社会づくりのために判断や

利害の対立に目を向け、それを乗り越えるための視

意思決定を行うことが求められる。この点に鑑みる

点を与えることにつながるものであるため、主に、

と、表３に示されている 4 つの「能力」のうち、特

「自己認識の深化」と関連するものと捉えることが

に「①批判的に考える力」「③多面的、総合的に考

できる。
これらの概念は社会づくりに参加する際の方針を

える力」は、学習者自身の社会の捉え方や自他の捉
え方を拡張するものであるため、
「社会認識の深化」

模索することにもつながるものであるため、「行動

および「自己認識の深化」と特に関わる能力である

への参加」との関連も深いと言える。ただし、これ

と言える。また、「②未来像を予測して計画を立て

らの概念の獲得はあくまで、社会や問題の実態や現

る力」「④コミュニケーションを行う力」は、自他

象を認識し、分析的に捉えるために活用され得る視

の考えを尊重しながらコミュニケーションをとり、

点を獲得するということであって、現代社会に存在

めざすべき社会づくりのための行動に向けて判断や

している具体的な課題を把握したり、その原因を追

意思決定を行うこと、すなわち、「行動への参加」

究したりすることと同義ではない。すなわち、これ

に向けた情報の共有や議論、とるべき行動の提案を

らの視点をどのように活用するのかによって、問題

行うために必要な能力であると位置づけることがで

解決に向けた取り組みをどのように進めるのかが変
わってくる。表 2 における概念の説明が、解決すべ

きる。さらに、自他の気持ちや考えを理解し、尊重
するためのものとしても位置づけられている「④コ

き諸問題の現状や原因の分析などの「問題解決」と

ミュニケーションを行う力」については、自他の文

直接的に結びついた記述とはなっていないことから
も分かるように、グローバル教育に関する議論にお

化や価値観を認識したり、社会の捉え方を豊かにし
たりするためにも不可欠の能力であるため、「自己

いて強調されていた諸問題や問題解決に関する議論

認識の深化」および「社会認識の深化」とも深く関

の背後にある社会構造やイデオロギーに目を向ける

わる能力として捉えることができる。
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表３：国立教育政策研究所による ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度（例）

能

合理的、客観的な情報や公平な判断に基づいて本質を見抜き、ものごとを
思慮深く、建設的、協調的、代替的に思考・判断する力

②未来像を予測して計画を立てる力

過去や現在に基づき、あるべき未来像（ビジョン）を予想・予測・期待し、
それを他者と共有しながら、ものごとを計画する力

③多面的、総合的に考える力

人・もの・こと・社会・自然などのつながり・かかわり・ひろがり（システム）
を理解し、それらを多面的、総合的に考える力

④コミュニケーションを行う力

自分の気持ちや考えを伝えるとともに、他者の気持ちや考えを尊重し、積
極的にコミュニケーションを行う力

⑤他者と協力する態度

他者の立場に立ち、他者の考えや行動に共感するとともに、他者と協力・
協同してものごとを進めようとする態度

⑥つながりを尊重する態度

人・もの・こと・社会・自然などと自分とのつながり・かかわりに関心をもち、
それらを尊重し大切にしようとする態度

⑦進んで参加する態度

集団や社会における自分の発言や行動に責任をもち、自分の役割を踏まえ
た上で、ものごとに自主的・主体的に参加しようとする態度

力

①批判的に考える力

態
度

（表は、国立教育政策研究所教育課程研究センター（2012）、p.9 の表 6 を一部省略して筆者が作成）

続いて、「⑤他者と協力する態度」「⑥つ

表４：ESD で扱われる概念・能力・態度とグローバル教育の
3 観点との主要な関連

ながりを尊重する態度」「⑦進んで参加す
る態度」という３つの「態度」について見
は、人や自然、社会の相互の関係に目を向
け、それらに共感したり尊重したりしなが
ら、他者と協力して、責任を持って問題解
ことが重視されていることが見て取れる。
「⑤他者と協力する態度」は、他者の考え

表２

決や社会づくりに参加する態度を育成する

や価値観を理解し、尊重しながら行動への
参加につなげていくための態度と捉えるこ
とができるため、特に、「自己認識の深化」
と「行動への参加」につながる態度である

人を取り巻く環 人の意思や行動
境に関する概念 に関する概念

ていこう。これら３つの態度の内容から

と言える。
「⑥つながりを尊重する態度」

社会認識 自己認識 行動への
の深化
の深化
参加
Ⅰ

多様性

◯

Ⅱ

相互性

◯

Ⅲ

有限性

◯

Ⅳ

公平性

◯

Ⅴ

連携性

◯

Ⅵ

責任性

◯

①批判的に考える力

は、自身と他者や社会の諸側面とのつなが
能力

りを認識し、それらを尊重するという態度
であるため、
「自己認識の深化」と深く関

◯

◯

◯

②未来像を予測して
計画を立てる力

◯
◯

◯

集団や社会の重要な一員としての自覚と責

④コミュニケーション
を行う力

◯

◯

◯

任を持って「行動への参加」を行うことに

⑤他者と協力する態度

◯

◯

⑥つながりを尊重する
態度

◯

んで参加する態度」については、まさに、

表４は、本節での検討をふまえて、ESD
で扱われる概念・能力・態度とグローバル
教育の３観点との主要な関連を示したもの

態度

つながるものである。

表３

③多面的、総合的に
考える力

わるものと位置づけられる。そして「⑦進

⑦進んで参加する態度

◯
（表は、筆者が作成）
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である。この表から分かるように、ESD の視点は、
グローバル教育の枠組みに位置づけることが可能で
あると言える。そのため、表１に示したグローバル
教育の評価基準表の試案を改訂するかたちで、ESD
の実践のための教育目標と評価基準を設定すること
が可能になると考えられる。
ただし、権力構造やイデオロギーへの注目など、
オーストラリアのグローバル教育研究においては強
調されている、あるいは強調すべきであると捉えら
れている視点が、ESD に関する記述の中では必ず
しも強調されているとは限らなかった。これらの視
点を実践の中にどのように位置づけるのかという点
については、実践を計画する段階で検討することが
必要となるだろう。
本節では、国立教育政策研究所の報告書において
提案されている ESD の実践上の要点をグローバル
教育の枠組みに位置づけることが可能であるため、
表 1 に示したグローバル教育の評価基準表の試案を
改訂するかたちで、ESD の実践のための教育目標
と評価基準を設定することが可能になると考えられ
ることを明らかにした。一方で、グローバル教育研
究において強調されてきた視点と ESD で強調され
ている視点とは必ずしも一致するとは言い切れない
ため、この点をどう捉え、理論的・実践的にどのよ
うに位置づけていくのかについては、今後、実践を
計画する段階で検討する必要があると言える。

４．結論と今後の課題
本稿では、ESD の基盤にある開発教育およびグ
ローバル教育に関する議論をふまえ、ESD におい
て教育評価を効果的に実践するための方途を探り、
実践のあり方の一端を試論的に示すことを目的とし
ていた。
第１節では、ESD とグローバル教育は、その目

を具体化するための方向性を確認するとともに、評
価基準表の試案を示した。そして第３節では、国立
教育政策研究所の報告書において提案されている
ESD の実践上の要点をグローバル教育の枠組みに
位置づけることが可能であるため、第２節で試論的
に示したグローバル教育の評価基準を改訂するかた
ちで ESD の実践のための教育目標と評価基準を設
定することが可能になると考えられることと、その
一方で、グローバル教育研究において強調されてき
た視点と ESD で強調されている視点とは必ずしも
一致するとは言い切れないことを指摘した。
本稿の表１で試論的に示したかたちで評価基準表
をつくることにより、各単元や各授業において学習
者に育てたい力を具体的にイメージすることが可能
になる。そしてそれは、学習者に育てたい力を育て
るために必要となる学習活動の要点や与えるべき課
題、評価の視点等を明確にすることを可能にするた
め、個々の学習者に必要な支援を丁寧に行うこと、
ひいては、学習者一人ひとりの学力保障を達成する
ことにつながると考えられる。
ただし、本稿で示した評価基準表はあくまで試案
であるため、実践をくぐる中で改訂していく必要が
ある。また、本論中でも指摘したように、本稿で示
した評価基準表の記述は一般的なものにとどまって
いるため、実際には各単元の内容に合わせて「重点
的に扱うべき地球的諸問題」
「現状や原因」
「扱うべ
き資料」「とりあげるべき視点や立場」などを具体
化し、各単元に沿ったものにつくりかえていく必要
がある。
学校現場との共同研究などを通して、より実践的
な教育目標と評価基準を開発し、それに基づく実践
を実現していくことを、今後の課題としたい。
※本 稿は、平成 23-26 年度日本学術振興会学術研究
助成基金助成金（若手研究（B）
）
「日豪比較を通し

的においても教育活動そのものの捉え方に関しても
同様の性質を有しているため、グローバル教育研究

た開発教育における教育評価の方法論の構築と教
育評価実践の探究」（課題番号：23730755）の助

の成果を敷衍して ESD における教育評価実践のあ

成を受けて行った研究の成果の一部である。

り方を検討することは可能であると言えることを示
した。第２節では、オーストラリアにおけるグロー
バル教育に関する研究成果をふまえ、「社会認識の
深化」「自己認識の深化」「行動への参加」という３
つの観点に沿って教育目標を設定することの必要性
と留意すべき視点、および各観点に関して評価基準
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集・発行、前掲報告書。

論じることはできないが、本稿で論を進める際に
背景としているオーストラリアのグローバル教育
は、開発教育を名称変更したものとして捉えるこ
とができるため、本稿では同義のものとして扱う
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「限界」化する山村における
地域生活と住民意識（４・完）
─静岡県旧磐田郡佐久間町における調査を通じて─

丸山真央・石田光規・上野淳子
人間文化学部人間関係学科／早稲田大学文学学術院／桃山学院大学社会学部

12. 住みつづけられる地域社会をめざして
─まとめに代えて
これまで３回にわたって報告してきたわれわれの
調査は、実査をおこなってから、早くも４年が経過

の思いや要求を適切に反映したものなのかというこ
とではないだろうか。この点について、これまで報
告してきたわれわれの調査の知見をふりかえりなが
ら考えてみたい（以下、かっこ内は本連載の節番号）
。

した。この間に中山間地域や人口減少をとりまく政

われわれが調査をおこなった佐久間町は、2005

治・政策や言論状況は、だいぶ変わったように思わ

年に浜松市に編入合併されたため、日本創成会議の

れる。代表的な近年の動きとして、民間シンクタン

人口推計では浜松市に含められており、「消滅可能

ク「日本創成会議」のいわゆる「増田レポート」の

性」のある地域と名指されたわけではない。とはい

発表（増田編 2014）、国土交通省の「国土のグラン

え、高齢化率が 50 ％を超えて人口減少が急速度で

ドデザイン 2050 ～対流促進型国土の形成～」の公

進んでおり、「消滅可能性」自治体にひけをとる水

表（2014 年７月）
、そして第二次安倍政権の「地方

準ではない（２・３節）
。

創生」政策の展開が挙げられる。これらをひとつず

そこでの調査を通じて明らかになった住民の思い

つ検討する紙幅も能力もないが、「増田レポート」

や要求とは、次のようにまとめられよう。まず、住

にかんしては、われわれの調査や報告に関連して一

民の多くは、地域の将来、自らの生活の将来に強い

言しておきたい。

不安をもっており、「地方消滅」の指摘を俟つまで

同レポートは、全国の市町村について 2040 年の

もなく、当該住民に現状認識は一定程度共有されて

人口推計をおこない、２割以上の 373 市町村で、20

いる。とりわけ、「集落の将来」への不安が大きい

～ 30 代の若年女性人口が５割以上減少すると指摘

ことは特筆すべきことである。この不安は、現在の

したうえで、人口再生産が不可能になり「消滅可能

集落自治の実際の担い手である 60 代～ 70 代前半に

性」があると警告して話題になった。この分析の適

最も強い（９節）
。

否については、すでに入念な検討がなされているし

その一方で、住民の多くが、今住んでいるところ

（小田切 2014a；坂本 2014；岡田 2014a）、包括的な

に強い愛着を抱いていることも明らかになった（８

検討も提出されはじめているので（山下 2014；小田

節）
。
「集落の将来」への不安とは、今のところに住

切 2014b；岡田 2014b）
、詳しい検討は別に譲りたい。

みつづけたいという思いの裏返しである。便利な都

同レポートはそのうえで、人口再生産が不可能に

市部に移住したいという思いは、若年層の一部に

なる中山間地域の多くで、いくつかの対応策が必要

はあるものの、高齢層にはほとんどみられない（10

になると提起している。たとえば、東京一極集中を

節）。住民の多く、とくに高齢者は、これまで培っ

防ぐために、地方都市や中核となる集落で、人口流

てきた近隣関係や友人関係など、さまざまな社会的

出を堰きとめる「ダム」を造ること、そうした「ダ

ネットワーク資源を保有しており、それが日常生活

ム」において拠点施設の集約を進め、各地に「コン

の維持を支えている側面もある（６節）。今のとこ

パクトシティ」を建設すること、などである（増田

ろに住みつづけることを強く希望していると同時

編 2014：第２～３章）。

に、集落を集団移転させることにたいして肯定的な

こうした提言にたいしても、すでにいくつかの批

意見はほとんど聞かれなかった（11 節）
。

判が出されている。たとえば、若者の「田園回帰」

こうした調査結果を踏まえれば、高齢化と人口減

を重視する立場から人口減少を性急に煽りたてるこ

少が進行する中山間地域に必要なことが、「拠点集

とへの批判や、「選択と集中」をさらに進める政策

中」や「集落再編」といった提言とは小さくない懸

の新自由主義的な性格の指摘などが目につくもので

隔があるといわざるをえない。人口減少地域の現状

ある（上述の諸論考を参照）。

が知られ、危機感が共有されるのは重要なことであ

それらに加えて、ここで重要と思われるのが、こ

る。しかし、それにたいする処方箋として、
「選択

うした提言が、
「地方消滅」に瀕する当該地域の住民

と集中」型の新自由主義的な再編構想が提起される
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ことについては、その内容が支持できないばかり
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か、当該住民の意思にも反するといわざるをえな

丸山真央，2012，
「国家のリスケーリングと都市の

い。むしろ問われるべきは、「住みつづけたい」と

ガバナンス──「平成の大合併」の地方政治を例

いう高齢住民の思いをかなえるために、今あるもの
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付録 1 佐久間町の地域づくりとくらしに関す
る調査 調査票（単純集計表付き）

問 4 あなたは、つぎのことを、おもにどこでな
さっていますか。それぞれ、あてはまる番号を
選んで、数字でお答えください。

問 2 あなたが、つぎのようなおつきあいをする方

ＮＡＤＫ

NADK（2.1 ％）

その他

お互いに訪問しあう人がいる（50.0 ％）

移動販売・通信販売

立ち話をする程度の人がいる（36.8 ％）

4

東京・神奈川

3

愛知・静岡県

つきあいはない（1.6 ％）
あいさつする程度の人がいる（9.6 ％）

東三河地域

いをしていますか。ひとつ○をつけて下さい。
1
2

浜松市内

問 1 あなたはふだん近所の人とどの程度のつきあ

天竜区内

いします】

佐久間町内

自分の地区（浦川・
佐久間・山香・城西）

【まず、あなたのくらしや地域について、おうかが

日用雑貨 ･ 食
42.0 13.2 9.6 17.1 7.0 6.2 0 0.3 0.3 4.4
料品の購入
電化製品・家
16.6 16.1 2.1 28.5 16.3 12.2 0 0.8 0.3 7.3
具の購入
病院・診療所
36.3 31.9 4.1 8.0 6.0 9.3 0.3 0 0 4.1
の利用

は、何人くらいでしょうか。また、その方のお
住まいまで、どのくらいの時間がかかります

問 5 あなたは、つぎの移動手段を、どのぐらいつ

か。ふだん使っている交通手段で実際にかかる

かいますか。それぞれ、あてはまる番号に、ひ

時間ごとに、あてはまる人数を数字でお答えく

とつずつ○をおつけください。
（※表中の数字

ださい。（※表中の人数は平均人数）

は％）

病気のときの身のま
わりの世話を頼む
買いものなど日常の
用事を頼む
個人的な悩みごとの
相談
気晴らしにいっしょ
に出かける、おしゃ
べりをする

30分～ 1時間～
2時間
1時間 2時間
以上
未満
未満

同居・
敷地内

30分
未満

1.4人

1.4人

0.6人

0.8人

0.5人

1.2人

0.9人

0.3人

0.5人

0.3人

1.0人

1.0人

0.3人

0.5人

0.3人

1.2人

2.3人

0.6人

0.5人

0.3人

それ以
週に1度 月に1度 半年に1
下・つか NADK
以上
以上
度以上
わない
自 家 用 車・
バイク
医 療 バ ス・
福祉バス
NPO タク
シー
路線バス
JR 飯田線

69.2

11.1

1.6

16.1

2.1

2.3

12.7

3.6

79.5

1.8

1.8

6.5

3.9

85.8

2.1

0.8
3.6

1.8
12.2

6.2
28.8

89.1
53.9

2.1
1.6

問 6 あなたは、つぎの団体や活動に参加していま
すか。それぞれ、あてはまる番号に、ひとつず
問 3 あなたには、つぎのお知りあい（話をするこ
とがあるくらい、よく知っている人）がいます
か。あてはまる番号すべてに○をつけてくださ
い。
（※カッコ内は「いる」と答えた割合）
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参加して
いる
自治区（自治会）・消防団
青年クラブ・婦人会・老人会・
ＰＴＡ・子ども会
産業団体（商工会・観光協会・
森林組合・農協など）
文化・趣味・スポーツなど
の団体・サークル
福祉のグループ活動（食事
会など）
地域活性化のグループ・団
体
政治家の後援会・政党
社会福祉協議会
特定非営利法人ＮＰＯがん
ばらまいか佐久間
（世帯でどなたかが会員な
ら「参加」とします）

41.2

まえは 参加した
参加
ことは NADK
していた ない
20.5
35.8
2.6

28.8

36.0

32.9

2.3

23.8

12.4

60.4

3.4

27.2

22.3

48.7

1.8

15.5

9.6

72.8

2.1

17.4

13.2

67.4

13.2
21.5

10.9
9.8

73.8
66.3

63.0

3.4

31.9

5 家族以外（友人等）と交流したい（12.5 ％）
6 自分や家族の進学（6.2 ％）
7 より多くのチャンスをつかみたい（16.1 ％）
8 その他（8.9 ％）
SQ2 それはどこですか。あてはまる番号にひとつ
だけ○をつけてください。
1

自分の住む地区（浦川・佐久間・山香・城西）

2.1

2

佐久間町内（13.4 ％）

2.1
2.3

3

天竜区内（3.6 ％）

4

浜松市内（35.7 ％）

5

愛知・静岡県（20.5 ％）

6

東京・神奈川（3.6 ％）

7

具体的なところはない（8.0 ％）

8

その他（3.6 ％）

1.8

問 7 くらしのなかで、不安におもっていることが
ありますか。あてはまるものすべてに○をつけ

の中（11.6 ％）

SQ3 離れなかったのはなぜですか。あてはまる番

てください（いくつでも）。また、そのなかで一

号すべてに○をつけてください。

番不安な項目の番号も記してください。（※表

1

お金がかかるから（36.6 ％）

中の数字は％）

2

仕事がなくなるから（18.8 ％）

3

子や親戚と住むと気兼ねしそうだから（7.1 ％）

一番の不安

4

さみしそうだから（1.8 ％）

35.8

15.5

5

身近に親しい友人がいるから（12.5 ％）

37.0
53.6
29.3
30.3
34.2
21.0
13.7
26.7
3.4
---

18.7
18.9
4.7
7.3
10.6
6.0
2.1
2.1
1.8
3.1
9.3

6

今のところが好きだから（27.7 ％）

7

家を守るため（37.5 ％）

8

受け入れ先がない（8.0 ％）

9

その他（14.3 ％）

不安あり
身のまわりの世話をしてくれ
る人の確保
安定した仕事・収入の確保
集落の将来
交通手段の確保
家のあとつぎ
救急時の医療体制
祖父母や両親の介護
子や孫の教育
山や川など自然環境の破壊
その他
なし
NADK

問 8 この５年間に、いま住んでいるところから離
れてくらそうとおもったことはありますか。
1 ない（62.4 ％） 2 ある（31.3 ％）→ SQ1 〜 3 へ
SQ1 なぜそう思いましたか。あてはまる番号すべ
てに○をつけてください。
1 仕事がない（37.5 ％）
2 福祉や病院が不安（24.1 ％）

問9 あなたはつぎの地域に、どれだけ愛着を感じて
いますか。それぞれ、あてはまる番号に、ひとつ
ずつ○をおつけください。
（※表中の数字は％）
感じる やや感じ あまり感 感じない NADK
る
じない
あなたのお住まい 61.1
21.5
6.2
8.3
2.8
の集落
あなたのお住まい 52.8
25.9
8.5
9.6
3.1
の地区（浦川、佐
久間、山香、城西）
佐久間町
44.6
27.7
11.1
13.7
2.8
天竜区
10.4
29.3
25.4
31.9
3.1
浜松市
8.3
30.1
24.9
33.7
3.1
三遠南信地方
6.0
22.3
26.9
41.7
3.1
静岡県
17.4
29.8
21.2
28.5
3.1

3 家族や親戚と同居する（10.7 ％）
4 生活が不便（54.5 ％）
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問 10 佐久間ダムにかんするつぎの見方や意見に
つ い て、 ど の よ う に お も い ま す か。 そ れ ぞ
れ、あてはまる番号に、ひとつずつ○をおつ
ください。（※表中の数字は％）
ＮＡＤＫ

そう思わない

どちらかといえ
ばそう思わない

どちらかといえ
ばそう思う

そう思う
ダム建設は、町に大きな利
益をもたらした
ダム建設によって、川が死
んでしまった
ダムが建設されたことは、
全体としてみた場合、地元
にとってよかった
ダムは、合併後も佐久間町
のシンボル（象徴）である
将来的には、いつか、ダム
はなくなるのが望ましい
ダムの将来は、地元住民が
決めるべきだ

41.5

31.1

12.4

7.8

7.3

31.3

27.2

19.9

12.7

8.8

24.4

41.5

15.5

10.1

8.5

38.1

31.6

12.4

10.4

7.5

11.1

15.5

30.1

32.6

10.6

31.6

28.2

14.0

17.4

8.8

よく 変わら 悪く わから
NADK
なった ない なった ない
住民票・戸籍などの窓
口サービス
税金
生活道路の整備
上水道の整備
ごみの収集・処理
下水道の整備・し尿処
理
病院
介護サービス
福祉サービス
小中学校
地域自治センター（元
の町役場）
集会所・コミュニティ
センター
自治区への支援
広聴・住民参加

8.8

63.0

10.9

16.1

1.3

2.1
9.3
19.7
20.2

28.8
51.8
52.3
61.4

38.3
21.5
9.3
8.0

29.3
15.8
16.6
9.3

1.6
1.6
2.1
1.0

22.3

54.7

4.9

17.1

1.0

19.2
15.8
13.7
2.6

60.4
42.2
42.5
26.2

5.2
3.9
6.2
30.8

14.2
36.0
36.0
38.6

1.0
2.1
2.1
1.8

4.1

39.6

31.1

23.6

1.6

3.6

48.4

17.9

28.5

1.6

1.3
1.8

20.2
33.7

50.5
22.8

26.9
40.4

1.0
1.3

【行政や政治について、おうかがいします】
問 14 あなたは、つぎの機関の活動について、ど
れだけ関心がありますか。また満足していま
すか。それぞれひとつずつ○をおつけくださ

【2005 年 7 月に行われた浜松市との市町村合併

い。
（※表中の数字は％）

について、おうかがいします】

問 12 あなたのお考えは、つぎのどれに近いです
か。ひとつ○をつけてください。
1

浜松市と合併してよかった（8.8 ％）

2

浜松市との合併はしかたがなかった（49.0 ％）

3

北遠 5 市町村で合併すべきだった（13.0 ％）

4

水窪町と 2 町で合併すべきだった（8.8 ％）

5

合併せずに単独でいればよかった（13.7 ％）

6 その他（2.8 ％）
NADK（3.9 ％）

ＮＡＤＫ

NADK（2.8 ％）

佐久間地域自治セ
ンター
佐久間地域協議会
天竜区役所
天竜区地域協議会
浜松市役所
浜松市議会
静岡県庁
静岡県議会

不満だ

4 反対（15.3 ％）

満足

どちらともい
えない

3 どちらかといえば反対（37.6 ％）

満足している

2 どちらかといえば賛成（32.9 ％）

ＮＡＤＫ

1 賛成（11.4 ％）

関心

関心がない

たか。ひとつ○をつけてください。

どちらともい
えない

関心がある

問 11 あなたは、合併に賛成でしたか、反対でし

36.5 44.0 14.2 5.2 8.5 66.8 10.9 13.7
24.9
9.3
7.5
12.2
17.9
7.8
9.3

43.5
43.8
41.7
42.2
39.6
40.7
40.4

23.6
34.7
39.4
34.5
31.3
40.4
39.6

8.0
12.2
11.4
11.1
11.1
11.1
10.6

3.4
1.6
0.5
0.8
0.8
0.5
0.5

69.4
67.9
69.4
63.2
63.7
71.8
69.4

10.4
11.9
9.8
17.4
16.6
9.6
11.4

16.8
18.7
20.2
18.7
18.9
18.1
18.7

問 15 あなたは、2 年前の浜松市長選挙（2007 年 4
月 8 日）で、どの候補に投票しましたか。あて
1

はまる番号にひとつ○をおつけください。
鈴木康友（25.6 ％）

2

北脇康之（55.7 ％）

問 13 合併してから、行政のしごとはどう変わり
ましたか。それぞれについて、ひとつずつ○

3
4

高林順（0.3 ％）
棄権した（1.8 ％）

をつけてください。（※表中の数字は％）

5

選 挙権がなかった・浜松市内に住んでいな
かった（3.1 ％）
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6

おぼえていない（11.7 ％）

NADK（1.8 ％）

問 16 あなたはふだん何党を支持していますか。あ

⑦

てはまる番号にひとつ○をおつけください。
1
2

民主党（26.9 ％）
自民党（39.1 ％）

3

公明党（2.1 ％）

4

共産党（0.5 ％）

5

社民党（0.8 ％）

6

その他（0.3 ％）

7

支持する政党はない（28.2 ％）

⑧

⑨

NADK（2.1 ％）

⑩

問 17 あなたは、つぎの見方について、A と B の
ど ち ら の 意 見 に 近 い で す か。 そ れ ぞ れ、 あ
てはまる番号にひとつずつ○をおつけくださ
い。（※表中の数字は％）

⑥

つ○をおつけください。
（※表中の数字は％）

NA
【Ｂの意見】 DK
身近な課題は小
さな町のなかで
解決するのが一
7.8 25.9 34.5 21.0 番よいので、で 10.9
きるかぎり町独
自で行政を進め
ていくべきだ
38.1 39.1 7.8

合併したら新市
4.7 で一体の行政を 10.4
するべきだ

11.9 35.0 27.2 14.5

地域の問題は、
行政が責任を
11.4
もって解決すべ
きだ

町の財政的な負
担には限界があ
45.1 31.6 10.9 3.4 るので、集落移 9.1
転や統合を推し
進めるのがよい
地方は国に頼ら
ず、自分たちで
36.0 36.3 13.7 3.9
10.1
地域づくりを進
めるべきだ
自分のことは自
分で面倒をみる
23.6 38.3 21.0 6.7 ように、個人が 10.4
責任をもつ社会
をめざすべきだ

自分のようなふつうの
市民には政府のするこ 31.3
とを左右する力はない
国民の意見や希望は、国
の政治にほとんど反映 24.6
されていない
保守か革新かと聞かれれば、
9.3
わたしの立場は革新だ
権威ある人々にはつねに敬
6.5
意を払わなければならない
以前からなされてきた
やり方を守ることが、最 4.4
上の結果を生む

そう思わない

⑤

ますか。それぞれあてはまる番号にひとつず

どちらかとい
えばそう思わ
ない
どちらともい
えない
どちらかとい
えばそう思う

④

問 18 あなたは、つぎにあげる意見をどうおもい

そう思う

③

Ｂに近い

②

どちらかといえば
Ｂに近い
どちらかといえば
Ａに近い

Ａに近い

①

【Ａの意見】
小さな町の行政
がすべての課題
に対応するのは
困難なので、合
併によって、広
域的な行政を進
めるべきだ
合併しても旧市
町村の特色をの
こす行政をする
べきだ
地域の問題は、
住民がじぶんた
ちの力で解決す
べきだ
福祉バスなどを
充実させ、集落
をいまの場所で
維持することを
最優先するのが
よい
国は地方のこと
を考え、金や仕
事を地方に回す
べきだ
生活に困ってい
る人たちに手厚
く福祉を提供す
る社会をめざす
べきだ

⑪

個人の努力を促
所得をもっと平
すため所得格差
19.9 45.3 16.8 6.0
11.9
等にすべきだ
をもっとつける
べきだ
競争は、格差を
競争は、社会の
拡大させるなど、
活力や勤勉のも 9.6 45.3 26.9 6.7
11.4
問題のほうが多
とになる
い
経済成長率があ
環境がある程度
る程度低下して
悪化しても、経
も、環境保護が 23.8 42.7 16.1 4.7
12.7
済成長が優先さ
優先されるべき
れるべきだ
だ
物事を決める際、
物事を決める際、
時間をかけてみ
リーダーシップ
んなで話しあい、
8.0 14.5 44.6 22.5
10.4
によるすばやい
納得した結論を
決定が重要だ
導くことが重要
だ
地方自治体の首
地方自治体の首
長を選ぶなら、
長を選ぶなら、
19.4 45.9 19.4 4.9 市民の代表では 10.4
素人だが市民の
ないが行政のプ
代表がよい
ロがよい

NA
DK

24.9 18.1

12.2

6.5

7.0

34.7 20.2

8.8

3.1

8.5

16.6 41.2

12.4

10.1 10.4

16.1 31.6

16.8

20.2

8.8

9.3 33.2

22.5

22.3

8.3

【さいごに、あなたご自身について、おうかがいし
ます】
問 19 あなたの性別に○をつけてください。また、
年齢を数字でご記入ください。
1 男性（49.0 ％） 2 女性（49.7 ％）
20-30 歳代（8.5 ％） 40 歳代（9.3 ％）
50 歳代（13.2 ％） 60 歳代（22.5 ％）
70歳代（26.9％） 80歳代（17.1％） NADK
（2.3％）
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問 23 あなたは、どちらでお生まれになりました
問 20 いま結婚していますか。あてはまる番号に

か。あてはまる番号にひとつ○をおつけくだ

ひとつだけ○をおつけください。

さい。また、転居のあり・なしについても、

1

未婚（10.9 ％）

2
3

既婚（事実婚も含む）
（68.9 ％）
結婚したが死別（14.2 ％）

1
3

おしえてください。
今と同じ（31.9 ％） 2 佐久間町内（30.3 ％）
北遠地域（今の天竜区内）
（9.1 ％）

4

結婚したが離別（2.8 ％）

4

遠州地域（今の浜松市内）
（2.3 ％）

5

東三河地域（6.0 ％）

NADK（3.1 ％）

6

愛知・静岡県（6.2 ％）

問 21 あなたがさいごに卒業した学校（在学中を含

7

東京・神奈川（1.3 ％）

む）はどちらですか。あてはまる番号にひと

8

その他（6.2 ％）

NADK（6.7 ％）

つ○をおつけください。（旧制の場合は「その
他」に具体的にお書きください）

SQ1 では、そのあとは、つぎのどれにあたります

1

中学校（42.2 ％）

2

高校（35.8 ％）

1

か。あてはまる番号にひとつ○をおつけください。
町外に住んだことがない（44.4 ％）

3

短大・高専、専門学校（11.7 ％）

2

いったん町外に住み、29 歳までに佐久間町に

4
5

大学・大学院（6.5 ％）
その他（0.8 ％）

3

戻った（43.5 ％）
いったん町外に住み、30 歳以降に町に戻った

NADK（3.1 ％）

（12.1 ％）

問 22 あなたは、どの自治区（集落）にお住まいで

SQ2 では、佐久間町内に住むようになったのは、

すか。あてはまる番号にひとつだけ○をおつ

いつですか。あてはまる番号にひとつ○をおつ

けください。

けください。

1

吉沢（1.0 ％）

2

川上（2.1 ％）

1

29 歳までに（69.2 ％）

3

出馬（2.8 ％）

4

沢上（2.3 ％）

2

30 歳から 49 歳までのあいだに（22.5 ％）

5

上市場（3.9 ％） 6

町（9.1 ％）

3

50 歳よりあとに（8.3 ％）

7

柏古瀬（4.7 ％） 8

小田敷（0.5 ％）

9

島中（2.1 ％）

10

河内（0.3 ％）

問 24 では、あなたは、佐久間町内にどれぐらい

11

地八（0.3 ％） 12

和山間（0）

お住まいですか。数字でお答えください。ま

13

早瀬（3.4 ％） 14

神妻（1.6 ％）

た、町内で引っ越したことがありますか。あ

15

川合（3.1 ％） 16

佐久間（9.6 ％）

17

中部（11.9 ％） 18

半場（7.0 ％）

19

下平（1.0 ％） 20

21

羽ヶ庄（0.8 ％） 22

23

大輪（0.8 ％） 24

25

福沢（1.3 ％） 26 和泉鮎釣（1.0 ％）

27

間庄（0.3 ％） 28

瀬戸（0.5 ％）

29
31

西渡（4.1 ％） 30
戸口（0.5 ％） 32

舟戸（1.3 ％）
上平山（1.0 ％）

33

芋掘（2.8 ％） 34

松島（2.8 ％）

35
37

野田（3.1 ％） 36
相月（6.5 ％） 38

横吹（1.8 ％）
その他（0）

NADK（2.3 ％）

峯（0.8 ％）
大滝（1.3 ％）
仙戸（0.3 ％）

てはまる番号に○をつけてください。
通算

平均 50.0 年

佐久間町内で引っ越したことが
1

ない（71.2 ％）

2

ある（25.1 ％）

NADK（3.6 ％）
問 25 あなたとご家族のお仕事について、それぞ
れひとつずつ数字でおこたえください。（※単
純集計は省略）
①あなたのいまのお仕事
②あなたが最も長くついたお仕事
③配偶者の方が最も長くついたお仕事
④あなたのお父さまのおもなお仕事
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⑤配偶者の方のお父さまのおもなお仕事
（A）お 仕事は？（複数あるときは収入の最も多い

その他（1.0 ％）
問 27 お子さんはいますか。いる場合は、お子さ

もの）

んの性別、年齢、お仕事、お住まいを、それ

1
3

無職（学生を含む）
会社経営・役員

2

家事

ぞれ数字でご記入ください。
いる（79.3 ％）
（平均 2.3）人

4

常雇・フルタイムの雇用者

2

5

非 常勤・臨時・派遣・パート・アルバイト・

NADK（5.7 ％）

6

自営業・自由業・家族従業員

1

いない（15.0 ％）

内職などの雇用者
SQ1 お子さんの性別（数字に○）
（※単純集計は省略）
1

男

2

女

（B）お仕事の種類は？
1

専門職（教員、医師、看護師、技術者など）

2

管 理職（会社役員、課長以上の管理職、議員
など）

SQ2
SQ3

お子さんの年齢（※単純集計は省略）
お子さんのお仕事（※単純集計は省略）

3

事 務職（総務・企画・経理事務、コンピュー

1

無職（学生を含む）
・家事

4

ターのオペレーターなど）
販売職（小売店、外交員など）

2
5

自営業
事務職

5

生 産工程・労務、保安職（工場・土木作業、

7

生産工程・労務、保安職

運転手、警察官など）

8

サービス職

6

サ ービス職（料理人、旅館、理容師、ウエイ

7

農林漁業（農業、山林労働、漁業、造園など）

トレスなど）

3
6

専門職
販売職
9

4

管理職

農林漁業

SQ4 お子さんのお住まい（数字で）
（※単純集計は

（C）お仕事先の規模は？（支所・支店だけでなく）
1

1 ～ 4人

2

5 ～ 29 人

3

30 ～ 99 人

5

300 ～ 999 人

7

官公庁（独立行政法人、各種団体を含む）

4

100 ～ 299 人
6

省略）
1

同居・敷地内

3

天竜区内

6

愛知・静岡県

8

その他

2
4

佐久間町内

浜松市内
7

5

東三河地域

東京・神奈川

1,000 人以上
問 28 お宅は、いつから佐久間町内に家をかまえ
ていますか。あてはまる番号にひとつだけ○

（D）お仕事先の場所は？
1

自宅

2

3

天竜区内

6

愛知・静岡県

8

その他

をおつけください。（分家された場合は、その

佐久間町内
4

浜松市内

時点をお答えください）
1

明治時代よりも前（24.1 ％）

2

明治時代（16.1 ％）

3

大正時代から戦前（14.8 ％）

4

昭和 20 年代（9.6 ％）

問 26 つぎのなかから、同居しているご家族をす

5

佐久間ダム建設時（2.1 ％）

べて選んで、番号に○をつけてください。（※
数字は「いる」と答えた％）

6
7

昭和 30 年代（7.0 ％）
昭和 40 年代（6.0 ％）

配偶者（61.1 ％） 未婚の子（17.1 ％）

8

昭和 50 年代以降（14.5 ％）

結婚している子（7.0 ％） 子どもの配偶者（8.8 ％）
孫（5.4 ％） あなたの親（14.0 ％）

NADK（6.0 ％）

7

5

東三河地域

東京・神奈川

配偶者の親（7.8 ％） 祖父母（4.9 ％）
あなたまたは配偶者の兄弟姉妹（2.3 ％）

問 29 いまのお住まいは、次のどれですか。あて
はまる番号にひとつだけ○をおつけください。
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1

土地も建物も所有している（75.6 ％）

2

土地を借りて、建物は自分のもの（12.7 ％）

問 32 お宅は、山林をおもちですか。また山仕事
をしていますか。あてはまる番号にひとつ○

3

土 地も建物も借りている（借家、アパート、

をおつけください。あわせて、あとつぎにつ

社宅、官舎等）
（8.0 ％）
4 その他（0.5 ％）
NADK（3.1 ％）

いても、おしえてください。
1
2

山林を所有し、山仕事もしている（7.5 ％）
山 林を所有していないが、山仕事している
（0.5 ％）

問 30 お 宅 は、 こ の ５ 年 間 に、 新 築・ 改 築・ リ

3

フォームをしたり、今後５年間にする予定は
ありますか。あてはまる番号にひとつだけ○

山 林を所有しているが、山仕事していない
（27.2 ％）

4

をおつけください。

山 林 を 所 有 せ ず、 山 仕 事 も し て い な い
（16.8 ％）

1

した または予定がある（30.3 ％）

2

していない または予定がない（65.0 ％）

SQ1

所有面積（数字を記入）
（※単純集計は省略）

NADK（4.7 ％）
SQ2

あとつぎ（ひとつ○）

問 31 お宅は、農地をおもちですか。また耕作を

1

いる（または自分が後継者）
（34.7%）

していますか。あてはまる番号にひとつ○を
おつけください。あわせて、耕作放棄や請負

2
3

いない（26.7 ％）
まだわからない（38.7 ％）

に出している農地のあり・なし、あとつぎに
ついても、おしえてください。
1
2

SQ3

山林を継いでほしいか（ひとつ○）

農地を所有し、耕作もしている（36.5 ％）

1

継いでほしい（60.8 ％）

農 地 を 所 有 し て い な い が、 耕 作 し て い る

2

継いでほしくない（39.2 ％）

（5.7 ％）
3

農 地 を 所 有 し て い る が、 耕 作 し て い な い

問 33 昨年 1 年間のお宅の収入合計は、どのくらい

（4.7 ％）
4

ですか。あてはまる番号に、ひとつだけ○を

農地を所有せず、耕作もしていない（35.2 ％）

おつけください。（ボーナス、年金等を含む税
込。農林業の場合は、必要経費を除いた金額）

SQ1
SQ2
1

所有面積（数字を記入）
（※単純集計は省略）
耕作放棄地（ひとつ○）
ある（53.3 ％）

SQ3
1

ない（46.7 ％）

請負に出している農地（ひとつ○）
ある（4.3 ％）

SQ4

2

2

ない（95.7 ％）

あとつぎ（ひとつ○）

1

200 万円未満（24.1 ％）

2

200 ～ 399 万円（35.2 ％）

3

400 ～ 599 万円（12.2 ％）

4

600 ～ 799 万円（8.8 ％）

5

800 ～ 999 万円（4.9 ％）

6

1000 万円以上（2.1 ％）

NADK（12.7 ％）
問 34 あなたと配偶者の方がおもちの資産（預貯

1

いる（または自分が後継者）
（26.6 ％）

金、株式、不動産などすべて含む）の総額は、

2
3

いない（36.4 ％）
まだわからない（37.0 ％）

時価でどのくらいですか。おおよそでけっこう
ですので、もっとも近い番号に○をつけてくだ
さい。
（配偶者がいない方は、ご自身のみで）

SQ5 農地を継いでほしいか（ひとつ○）
1 継いでほしい（56.4 ％）
2
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1
2

なし（16.1 ％）
300 万円未満（23.8 ％）

3

500 万円ぐらい（14.2 ％）

4

1000 万円ぐらい（12.7 ％）
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5

1500 万円ぐらい（9.1 ％）

またこの時代我が家には車が入らず生活物資は唯

6

2000 万円以上（12.2 ％）

一の動力である一輪車で家まで引き上げているの

NADK（11.9 ％）

が現状です。もちろん、すべてがこのような環境
で生活しているわけではありませんがこのように

問 35 佐久間町の地域の将来について、あなたの
ご意見をご自由にお書きください。（※回答は
省略）

我家に似た状況下におかれた家が多数存在する
ことはけして誇張された話ではございません。で
も不便さは感じますがこのような境遇の中でも長
年暮らしてきた安全で安心の町佐久間が大好きで

問 36 本調査について、ご意見がございましたら、

す。本当はこの山、川、空気のすんだ自然豊かな

ご自由にお書きください。（※回答は省略）

町をいつまでも後世に伝えていきたく思っていま
すが、今の状況を見たときはたして本当にこの後

長時間にわたってご協力いただきまして、まことに

この地が良いからと呼びかけ叫んでも耳を傾ける

ありがとうございました。

若者は多分いないのではないでしょうか。佐久間
町も浜松市になりましたが、我が家と同様太陽の

付録 2 佐久間町の地域づくりとくらしに関す
る調査 問 36 の自由記述（一部）

光に恵まれずわずかでもいいから暖かな日ざしを
求めたく思います。こうした山間地域の問題に市

※自 由記述は、有効回答 386 のうち、記述ありが

として取り組みがあるようですのでそこに期待し
ます。こんなこと長々とかいてごめんなさい。

205（53.1 ％）にものぼった。本来ならばすべてを

・高齢化や過疎化により今後どうなって行くか不安

紹介したいが、紙幅の制約があるため、ここでは

がある。住んでる自治会のことなど特に不安に思

「不安」
「心配」という単語が用いられた回答（同

う。浜松市として天竜区について感心をもってい

様の趣旨の「どうなっていくのか」「案じられる」

ただきたい。

も含めて 57 件）に限って掲載する。基本的には、

・浜松市との市町村合併により佐久間町のくらしは

記述のままだが、個人が特定されるおそれがある

どんどん悪くなっている。①山間地は予算が減ら

表現を改めるなど一部修正したところもある。

されイベント、駅伝等運営が出来なくなる。②若
い市役所職員が浜松区、中区、東区等の異動の

・我が家の周辺を見回したとき、過疎化と高齢化の

為、そちらで家を立つため、佐久間へは戻って来

流れは急激に進行しています。いまや打つ手がな

ないため、高齢化、少子化がどんどん進む

くただ時の流れに任せるとゆう感じです。65 歳以

さな自治会が多く、運営が出来なくなる…自治会

③小

下の世帯を数えてみても 10% に満たないかと思わ

の合併が必要

れます。この後10 年経ったらどうなるか、まさに

どん過疎になる。⑤市政は中山間地をバカにして

限界集落そのものではないかと懸念されます。我

見すてている。⑥高齢化率どんどん進む。⑦子供

が家は周囲を山と畑に囲まれた傾斜地に家がぽつ

が少なくなると、親は山の学校では不安で入学さ

んと置かれたかのように建っています。今まさに

せなくなる。→学校なくなる。幼稚園も同じ。

④若い人の働く職場がない…どん

そこは、山の木々が生長し高く伸びた杉の木に太

・限界集落です。将来とても不安です。

陽の光は遮られ、いまの冬の時期にはストーブで

・数年後には空家が多くなり限界集落が予想される

暖をとる時間も多くなり燃料代も年金生活者には

事が心配

つらい出費です。また畑は耕作放棄地となり野生
化した茶ノ木、草花などが生い繁りそこは野生動

・過疎化、少子高齢化がすすみ、このままでは集落
がなりたたなくなるのではと不安に思います。こ

物の住みかと化し僅かばかり作った農作物に被害

の自治区ももう 20 年もすればなくなってしまい

が生じています。と同時に家の周辺にまでこれら
のものがおし寄せ周囲を完全に包囲されたような

そうです。どうしたら若者が住んでくれるので
しょうか。

格好です。この先、家自体が草木に追い出され消

・現 在私が住んで居る部落は 1 人暮らしの家と 75

滅の方向に向かうのではないかと心配されます。

才以上の高齢者が多く若い人はほとんどいませ
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ん

５年～ 10 年後にはどんな世の中になるのか

心配しています
・合併後は町や自分たちの将来について漠然とした
不安が明確なものになってしまいました。クラス
ター方式の合併であったはずが現実は吸収合併で
あり吸収合併としての話し合いがなされたわけで
はないので、行政側の一方的な押しつけ感が強
く

制令市になってからは、浜松市という大きな

波にのみ込まれてしまい、地域の特色、自治会活
動、福祉など、自分たちの生活の基本となるもの
が切り捨てられています。家のまわりに何軒もの
コンビニがあり病院があり大手スーパーのある浜
松市内の住民と、日々の食料品にさえこと欠く旧
町村の住民との格差を理解し認めようとしない今
の浜松市のやり方では、もう佐久間町には住めな
い。先祖から受け継いだ田畑山林を守ってはいけ
ないという不安で、いっぱいです。
・不安要素でお先真っ暗
・働 く場所、仕事もなく佐久間高校に至っては進
学、就職を問わず 100% 町外へ（都市部）流出し、
若者については仕事がない為に都市へ行く、ア
パート生活にて家賃の支払いに、同じ支払うなら
と祈祷し、ローンを組む、退職してから佐久間町
内に帰ってこないわけである。私は佐久間町の将
来は非常に悲観的に思えます。特に心配なのは環
境の破壊です。
・老 々介護をなさっている近所の方が大変多いで
す。わが家でも義父母の世話をしています。谷あ
いを救急車が毎日のように走っています。佐久
間病院が身近にありますのでとても助かります。
5 年～ 10 年後はどんな風になっているか不安で
す。住みよい将来を望んでいます。
・20 代の人は、ほとんどが仕事の関係で来る人ば
かりのような気がするので今後過疎化する一方で
はないかと心配です。特に高校生は佐久間地域か
ら出たいという思いが強くあり、この土地から魅
力を感じてくれる子どもに育ってほしいと思うこ
とが多々あります。
・高 齢化が進んでいる中、10 年先がどの様になっ
ているか

自治活動が不安

・若い人が少ない事が１番心配です。
・町に子供や仕事が無いので 老人が多く此れから
が心配
・高齢化率が進んでいる地域で、私の廻りも老人二
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人の家庭が多い所です。子供の仕事場が無く、
帰って来てもらうわけにはいきません。でも出
来るだけ、健康で暮らして行くことを考えていま
す。病院が近くにあるのがとても幸せです。現在
あちらこちらで医師不足ですので心配です。出来
る限り現状維持でいられる事を望みます。空き家
が多くなる。
・今は 2 人共元気にして居りますが、これから身体
の方が心配です。特に車を運転出来なくなる事が
一番こまります。佐久間町の福祉バスがなくなら
ない事を祈っております。
・若者の減少と高齢者が増えて行く町

将来の身体

と生活が不安である
・若者が働く場所がなくて佐久間町では高齢者ばか
りが多くなり将来が心配です。
・佐久間町浦川地区は、中学校が佐久間中との統合
で、中学生の姿をみる事もなくなりました。近い
将来、歴史ある浦川小学校もなくなる心配があり
ます。浜松市との合併で役場に勤める若い家族が
配転となり、急激に、若者、子供の数がへり、年
寄りばかりが取り残された様になっています。極
端な事を言えば、近い内に人口ゼロの状態に限り
なく近づくのではと心配です。歴史ある浦川まつ
りも出来なくなるのでは…と思います。
・高齢者が多くなり、子供は居なくなり、学校も少
なくなり、食料品店も減り、空屋は増える。この
様な状況では将来どうなるのか心配です。
・過疎化、高齢化によって将来は不安です。
・地域での暮らしがどのようになるか心配
・高 齢化率が高く、出生率が極端に低いので、将
来、この地域に、住む人が無くなってしまうので
はないかと心配しています。地域に若者が安心し
て働くことのできる場があれば、若者が定住し、
地域の活気や活力につながると思います。出生率
も高まることでしょう。
・私の近所は前は、26 軒ほどあった家が、引越した
り、亡くなったりして今は 11 軒だけとなり、住
人も 80 才～ 60 才と老人の１人暮らしが多く、子
供の声などめったに聞かれません お店も衣料、
雑貨、タバコ販売、食料品販売、酒店と各１軒づ
つとなってしまいこの先の生活が心配です。今の
所・病院・郵便局が近くにあるだけが救いです。
・不安

不透明

・近所の人は、いい人ばかりですが、子どものいな
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い老夫婦で、老老介護やどちらかが欠けた時どう

専業林家の利己主義経営を世間は問題にしていな

なるのか心配。佐久間町の将来は、私たちのよう

い。政治用語ならず少子高齢化が進み

な老人ばかりになると思う。若い人に働く場所が

えないと経営が不安になる

ないと皆、外へ出て行ってしまうと思う。

来は考えても苦労をしてもトンネルから抜出れる

・人口の減少を止めるすべはないと思う 定年まで
働ける安定した魅力のある会社がひとつでも多く
ある事が望ましい

林業も考

合併した佐久間の将

か心配だ
・浜松市との合併後山間地から出て行く人は若い人

働く場所を求めて町外に出て

に限らず、とても多く、残った人達と云う言葉が

しまい高齢者の比率が高くなるばかりで将来的に

出る程現在は人口も少なくなっています。でも山

不安である。

の中でも生きて行く方法は、何かあると思えま

・息 子達（20 代）の世代がこれから結婚し、生活し

す。木、空気、水、人情、良い物が沢山残ってい

ていく上で、不安なのが、子供を産み、育てると

ます。小さな畑で細々と野菜を作っている人達

いう環境が非常に不便で難しくっているという事

も、自分だけでも食べ切れないと回りに分けてあ

です。ますます過疎化が進んでしまいます。

げたり収入は無くても頑張っています。こんな良

・寂れていく佐久間町

益々の少子化、過疎化に何

を期待すればよいのか？不安になります。

い地域が無くなってしまいそうで毎日不安です。
でも私は生きて行きたい、この土地で。

・佐久間町は高齢化社会となって過疎化となりつつ

・老人だけの家がふえ、若い人、子供が少なくなっ

あります。若者は仕事がなくて出て行って戻って
きません。子供や孫の代で帰ってくる故郷の将来

てしまい行政にたずさわる人も減らされ自治セ
ンター職員までも町外に出ていってしまい、こ

が案じられます

の先、佐久間町は、どうなってしまうのか？孫達

・高齢者が多く、今はみんな元気ですが、これから
どうなっていくのかと思います。
・高齢者がふえ若い人の働く場所がなく、置き去り
にされる不安がある

は、どうなるのか？心配しています
・20 年後は人口 1000 人を下まわっていると思いま
す。現在の浜松市の事業推進では、都市中心的で
山村から人は市内へうつってしまい、学校、職場

・合併に伴い、若い家族が子供を連れ町に引越し高

はなくなり高齢者と空家が多くなり、農地は荒れ

齢化、過疎化がさらに進んだ。空き家も増え物騒

ほうだいとなるでしょう。中部天竜駅にあった

だ。商店、会社等も仕事が減り困っている。これ

レールパークですが、８月～ 10 月にすごいにぎ

からもっと人口が減っていく中、医療等、不安に

わいでしたが今後は名古屋市へうつるようです

思います。

が、佐久間町へのこして活性化につながるように

・年を過ぎていくと２人で生活していることの不安

してほしかったです。良い物は他方へ悪い物は佐

はありますが、近くに兄弟姉妹が多くおりますの

久間町へのこすのでは山村は良くなるわけがない

でノンキな面もありますが地域のお年寄りが多く

と思います。愛知県では三河川合へサークル K、

なると助けたい気持と自分達のことと迷うことが

カーマを開店してにぎわいをみせていますが佐久

多くあります。山間部が大変なのはきっと日本中

間町では店主が高齢でいつ閉店するかわからず不

どこも同じだと納得してます

安です。とるものは（税金）とるのだから山村を

仕事が又、やって

みたいとも思う。色んな事を自らの手で解決する
のが良いような悪いような？？

みすてないでほしいです。
・老後の生活に不安を感じます。
（買物、病院など）

・山間地に住んでいて山林の景気が悪い年月が永く

長く安心して暮らすことができるように行政にお

続いており、悪じゅんかんに見舞われて山間地の
住民は行き先が見えず、それが一番不安です。こ

願いしたい。
・数年後には人が居なくなる。何時、ここを離れよ

のままでは山間地に住む人は近い将来なくなって

うかと検討中。先行、不安ではあるが、仕様がな

しまうおそれがあります。こんなに住みよいとこ
ろなのに老人にやさしくない行政でこの先、住む

い事と考え、次の仕事を恐いながらの生活が続
く。地域の人間性にも問題がある。とても閉鎖的

人はいなくなるのではなしでしょうか。

で他人を寄せ付けない空気がただよっている。子

・林業衰退は外材輸入と建築様式の変化だけでなく

供の教育にもとても不安がある地域だ。他地域か
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ら嫁を連れて来たが受け入れられないのでとても

ではないかと思われ不安でなりません。子供は佐

情けないアホな村だと思う。

久間に帰って来る事は無いと思います。私達で今

・仕事もなく、人が少なくなっているため、将来ど
のようになっていくかが不安。

の家も終りだと思います。残念ですがそれが現実
です。

・若者が仕事する工場も無く、佐久間町に住む若者

・私の家から天竜区、浜松市内、愛知県新城市へ出
るには 40 ㎞以上あり、車で約 1 時間ちょっとかか

も少なく、これからもどんどん高齢化が進み老老

ります。その間悪い道の工事や時間短縮のためト

介護をしなくてはならない町で不安な今後を思い

ンネルを掘った場所もありますがそれにしても

淋しい気持ちです。この町をみすてないでほしい
と思います。

中々都会へ足を運ぶのもまだ遠いです。昔は佐久

・人口減少で収入減により商売が成り立たなく廃業

たのですが国鉄赤字に寄り作りかけのまま工事が

しました。現在無職です。今後、地域の将来が心

放置され幻の鉄道佐久間線になり断念してしまい

配です。

ました。もしもこの鉄道が実現されていたら遠州

・少子高齢で将来不安です。

間町から現天竜区まで鉄道を通そうと計画があっ

・静 かで暮らしやすいのですが浜松市（合併）して

と信州を結べて市民にとっては重要な交通手段に

から仕事が町の方へ移り若い人達が転居したた

なっていたと思います。また三遠南信道路も未来

め。このまま……どうなるかと不安が……近くに

にさきがけて本当に工事を進めて行けるのか不安

病院があり、局も、住むには楽だと思いますが。

です。現在の状況で行けば都会に遠い山間地域は

・現在全国的に不景気で佐久間町でも合併後、仕事

本当に置き去りになって行くと思います。国は地

が減りました。今後、自分達が暮らしていくだけ

方の事を考え金や仕事を回すべきだと思います。

の事はできますが子供達が暮らしていくのに将来

出来ればもう少し夢を叶わせて戴けるようなまた
は運ばせ戴けるような事がたとえ短い時間であっ

不安です
・高齢者が増えて、若い人は減っているので先行き不

てもとの思いです。内容にはいろいろ探して見れ

安です。不景気で会社がつぶれるなど、働く場所

ば出て来るかも知れませんが難しい事だと思いま

が近くにありません。少子化で子供達も少なく、

す。個人的な事でも必要性が全くないとか関係が

学校生活を送るのにかわいそうな時もあります。

ないとかではなくて少数などでも目や耳をかたむ

・道路状況も十分でなく、林業は厳しい環境、人口
動態、経済活動、等々から極めて先行き不安な状

けて今後のテーマや企画作りなどに役立たせて見
・主人の年金が少なく月 35001 では大変です

齢化の最たる地域でも人々の心、人情味は本当に

・佐久間町には働く所がなく土木も少し有るだけ工

今も昔も変わらず、大きなすくいだ。
・合併時約束した「一市多制度」が、市長が変わっ

仕事

が出来なくなれば心配です
場もなく老人の 1 人暮らし

2 人暮らしの家族が

ほとんどで年金ぐらしです

何か有った時若い人

たとたんに方向転換され、地域の将来が不安で

の力がほしいですがなかなか思うようにいきませ

す。都市部と山間部の条件の違いにより、必要な

ん。体調が悪くなった時など交通も不便ですし先

役割（行政の）は異なると思うのですが…。そこ
らを多くの地域市民があきらめかけているのがこ
れまた不安です。
・地域にこれといった特色もなく、
「売り」もなく、

行不安です
・佐久間町そして水窪等日々淋しく成って行く
村の住人も老人が多く弱者ばかり
浜松市内に出て人口も流れる

山

若い者は皆

5 年後 10 年後どう

若い人が働く職場も少ない。未来はあるのか？

なるか仕事も少なく不安ばかり前も見えない今

少子化もひどい。高齢化もすごい早さで進んでい

日この頃

る。にもかかわらず、古い因習にとらわれたまま、

た 今では佐久間に中学も 1 校有るだけ…淋しい
です 子供の声も聞こえなくて、私達も長女達が

何の対策も見受けられない。
・高齢者が多く、町内に仕事が少ない為、人口が減
る一方で自分が働けなる頃には商店も無くなるの
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る事も大事な心がけだとは思います。

態と思う。目玉になる観光施設や、恵まれた自然
環境もなく、陸の孤島を懸念する。そんな少子高
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昔私が嫁に来た時相月も学校が有っ

市内に住んでいるので同居してない

そんな事が

どこの家庭も同じ田舎にいるのは老人ばかり今後
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どうなるのか

山の中の暮し

すさんで行くで

しょうか

はみんながまんの心が大切です

・少子高齢化で将来の、地域の過疎化を心配してい
ます

ところを作ってあげたいと思います

北遠地方には自動車部品等の大きな会社も

ない
す

苦しい時

我が儘は云わ

がんばって国内生産が大事な事と思いま

私共は盆、正月が休みだけの時代、今の若者

あり、働く場所もあり各保険制度もあって退職し
た人も、安心した老後を送っていますが近年、会

は、土、日、祝、連休もあり、もっと日本の農業
をしっかりやってほしいと思います。若い人が農

社も各本社へ移動し、無職の若者も多く、大変な

業している姿がみられませんので残念です

社会になって行くと思います

私共の戦中戦後の

苦しみよりもっと悪い時代だと思います

働きた

いけど働く場所がないと云っております

道路道

路といって道路ばかりよくなっても第一に働く
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論文

湖東地域における複数村落による
神社祭祀
市

川

秀

之

滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科教授

はじめに

について多くの事例が掲載されているが、肥後の場

昨年 10 月、竜王町綾戸の苗村神社では 33 年に一

合には単独の村落による祭祀と複数村落による祭祀

度の大祭が執行された。この大祭において中心とな

の間を区別した議論は意外にもほとんど展開されて

る村落は九 村 と呼ばれ、現在は 12 の村落がそれに

いない。

く むら

加わっている。九村は毎年４月の祭礼にも参加する

戦後の神社祭祀組織研究について、萩原龍夫・原田

が、大祭だけに参加する村落は三十余郷と呼ばれ、

敏明の二人が果たした役割は非常に大きい３。この二

その範囲は竜王町だけではなく近江八幡市・東近江

人は近江八幡市の馬淵・千僧供・岩倉の３村落によっ

市にも及んでいる。このように多くの村落がかかわ

ておこなわれる馬淵祭の性格をめぐって激しく議論

る祭礼は郷祭りとよばれ、竜王町を含む湖東地域の

を戦わせている。萩原はこの３村落によってなる祭

民俗の大きな特色となっている。八幡祭り、伊庭祭

祀組織を「典型的な宮座」と呼び、ことに５月２日

り、建部祭りなど現在湖東地方で広く知られている

の卯の刻渡りでみられる儀礼に着目している４。この

祭礼の大半はこのような郷祭りである。このような

儀礼では椿神社の門を通り境内へと入る場面がある

祭祀を通じた村落の紐帯には、さまざまな歴史的・

が、この門の下には二つの石が地面に埋められ、門

環境的・社会的な背景が存在することが予想される

の入口は三つの空間に区画されている。それぞれの

だろう。本論ではこのような複数村落による神社祭

区画の長さの比率は４：４：２（地元ではシブシブノ

祀について全体像を示すため一覧表を作成すること

ニブと呼ばれている）であるとされている。馬淵・千

を第一の目的とし、さらにいくつかの個別事例につ

僧供・岩倉はこの門を通るときにそれぞれ、定めら

いて検討を加え、このような複数村落による祭祀形

れた区画を通ることになっており、これはそれぞれ

態の背景についても若干の考察をおこなうことを目

の用水配分が４：４：２であることに対応している

的としている。

と地元では説明されている。萩原はこの儀礼に特に

１・複数集落による神社祭祀についての先行研究
①萩原・原田論争

着目し、用水の競合と惣村連合の関連を指摘してい
る。すなわち萩原は中世後期の惣村の名残を強く留
める形態を「典型的な宮座」と表現し、その表象は

複数村落による神社祭祀は、全国的に多くの地方

村落連合による祭祀（この場合は馬見岡神社）と用水

でみることができる。このような場所ではそれを構

慣行（四分四分の二分）の関係にあるとしているので

成する各村落にも個別に神社がある場合が多く、そ

ある。

の村落に住む個人からすれば祭祀する神社が二つ存

これに対して原田敏明は 1965 年に同じ馬淵祭り

在することとなる。民俗学ではこれを二重氏子と呼

をとりあげ、「変形的な座」という論文を著してい

んでいる。湖東地方には前述のように郷祭りをおこ

る５。これはタイトルからも看取できるように萩原

なう神社が多く存在するが、この現象をめぐる研究

の所論に対する真っ向からの反論であった。原田は

においても多くの蓄積があり、複数村落祭祀や二重

馬見岡神社が郷社であるのに神主家が存在しないこ

氏子を論じる際の主たるフィールドとなってきた。

とを指摘するが、これについて萩原は宮座の高度な

以下、湖東地方を中心に、複数集落による神社祭祀

発達の結果と説明している。また原田はこの地の水

の先行研究を概観し、問題の所在をまずは明らかに

利関係を、元来は岩倉・馬淵・千僧供に長福寺・上

しておきたい。

田を加えた５村落からなるものとし、３つの村落で

神社祭祀組織に関する研究は、肥後和男が著した

構成される現状の水利形態をそれが変化した形とし

『近江に於ける宮座の研究』１（1938 年）、『宮座の研

て理解する、さらに馬見岡神社をある種の水神とし

究』２（1941 年）を実質的な出発点としていることは

て位置づけ、「郷の社として奉斎されたのは、そう

これまで指摘されてきた通りである。もちろんこの

古いものではなかったかも知れない」と述べる。こ

二書のなかには、複数村落によって祭祀される神社

れらのほかにもいくつかの根拠をあげ、全体として
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馬見岡神社の祭祀の形は新しいものとしている。

萩原・大橋・河合・政岡らの研究は何れも郷祭り

両者の対立点の基本にあるのは、現在の馬見岡神

を構成する村落が水利による紐帯を持つことを強調

社を中心とする祭祀の形を、萩原は中世の残存とと

し、祭礼がともすれば競合しがちな村落間の関係に

らえ、原田は近世以降に変化した形ととらえる点で

一定の影響力を有することを指摘したものであっ

あろう。萩原は中世の姿がよく残存しているもの、
ことに複数の村落による祭祀を「典型的」としてい

た。これに対して橋本章は 1999 年に「灌漑水利関
係による多集落間祭祀の疑似性」において東近江市

るのである。これに対して原田は宮の意味を重視

の上岸本・中岸本によっておこなわれる春日神社の

し、宮は一つのムラに一つ存在するものとする。し

祭祀をとりあげ、その祭礼が地元では水利との関係

たがって単独村落による祭祀を典型とし、馬淵の祭

で説明されるのに対して実際の水利では必ずしもそ

りはその崩れた形とみるのである。これらの点で萩

のような関係がみられないことを指摘している８。

原と原田の所説は全く一致をみることはなかった。

橋本は神社祭祀の説明論理として疑似的に水利が機
能していたことを述べるが、祭礼を支えるものの所

②その後の展開

在を明示するわけではない。しかしながら複数村落

萩原・原田論争の概要は以上の通りであるが、本
論との関連においては萩原が複数村落による祭祀を

による神社祭祀が一元的に水利に由来するわけでは
ないことを指摘した点で一定の評価をすべきだろう。

中世的なものとし、水の配分や共有をその表象とし

2003 年大塚活美は「郷祭りにおける複数村落祭

て理解したことに注意を払っておく必要があるだろ
う。

祀の成立─近江国蒲生郡を中心にー」を発表してい
る９。大塚は蒲生郡の神社祭祀の一覧表を作成した

その後、複数村落による神社祭祀を当該地域で

うえで、古代以来の神社祭祀の流れを通観し、これ

扱った論文は長く出されなかったが 1982 年、大橋

まで述べられてきた郷祭りを水利だけで説明する論

力・河合徳枝は「近江八幡十三郷の伝統的環境制御

理に無理があることを指摘している。大塚の論点は

メカニズム」において、八幡祭りを構成する 13 の

多岐にわたるが、結論的には複数村落による神社祭

村落が、水利の共同利用によるシステムによって制

祀は中世前期に成立し、中世における荘郷と深く関

御されていることを論じた６。システム論に立脚し

連することを述べている。大塚もこの論文のなか

た大橋らの分析は詳細であり、ことにこの制御シス

で、郷祭りの祭祀と中世後期の土豪との関連に触れ

テムによって十三郷では歴史的に水論が発生しな

ているが、小島道裕も同じ論文集におさめられた

かったことを明らかにしたことに注目すべきだろ

「地域的祭祀の起源と機能─守山市小津神社祭祀圏

う。1992 年、政岡伸洋は「近江湖東における神社

を事例にー」において、水利・土豪の連合などにつ

祭祀の地域的展開」において八日市市・五個荘町

いて検討し、小津神社祭祀圏の成立はおおむね 15

（ともに現東近江市）の建部祭をとりあげている 。

世紀頃であり土豪よりも惣村の影響が強いことを指

７

この祭はかつて 17 の村落によっておこなわれてい

摘している 10。

たが、これらの村落が特定神社の氏子村であるとい

以上、湖東地方とその周辺における複数村落にお

うわけではなく、連合して一つの祭を執行するとい

ける神社祭祀に関する先行研究を概観してきた。郷

う点に特色がある。政岡は建部祭の構成とこの地の

祭りがいかなる論理で構成されたのかという点に関

かつての水利構造を検討し、その対応関係を指摘す

しては、水利慣行・中世の荘園制と荘園鎮守社の存

る。またこれらの村落はかつて日吉社領であった建

在・土豪の連合体などが背景あるいは要因として指

部荘の荘域と一致しており各村落の神社も日吉社と

摘されてきた。古代の郷や近世の領主支配に背景を

の関連が深い。政岡は建部祭は 16 世紀初頭の成立
時には日吉社の山王祭を忠実に受け入れようとする

求める説は少ないが、祭祀の変化を考える上では無
視できない要因ではあるだろう。もちろん近代以降

が、18 世紀半ばの神輿争論以後は水利慣行を基盤

の町村制や神社合祀もこの問題に深くかかわると思

とした現在の形態に再編成されたと結論づける。郷
祭と水利の関連に重きを置いた点で萩原の所論に通

われる。また自然資源としては、農業水利だけでは
なく山林などとも関連することが他地域の研究では

底するが、荘園鎮守社の祭祀から水利慣行を基盤と

指摘されている 11。近年の研究では一元的に、ある

した祭祀への変化を指摘した点に独自の視点がある。

要素によって郷祭りをおこなう村落連合が成立した
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とみるものは少なくなってきており、歴史的重層性

況を記載することとした。また彦根・近江八幡・日

のなかでさまざまな要素があいまって現在の状況を

野などの都市・町場については、町場内の各町が氏

生み出しているという説明が主流になりつつある。

子となっている神社が存在するが、これらの町名を

そのなかでも政岡は水利慣行を強調し、大塚は荘園

他と同様に掲載すると非常に煩雑になるため今回の

の成立の意義を評価するといったように重点の置き
方に差がみられる。問題はその歴史的な重層性をど

一覧表にはこれら都市部の町名は記していない。な
お村落名は明治初期に作成された「旧高旧領取調帳」

のように評価するかであるが、これは先行研究を見

12

る限りフィールドごとに異なっており、たとえばあ

側に載せている。

に掲載されたものを基準とし、現在の地区名を右

るフィールドで構築された論を、他のフィールドに

この表から湖東地域全体では合計 63 の神社で複

おける分析から批判するといったことは困難であ

数村落による祭祀がおこなわれていることがわか

る。少なくとも湖東など一定の広さをもった地域の

る。構成する村落数が多いのは 16 の押立神社、15

全体像を理解したうえでの議論が必要であろう。結

の多賀大社・豊満神社などである。全体的には平野

果としては一定地域の神社祭祀の状況をひとまずは

部の神社ほど祭祀する村落が多く、山間部にいくほ

網羅的に把握して全体的な傾向を見定めた後、個別

ど少なくなる傾向がみられる。ただこの表には含ま

のフィールドについてその地の歴史的あるいは環境

れていないが、東近江市（旧永源寺町）萱尾の大滝

的特性を把握したうえでその要因を探る努力を蓄積

神社などは雨乞いの神として知られ、その際には郡

していくしかないというきわめて常識的な方法論に
帰結する。その際の指標として本論では先行研究で

を超えた広域の村落が参加したという。多賀大社や
荒神山神社などもより広域からの参詣者を集める性

とりあげられてきた 10 の項目について分析を加え

格をもっている。冒頭で述べたように竜王町綾戸の

ることとしたい。すなわち、１）古代の郷・２）中

苗村神社は毎年４月の祭礼では表に載せた 12 の村

世の荘園支配・３）中世後期の惣村・４）中世後期

落が参加しているが、33 年に一度の大祭では 30 余

の土豪の連合体・５）近世の領主支配・６）近代の

りの村落が参加するなど、同じ神社であっても祭礼

行政・７）神社合祀・８）水利慣行・９）山林の共同

や状況によって参加村落が変化することもある 13。

利用・10）その他の自然資源、がその指標である。

もちろんこの表は現在に近い状況を整理したもので

３・湖東地域における複数村落による神社祭祀
を概観する

あり、過去により多くの村落が祭祀に参加していた
例も多くみられる。愛荘町豊満の豊満神社は現在
でも 15 村落が祭祀に参加しているが、かつては勝

前章で述べたように大塚活美は蒲生郡における神

堂（東近江市旧湖東町）・海瀬・野良田（ともに彦根

社祭祀の詳細な一覧表を作成している。このような

市）なども参加していた。また沓掛・山河原（とも

一覧表作成には労力を要するものの、一定の広さを

に愛荘町）などは大隴神社の共同祭祀に加わってい

もった地域の状況を概観するだけではなく個別の

た。上山天満天神社は現在猪子（東近江市旧能登川

フィールドからの分析の普遍化や相対化にとっても

町）だけが祭祀しているために表１には掲載してい

非常に有効な研究手法といえるだろう。その表自体

ないが、かつては林・佐野・垣見・山路（ともに東

が研究の基礎資料として大きな意味を持つことはい

近江市旧能登川町）などもこの神社を共同祭祀して

うまでもない。そこで本論においても、今後の研究

いた。これらの村落では現在では上山天満天神社か

を見据えまずは湖東地域における複数村落による神

ら勧請された神社がムラの神 14 として祭祀されてい

社祭祀の一覧表を作成することした。対象としたの

る。このような例は他にもみられる。

は、大塚が作成した近世までの蒲生郡に加えて、犬
上郡・神崎郡・愛知郡の４郡である。参照した資料

また表１は神社を基準にして配列したものである
ため読み取りにくいが、一つの村落が複数の神社を

は、これまであげた諸研究の成果や自身の調査に加

共同祭祀する例もみられる。栗見大宮神社は現在東

えて、各市町村史、戦前の郡誌類などである。後に
も述べるように郷祭りを構成する村落には変動が激

近江市（旧能登川町）と彦根市の 10 村落によって祭
祀され、毎年春には川原祭りと呼ばれる大祭がおこ

しい。過去に参加していた村落の離脱についても調

なわれている。この 10 村落のうち新海・田附・新宮

査はしているが、一覧表ではなるべく現在に近い状

（西）については田附に鎮座する八幡神社を共同祭祀
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表１

新神社

天満天神社

唐崎神社

河瀬神社

福満神社

阿自岐神社

多賀大社

甲良神社

犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡

湖東地域の複数が村落祭祀する神社

平田村
小泉村
岡村
東沼波村
戸賀村
山ノ脇村
西沼波村
北山崎村（現在の清崎）
清水村（現在の清崎）
大山崎村（現在の賀田山）
小山崎村（現在の賀田山
小田部村（現在の賀田山
茂賀村（現在の賀田山
須越村
三津屋村
寺村
島村
中沢村
泉村
妙楽寺村
安田村
筒井村
五僧田村
南川瀬村
川瀬馬場村
野口村
極楽寺村
森堂村
蓮台寺村
堀村
金剛寺村
辻堂村
野瀬村
西今村
太堂村
明福寺村
楡村
安食中村
安食西村
安食南村
三ツ池村
土田村
月ノ木村
中川原村
一円村
栗栖村
多賀村
四手村
大岡村
桃原村
甲頭倉村
屏風村
後谷村
水谷村
河内村
向ノ倉村
尼子村
葛篭村
法士村

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
豊郷町
豊郷町
豊郷町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
多賀町
甲良町
彦根市
甲良町

平田町
小泉町
岡町
東沼波町
戸賀町
山之脇町
西沼波町
清崎町
清崎町
賀田山町
賀田山町
賀田山町
賀田山町
須越町
三津屋町
日夏町
日夏町
日夏町
日夏町
日夏町
日夏町
日夏町
日夏町
南川瀬町
川瀬馬場町
野口町
極楽寺町
森堂町
蓮台寺町
堀町
金剛寺町
辻堂町
野瀬町
西今町
太堂町
千尋
楡町
安食中町
安食西
安食南
三ツ池
土田
月ノ木
中川原
一円
栗栖
多賀
四手
大岡
桃原
甲頭倉
屏風
後谷
水谷
河内
向之倉
尼子
葛篭
法士
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軽野神社（岩倉）

軽野神社（蚊野）

石部神社

稲村神社

川桁神社
大隴神社
愛知神社

押立神社

春日神社（岸本）
神明神社

春日神社（妹）
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犬上郡
犬上郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
神崎郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡

長寺村
正楽寺村
斧磨村
松尾寺村
岩倉村
竹原谷村
深草
円城寺村
東出村
西出村
北蚊野村
南蚊野村
北八木村
山塚村
土橋村
石部村（磯部村）
沓掛村
林村
中下村
野部村
山崎南町村
下岡部村
石寺村
塚村
下平流村
薩摩村
上平流村
上岡部村
金田村
出路村
本庄村
長野中村
大門村
川原村
吉田村
上枝村
北花沢村
読合堂村
中里村
下里村
僧坊村
湯屋村
祇園村
平柳村
今在家村
平松村
中一色村
横溝村
南菩提寺村
北菩提寺村
下一色村
勝堂村
大沢
中岸本村
上岸本村
南清水村
北清水村
曽根村
中戸村
妹村
鯰江村

甲良町
甲良町
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧愛東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧愛東町）
東近江市（旧愛東町）
東近江市（旧愛東町）
東近江市（旧愛東町）

長寺
正楽寺
斧磨
松尾寺
岩倉
竹原
深草
円城寺
東出
西出
蚊野
軽野
軽野
石橋
石橋
石橋
沓掛
金沢町
金沢町
稲部町
稲里町
下岡部町
石寺町
稲里町
稲里町
薩摩町（北出）
稲里町
上岡部町
金田町
出路町
出路町
長野
長野
川原
吉田
上枝
北花沢
読合堂
中里
下里
僧坊
湯屋
祇園
平柳
今在家
平松
中一色
横溝
南菩提寺
北菩提寺
下一色
勝堂
大沢
中岸本
上岸本
南清水
北清水
曽根
中戸
妹
鯰江
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愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
豊満神社
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
八木神社
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
神崎郡
八幡神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
栗見大宮天神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
繖峰三神社・大濱神 神崎郡
社・望湖神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
乎加神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
五箇神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
小幡神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
苗村神社
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
河桁御河邊神社
神崎郡
神崎郡
天稚彦神社

高野瀬村
沢村
肥田村
肥田村
南清水村
北清水村
長村
清水中村
西菩提寺村
畑ヶ田村
平居村
苅間村
東円堂村
豊満村
屋守村
市村
大清水村
野々目村
野々目村
香ノ庄村
沖村
栗田村
長塚村
島川村
宮後村
北八木村
新海村
田付村
宮西村
本庄村
新海村
田付村
三ツ谷村
宮西村
福堂村
乙女浜村
川南村
阿弥陀堂村
新村
伊庭村
安楽寺
佐野村
佐生村
神郷村
長勝寺村
七里村
石馬寺村
五位田村
簗瀬村
中村
小幡村
石塚村
下野村
木流村
三俣村
奥村
新堂村
山本村
野村
妙法寺村
河合寺村

豊郷町
豊郷町
彦根市
彦根市
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
東近江市（旧湖東町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧愛知川町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧愛知川町）
東近江市（旧湖東町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
愛荘町（旧秦荘町）
彦根市
彦根市
東近江市（旧能登川町）
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧能登川町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧五箇荘町）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）

高野瀬
沢
肥田町
肥田町（登）
南清水
北清水
長
清水中
西菩提寺
畑田
平居
苅間
東円堂
豊満
矢守
市
大清水（石仏）
野々目
野々目
香之庄
沖
栗田
長塚
島川
宮後
北八木
新海町
田附町
新宮（西）
本庄町
新海町
田附町
南三ツ谷町
新宮（西）
福堂
乙女浜
川南
阿弥陀堂
新宮（東）
伊庭
安楽寺
佐野
佐生
神郷
長勝寺
七里
石馬寺（橋詰）
五位田
簗瀬
中
小幡
石塚
建部下野町
木流
三俣
奥
新堂
山本
野村町
妙法寺町
川合寺町
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神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
神崎郡
天神神社
神崎郡
神崎郡
飯開神社
神崎郡
神崎郡
白鳥神社（石谷）
神崎郡
神崎郡
白鳥神社（高木）
神崎郡
蒲生郡
蒲生郡
玉緒神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
羽田神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
大森神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
八坂神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
比牟礼八幡神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
出雲神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
上野神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
馬見岡神社
蒲生郡
蒲生郡
大嶋神社・奥津嶋神 蒲生郡
社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
安吉神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
沙沙貴神社
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
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外村
神田村
中小路村
岡田村
寺村
今田居村
上村
林田村
石谷村
一式村
上二俣村
高木村
芝原村
下二俣村
瓜生津村
土器村
上羽田村
中羽田村
下羽田村
尻無村
下大森村
上大森村
山之上村
宮川村
土田村
南津田村
大房村
八幡村
北之庄村
多賀村
市井村
中村
西本郷村
西宿村
友定村
杉森村
長田村
野田村
御所内村
池田村
森尻村
安養寺村
古川村
東村
千僧供村
岩倉村
馬淵村
北津田村
奥之島村
西川村
弓削村
信濃村
倉橋部村
東川村
上畑村
中屋村
小中村

東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧永源寺町）
東近江市（旧永源寺町）
東近江市（旧永源寺町）
東近江市（旧永源寺町）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
東近江市（旧八日市市）
竜王町
東近江市（旧蒲生町）
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
竜王町
竜王町
竜王町
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市（旧安土町）
近江八幡市（旧安土町）

外町
神田町
中小路町
岡田町
寺町
今代町
五智町
林田町
石谷
一式
上二俣
高木
芝原町
下二俣町
瓜生津町
土器町
上羽田町
中羽田町
下羽田町
尻無町
大森町
上大森町
山之上
宮川
土田町
南津田町
大房町
八幡町
北ノ庄町
多賀町
市井町
中村町
西本郷町
西宿町
友定町
杉森町
長田町
野田町
御所内町
池田本町
森尻町
安養寺町
古川町
東町
千僧供町
馬淵町（岩倉）
馬淵町
北津田町
島町
西川
弓削
信濃
倉橋部町
東川町
上畑町
中屋
小中

上慈恩寺村
下慈恩寺村
常楽寺村

近江八幡市（旧安土町）
近江八幡市（旧安土町）
近江八幡市（旧安土町）

慈恩寺
慈恩寺
常楽寺
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若宮八幡神社

高木神社

高岸神社
諏訪神社
八幡神社
竹田神社

苗村神社

熊野神社
迫神社
比都佐神社
白鬚神社
大寶神社
長寸神社
八千鉾神社
日枝神社
諸木神社

綿向神社

賀川神社

蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡

宮井村
外原村
葛巻村
下麻生村
上麻生村
岡本村
大森村
鈴村
蒲生堂村
稲垂村
木村
田井村
大塚村
鋳物師村
石原村
林村
庄村
鵜川村
川上村
橋本村
岩井村
田中村
駕与丁村
島村
綾戸村
川守村
浄土寺村
林村
庄村
中山村
熊野村
平子村
下迫村
上迫村
猫田村
十禅師村
野出村
蓮花寺村
小御門村
山本村
奥師村
中郷村
増田村
三十坪村
寺尻村
小井口村
中在寺村
北脇村
松尾町
村井町
大窪町
木津村
上野田村
河原村
西大路村
鳥居平村
佐久良村
奥ノ池村
安部井村

東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
東近江市（旧蒲生町）
日野町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
竜王町
近江八幡市
竜王町
竜王町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町
日野町

宮井
外原
葛巻
下麻生
上麻生
岡本
大森
鈴
蒲生堂
稲垂
木村
田井
大塚
鋳物師
石原
林
庄
鵜川
川上
橋本
岩井
田中
駕与丁
島
綾戸
川守
浄土寺
林
庄
中山
熊野
平子
迫
迫
猫田
十禅師
野出
蓮華寺町
小御門
山本
奥師
中之郷
増田
三十坪
寺尻
小井口
中在寺
北脇
松尾
村井
大窪
木津
上野田
河原
西大路
鳥居平
佐久良
奥之池
安部居
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する村落でもある。この場合には八幡神社の祭祀圏

の畔にある郷主野の御旅所へと向い、そこでの神事

は栗見大宮神社祭祀圏の内部に内包されることとな

のあと再び芝原の御旅所に戻る行事である。そのの

る。また豊満神社を共同祭祀する 15 村落のうち野々

ち、神輿などは繖山麓にある神の座の御旅所へと巡

目は八木神社の氏子村、肥田は天雅彦神社の氏子村

幸しそこでも神事があったのち再び大濱神社へと還

である。これら以外の八木神社・天雅彦神社の氏子
村は豊満神社の氏子村ではないので、これらの神社

御する。
以上が伊庭祭りの現在の姿であるが、伊庭祭り

の氏子圏は重なり合うものの内包関係にはないこと

は近代以降に大きく変化をしている。かつて伊庭

になる。このような神社を祭祀する村落の離脱や、

祭りに参加していた村落のうち、北須田は昭和６

氏子圏の内包、重複などは長い神社と村落の関係性

年（1931）に、能登川は昭和 18 年（1943）に伊庭祭り

のなかで形成されてきたものであり、その原因は個

から離れている。北須田では明治初期からかつての

別的な分析のなかで解明されていく必要がある。

領主三枝氏が祀っていた守国神社を祭祀するように

４・個別事例の分析

なっていたためこれをムラの神とし、また能登川で
は愛宕神社をムラの神として祭祀するようになっ

次に２か所の個別事例について検討を加えること

た。これら 4 村落は近世には旗本三枝氏領の伊庭村

としたい。その際の分析指標としては先にあげた

であり、明治 13 年に能登川村・須田村が分離して

10 項目を用いることとする。

いるが、この時点では安楽寺も能登川村に含まれて

①東近江市伊庭・安楽寺

いた。このような明治期の村落分離運動の延長線上
に郷祭りからの離脱も生じたのである。かつて北須

東近江市（旧能登川町）伊庭・安楽寺では毎年５

田・能登川が分離する前には北須田や能登川にも御

月に伊庭祭りがおこなわれる。この祭りは伊庭集落

旅所があったが分離後はなくなるなど巡幸のコース

の東端に所在する大濱神社・繖山の西麓に鎮座する

も大きく変化している。また卯の刻参りの時には伊

望湖神社・繖山の中腹にある繖峰三神社の祭礼であ

庭の集落内の水路から舟に載せて御輿を運び内湖で

る。繖峰三神社には二ノ宮・三ノ宮・八王子の三神

も巡幸したが、これも現在では陸上を担いで渡御す

が祭られているので計５基の神輿がこの祭では担が

るのみとなっている。さらに郷主原の御旅所の位置

れることになる。近世には大濱神社は牛頭天王社、

も内湖の埋め立てや道路の敷設の結果移動している。

望湖神社は多武大明神社、繖峰三神社は八王子神社

また祭祀組織はかつて森本座・浜村座・中村座・新

と呼ばれていた。

村座の四つが存在していたが、明治 23 年（1890）に

現在の伊庭祭りの概要は以下の通りである 15。５

改正がありこれらの組織から選挙によって役員を選

基の神輿は普段は大濱神社の仁王堂に収納されてい

んで祭りをおこなう形に変化している 16。森本座は

るが、５月３日には神輿上げといってそのうち二ノ

望湖神社・浜村座は大浜神社・中村座は二ノ宮・新

宮・八王子・三ノ宮が繖峰三神社にあげられる。５

村座は三ノ宮に所属する組織であり、中村座などは

月４日の朝、伊庭の集落中央にある勤節館に参加者

伊庭よりも能登川・北須田の家が多かったという。

お こし

が集合し、稚児である正位童を中心に参加者らの行

日程については、かつて干支の卯の日から酉の日

列が出発する。大濱神社・望湖神社での神輿への神

まで七日間をかけて祭りがおこなわれていたのを現

移しの後、２基の神輿は繖山の麓に設けられた坂の

在では三日に短縮する形に変化している。ことに神

下の遥拝所に安置される。神輿を担ぐ若い衆は競う

輿を郷頭原の御旅所に移動させる卯の刻参りは坂下

ように急坂を懸け登り、繖峰三神社での神移しのの

しよりも４日後におこなわれ、そのあとで本祭還御

ち垂直に近い崖がある山道を３基の神輿を下してい
く。この行事は伊庭の坂下しとして広く知られてい

がおこなわれていたが、現在では両方とも坂下しの
翌日の行事となっている。

る。遥拝所に到着した神輿は５基揃って大濱神社境

伊庭祭りは近世村としては伊庭村１村の祭りであ

内横の芝原御旅所へと巡幸し、そこで御供あげなど
の行事が行われる。5 日は朝から仁王堂前で献湯祭

るが、かつての参加村落であった伊庭・安楽寺・能
登川・北須田の集落はそれぞれ数百ｍの距離があ

があり、昼過ぎから卯の刻参りと呼ばれる巡幸がお

り、耕地なども区別されている。実質的には独立し

こなわれる。これは神輿が集落内をまわり伊庭内湖

たムラとよぶべき存在であろう。次にこれらの村落
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図１

伊庭周辺の神社と村落

が祭祀面で結合する背景となったものの所在につい
て先にあげた 10 項目をもとに簡単に述べることと
したい。
１）古代の郷；現在の伊庭付近では古代の集落遺跡
は確認されていない。ただ条里制は施されているの
で、10 世紀中ごろには開発が始まったものと考え
られる 17。古代の郷については不明である。
２）荘園支配；中世には伊庭荘が立荘される。荘園
の初出は永治二年（1142）であり、その荘域はほぼ
近世の伊庭村に重なりあうことが、八王子法橋伝来
文書の中世売券の復原からわかる 18。
３）惣村；中世後期の伊庭についてはこの地の土豪
であった伊庭氏の史料が多く残るものの、当時の村
落の様相は明確ではない。八王子法橋・稚児宿伝来
文書は、現在は繖峰三神社と呼ばれている八王子神

村から分離している。明治22年の町村制施行によっ

社の祭祀組織に伝来した文書群で、安楽寺という寺

て、これらの村落はすべて八条村の大字となった。

院の寺僧集団による祭祀組織の様相をうかがうこと
ができる。この寺僧の集団は現在の安楽寺集落に継

伊庭・能登川などは独立の運動を続け明治 27 年に
は能登川（安楽寺を含む）
・北須田などは能登川村、

続するものと思われるが、この文書の中には元亀４

伊庭は伊庭村として再び分離した。

年（1573）などに寺僧らが上山天満天神社の祭礼の

７）神社合祀；６で述べたように伊庭・能登川など

「天満渡」という行事に参加したことが記されてい

は明治 27 年に独立した行政村となったこともあっ

る 19。上山天満天神社は伊庭荘に隣接する垣見荘の

て、伊庭祭りに関連する神社などについて合祀はさ

鎮守社と思われるので、中世後期から近世初頭の段

れなかった。

階では伊庭荘の範囲よりもさらに広域の神社祭祀が

８）水利；今回取り上げた地域は大半が、旧五箇荘

行われていた可能性がある。

町内に水源をもつ伊庭川（瓜生川）からの水利に依

４）土豪の連合体；伊庭の豪族としては鎌倉末期以

存している。瓜生川は途中分岐して山路川と別れる

降に勢力を伸ばす伊庭氏が知られている。伊庭氏と

が山路川は猪子・林・山路など上山天満天神社の祭

神社の関係を示す史料は多くないが、大濱神社の社

祀圏を灌漑している。伊庭川と山路川の関係は中世

殿を文明３年（1471）に造立したときの棟札には氏

後期の「天満渡」にみられた両地区の関係を想起す

子から人別十文ずつを勧進したことが記され、地頭

ると興味深い。伊庭川は伊庭集落の中を流れて干拓

人として伊庭貞隆の名が記される 20。神社祭祀と伊

前には大中の湖に流れ込んでいたが。途中分岐した

庭氏の密接な関連がうかがわれるものの、それ以上

須田川は能登川や安楽寺を灌漑し末端は北須田に

のことを知ることはできない。

至っていた。このような水利がいつから成立してい

５）近世領主支配；先述のように、伊庭・安楽寺・

たのかについては史料もなく不明である。

能登川・北須田はすべて近世には旗本三枝氏領伊庭

９）山林；現在でも繖山の地獄越よりも北側の山林

村に含まれていた。三枝氏は伊庭祭りの際の集合場

は四地区の共有林となっている。またその一部にあ

所となる勤節館の場所に存在した。

る野上墓地も４地区の共同墓地となっている。

６）近代の行政；明治元年の神仏分離の結果、多武
大明神社・牛頭天皇社・八王子神社はそれぞれ望湖

10）その他の自然資源；この地域において特筆すべ
き自然資源として内湖が上げられる。伊庭は干拓前

神社・大濱神社・繖峰三神社と改められた。また

には大中の湖および伊庭内湖に接していたが、聞き

明治 9 年（1876）滋賀県下の神社の社格が定められ
たが、伊庭村では村社は大濱神社とされ、望湖神

取り調査によれば漁師が漁業活動をおこなったのは
主として伊庭内湖であったという。かつての卯の刻

社・繖峰三神社は無格社とされた 21。また先述のよ

参りでは郷主野の御旅所から大中の湖・伊庭内湖へ

うに、安楽寺・能登川・北須田は明治 13 年に伊庭

の舟での巡幸が行われたが、これはこれらの内湖が
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村落空間の一部であったことを示している。安楽

期の村にほぼ対応している。ただ石寺については集

寺・能登川・北須田には漁師はいなかったが、能登

落が上石寺と下石寺にわかれ、かつてのムラの神や

川の場合には伊庭内湖から水路を引き込んでその端

墓地なども別に保有するなどそれぞれの独立性が強

部を湊としており、これは能登川湊として近世から

い。そのためこの 2 集落は現在もそれぞれ太鼓を奉

近代にかけて繁栄した。
以上、10 項目の指標に基づき伊庭祭りをめぐる

納している。また薩摩には地域内に菅原神社がある
が、薩摩のうちでも北出だけが稲村神社の氏子と

村落関係をみてきたが、これを整理するとこの地域

なっている。

の村落の結合は中世の伊庭荘の時代に形成されたも

稲村神社には二つの登り道があり、薩摩・下石

のであることは間違いがなく、それは近世の伊庭村

寺・上石寺・下岡部・上岡部などは西坂を、稲部・

へと引き継がれた。当然その中で大濱神社・望湖神

稲里、金田、金沢は東坂を登る。９地区のうち一

社・繖峰三神社などをめぐる複数村落の祭祀が営ま

番に宮入する村落はイチノユと呼ばれ、その年の祭

れ始めたものと思われる。水利関係や山林の共同利

礼の準備などを担当する。イチノユという名称は

用もほぼ伊庭荘・伊庭村のなかで完結したものであ

水利との関連を想像させるがこれについては後述し

り、水利施設を設置した主体や時代は不明である

たい。近世、稲村神社は「氏子拾三ケ村」によって

が、それが伊庭荘や伊庭村を単位とした開発であっ

祭祀されていた。この 13 か村は表２に示す通りで

たことは間違いがない。その意味でこの地域におけ

あり、現在の９地区にほぼ対応している。湯上げや

る複数村落祭祀の背景を水利慣行や荘園制というよ
うに分離して理解する必要はなくそれらは一体のも

太鼓登山などが共同の行事としておこなわれていた
が、下石寺区有文書によると近世後期にはその順番

のとして神社祭祀に作用したと考えるべきであろ

などをめぐってたびたび争論が生じている。

う。むしろこの地域において考慮すべき点は、近代

表２には天満天神社、唐崎神社を構成する村落に

以降の分離の動きであり、これが伊庭と安楽寺によ

ついても記載しているので、これらについても説明

る現在の祭祀の姿に大きな影響を与えている。ただ

を加えたい。天満天神社は現在清崎町、賀田山町に

村の分離から祭祀の離脱まで５～ 60 年を要してお

よって祭祀されているが、これは明治初期の村統合

り、安楽寺については現在も伊庭祭りに参加してい

の結果であり、近世には清水・北町・大山崎・小山

ることは、行政的な分離がたちまち祭祀面での分離

崎・小田部・茂賀によって祭祀されていた。また唐

に連続するわけではないことを示している。

崎神社も現在は須越町・三津屋町・日夏町によって

ただ中世の荘域がそのまま村切りされず近世の村

祭祀され稲村神社同様に大太鼓の奉納があるが、日

へと連続する事例は、奈良盆地などではよくみられ

夏は近世には筒井・安田・五僧田・泉・妙楽寺・寺・

るものの滋賀県下においては少数であると思われ、

中沢・島の８か村に分かれていた。ただこの８か村

この事例の一般化には慎重であるべきだろう。

の独立性は比較的弱く、山林などはあわせて日夏と
して共有していたようである。

②彦根市稲村神社と荒神山周辺の神社
彦根市南部の荒神山の南側中腹に稲村神社は鎮座

次に稲村神社・天満天神社・唐崎神社などを共同
祭祀する村落を結ぶものについて先の指標に基づき

する。荒神山の周辺には稲村神社のほかに天満天神

ながら考察することとしたい。

社、唐崎神社、荒神山神社が鎮座しそれぞれ複数の

１）古代の郷；荒神山周辺の神社のうち、稲村神社は

村落によって祭祀されている（表２参照）。この地

愛知郡に、唐崎神社・天満天神社は犬上郡に含まれ

域では明治初期に村落の大規模な統合がおこなわれ

る。
『和名類聚抄』には犬上郡に清水郷が記されてい

ており近世の村落名が現在に連続するものは少ない
ため表２には明治初期の村名も掲載している。稲村

るが、これは彦根市清崎付近に比定されている 22。ま
た荒神山と琵琶湖の間には奈良時代に東大寺領の覇

神社では現在４月の第３日曜日に春の大祭が行われ

流村があり、正倉院に墾田絵図が残る。稲村神社な

ており、９地区が大きな太鼓を担いで急な坂道を
登って境内に入り、太鼓の奉納をおこなっている。

ど３社は延喜式内社ではなくこのような古代の開発
と直接の関連が明確なわけではないが、この地の開

９地区とは稲里・上岡部・下岡部・稲部・金田・金

発の古さを知ることはできるだろう。

沢・薩摩・石寺（上・下）を指すが、これは明治初

２）荘園支配；『近江愛智郡志』巻四 23 には「当社は

38

●人間文化

北町村（北山崎）

大山崎村

小山崎村
小田部村
茂賀村

上平流村◎

山崎南町村◎

塚村◎
延寿寺村◎
下平流村◎
上岡部村◎
下岡部村（枝郷山脇村）◎

野部村◎

金田村◎

林村◎

犬上郡

犬上郡

犬上郡
犬上郡
犬上郡

愛知郡

愛知郡

愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡

愛知郡

愛知郡

愛知郡

愛知郡

石寺村◎

薩摩村

中下村◎

清水村

石寺村

薩摩村

金沢村

金田村

稲部村

上岡部
下岡部

稲里村

賀田山村

清崎村

稲村

稲枝村
稲村神社

一部宇曾川、その他は湧
水

金毘羅神社
岩上神社
稲荷神社・御崎神社・

稲荷神社・御崎神社・日
吉神社末社稲荷神社・日
吉神社・桜木神社・稲荷
神社
稲村神社

神明社

宇曾川寺井、掘り抜き井
戸

八幡神社 ･ 山崎神社（八阪 楡用水・千尋用水・掘り
神社）・山田神社
抜き井戸

山田神社・秋葉神社

八幡社・八坂神社

岩清水八幡社
天神社
太神社

明治以後に合祀された神
水利
山林
社（わかったもののみ）
休神社
須越沼よりの逆水
若宮社・宇迦神社・大神
曽根沼よりの逆水
荒神山
宮
大半が湧水を水源とする
荒神山
小河川

荒神山
来迎川
来迎川
宇曾川（牛ケ瀬井・寺井）
・
鹿島神社（荒張）・山田神
文禄川支流サクラ川・野
社（野部）
井戸
来迎川・寺井的場川・野
川桁神社
（本庄とまつる） 稲村神社
井戸
宇曾川（牛ケ瀬井・寺井）
・
豊満神社
千鳥神社・八幡神社
掘り抜き井戸
八幡神社
千鳥神社（大正10年に菅
菅原神社
来迎川
原神社に合祀）
八幡神社（上石寺）・日吉
曽根沼からの逆水
荒神山
神社（下石寺）

ムラの神

荒神山周辺の神社と集落

安 永 村（ の ち
天満天神社
に亀山村）

唐崎神社

犬上郡

日夏村

安田村
五僧田村
泉村
妙楽寺
寺村
中沢村
島村

犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡

日夏村

筒井村

犬上郡

犬上郡

犬上郡

表２

江戸時代の村（◎が稲村神
町村制以後の
明治初期の村
郷の神社
社の「氏子拾三ケ村」
）
村
須越村
須越村
磯田村
三津屋村
三津屋村
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図２

荒神山周辺の神社と村落

日夏全体の神としての性格が強かった
と思われる。また同じ明治７年にはや
はり合併によって清崎村・賀田山村
が、また明治 12 年に稲里村・金沢村
などができた。このような明治初年の
村落統合の動きは先にみた繖山西麓地
域の分離・独立の動きと対照的であ
る。その後、明治 22 年の町村制施行
によって近代村の誕生をみたが、唐崎
神社を祭祀する村落のうち日夏村は明
治初期のままであったが、須越・三津
屋は他の村落とともに磯田村の大字と
平流庄十三ヶ村の産土神」とし、平流庄は「地平坦

なり、神社の氏子圏と行政村は一致していない。清

にして水利よく豊穣の水田を連ぬる地にして後世稲

崎村と賀田山村が誕生して、生まれた安永村はその

村の庄といふは当社の神名より出でし名なり」とあ

まま天満天神社の氏子村であるが、稲村神社の氏子

る。東大寺荘園のほかに平流荘という大和弘福寺領

村は稲枝村と稲村にわかれ、両村はともに稲村神社

の荘園が荒神山の南にあったことが東寺文書「近江
国弘福寺領荘田注進状」などからわかるが 24、その

の氏子村以外の村落も含んでいる。明治９年の社格
決定に際して、稲村神社・天満天神社・唐崎神社と

面積は 11 町余りであり「平流庄十三ヶ村」との関

もに村社となったが、稲村神社は明治 14 年、天満

係は明らかではない。ただ平流荘の規模を考える

天神社は明治 15 年に地元からの申請が認められ郷

と、現在の稲村神社の氏子圏に対応することは想定

社に昇格している 28。

しがたい。「淡海木間攫」にはそのまま天満天神社

７）神社合祀；明治期の神社合祀については表２に

について「山崎庄六ケ村」の、また唐崎神社は「日

記した通りであり。現在、稲村神社の祭祀圏内には

夏庄十ケ村」の産土社であることが記されている。

ムラの神はほとんど存在しない。これは明治末期に

山崎荘については他の史料がなく詳細が不明である

稲村神社へ合祀したためである。稲村神社だけでは

が、日夏荘は延暦寺領の荘園であり 25、日吉社との

なく天満天神社、唐崎神社の祭祀圏においてもムラ

関係が深い唐崎神社がその荘園鎮守社であった可能

の神は大半が合祀されている。滋賀県下では村落内

性は高い。さらに彦根市清崎付近には清水荘という

の小祠についての合祀は明治初年から盛んに行われ

勧修寺領の荘園があったことがわかるが 26、荘域は

ているものの、ムラの神レベルの神社での合祀が地

明確ではなく天満天神社がその荘園鎮守社であった

域的におこなわれた例は少ない。荒神山周辺は神社

のか否かも不明である。

合祀を積極的に進めたまれな地域である。滋賀県庁

３）惣村・４）土豪の連合体；これら中世後期の神

文書の「神社明細帳」にはこれら合祀されたムラの

社や村落、土豪などについて当該地域で知りうるこ

神の創立年代が書かれているものもあるが、これに

とはほとんどない。ただ荒神山の南東にある山崎山

よると下石寺の日吉神社は天保７年（1837）、上石

には山崎氏によって戦国時代後期に本格的な城郭が

寺の八幡神社は嘉永元年（1848）の勧請、また稲里

築かれている。『近江愛智郡志』巻四によれば山崎

の神明神社は元はある家で祭祀していたものを文政

氏は代々稲村神社を尊崇したという 27。

７年（1825）に移転してムラの神とするなど、創立

４）近世領主支配；近世に入り表２に載せる村落
は、長命寺領であった塚村を除いてはすべて彦根藩

年代が新しいものが多く、ムラの神よりも稲村神社
との紐帯がもとより強かったという可能性が考えら

領となった。彦根藩は稲村神社や天満天神社を厚く

れるだろう。

保護したという。
６）近代の行政；明治７年に筒井村など 10 ケ村を合

８）水利；各村落の水利の概要については『農業水
29
利及土地調査書』
をもとに表２に記載している。

併して日夏村が誕生した。ただ 10 ケ村のなかには

これによると稲村神社の祭祀圏の水利形態は、来迎

ムラの神をもつ村落は少なく唐崎神社は合併前から

川の水を受ける上岡部・下岡部・薩摩、宇曾川の水
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による稲里・稲部・金沢、両方の水を受ける金田、

はほとんどなかったと思われる。したがってこれら

曽根沼の水を逆水灌漑で利用する石寺などにわけら

の自然資源が３社の祭祀圏の紐帯と関連するとは考

れる。また唐崎神社の祭祀圏についても旧日夏村の

えがたい。

諸村落が湧水を源とする小河川に依存するのに対し

以上、10 項目の指標に基づき荒神山周辺の稲村

て、湖岸部の須越・三津屋は内湖からの逆水灌漑を
利用している。さらに天満天神社の祭祀圏において

神社・天満天神社・唐崎神社の祭祀圏について検討

は旧清崎村は宇曾川と湧水、旧賀田山村では楡用

である可能性は高いが、その他の二社については荘

水、千尋用水などによって灌漑している。つまりこ

園と神社との関係は明確ではない。また水利との関

の地域では神社の祭祀圏と水利は完全には一致しな

連においてもそれぞれの祭祀圏は複数の用水源に依

いということになるが、これについては用水源の歴

存しており現状をみる限り先の伊庭で観察できたよ

史的な形成過程も考慮する必要がある。湖岸部でみ

うな関連性は認めがたい。ただ水利については、技

られる内湖からの逆水灌漑はこの地域の灌漑の大き

術の進歩に従って段階的に施設が整備される性格が

な特色であるが、天平勝宝３年（751）に作成された

強く、稲村神社の祭祀圏については古代に存在した

「覇流墾田地図」には荒神山と琵琶湖の間に曽根沼

覇流溝による灌漑が、後世来迎川や文禄川 31 による

は描かれずその場所は水田であったことが示されて

灌漑へと再編成され、また曽根沼などの形成によっ

いる。また覇流溝と記された湾曲した水路が２本荒

て逆水灌漑も発生したことなどによって現在のよう

神山の南に描かれている。曽根沼が形成される以前
にはこの溝によって稲村神社の祭祀圏の灌漑がおこ

な分散的な水利形態へと変化した可能性が高い。そ

なわれていた可能性も否定できない。

もなう水利形態を反映したものである可能性も完全

９）山林；３つの神社の祭祀圏のなかには荒神山か

に否定はできない。また山林や湖水などの自然資源

ら離れた位置にあるものもあり、すべての村落が荒

が神社祭祀に直接関係した可能性は低いだろう。さ

神山を共有林として利用できたわけではない。三津

らにこの地域では複数村落祭祀の対象となる神社の

屋・日夏の諸村・下平流・石寺などが荒神山の利用

求心力が強く、ムラの神の存在感が相対的に低いこ

権を持っていたが、下石寺区有文書には石寺と三津

とが大きな特色となっている。これはムラの神の設

屋の間ではたびたび山林をめぐる争論があったこと

立年代の新しさや神社合祀の進行と関連している。

が記されている。これは荒神山では草木の利用のほ

このような傾向はムラの独立性とも関連しており、

か、そこから採掘される石がタタキの材料として有

それが明治初期における村落の統合を促したものと

用であったことにもよる。また同じ唐崎神社の祭祀

思われる。そのようななかで先の事例とは異なり稲

圏に含まれる三津屋と日夏の諸村の間でも山林をめ

村神社などを祭祀する村落そのものは変化しておら

ぐる争論が宝永８年（1758）から明和６年（1769）に

ず、このような祭祀の伝承性がなにに起因するのか

かけて起こっている 30。荒神山は湖東平野部では貴

についてさらに考察する必要があるだろう。以上の

重な山林であるが、それはそこに鎮座する神社の祭

ように、この地域における複数村落による神社祭祀

祀圏全体が共有するという性格は持たなかったよう

の背景は必ずしも明確ではないが、それはこの地域

である。

での地形も含めた歴史的変化の大きさに起因してお

10）その他の自然資源；この地域における自然資源

り、今後の研究を進めるためにはたとえば水利施設

として琵琶湖および曽根沼があげられる。下石寺文
書には曽根沼での漁業やヨシ・藻の利用をめぐり下

やムラの神の歴史を丹念にたどるような個別的分析
の深化が要請されるだろう。

石寺と三津屋の間でたびたび争論が生じたことが記
されている。曽根沼の東西には境石が建てられそれ

おわりに

してきた。唐崎神社については日夏荘の荘園鎮守社

の意味では現在の稲村神社祭祀圏は古代の墾田にと

を結ぶ直線が両村の沼における境界線となってい

本論においては、複数村落によって祭祀される神

た。須越・三津屋は琵琶湖でエリなどの漁業をおこ
なっていたが、下石寺ではあまり盛んではなく鳥猟

社に着目し、そのような村落結合がなにに由来する

の場として利用されていた程度であった。またそれ

してまず湖東地方における複数村落祭祀社の一覧表

以外の村落が曽根沼・琵琶湖について利用すること

を作成した。さらに先行研究を振り返りつつ、10

のかを大きな問題点として据え、そのための方法と
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項目を共同祭祀の背景の検討のための指標として用

施し。現在報告書を作成中である。現在各地区の

意し、２か所のフィールドについてそれを用いた検

古文書の調査も進めており、いずれその郷の構成
についても報告することとしたい。

討を試験的に実施した。本論はこの大きなテーマの
序論に過ぎず、今後もフィールドワークおよび史料

14

このような検討をおこない、先にあげた問題点の解
明に努めていきたい。

氏神という用語は家の神という意味もあるの
で、村落レベルで祭祀する神社についてはムラの
神という言葉を用いることとしたい。

調査を進めながら、可能な限り多くのフィールドで
15
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地域経済活性化を担う第三セクター
の現状と経営課題に関する研究
─長浜まちづくり㈱の事例を中心に─

大

橋

松

貴

人間文化学研究科地域文化学専攻博士後期課程

1. 問題の所在

行ったうえで、その定義や先行研究で指摘されてい

第三セクターは当初、官民の新たな共同体として

る問題点についてみていく。第３章では、調査対象

歓迎されたものの、バブル崩壊後には組織運営に関

である長浜まちづくり㈱の概要について確認したう

するさまざまな問題が浮かび上がり、その設立件数

えで、同社の組織運営について提供された一次資料

は減少してきている。

や聞き取りによる定性的なデータを用いることでそ

しかしながら、地域経済の活性化という課題に取

の現状と経営課題について考察を行う。そして第 4

り組むためには、民間の事業運営能力と行政の制度

章では、まとめと今後の展望について述べることに

的サポートを併せ持った組織形態としての第三セク

する。

ターは、依然としてまちづくりを行うアクターとし
ての潜在能力を備えていることもまた事実である。

2. 先行研究の概観

そこで、本稿では、事例を通して地域経済の活性化

ここでは、第三セクターに関する基礎的なデータ

を担う第三セクターの現状とそれが抱える経営課題

について確認したうえで、その定義や抱える問題点

について検証を行うことにする。具体的には、先行

について先行研究等をもとにしながらみていくこと

研究をもとに第三セクターの抱える問題点について

にする。

概観し、事例においてはその問題を実際に抱えてい
るのかを確認する。そのうえで、それ以外にもどの

2.1 第三セクターの設立数の推移

ような問題を抱えているのかを明らかにする。近年
における第三セクターに関する先行研究は、筆者の

図 2.1 から、第三セクターの設立数は、1980 年代

知る限りそれほど多くは存在していない。そのた

から 90 年代にかけて急増していることがわかる。

め、現在の第三セクターが抱えている問題点は、先

これは、同時期に商業施設や観光・リゾート開発と

行研究において指摘されている問題点とは異なる可

いった地域開発や再開発の中心として第三セクター

能性がある。以上のことから、本稿で強調したい点

を設立する動きが出てきたためである。具体的に

は、先行研究で指摘されている課題と現在における

は、「民間活力の活用」をキーワードとして「民間

課題の両方について検証を行うことの重要性である。

事業者の能力の活用による特定施設の整備に関する

事例として取り上げるのは、滋賀県長浜市に活動

臨時措置法」（民活法 :1986 年施行）
、「総合保養地

拠点を置く第三セクター長浜まちづくり㈱（以下、

域整備法」
（リゾート法 :1987 年施行）などの法整備

長浜まちづくり㈱）である。同社は、それまでの第

がなされたことがその背景にある（鷹野 , 1994; 稲葉 ,

三セクターでよくみられる「単に補助金を獲得して

2004; 堀場・望月 , 2007）１）。しかしながら、近年で

無計画な事業を行う」といった類のものではなく、

は新たに第三セクターを設立するような動きはあま

地域課題を解決する事業を行いつつも、まちなかに

りみられない２）。次に、第三セクターの定義につい

民間事業者による投資を呼び込むためにインフォー

てみていくことにする。

マルな形でアクター間の調整を行ったり、自分たち
で試験的にスモールビジネスを行い、公共性をもつ

2.2 第三セクターの定義

事業にも一定の収益を確保できることを証明する活

前節では、第三セクター全体に関する設立数につ

動も行っている組織である。このような活動を行う

いてみてきた。ここでは、第三セクターの定義につ

アクターを調査対象として選定し、考察を行うこと

いてみていくことにする。初めて公式に第三セク

は、新たなまちづくりの実践という視点から捉えた

ターという用語が用いられたのは、1973 年に閣議

場合、重要であるといえる。

決定された「経済社会基本計画」においてである。

本稿の構成は以下の通りである。第２章では、第

これ以降、第三セクターは「官・民の共同による事

三セクターに関する基礎的なデータについて確認を

業主体」を指すものとして一般化されてきたといえ
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図 2.1 第三セクターの年次別設立数
図2.1第三セクターの年次別設立件数（論文原稿p2に挿入）↑

出所：総務省（2009）
「第三セクター等の状況に関する調査結果」および総務省（2012）
※「第三セクター等の状況に関する調査結果の概要」をもとに筆者が作成。

る（鷹野 , 1994）。総務省（2009）の定義によれば、
第三セクターとは「ⅰ一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律等の規定に基づいて設立されている
社団法人、財団法人及び特例民法法人（以下、「社
団法人・財団法人」という）のうち、地方公共団体
が出資を行っている法人。ⅱ会社法の規定に基づい
て設立されている株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社及び特例有限会社（以下「会社法法人」と
いう）のうち、地方公共団体が出資を行っている法
人」と規定されている３）。しかしながら、第三セク
ターの定義には、さまざまなものがあるのが実情で
ある（伊藤 , 1992）。そのため、ここでは、第三セク
ターについていくつかの先行研究を概観し、考察を
行ったうえで、本稿に適した定義を提示することに
する。
磯崎は、第三セクターを「地方公共団体が出資
している商法法人（株式会社・有限会社）
」である
と定義している（磯崎 , 2007:319）。さらに磯崎はこ
の定義の中で「出資」に関して注目しており、地
方公共団体が 100% 出資した法人に関しても第三セ
クターに含まれるとしている 。これに対し、太
田は第三セクターを公私混合出資形態のものであ
４）

るとし、地方自治体が 100% 出資するものとは明確
に区別している。その上で、第三セクターを⑴狭
義の意味における第三セクター（地方自治体と民間
企業）
、⑵第四セクター（地方自治体と住民・民間
団体）
、⑶連合セクター（地方自治体、民間企業、
住民・民間団体）を含むものであるとしている（太
田 , 1991:51）。その他にも、「地方公共団体（自治体）
と民間の共同出資の商法法人である。これに政府
機関の出資がある場合を含む」ものである（宮木 ,
2000:118）５）とか、
「公共団体と民間資本の共同出資
による共同経営組織で、主として㈱形態をとるも
の」
（小坂 , 1999:20）、「民法法人（社団法人、財団
法人）、会社法法人（株式会社、有限会社等）からな
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る」もの（石井 , 2010:2）といった定義がある。
これらの先行研究をみてみると、論者によって第
三セクターの定義はさまざまであるものの、いくつ
かの共通するポイントが見受けられる。それらは⑴
第三セクターの出資に関する点、⑵法人形態、であ
る。⑴の出資に関する点は、地方自治体が 100% 出
資した法人を含むのかどうかというものである。先
行研究をみてみると、地方公共団体が 100% 出資し
た法人を含めるとしたものは磯崎（2007）があり、
含まないとしたものには宮木（2000）や太田（1991）
がある。⑵の法人形態に関する点は、第三セクター
の法人形態としては会社法法人や民法法人がある
が、会社法法人のみを対象とするか民法法人も含め
たものにするのかという点である。前者の立場を
とるものとしては磯崎（2007）、宮木（2000）、小坂
（1999）があり、後者の立場をとるものとしては石
井（2010）がある。
以上の内容を含めて本稿では、後述するように長浜
まちづくり㈱を調査対象とすることから、⑴の出資に
関する点については、地方自治体が100% 出資する法
人は第三セクターには含めず、⑵の法人形態について
は、会社法法人のみを対象とすることにする。従っ
て、ここでは第三セクターを「地方公共団体と民間が
共同で出資を行っており、会社法法人の形態をとって
いる法人」であると措定することにする。
2.3 第三セクターの抱える問題点
ここでは、赤井・篠原（2001,2002）を基に第三セ
クターの抱える問題点についてみていくことにす
る。赤井・篠原（2001,2002）は、第三セクターの失
敗の要因を大きく２つに分類している。それらは、
⑴制度外的要因（外生要因）によるものと、⑵制度
的要因（内生要因）によるものである。⑴はバブル
期の好況に踊らされて経済状況の将来予測に失敗
し、事業の費用や需要を見誤ったため生じたもので
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ある。この要因は第三セクターに限らず、民間企業

よるデータを基にして同社が抱える問題点について

でも生じているため、第三セクターの「制度外」の

明らかにしていく。

問題であるとしている。⑵は第三セクター固有の制
度に直接関係する問題である。これは、官民出資と

3. 事例の概要と考察

いう事業形態や、リスク分担に対する契約などが締
結されていなかったために、官民間において馴れ合

本章では、調査対象である長浜まちづくり㈱の概
要および同社が抱える問題について、提供された一

いが生じ、経営状況が悪化するというものである

次資料や聞き取りによって得られた定性的なデータ

（赤井・篠原 , 2001:3,2002:146-7）。以下、これら 2 つ

をもとに考察を行うことにする。

の要因について企業の行動原理に沿った形で具体的
にみていくことにする。

3.1 長浜まちづくり㈱の概要

まず、⑴の制度外的要因が主導した状況について
みていくことにする。この状況では、失敗すること

3.1.1 長浜まちづくり㈱設立の契機

が予めわかっている分野に進出してしまったという

まず、長浜まちづくり㈱が設立された背景につい

「進出のミス」が挙げられる。赤井・篠原は、この

てみていくことにする。同社が設立されたきっかけ

原因としてモラルハザードやアドバースセレクショ

は、1991 年に長浜駅の駐車場の管理運営を主な目

ンといった問題が存在すると述べている。前者は官

的として設立された長浜地域整備㈱が解散したこと

民の馴れ合い体質により、事前調査の努力を怠った
ためにリスクが大きい分野に進出した場合に生じて

にある。解散後、まちづくり会社のようなものをつ
くろうという意見が出てくる中で、中心市街地活性

いる問題である。これは、政府による損失補てんを

化基本計画を策定して、それに沿った形で事業を行

企業が予め期待しているため、企業は合理的な行動

うような会社をつくろうということで誕生したのが

として「努力しない＝サボる」という行動をとるた

長浜まちづくり㈱である。このことについて、川村

めに生じている問題である（赤井・篠原 , 2001:13）。

隆生（長浜市秘書室担当：当時）や吉井茂人（長浜ま

後者は官民間において契約前に能力に関する情報の

ちづくり会社コーディネーター : 当時）は、以下の

非対称性が生じているため、民間が情報操作により

ように述べている。

利己的分野への追及を行うことによって生じている
問題である。これは、官が民間のもつ能力に関する

長浜地域整備㈱っていう第三セクター方式の会

情報を把握していないため、プロジェクトが失敗し

社があったんですね。そこが、長浜駅の自転車置

た場合、民間企業が嘘をつき不必要な行動を起こし

き場とか駐輪場とか、田村駅は無人の駅なんで、

たために生じたものなのか、そうではなく不運の結

そこの切符の管理なんかもその地域整備が市から

果生じたものなのかがわからない点にその原因があ

委託を受けて、受託してやってたんですね。JR

る（赤井・篠原 , 2001:14）。この場合、民間企業は

の直流化に合わせて「必要や」いうことでその地

合理的な行動として「真の情報を申告しない」とい

域整備㈱をつくって、もう一定の「役割は終え

う行動をとるのである６）。次に、⑵の内生的要因が

た」というなかで、これからどうしていこうかっ

主導した場合についてみていくことにする。この場

ていう話もずっと市役所の中でありました。そう

合は、本来は努力次第では成功する可能性がある分

いう話もある中で、中心市街地の活性化基本計画

野であったにも関わらず、経営や計画の不備が失敗

をつくって国からの補助金を受けて事業をやって

を引き起こしてしまったというケースである。この

いこうっていうことで、今回のこのまちづくり会

ケースも、⑴と同様にモラルハザードやアドバース
セレクションの問題により発生している。

社を……７）。

次章では、実際に第三セクターの運営においてど

1991 年に地域整備㈱という会社が設立されまし

のような問題が生じているのかについて、事例を通
してみていくことにする。具体的には、長浜市に活

た。この会社は資本金が 6,000 万円で、銀行４行の
出資によるものでした。けれども、2009 年に解散

動拠点を置いている長浜まちづくり㈱を調査対象と

し、出資金の返還が行われたんです。その前年であ

し、現場で得られた一次資料、そして聞き取り等に

る 2008 年の７−８月ごろから「まちづくり会社の

人間文化● 45

地域経済活性化を担う第三セクターの現状と経営課題に関する研究
表 3.1

法人基本情報

長浜まちづくり株式会社
名称
設立年月日
所在地
発起人
資本金
資本金出資割合
取締役（7名）

監査役（3名）

事業概要

事務局

会社概要

長浜まちづくり株式会社
平成21年8月10日
長浜市元浜町7番5号
長浜市
高橋金属株式会社
長浜商工会議所
新江州株式会社
株式会社滋賀銀行
大塚産業マテリアル株式会社
長浜信用金庫
（順不同）
7,200万円
長浜市
3,000万円（41.7%）
長浜商工会議所
1,000万円（13.9%）
民間事業者
3,200万円（44.4%）
（金融機関含む）
代表取締役社長
（1）高橋政之（長浜商工会議所会頭）
代表取締役副社長
（2）中嶋良立（長浜市副市長）
取締役
（3）西島喜紹（長浜信用金庫理事長、副会頭）
取締役
（4）草野勉（新江州㈱代表取締役社長、副会頭）
取締役
（5）岩根秀雄（長浜市産業経済部長）
取締役
（6）北川鉄樹（㈱滋賀銀行長浜支店長）
取締役
（7）星野桂次（㈱大垣共立銀行長浜支店長）
（1）大塚敬一郎（大塚産業マテリアル㈱代表取締役社長、副会頭）
（2）中村貞博（㈱関西アーバン銀行長浜支店長）
（3）江畑平夫（長浜市会計管理者）
①中心市街地エリア内におけるタウンマネジメント
主要機能
②行政と民間事業者との調整（中活協議会との連携）
①空き店舗、空き地の調査、把握と有効活用の検討
②土地権原者への事業提案
不動産仲介業務
③所有と使用を分離したリーシング（仲介）事業
（例）
・ショップバンク事業
・まちなか居住プロジェクト
①駐車場経営
不動産経営業務
②コミュニティ施設の経営
（例）
③テナントの経営（賃貸型店舗）
①事業広報、まちなか居住のメリットを啓発
情報戦略業務
②まちなか情報の一元化と発信
（例）
③ IT ツールを駆使したまちなかの情報発信
タウンマネージャー（協議会）
コーディネーター（会議所）
専任（4名）
サブコーディネーター（市役所）
スタッフ（プロパー）

※当該表は、長浜まちづくり㈱提供資料を基に筆者が作成。

表 3.2
理事・取締役
役員

職員

常勤
非常勤
計
正規職員
臨時職員
パート職員等
計

役職員の状況（平成 25 年 3 月 31 日現在）
監事・監査役

0
7
7

0
3
3

（人）
内

計

プロパー
0
10
10
5
0
0
5

市派遣
0
0
0
2
0
0
2

訳
市兼務

0
0
0
1
0
0
1

その他
0
3
3
0
0
0
0

0
7
7
2
0
0
2

※当該表は、長浜市提供資料をもとに筆者が作成。

ようなものが必要ではないか」といった意見が出

このようにして、長浜地域整備㈱の解散後に、現

てきて、
「じゃあ、地域整備㈱も解散し、出資金も
戻ってきたわけだから、地域整備㈱を鞍替えしてや

在の長浜まちづくり㈱が設立されたのである。次
に、長浜まちづくり㈱の組織形態についてみていく

ろう」という考えから生まれたんです８）。

ことにする。
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3.1.2 長浜まちづくり㈱の組織概要

には、中心市街地を活性化させるために様々なアク

表 3.1 は長浜まちづくり㈱の法人基本情報であ

ター（民間事業者）からの投資を呼び込むための活

り、表 3.2 は同社における役職員の状況を示したも

動のことである。この種の活動においては、長浜ま

のである。

ちづくり㈱はあくまでインフォーマルな部分での調

上記の表から、同社は市の出資が資本金の 41.6%

整役に徹しているため、長浜まちづくり㈱自体には
利益は入らないものの、市中心部に投資を呼び込

を占めていることがわかる。また、役員については

み、経済を活性化させるという点においては重要な

常勤はおらず、非常勤については理事・取締役が 7

活動であるといえる。次節では、長浜まちづくり㈱

人、監事・監査役が３人の計 10 人、そして、職員

から提供された一次資料をもとに同社の経営基盤に

については正規職員が５人であることなどがわか

ついて確認を行い、考察を行っていくことにする。

る。このことから、同社は企業としては小規模であ
ることが伺える。次節では、長浜まちづくり㈱の事

3.2 長浜まちづくり㈱の経営基盤に関する考察

業内容についてみていくことにする。
3.2.1 調査対象における経営基盤
3.1.3 長浜まちづくり㈱の活動

まず、収入についてみていく。同社における収

本節では、長浜まちづくり㈱の主な活動について

入をみてみると、主に⑴駐車場収入、⑵指導手数

みていくことにする。ここでは、同社の活動につい
て事業を行うことで収益を確保しているもの（経済

料、⑶受託事業収入がその大部分を占めている９）。
⑴ に つ い て は、2009 年 度 が 8,056,820 円（ 収 入 全 体

的な活動）と、その活動自体からは収益は得られな

比 70.0%）
、2010 年度が 20,473,362 円（同比 70.7%）
、

いものの、市中心部におけるまちづくりを実践して

2011 年度が 25,662,362 円（同比 66.4%）
、2012 年度が

いくのに必要なもの（非経済的な活動）に大別して

24,636,028 円（同比 60.1%）であり、同社設立から現

いくことにする。

在に至るまで、収入の大部分を占めている。また、

まず、経済的な側面を持つ活動についてみていく

⑵については、2010 年度が 1,838,839 円（同比 6.4%）
、

ことにする。これらの活動としては、駐車場管理に

2011 年 度 が 2,405,919 円（ 同 比 6.3%）
、2012 年 度 が

関する事業、コンサルティングに関する事業、市か

4,327,098 円（同比 10.6%）であり、金額や収入全体

ら委託を受けている受託事業といったものを挙げる

比が 2012 年度に大きく増加している点が特徴であ

ことができる。駐車場管理に関する事業は、その活

る。 ⑶ に つ い て は、2009 年 度 が 2,739,048 円（ 同 比

動自体に特別な意味を持つというわけではなく、自

23.8%）
、2010 年度が 5,310,891 円（同比 18.4%）
、2011

社の組織運営を維持するための活動という意味合い

年度が9,268,573円（同比24.0%）
、
2012年度が7,389,000

が強いものである。これに対し、コンサルティング

円（同比 18.1%）となっている。

に関する事業や受託事業に関しては、市中心部にお

次に、支出についてみていくことにする。支出に

けるまちづくり活動に直接関わるものである。コン

関しては主に⑴管理委託費、⑵給料手当、⑶減価償

サルティングに関する事業は、ただ単に調査を行っ

却費、⑷地代家賃、といった項目が大きなウェイト

たり、報告書を作成するだけでなく、相手が活動を

を占めている。⑴については、2009 年度が 3,860,934

行う際に必要となる資金（主に補助金）を獲得する

円（支出全体比 27.3%）
、2010 年度が 7,378,469 円（同

ための手続きの支援なども行っており、地元密着型

比 25.5%）
、2011 年 度 が 7,594,009 円（ 同 比 20.7%）
、

のコンサルティング業務を展開している。そして、

2012年度が7,058,323円（同比17.4%）となっている。

受託事業は地域が抱えている課題に対して取り組む
事業のことである。具体的には、空き家の有効活用

⑵については、2009 年度が 1,199,956 円（同比 4.2%）
、
2010 年 度 が 2,252,383 円（ 同 比 7.8%）
、2011 年 度 が

に関する活動といったものを挙げることができる。

4,991,845 円（同比 13.6%）
、
2012 年度が 4,815,655 円（同

次に、非経済的な側面を持つ活動についてみてい
くことにする。長浜まちづくり㈱が本来行うべき活

比 11.9%）となっている。⑶については、2009 年度
が 379,830 円（同比 1.4%）
、
2010 年度が 1,273,209 円（同

動がこの種の活動であり、極論をいえば、上記の経

比 4.4%）
、2011 年 度 が 3,764,467 円（ 同 比 10.3%）
、

済的な活動はサブ的な活動であるといえる。具体的

2012 年 度 が 4,343,966 円（ 同 比 10.7%）と な っ て い
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る。 ⑷ に つ い て は、2009 年 度 が 4,382,856 円（ 同 比

でいうと、今年はないけれども、ひょっとすると駅

15.2%）、2010 年 度 が 10,266,414 円（ 同 比 35.5%）、

前の再開発とか、活性化協議会の運営とか、実質的

2011 年度が 10,971,454 円（同比 29.9%）、2012 年度が

にね、活性化協議会っていったって事務局は Y さ

11,990,498 円（同比 29.5%）となっている。

んがそのままになっているようなものなので、開催

最後に、経常利益と当期純利益についてみてい
く。2009 年度における経常利益はマイナス 2,159,046

の調整をしたりとか、議題の調整をしたりとか、そ
ういう事前事後の調整であったりとか、そういうこ

円、当期純利益もマイナス 2,267,146 円となってお

とは丸々ここでやっていますよね 10）。

り、基本的に赤字経営であることがわかる。しか
しながら、翌年以降は両項目とも黒字に転換して

このように、長浜まちづくり㈱は、まちなかで民間

いる（経常利益に関しては 2010 年度が 539,843 円、

事業者が活動を行う際に、その計画書を作成したり、

2011 年 度 が 2,081,986 円、2012 年 度 が 1,096,963 円 の

活動を行うにあたって必要となる補助金を獲得するた

プラスであり、当期純利益に関しても 2010 年度が

めの支援を行ったりしている。また、商店街の関係者

354,343 円、2011 年 度 が 1,755,986 円、2012 年 度 が

たちが補助金を利用して活動を行う際にも、報告書の

640,263 円のプラスとなっている）。

作成などの事務処理を行ったりしている。それ以外に
も、中心市街地活性化協議会の開催の調整や議題の調

3.2.2 考察

整などの業務も行っている。また、⑶の受託事業に関

ここでは、前項で得られた結果について、聞き取
り等によって得られたデータを基に考察を行ってい

しても以下のように述べている。

くことにする。収入に関してはすでに述べたように

委託事業ですから、地域課題を解決するための事

⑴駐車場収入、⑵指導手数料、⑶受託事業収入がそ

業ということで委託を受けて、例えば、ここでい

の大部分を占めている点がポイントである。これら

うとパイロット事業っていうのがあるんですけれ

の項目のうち、⑴に関しては同社の組織運営を賄う

ども、今の中では、空いている町家を調査したりと

ための性格が強いものの、⑵、⑶に関しては中心市

か、それぞれのオーナーがどういう主張を持って

街地の活性化に関わるものである。⑵の指導手数料

いるとか、どういうスキームを作ると空き家が稼働

について、同社職員の竹村光雄は次のように述べて

できるかっていうことを、色々こねくり回している

いる。

んですけれども、今。同時に今年度の中で、１棟パ
イロット事業としてシェアハウスを作るんです。

まぁ、何でもですよ。えっとね、いろんなところ

で、そのこねくり回した現状の中でシェアハウス

からいろんなことを頼まれていますけれども、例え

に投資をする。今年そこまでいくと、来年は、
「も

ば、御向かいのアートセンターという建物があるん

うちょっとこういうやり方がある。」って継続して

ですけれども、そこが空き家になっているところ

もいいんだけれども、シェアハウスに今度お金が

に、民間の事業者さんが、空き家の家主から建物を

入ってきますよね、家賃が。そうすると収益事業に

借りて、補助金を使って改修工事を行い、今、アー

なってくるんで。要は補助金をもらっている期間に

トセンターとして運営されているんですけれど。例

つくりだした仕組みが稼働し始めれば、それが、小

えばその計画作りとか、補助金を取ってくる業務の

さなスモールビジネスとして回転し始めるので、そ

支援とか、そういうことをウチで仕事として、手

うしたらまた、そこに対する業務委託みたいなこと

伝って収入になっていますね。それから、商店街関

はいらないですよね。
（中略）
。委託事業っていって

係ではよくあることで、商店街の振興組合とかが、
やっぱり同じように「県のお金を使って何かした

いたのは、その地域課題があると、それを解決す
る。で、解決するっていうときの成果品として、そ

い」とかいう時に、事務処理が自分たちではままな

の事業主体者（プレイヤー）を育成するとか関係性

らないという時に、「この部分の報告書を作ってく
ださい」とか、我々としては、一応、タダでできる

を構築するとかいろいろあるじゃないですか。組織
であったりとか、「そういうのを作り出すよ」と。

わけでもないので、わずかながら収入を得るという

つくりだした後、彼らが自立していくとか、あるい

こともやっていますね。あと、金額が大きいところ

は、我々自身の会社でもいいんですけれども、自立
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するっていうことはこれ、事業化のことですよね。

今、1 人が育休中ですので、ほとんど給料手当は、

事業化して地域経済の中の１つに組み込んで収益を

少しは発生していますけれども。Y は、元々は商

生み出しているという状況を作る。こういう状態を

工会議所にいた人間だってのは知っていますよね。

作り出せば、要は民間事業者がこういうプロジェク

今も給料は商工会議所から出ています。出向職員と

トに参入してこれる、要は民間事業者がいるけれ
ど、そういうプロジェクトに旨みがないので参戦し

いう形になるのかな。御存じの K さんと、この方
が２年いて、次に I さんという方が２年いて、今５

てこないというのを地域課題として捉えると、それ

年目で、市からの出向ではなく、彼らは研修という

が動き出す状況を作る、ここの期間にこれを生み出

形になっているんですけれども、今はもういませ

す調査とか、企画・立案とかっていうものに関して

ん。もう１人 Y っていうのと、スタッフは私を入

委託を受けるというような考えです 11）。

れて３人いるんですけれども、この子がやめて、今
この子がいますね。この人も人件費補助をいただい

このように、長浜まちづくり㈱は、単に補助金を

て社外からお給料を出して派遣していただいている

受けて特定の事業を行うというわけではなく、補助

形になっているんで、継続してますけど、１期目２

金を受けている期間に試験的に地域課題を解決する

期目は M さんという女性が 1 人、スタッフはこの

ための事業を展開し、収益性を確保できるような事

方１人です。３期目にこの人が現れて、３期までは

業を生み出すことを目的としていることがわかる。

……。要は明確な事業収入があればね、
（給料体系

同社の目的は、民間事業者に地域課題を解決するた
めの事業であっても、利益が確保できることを実際

は）こんな複雑にはならないんですけれども、難し
い組織体系だから、継続して人を抱えるのは簡単

に自分たちが事業を試験的に行って示すことで、ま

じゃないですよね 13）。

ちなかにおける経済の活性化を実現させようとして
いるところにある。次に、支出について述べてい

長浜まちづくり㈱は営利を目的とした組織ではな

く。支出に関しても前項で確認したように、主に⑴

いため、従業員全員の給料を同社から支払うことは

管理委託費、⑵給料手当、⑶減価償却費、⑷地代家

難しい。そのため、商工会議所からの出向職員や、

賃が支出の大部分を占めている点がポイントであ

市役所からの研修職員、さらには人件費補助という

る。以下、これらの項目について確認していくこと

形で何人かの従業員の給料が支払われているのが現

にする。

状である。⑶の減価償却費に関しては、現在同社が
借りている建物（東邸）を使用する際に必要な補修

管理委託費というのはおそらく、駐車場やと思い

などの投資に関する費用や事務用品や PC に関する

ます。ウチで２つの駐車場を経営しているのは聞い

費用、さらには、駐車場の課金機に関する費用など

てくれていますか。その駐車場の管理ですね。警備

が含まれている。最後に、⑷地代家賃についてみて

と、それから、課金機の補修、それから日々のお金

いく。

の、レジの管理ですか、売り上げ管理、それからあ
と、直接、シルバー人材センターからお年寄りに来

えっとね、借りている建物はここ（会社の建物）

ていただいて、誘導とか清算とかをしていただいて

と向かいの安藤家と、２つの駐車場も借りているん

います 12）。

です。一応ここが本社ということになっているんで
すけれども、本部機能の中心が東邸で、向かいの安

⑴の管理委託費とは、主に駐車場の管理業務に関

藤家と、中央駐車場と駅前の駐車場、これ要はそ

する支出であり、シルバー人材センターを利用し
て、駐車場の警備や課金機の管理・補修などを行っ

れぞれ地主さんから土地や建物を借りて、何らかの
用途で使って、不動産収入を生み出している部門で

ている際に必要となる費用のことである。次に、⑵

す。地代家賃はすなわちここに払っているというこ

の給料手当についてみていく。

とですね 14）。

５人いますけれども、給料をとっているのは今は

同社は、事務所として使用している建物と、その

２人半です。
（実際は）３人いるんですけれども、

向かいの安藤家、そして管理・運営を行っている駐
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車場の所有権を持っているわけではなく、地権者か

である。特に、受託事業は地域課題を解決するため

ら借りており、それに関する支出が地代家賃として

にさまざまな形での補助金を受け取っている。最後

計上されている。

に、同社が抱えるこれらの問題点を踏まえつつ、今

4. 結語

後の展望について述べておきたい。

本稿では、まず、第三セクターに関する基礎的な

同社の問題点である経営基盤の脆弱さや補助金に
依存している問題を解消するための一つの方針とし

データについて確認を行い、その定義や抱えている

ては、地域外部に活動拠点を置くさまざまなアク

問題点について関連する先行研究を概観した。その

ターとの仲介業務の実践とその充実を図ることが挙

うえで、事例として滋賀県長浜市中心部に活動拠点

げられる。これにより、地域外部から活動分野が多

を置く長浜まちづくり㈱を選択し、同社の組織運営

様なアクターを地域内に呼び込むことで新たな事業

について考察を行った。終章では、先行研究を踏ま

が展開できる可能性が増大するといったメリットが

えたうえで同社が抱えている問題点や今後の展望に

見込める。つまり、他地域においてさまざまな業種

ついて述べていきたい。

の企業とつながりを持つアクターとの関係を構築す

先行研究では、第三セクターが抱える問題点とし

ることで、長浜まちづくり㈱が保有するネットワー

て⑴制度外的要因、⑵制度的要因、に大別できると

クの数や多様性は飛躍的に増大し、まちなかにおけ

述べられている（赤井・篠原 , 2001,2002）。まず、

る経済の活性化が見込めるということである 18）。こ

調査対象である長浜まちづくり㈱がこれらの問題
点を抱えているかどうか確認しておく。⑴の制度外

のように地域外のアクターとの仲介業務を上手くビ
ジネスとして活用していくことが、同社がより持続

的要因、⑵の制度的要因に共通するものはモラルハ

性をもった組織となることにつながると思われる。

ザードやアドバースセレクションであるが、これら
については基本的には当てはまらない。同社の設立

注

はごく最近（2009 年）であり、バブル期に設立され

１） そ の 他 に も NTT 無 利 子 融 資 制 度 を 定 め た

たものではない。また、事業活動そのものに関して

「日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用

も営利性の強いものではないものの、基本的には自

による社会資本の整備の促進に関する特別措置

社の運営に関する費用は自分たちで賄うという意識

法（1987 年）」、都市開発事業や都市計画施設特許

が強い 15）。そのため、先行研究において⑴や⑵の原

事業を行う第三セクターに対する無利子融資制度

因であるとされているモラルハザードやアドバース

を定めた「民間都市開発の推進に関する特別措置

セレクションといった現象は現在のところ起きてい

法（1987 年）」、特定地域における産業振興、地域

ないことが伺える。しかしながら、同社には本稿で

活性化事業を行う第三セクターに対する無利子融

取り上げた先行研究において述べられている問題に

資制度を定めた「産業構造転換円滑化臨時措置法

ついては現在のところみられないものの、いくつか

（1987 年）
」などが制定され、バブル経済が崩壊

の問題も抱えている。次に、同社の抱える問題点に

してもなお、第三セクターの増加現象は続いたの

ついてみていくことにする。

である（堀場・望月 , 2007）
。

まず、１つ目は、組織運営を賄うための必要な収

２） 2011 年の設立数は 33 件となっており、これは

入の大部分を駐車場経営によって得ているという点

最も設立数が多かった 1992 年の 444 件の 13 分の 1

である。近年では、駐車場経営による収入の割合は

となっている。

徐々に減少してきているものの、依然として収入の

３） 図2.1のデータはこの定義に基づいたものである。

大部分を占めている。また、人件費についても、商
工会議所や市役所から出向や研修等の名目で給料が

４） 磯崎は、第三セクターには⑴共同出資説と⑵
経営形態説が存在するとしており、ここでは⑵の

支払われているため、同社が支払っている給料は実

経営形態説の立場に立っている。⑴の共同出資説

質的には２人分（2013 年度時）である 16）。これらの
問題点に共通するのは「経営基盤の脆弱さ」である

では、第三セクターを「官民の共同出資で設立さ
れた法人」と定義し、行政を第一セクター、民間

17）

。もう１つの問題は、補助金を獲得することを前

企業を第二セクターとして位置付けており、第三

提としたビジネスモデルを構築しているということ

セクターは資本的にその混合形態であるべきであ
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るとする考え方に基づくものである。また、⑵の

つくられ、非効率性が発生する。」（赤井・篠原 ,

経営形態説とは、第三セクターの中に全額出資法

2001:14）
。

人を含めるものであり、その民間的な経営形態に
着目した考え方であるとしている。
５） 宮木は、第三セクターの特定に関して次のよ

７） 2013 年４月 22 日、川村隆生氏（長浜市役所職
員）への聞き取りによる（43 分、「長浜まちづくり
㈱の設立について」ほか）
。

うに述べている。
「①株式会社形態であっても、

８） 2010 年 11 月 17 日、吉井茂人氏（長浜まちづく

個別の特別法により国の直接出資のある特別会社

り㈱コーディネーター）への聞き取りによる（60

は、完全民営化途上の JR、NTT、JT は勿論、

分、
「長浜まちづくり㈱の設立について」ほか）
。

関西国際空港㈱等も第三セクターには含まない。

９） ただし、2012 年度に関しては、補助金収入

②自治体出資のもののうち、100% 自治体出資の

が特別利益の名目で、4,750,000 万円（収入全対比

特別法人（土地開発公社等の３公社）は、当然第
三セクターには含まない。③自治体と民間の出資
のものでも、社団法人、財団法人等の民法法人
は、第三セクターには含まない。④アメリカでい

10.2%）を占めている。
10） 2013 年 12 月 25 日、竹村光雄氏（長浜まちづく
り㈱）への聞き取りによる（60 分、「指導手数料に
ついて」ほか）
。

う Third Sector 類似の組織である、NPO は、第

11） 2013 年 12 月 25 日、竹村氏への聞き取りによ

三セクターには含まない。⑤一方、上記特定条件

る（60 分、「受託事業について」ほか）。なお、長

に適合する会社は、地域、規模、自治体、業種、
業務内容、出資構成等にかかわらず、すべて第三

浜まちづくり㈱からの提供資料では「受託事業」
と記載されているが、これについて竹村氏は「委

セクターに含む。」（宮木 , 2000:118-9）。

託事業」と呼んでいるため、聞き取り部分に関し

６） この点について赤井・篠原（2001）は、次のよ
うに述べている。
「将来の損失リスクへの事後的
な責任体質に関する契約が締結されていないか不
明瞭（不完備契約）であり、政府による損失補て
んの可能性が存在するとしよう。このとき、企業
にとって、実際の建設コストや便益などに関する
情報を不正確に申告する行動を取ることが合理的

ては「委託事業」と記述している。
12） 2013 年 12 月 25 日、竹村氏への聞き取りによ
る（60 分、
「管理委託費について」ほか）
。
13） 2013 年 12 月 25 日、竹村氏への聞き取りによ
る（60 分、
「給料手当について」ほか）
。
14） 2013 年 12 月 25 日、竹村氏への聞き取りによ
る（60 分、
「地代家賃について」ほか）
。

である。まず、建設コストを真の値よりも小さく

15） この点について竹村氏は、自身が同社に入っ

申告すれば、大規模な施設や関連企業にとってよ

た当初は人件費の補助を受けていたものの、自分

り儲かりやすい施設が作られるであろう。しかし

で新たなクライアントを確保することで、その後

実際にはコストがかかっているわけであるから、

は人件費に関する補助金は受け取っていないと述

赤字が発生する。不確実性があるため、事後的に

べている。

は、嘘をついたために赤字が発生したのか、外生

16） 実際には３人であるが、１人は育休中であ

的な要因で発生したのかは区別がつかない。結果

り、支払われる額も数万円であることから、ここ

として、その赤字は補填され建設コストの一部は
企業にとってはコストにならない一方で、過大な

では実質的という表現を用いている。

施設を建設することによって関連企業に利益が増

17） このような問題点は、従来の第三セクターに

大する。また、便益を操作する可能性も存在す

関する先行研究でも指摘されている。
18） ただし、長浜市中心部のまちづくりにあから

る。第一には、便益を過大に見積もることによっ

さまにそぐわない業種やアクターは除外しなけれ

て、過大な施設を建築することが可能となり関連

ばならず、同社は一種の「フィルター」の役目を

企業を潤わすことができる。第二に、規模は同じ

果たすことが必要になる。

でも、建設時、建設後の事業継続時および破綻時
に関連企業が利益をあげることができる事業種に
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本論は、「滋賀県長浜市の中心市街地の現状と活

その点が新たなまちづくりの実践という視点から見

性化に向けた取り組みに関する研究」（大橋松貴、

ると重要であると言及しているところが興味深い。

pp.19-30、人間文化』34 号）の中で紹介された「長

ただ、上記で挙げた興味深い事例が第三セクター

浜まちづくり（株）
」を事例としながら、地域経済

という組織のもつ可能性なのか、この事例に限った

の活性化を担う第三セクターの現状と経営課題につ

ものなのか、は判断の迷うところである。また、

いて明らかにしようとしたものである。

本論で指摘された長浜まちづくり（株）の課題は、

長浜まちづくり（株）は 2009 年に設立した第三セ

「NPO 法人現状と経営課題に関する研究─ NPO 法

クターであるが、その活動を「経済的な活動」（駐

人まちづくり役場の事例を中心に─」（大橋松貴、

車場管理事業・コンサルティング事業・市委託事業）

pp.12-21、人間文化』37 号）内で指摘した NPO 法

と「非経済的な活動」（中心市街地活性化のために

人まちづくり役場の課題と類似しているように感

民間事業者からの投資を呼び込むための活動）から

じる。まちづくり分野において、第三セクターと

捉え、後者の活動が重要であると指摘している。ま

NPO 法人の存在価値や今後の可能性が同じようで

た、データや聞き取りの分析などから、長浜まちづ

あれば、どちらかというと「下火」である第三セク

くり（株）は、補助金を受けている期間に試験的に

ターに着目する意義をより明確に表す必要があると

地域課題を解決するための事業を展開し、収益性を

思われる。機会があれば、この点についても言及し

確保できるような事業を生み出そうとしているが、

ていただきたい。
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県立高校再編計画の決定とその後の展開
大

橋

松

行

人間文化学部人間関係学科

１．はじめに

を進めます」（pp.1-2）と変更されたことである。こ

滋賀県教育委員会は，2014 年 12 月 20 日に開催さ

の点に関しては，「Ⅳ 具体的な再編内容」のところ

れた 12 月臨時教育委員会において，「滋賀県立高等

で，次のような追加記述がなされている。「新校の

学校再編基本計画及び同実施計画」を全会一致で承

開校に向けて準備・検討を行う新校開設準備室を

認可決した。この再編計画は，同年 10 月１日に可

教育委員会事務局に設置します。検討にあたって

決された再編計画案に対し，保護者や一般県民から

は，両校の関係者等からなる（仮称）新校設置懇話

寄せられた意見・要望を一部取り入れて，若干の微

会を設置し，教育理念や教育課程の編成，校名，校

調整が施されたものである。同年 12 月 21 日に，滋

歌，校則などについて，意見を聴きながら進めま

賀県教育委員会は県立高校再編計画を滋賀県議会文

す」（p.12,14）。新校設置に関わることに関しては，

教・警察常任委員会に報告した 。

滋賀県教育委員会が主導するものの，独断専行的に

１）

本稿では，微調整が施された個所の説明とそれに

事を進めるのではなく，少なくとも両校関係者の意

対する私見を述べるとともに，この再編計画に基づ

見を加味した上で滋賀県教育委員会が最終決定する

いて統合新校開設準備室が滋賀県教育委員会内に設

という，一定の手続きを踏んだ内容になっている。

置され，長浜・彦根両統合新校設置に向けての具体

ただ，両校関係者の意見が決定過程にどの程度反映

的作業が展開されているので，その点についても詳

されるのかは，この文面からは判然としない。この

細に見ておくことにしたい。

ことに関しては次節で検討することにしたい。

２．再編計画の基調と変更点

学科の小学科改編」のところで，長浜農業高校およ

２点目は，
「職業系専門学科の改編等」の「農業

再編計画は再編計画案を微調整したものであるこ

び湖南農業高校で１学年「３学級」が「４学級」に

とは既に指摘したが，長浜・彦根両地域の高校の統

変更されたことである。これについては若干説明が

廃合に関しては再編計画原案と基調はほぼ同じであ

必要である。というのは，両校とも改編前は４学科

る。当初は財政上の理由からの統廃合という色彩を

４学級（長浜農業高校：生物活用科，ガーデン科，

濃厚に呈していたが，結果的には統合新校建設など

食品化学科，環境デザイン科，湖南農業高校：農業

に 70 億円とも 90 億円ともいわれる巨額の資金を投

技術科，園芸工芸科，食品化学科，環境緑地科）で

入することになった２）。

あったが，再編計画案ではそれぞれ３学科３学級

まず，基本計画に関して言えば，基本計画案と

（長浜農業高校：農業科，食品科，園芸科，湖南農業

ほとんど変わらない。「Ⅱ 県立高等学校の現状と

高校：農業科，食品科，花緑科）となり，定員が１

課題」の「２ 生徒の進路希望や課題の多様化」の

学級分削減された。しかし，再編計画では再編計画

「⑵生徒の志望や進路状況の変化」のところで，
「普

案とは異なり，募集定員の削減を伴わないで，つま

通科へ進学する傾向が高まる」が「普通科へ進学す

り募集定員は改編前の４学級分のままで３学級編成

る割合が高い状態にある」いうように文言が変更さ

としたのである（p.17）
。こうした背景には，滋賀県

れているだけである（p.3）。これは，中学校卒業者

教育委員会が統廃合や廃止を提示した関係地域から

の普通科への進学が頭打ちになったことを意味して

の定員総枠の確保の主張を考慮せざるを得なかった

いると考えられる。

ことが横たわっていると考えられる。ちなみに，長

それに対して，実施計画では６ヵ所で修正が施さ

浜市・長浜教育検討委員会の第二次提言においても

れている。１点目は，「統合による新しい学校の設

「地域内での定数の確保」について要望がなされて

置」のところで，長浜・彦根両地域の統合新校の校

いる３）。ただ，基本計画の「Ⅳ 再編をすすめるにあ

地や校名については，「両校の関係者等による検討

たって」のところで，
「県立高等学校の募集定員に

委員会を設け，検討を行います」が，「両校の関係

ついては，地域ごとの中学校卒業予定者数や進学志

者等からなる懇話会を設け，意見を聴きながら検討

望の動向などを踏まえ，それぞれの年度において，
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地域ごとの定員を確保していきます」と記述されて

は次の７人である。浅見幸則（長浜市ＰＴＡ連絡協

いるので，この定員総枠は固定的なものではなく，

議会会長）
，岩崎陽子（長浜北高校学校評議員）
，北

中学校卒業予定者数に対応して変更がなされうる流

川庸子（長浜高校学校評議員），田中智佐人（長浜高

動的なものであると捉えることが現実的である４）。

校同窓会長）
，藤井茂樹（長浜市企画部長）
，宮腰悦

３点目は，
「総合学科の充実」の「長浜北星高等
学校総合学科に福祉系列を設置」「長浜高等学校福

子（児童文化活動支援グループ「すずめの学校」代
表）
，吉田豊（長浜北高校同窓会長）
。また，統合新

祉学科の廃止」のところで，「教育活動の特色」欄

校開設準備室等（以下，事務局）のメンバーは次の

において，「なお，生徒の進路希望に応じて上級学

３人である。辻浩一（統合新校開設準備室長，長浜

校への進学や介護福祉士の資格取得を目指す生徒に

北高校長）
，堤須賀彦（統合新校開設準備室参事，

も対応できる教育課程を設定する」との一文を追加

長浜高校長），茶谷不二雄（滋賀県教育委員会事務

したことである。これは，保護者および県民一般を

局学校支援課参事８））。

対象とした説明会や県民政策コメントで寄せられ

同懇話会は2013年度に５回会議が開催されたが，

た，長浜高校福祉学科の廃止に伴い介護福祉士の受

主として各会議の「会議概要」に依拠してその内容

験資格がなくなることに対する意見に対して，滋賀

の概要を示しておきたい。

県教育委員会が次のように文書で見解を述べたこ
とに基づいている。
「なお，様々な御意見等を踏ま

（１）第１回会議（2013 年５月 13 日）

え，長浜北星高校総合学科の福祉系列では，介護福
祉士の国家試験の受験資格が取得できる類型につい

会議の主な内容は，①懇話会の位置づけと進め方
について，②滋賀県立高等学校再編基本計画およ

ても設けていくこととし，着実に準備を進めていき

び同実施計画についてであった。この会議で懇話

たい」５）。

会委員側からは，「県の南の地域からも生徒が来る

３．統合新校設置懇話会

ような学校づくりをしてほしい。県レベルの教育の
質を上げていく中で，湖北の位置付けをしっかりと

2014 年４月１日，滋賀県教育委員会は滋賀県教

してほしい」
「地域の核となる学校を期待する」
「中

育委員会規則第４号「統合新校開設準備室設置規則

途半端な学校づくりでは，新校はつぶれてしまう。

の一部を改正する規則」を公布・施行した。その第

……。湖北の生徒の取り合いをするのではなく，

３条で「準備室に室長を置き，その職にある者は，

……，全面的な県の協力のもとで，魅力ある学校を

上司の命を受けて準備室の事務を掌理し，所属職員

つくっていく」などの意見・要望・思いなどが示さ

を指揮監督する」とある６）。これは，「統合新校開

れた。

設準備室設置規則（平成 24 年滋賀県教育委員会規則

これに対して事務局が示した見解は，次のような

第６号）」により，統合新校設置懇話会要綱に基づ

ものである。第１に，新校の設置場所については，

いて長浜と彦根にそれぞれ設置された統合新校設置

「８学級規模の生徒が収容できる施設の整備につい

懇話会（以下，懇話会）での意見交換の結果を受け

ては，既存の施設の活用とともに新増築により教育

て，滋賀県教育委員会として統合新校のあり方を審

環境を整えていく」「新校の設置場所は県有地の活

議・決定するために規則が改正されたものである。

用を基本としており，長浜高校の校地を活用する。

懇話会の位置づけは，教育理念や教育目標，校名，

長浜市から提案のあった土地提供については，今か

校歌などについて準備室が示した案について懇話会

ら新しい場所に建設するとなると期限の問題や新た

委員が意見を述べる（最終的には，県教委で審議さ

な予算確保の問題が出てくる」と述べた。第２に，

れ，決定される），というものであった７）。両懇話
会ともそれぞれ５回会議が開催されて，一定の方向

統合新校のビジョンに関しては，「長浜，長浜北両
校は，外国語能力強化地域形成事業の指定を受けて

性が示された。以下で，両懇話会で示された内容の

英語教育の充実に向けた取組を始めている。虎姫高

概略を記しておきたい。

校は，ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）
９）
の指定を受けて，理数教育の充実に取り組んでい

１）長浜統合新校設置懇話会

る」「英語教育について，準備室で具体的に検討し

まず，同懇話会のメンバーを見ておこう。委員
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の１クラスを英語コースとして特化しているが，新

題」だけである。「液状化の問題」を主たる理由と

校では全校で取り組むことになり，今までにない英

して受入を拒否したのであるから，その点について

語教育に取り組む。長浜市が取り組まれている小

は明確に説明すべきである。また，長浜高校校地は

学校からの英語教育を活かす方向で検討している」

ＪＲ長浜駅から約２キロメートル（徒歩約 30 分）の

「統合新校は基本計画の中で地域の中核となる進学
校を目指すとしている。今後，教育理念や教育目

ところにあり，湖北地域の生徒にとっても決して至
便の地ではない。自転車通学する生徒にとっても，

標，校名，校歌などについて準備室が案を示し，懇

特に冬場の利便性が悪い。このような場所であるか

話会委員の皆さんからご意見をいただきたいと考え

ら，湖北以南から生徒を呼び込めるような立地条件

ている。最終的には，県教委で審議され，決定され

を有しているとはとても言えない。このことから，

る」との見解を示した。

長浜高校校地に統合新校を設置した場合，よほど生

さて，このような懇話会委員および事務局双方の

徒や保護者が魅力を感じるビジョンを立てない限

意見や見解から何が言えるのか，少し検討しておき

り，それは「地域の中核となる進学校」になること

たいと思う。第１に，懇話会の位置づけについてで

は困難であるし，場合によっては懇話会委員の指摘

あるが，これはあくまでも滋賀県教育委員会が提示

にもあったように，「新校はつぶれてしまう」可能

した案について意見を聞き置くための組織であり，

性も否定できないであろう。疑念の２つ目の虎姫高

最終決定権は滋賀県教育委員会にあることを明示し

校との関係についてである。これも既に別の機会に

ている。したがって，懇話会委員側の意見・要望・
思いが統合新校設置プランにどの程度反映されるの

問題点を指摘している 12）が，統合新校の定員数は
統廃合対象の２校分（１学年 10 学級）を確保すると

か判然としない。第２に，統合新校のビジョンに関

なっている 13）。しかし，再編実施計画では１学年８

しては，再編計画原案に比べて幾分明確になっては

学級となっており，残り２学級分が宙に浮いたまま

いる。とりわけ英語教育の充実については，先行す

である。この２学級分が基本的に湖北地域のいずれ

る米原高校との相違，長浜市の英語教育の取組を活

かの高校に配分されることになるが，滋賀県教育委

かしたものとすることなどが示されている。しかし

員会は「例えば虎姫高等学校等」と，再編実施計画

ながら，第３に，懇話会委員側の意見・要望として

で具体的に例示している。この言葉の持つ意味は非

出ていた統合新校の湖北での明確な位置づけについ

常に重い。それは単なる例示レベルを超えて，虎姫

ての事務局の見解に対しては，依然として疑問が残

高校の定員増を意味しているからである（既に 2014

る。特に，統合新校を基本計画では「地域の中核と

年度に１学年５学級から６学級へ定員増）。このこ

なる進学校」と明確に位置づけている（そのことに

とから考えられることの一つは，ＳＳＨの指定を受

関しては事務局も言及している）が，事務局が示し

けている虎姫高校が「理系の進学校」，統合新校が

た見解からは，これが「絵にかいた餅」になるので

英語教育重視の「文系の進学校」というように，進

はないかとの疑念が残る。このように言う理由の１

学校としての棲み分けができれば，懇話会委員が指

つは，統合新校の設置場所，２つは虎姫高校との

摘したように「湖北の生徒の取り合い」をせずに共

関係（特に，学級規模）おいて疑義があるからであ

存していけるのではないかということである。しか

る。前者に関しては，既に別の機会に詳細に述べて

し，「中途半端な学校づくり」をすれば，進学校間

ので，要点だけ示しておくことにしたい。

（特に虎姫高校と長浜北高校）での生徒の移動（＝よ

藤井長浜市長が統合新校の設置場所として提案した

いる

り上位の進学校への「玉突き現象」
）が加速し，そ

10）

ＪＲ長浜駅から徒歩５分圏内にある企業遊休地に対
して，滋賀県および滋賀県教育委員会は「液状化の
問題」を主たる理由にして市長提案を一蹴した 11）。

の結果，統合新校の「地域の中核となる進学校」は
「絵に画いた餅」になってしまうであろう。

今回の懇話会で事務局は統合新校の設置場所として

（２）第２回会議（2013 年７月 19 日）

長浜高校校地とした理由の一つとして，そのことに
ついて懇話会で触れたのかもしれないが「会議概

会議の主な内容は，①校名の選定方法について，
②部活動についてであった。校名の選定方法につい

要」には記載されていない。理由として挙げられて

て，事務局は公募を示唆し，その際，募集要項に統

いるのは，「期限の問題」と「新たな予算確保の問

合新校のコンセプトを提示するとの見解を示した。
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公募にする理由として，①地域の関心が高く，期待

（３）第３回会議（2013 年９月 19 日）

も大きいこと，②地域に根ざした学校づくりのため

会議の主な内容は，①統合校名の教育理念，教育

にも必要であることを挙げている。また，募集する

方針について，②校名募集要項および校名募集用

際に，校名案が限定されないように応募条件（教育

紙についてであった。第１に，統合新校名の教育

理念等の条件）はつけないとの考えも示された。
部活動については，事務局から次のような見解が

理念，教育方針についてであるが，事務局は前回会
議で，
「校訓は『自彊不息』が良いと思っている。

示された。①中学校３年生には，長浜，長浜北両校

両校の歴史や思いが込められたものがよい」と述べ

が同じ内容で，８月の体験入学で説明する。②統合

ている。これを受けて，事務局より会議資料として

新校のコンセプトに文武両道の重視がある。特色

「長浜統合新校の校訓，教育目標，教育方針につい

ある部活動としてアメリカンフットボール，ホッ

て（案）
」が示された。内容は次の通りである。

ケー，弓道は存続させたが，特にグラウンド種目の

［校訓］：「自彊不息」（じきょうやまず）…休むこ

整理が必要となり，ソフトボール，硬式テニスは設

となく努力する

置しないこととしている。③文化部は，2016 年度

これは，両校の校訓を引き継ぐものであり，教職

以降に新たに設置することも可能である。④部活動

員，生徒双方に求めることができる校訓である，と

は，生徒の達成感も大きく，学校の活性化のために

説明されている。

非常に大きな要因となる。できるだけ多く部活動を

［教育目標］
：
「人格を陶冶し，自立と共生の精神を

設置し，生徒の選択肢を広げ，９割近くの加入率を
目指したい。⑤弓道部の練習場所は，長浜市にある

培い，社会に貢献できる人材を育成する」
会議資料に基づいて少し説明しておくと，「人格

弓道場の借用や，グラウンドに仮設の練習場所を設

の陶冶」とは「教育の普遍的な目標」であり，「自

けることも検討している。

立と共生の精神を培う」は「主体性と自主性から

さて，部活動については再編基本計画においても

『自立』へと導く。
『自立』を排他的な観点で捉える

再編実施計画においても，「部活動や学校行事など

のではなく，他者との関わりの中で，グローバル社

の集団活動の活性化」「部活動や学校行事などの充

会の中で，多様な価値観や考え方を認め合い，他者

実」という文言以外ほとんど書かれていない。滋賀

とともに生きていこうとする『共生』の精神と両立

県教育委員会が今回の県立高校再編において普遍的

させる」というものである。また，「社会に貢献で

な教育理念の１つとして「活力ある学校づくり（豊

きる人材の育成」とは「最終的には，それぞれの分

かな教育環境の提供）」を掲げ，部活動をその重要

野で，社会に貢献できる人材を育てる」ことである。

な要素としているわりには，あまりにも記述が少な

［教育方針］

すぎはしないだろうか。また，両計画とも「集団活

教育方針は，校訓や教育目標を具体化したもの

動の活性化」を謳っているが，事務局の説明からは

で，次の６点が示されている。

具体的な活性化の方向性が見えてこない。むしろ，

①「自己の可能性を追求し，高い目標に向かって努

グラウンド種目の整備の必要性によって部活動の種

力する姿勢を育む」：校訓を具体化したもので，

目が制限あるいは削減されるとの意向が示されてい

「何事においてもより高い目標に向かって努力

る。もしそうであるならば，再編基本計画や再編実

し，その姿勢が自己開発につながる」，とするも

施計画に書かれている，「部活動や学校行事などの

のである。

充実」「生徒に対し，時代に対応した豊かな教育環

②「自ら学び，考え，判断する力を持つ，自立した

境を提供する」
「多様な学び」という文言との整合

学習者を育成する」
：
「自主的，主体的な学習態度

性はどうなのか，との疑念が残る。
この２つの検討課題の他に，事務局側から「準備

の育成を目指す。あくまで，基礎基本の習得のあ
とに期待する学習態度である」
。

室では，新校の教育理念等の検討にあたっては，

③「自らを尊び，他人を思いやり，助け合う心を涵

『校訓』
『教育目標』
『教育方針』の三つに絞って検
討を重ねている」と，教育理念についての言及がな
された。

養する」
：教育目標の中の「人格の陶冶」
，
「共生」
を具体化したもので，「自分を大切にすることが
他人を大切にすることにもつながり，相互扶助
の共生社会を構築する。『自らを尊ぶ』は自分の
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持っている資質，能力を発見し育てることにもつ

名も『長浜』では吸収合併のイメージはぬぐいきれ

ながる」，とするものである。

ず，『長浜北』は何も残らないことになる」といっ

④「自らを律し，心身ともにたくましい生徒を育成

た否定的意見，および「旧の学校のイメージに支配

する」：「けじめのある生活習慣が文武両道を可能

されやすく，現在の学校を超えられない」という既

にする」。
⑤「グローバル社会において，高い志を持ち，主体

存の名前をつけることに対して疑問を呈する意見な
どが出された。

的に行動できる資質や能力を育む」：「若者たちの
内向き思考，同質化志向，周囲との摩擦や衝突を

［長浜北高校］
「100 年有余の伝統もあり卒業生も多い。応募数

避け自らを主張できない傾向から脱却し，グロー

を見ても，卒業生の『長浜北』への思いは強い」

バル社会を舞台にして，相手の意見をしっかり聴

「長浜市を代表する進学校のイメージが引き継がれ

き，自分の意見をはっきり主張できる人材を育て

る」「県の南部の人々も『長浜北』の歴史やネーム

る」というものであり，そのために「県のモデル

バリューは知っている」といった肯定的な意見が出

となる英語教育を展開する」，としている。

た一方で，
「
『長浜』と同じく旧校のイメージを超え

⑥「郷土を愛し，伝統・文化を尊び，地域の発展に

られない」「地理的には新校は長浜市の北ではなく

尽くそうとする態度を育む」：「グローバルな視点

南にある」といった否定的な意見も出された。

で学んだことを地域の活性化に生かしていく」と

［長浜開知高校］

いうことであり，これは，教育基本法第２条第５
項「伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんでき

「
『開知』は教育の志がわかるし，新校に対する大
きな期待という意味では良い校名」「長浜最初の小

た我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重

学校であり，原点に立ち返って，これからを見つめ

し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う

直すという意味があるような校名」「明治時代は教

こと」の精神を導入したものである。

育は長浜が一番だった。県下の教育を目指してほし
という意味を持つ校名」といった肯定的な意見が出

（４）第４回会議（2013 年 12 月 24 日）

た一方で，「過去に向かう感じ，古臭い感じは拭え

会議の主な内容は，統合新校の校名案についてで

ない」「文明開化の明治時代のイメージ。地域に密

ある。事務局は，懇話会の意見を最大限参考にした

着しているが，ベクトルが過去に向かい，未来に向

いとの見地から意見出しを求めた。これを受けて懇

かってというイメージではない」といった，アナク

話会委員から種々意見が出され，共通の要望として

ロ的なイメージに対する否定的な意見や，小学校の

「長浜」を残すこと，そして具体的に「長浜高校」

校名を新校名とすることに対する違和感が示された。

「長浜北高校」「長浜開知（開智）高校」を校名の候

［長浜ブライトン高校］

補とすることなった。

「新しいものに対する期待感は感じさせる。斬新
な校名」「教育目標に合致している。音の響きも良

（５）第５回会議（2014 年１月 24 日）
会議の主な内容は，前回に引き続き統合新校の校

く，生徒にも愛される校名」といった肯定的な意見
があったものの，
「ホテル名のイメージは拭えない」

名案についてであった。事務局から，３つの校名候

「公立高校のイメージではない」
「校訓の『自彊不

補以外に新たな校名候補があれば挙げるよう求めた

息』からは，かけ離れた校名」といった否定的な意

のに対し，懇話会委員から「長浜ブライトン高校」

見も出された。

「長浜桐豊高校」が候補にあがった。結果，懇話会
ではこの５案について意見交換がなされた。それぞ
れの校名に関する主な意見は次の通りである。
［長浜高校］

［長浜桐豊高校］
「高校の校章のデザインに桐が使われているとい
うこと。『豊』は豊かな心と体を育むという校名公
募の理由から良い」という肯定的意見に対して，

「
『長浜』は立派な名前で遜色がない」「分かりや
すく，大きな名前」との肯定的意見もあったが，そ

「豊臣秀吉のイメージが付きまとう。秀吉にはいろ
いろと思いを持つ人もいる」
「
『桐豊』に意味が読み

れに異議を唱える意見として，「長浜北の卒業生が

取れない。親しまれているのは旧長浜市内だけだ。

反対する校名」「新校は長浜高校の校地になり，校

浅井地域の人々の思いは違うはず」「現長浜市は浅
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井長政も輩出している」といった否定的な意見も出

９学級の総合学科を作っていくかについては，今後

された。

検討を重ねていきたい」と述べ，この段階では構想

今会議では５案について意見交換がなされたが，

が確定していないことを明らかにした。懇話会委員

懇話会委員にとって「長浜ブライトン高校」「長浜

からは，統合新校の校地となる彦根翔陽高校の増築

桐豊高校」は校名案として懸念される点の方が多
かったとの印象であった。

工事に伴う生徒等の安全面の確保に関する意見・要
望が多数出された。これに対して事務局は，「平成

ちなみに，「長浜統合新校応募校名一覧」による

28 年度再編スタートを目指しており，今年度に基

と，長浜統合新校の応募総数は 139 件，応募校名数

本設計を行い，平成 26・27 年度には工事に入る予

85 点であった。そのうち，「長浜北高校」29 点，「長

定で準備を進めているところ。工事車両と通学路の

浜開知高校」５点，「長浜桐豊高校」３点，「長浜高

安全面の確保が必要であるが，安全面については，

校」１点，「長浜ブライトン高校」１点であった。

建築課とも協議しながらしっかりと対応していきた
い」と答えている。また，計画上は対等な合併であ

２）彦根統合新校設置懇話会
まず，同懇話会のメンバーを見ておこう。委員は

ることから，跡地利用や彦根西高校の生徒や同窓会
への思いに配慮してほしい旨の発言もあった。

次の７人である。岡崎正彦（彦根市ＰＴＡ連絡協議
会会長）
，杉本定幸（彦根翔陽高校同窓会長），福渡

（２）第２回会議（2013 年７月 17 日）

努（滋賀県立大学人間文化学部准教授），藤田隆行
（彦根西高校同窓会長），宮野由紀絵（彦根西高校学

会議の主な内容は，①校名の選定方法について，
②部活動についてであった。まず，校名の選定方法

校評議員）
，八谷啓子（彦根翔陽高校学校評議員），

について，事務局は「在校生や保護者についても，

堀川英雄（彦根市企画振興部長）
。また事務局のメ

あくまでも一般公募で応募してもらうこと」や，

ンバーは次の３人である。小林庄司（統合新校開設

「応募条件を制約しない方向で実施」するとの見解

準備室長，彦根翔陽高校長），篁大英（統合新校開

を示した。また，「選定にあたっては懇話会の意見

設準備室参事，彦根西高校長），茶谷不二雄（滋賀

を尊重してもらいたい」との懇話会委員の要望に対

県教育委員会事務局学校支援課参事）。

して，事務局は，「公募で応募のあった校名につい

同懇話会は2013年度に５回会議が開催されたが，
主として各会議の「会議概要」に依拠してその概要
の内容を示しておきたい。

て懇話会から意見をいただいて，ある程度絞ってい
きたいと考えている」と答えている。
次に，部活動について，事務局は次のような見
解を示した。「平成 28 年度に新校に設置する部活動

（１）第１回会議（2013 年５月 15 日）

は，運動部 15 部と文化部 13 部を考えている」
「９ク

会議の主な内容は，①懇話会の位置づけと進め方

ラス規模の部活動数としては少ないのではという意

について、②滋賀県立高等学校再編基本計画および

見もあるが，例えばサッカー部については，現在活

同実施計画についてであった。まず，議題１の懇話

動実績がなく，練習場所の確保に課題が想定される

会の位置づけについては，「懇話会は，再編計画の

などの理由から設置しない方向で考えている」「新

円滑な実施に向けてご意見をいただく場であると，

たに部活動を設置することは，新校を開校した時点

ご理解いただきたい」との見解が事務局によって示

で検討すればよいという考えに立っている」「既設

された。

の部活動をなくすのは，顧問の配置や練習場所の確

議題２について，まず，事務局は統合新校の規模

保が課題となるためである」
。

および移行期における３校併置について，「統合新
校の９学級は，彦根市内の学校での進路保障を考え

私は，このような部活動に対する事務局の見解に
対して違和感を禁じえない。この件に関しては，

たもの。３校併置は県民説明会等で後輩のいない学

2012 年の滋賀県議会９月定例会（12 月３日）で彦根

校はよくないとの意見を踏まえたもの。他校の定員
を増やすことも検討したが，耐震工事や増築場所等

市選挙区選出の中沢啓子議員（民主党・県民ネット
ワーク）が質問し，河原教育長が答弁しているの

の問題があり難しいと判断した」と説明した。ま

で，まず，それについて見ておこう。

た，統合新校のビジョンについては，「どのような

［中沢議員］
：
「例えば，彦根の両校の場合，学級数
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は合わせた規模，つまり１学年９学級を維持すると

（３）第３回会議（2013 年９月 18 日）

していますから狭い敷地に２校の生徒が入ることと

会議の主な内容は，①統合新校の教育理念，教育

なります。グラウンドを初め，その他施設の狭小さ

方針について，②校名募集要項および校名応募用紙

はどのように対処していくのでしょうか。狭小かつ

についてである。前者についてであるが，事務局は

過密状態で，基本コンセプトである魅力ある学校づ
くりや活力ある学校づくり，あるいは学校行事や部

次のような見解を示した。「現在，子どもたちのた
めに，進学にも就職にも強く，さらに地元から信

活動などの取り組みを活発に行うことができる学校

頼されるよりよい総合学科の創設を検討している」

を実現できるとは考えにくいのですが，この点につ

「進学体制の中で特色化を図るのではなく，それぞ

いてのお考えをお伺いいたします」。

れの系列で特色が打ち出せるよう，全国の総合学科

［河原教育長］：「次に，３点目の，狭小な施設で魅

からも学びながら，どういう総合学科にしていくか

力と活力ある学校づくりができるのかとの御質問に

検討していきたい」。このような見解に基づいて提

ついてでございますが，彦根新校につきましては，

示されたのが，「教育の基本方針について（案）
」で

彦根翔陽高校校地に新たに設置する家庭系列の学習

ある（
「第３回会議資料」
）
。これには次のようなこ

施設や１学年９学級規模の総合学科での多様な学習

とが書かれている。

の展開を可能にする施設・設備の整備，また，長浜

［ミッション］：使命，存在意義，役割

新校につきましても，長浜高校校地に１学年８学級

①生涯学習：生涯にわたり学習する基盤を養い自己

規模に対応できる施設等の整備を行い，それぞれの
新校で想定される学校規模等に応じた必要かつ機能

実現できる能力の育成を目指す学校
②地域貢献：地域社会の構成者として明日を切り拓

的な教育環境の整備を進めることとしており，生徒
の幅広い学びを保障し，生き生きとした高校生活が
送れるよう，魅力と活力ある学校づくりに取り組ん
でまいりたいと考えております」。
この中沢議員の質問に対する河原教育長の答弁
は，具体性に乏しく，無難さを優先した理念的かつ
抽象的な答弁との印象は否めない（滋賀県議会本会
議での質問は事前通告制を採っているので，前もっ
てそのように答弁することが事務局側から求められ

く人材の育成を目指す学校
③進路実現：専門性や教養，学力の向上を図り，一
人ひとりの進路の実現を目指す学校
［コンセプト］
：概念，思想…新校におけるあらゆる
教育活動，学校生活に流れる基本的な考え方，思想
＊「いきいき・のびのび」学校生活，
「わくわく・
どきどき」学習活動
・部活動や学校行事，生徒会活動を通し，生き生
きとした学校生活を送る

ていたのかもしれないが）
。このような滋賀県教育

・伸び伸びとした学校生活，生き生きとした学習

委員会の部活動に関する見解は，懇話会第３回会議

活動を通し，秘められた（隠れた）自らの力（能

に「会議資料」として配付された「教育の基本方針

力）を見つけ（発見し），引き出し，活かしどん

について（案）
」にも示されているので，そこのとこ
ろで再度見ることにするが，私は，中沢議員が指摘

どん伸ばす
［教育理念］

しているように，狭小で過密状態が予想される校地

幅広い教養と確かな学力，専門性の向上を図るとと

で「いきいき・のびのび」した部活動ができるとは，

もに，規範意識や社会性などの育成を通し豊かな人間

想定し難い。ただ，部活動数が多ければ，それで

性を育み，社会に貢献できる逞しい人間を育てる

「豊かな教育環境」や「多様な学び」が担保されると

［ビジョン］
：目指す学校像

思っているわけではない。新校の設置状況に対応す

①生徒一人ひとりの学びのニーズに応える多様な学

る形で部活動数を精査・設置し，内容を充実させるこ
との方が重要だと思っている。しかし，長浜新校の

びのメニューを設けた普通・商業・家庭系列の総
合学科

場合と同じように，再編基本計画や再編実施計画に

②自ら選んだ系列の学習を通し幅広い教養や高い専

謳われている内容との整合性が問題になる。最初か
ら既存部活動の「制限あるいは削減ありき」では，

門知識を習得し，生徒一人ひとりの進路の実現を
図る総合学科

整合性がとれないのではないか。私は，そう思う。

③部活動や生徒会活動をはじめとする様々な教育活
動の中で生徒自らが「いきいき・のびのび」活動
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し生徒一人ひとりの力が発揮できる総合学科

（５）第５回会議（2014 年１月 29 日）

④基本的な生活習慣の確立や秩序ある生活指導など

会議の主な内容は，前回に続いて統合新校の校名

卒業後を見据えた指導を通し社会性や人間力を育

案についてであった。前回会議で校名候補が９つに

成する総合学科

絞られたが，今回はこれを踏まえ，新たな校名候補

［教育目標］
①幅広い教養と高い学力，専門的知識・技術の習得
と確かな進路の実現
②生徒一人ひとりの個性と人格の尊重および逞しい
人間の育成

があればそれを挙げ，さらに候補を絞り込む作業が
行われた。事務局は校名候補を絞っていくに当た
り，
「地名を冠する校名」
「両校の校名を合わせた校
名」「全く新しい校名」の３つのグループに分けて
意見を聞いた。その結果，最終的に「彦根芹川高

③現代社会に生きる豊かな人間性と強い心の育成

校」と「彦根翔西館高校」が校名候補となった（た

④社会に貢献できる明るい健康な人間の育成

だし，懇話会としては順位付けはしない）。両候補

［アドミッションポリシー］：求める生徒像

の懇話会の意見のまとめは次の通りである。

部活動や学校行事，生徒会活動などの「いきい

［彦根芹川高校］

き・のびのび」した学校生活，
「わくわく・どきど

①肯定的意見

き」する学習活動に自ら積極的に取り組み，秘めら

・統合対象両校が彦根の中心部を流れる芹川のほ

れた能力を発見し，それを引き出し，伸ばし，自ら

とりにあり，なじみがあること

の進路希望を実現しようと努力する生徒
以上が，第３回会議当日に配付された資料の内容

・新校が設置される彦根翔陽高校の所在地が芹川
町であること

である。ここには，進学体制においてではなく，普

②否定的意見

通・商業・家庭系列から構成される総合学科として

・彦根市以外の人からすると分かりづらい。狭い

の特性を全面に打ち出した教育の基本方針が示され

地域の名前

ている。もともと彦根西高校も彦根翔陽高校も進学

［彦根翔西館高校］

校として位置づけられていたわけではないので，こ

①肯定的意見

の基本方針は妥当であろう。ただし，繰り返しにな

・両校の名前を一文字ずつ引き継ぎ，両校の伝統

るが，統合新校は１学年９学級の県下有数の大規模

や歴史を次の世代に語り継いでいくことが表さ

校であり，１学年４学級あるいは５学級のもとで
行われていたこれまでのきめ細かな学習活動（例え

れている校名になっていること
・みんなの学びの館という意味合いの「館」を付

ば，彦根西高校で実践されてきた「学びの共同体」）

けることは，県内の校名としては新鮮。音の響

や学生生活がどこまで実現可能なのか疑問の残ると

きも良い

ころではある。

・
「翔」は昇る朝日，
「西」には沈む夕陽を連想さ
せ，この学びの館でかけがえのない高校生活

（４）第４回会議（2013 年 12 月 25 日）
会議の主な内容は，統合新校の校名案についてで

を，一日一日有意義に過ごしてほしいという願
いが込められている

ある。この会議では，校名案の絞込み作業が行われ

②否定的意見

た。懇話会委員からさまざまな意見が出されたが，

・単に両校の校名を合わせただけと思われる

「彦根」が付いた校名がよいとの意見が多く出され

ちなみに，「彦根統合新校応募校名一覧」による

た。具体的には，「彦根芹川」「翔陽」「翔西館」
（「彦

と，彦根統合新校の応募総数は 116 件，応募校名数

根」を冠することも含めて考える）
「彦根旭」「彦根
彩華」「彦根清翔」「彦根西翔学館」「彦根中部」「彦

は 92 点であった。そのうち，「彦根芹川高校」７
点，「彦根翔西館高校」０点であった（ただし，類

根飛翔」などが候補として挙げられた。

似の校名として「彦根西翔学館」１点，彦根翔西高

これを受けて，次回会議でさらに絞り込むことに
なった。

校」１点，
「翔西館高校」１点，
「彦根西翔高校」１
点）。
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４．まとめ

比較して 120 人（３学級）の減員，定時制課程およ

滋賀県教育委員会は，2014 年３月 24 日に長浜と

び通信制課程は，それぞれ昨年度と同じ 320 人で

彦根の両統合新校の校名案を発表した。発表による

ある。ちなみに八日市高校普通科が 40 人増員，

と，長浜統合新校は「長浜北高校」，彦根統合新校

北大津高校普通科，玉川高校普通科，野洲高校普

は「彦根翔西館高校」とするとある。前者は「両校
の名が息づいており，両校の良き伝統や成果などを

通科，長浜農業高校農業科が 40 人減員となって
いる。滋賀県教育委員会は，
「募集定員は，中学

継承しつつ，力を合わせ，さらなる高みに向かって

校卒業予定者数や進学志望の動向，学校施設の状

取り組んで行く，出発への決意を表してい」る，な

況などを勘案して決定」したとしている。

どとしている。一方，後者は統合前の両校の歴史や

５）
「滋賀県立高等学校再編計画（案）に係る『説明

伝統を引き継ぐ意味を込め，それぞれの校名から１

会』および『県民政策コメント』における意見等

字ずつを取った。館の文字が新鮮であり，音の響き

に対する考え方」（滋賀県教育委員会 12 月臨時教

もよい，などとしている。いずれも，統合新校設置

育委員会に配付された資料）
。

懇話会が示した複数の案からそれぞれ選んでいる。

６）
『滋賀県広報』2014 年４月 1 日，号外（６）
。

滋賀県教育委員会としては妥当な案を校名として選

７）
「長浜統合新校設置懇話会第１回会議概要」
（2013

択したと評価したい。統合新校の校名は，2015 年

年５月 23 日開催）p.2。彦根では，「懇話会は，再

２月の滋賀県議会２月定例会において「滋賀県立学

編計画の円滑な実施に向けてご意見をいただく場

校の設置および管理に関する条例」の改正を経て，
正式に決定する見通しである 14）。

である」との見解を示している（
「彦根統合新校
設置懇話会第１回会議概要」
〔2014 年５月 15 日，
p.2〕
）
。
８）長浜統合新校設置懇話会会議概要（第１～５回）

註

に記載。

１）
『しが彦根新聞』2012 年 12 月 24 日付。

９）将来の国際的な科学技術関係人材を育成するた

２）
「
『滋賀県立高等学校再編計画（案）』に対して提

めに，先進的な理数系教育を実施する学校として

出された意見・情報とそれらに対する滋賀県教育

文部科学省が指定し，学習指導要領によらないカ

委員会の考え方について」（滋賀県教育委員会 12

リキュラムの開発・実践や課題研究の推進，観

月臨時教育委員会に配付された資料）
，
『滋賀民報』

察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習等

2013 年 1 月 13 日付。滋賀県議会の 2014 年２月定

を行う取組。現在，滋賀県では膳所高校，彦根東

例議会に，耐震化の推進および統合新校建設のた

高校，虎姫高校が指定されている（「魅力と活力

めの資金として 32 億円余りが計上された（滋賀県

ある県立高等学校づくりに向けて─滋賀県立高等

議会 正副議長の記者会見：2014 年２月 10 日）。

学校再編実施計画─」滋賀県教育委員会，2012

また，滋賀県議会は 2015 年２月 17 日の定例議会
で．統合新校「彦根翔西館高校」（仮称）の校舎
建設費 16 億 920 万円を支払う契約を即日採決で可
決した（『毎日新聞』2015 年２月 18 日付）。
３）第二次提言には，次のように記されている。
「教育の機会均等等を図る意味でも，最低でも地

年 12 月，p.5）
。
10）拙稿「滋賀県教育委員会の県立高校再編計画
（案）
」
『人間文化』第 37 号，2014 年 10 月。
11）
『京都新聞』2012 年９月 27 日付。
12）拙稿「滋賀県教育委員会の県立高校再編計画
（案）
」
『人間文化』第 37 号。

域内の中学卒業予定者数を基本において，地域内

13）滋賀県教育委員会は再編実施計画で，
「中学校

での定数を必ず確保されたい」（長浜市・長浜の
未来を拓く教育検討委員会『魅力と活力ある高等

卒業予定者数や進学志望の動向などを踏まえ」と
いう条件をつけてはいるが，「地域ごとの定員を

学校づくりに向けて─滋賀県立高等学校のあり方
に関する提言（第二次提言）─』
2012年９月，
p.3）
。
４）滋賀県教育委員会は，2015 年度の県立高校第１
学年の募集定員を次のように決定した。全日制課

確保」すると明記している。
14）
『毎日新聞』2014 年３月 25 日付，『しが彦根新
聞』2014 年３月 26 日付，
『朝日新聞』2014 年３月
28 日付，
『近江毎夕新聞』2014 年４月２日付。

程は，募集定員 10,560 人（264 学級）で，昨年度と
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河

かおる

人間文化学部国際コミュニケーション学科

１．はじめに

SH 氏証言は、既に長野県強制労働調査ネット

本稿では、33 号、34 号、36 号に引きつづき、滋

ワークにより 2013 年に発行された『韓国聞き取り

賀県に強制動員されていた生存者の聞き取り調査結

調査報告』という冊子にＡ４で８頁にわたり詳細が

果を報告する。ただし、今号掲載の聞き取りは筆者

掲載されている。調査は通訳を介して行われ、冊子

が直接行ったものではなく、長野県強制労働調査

に掲載された記録は通訳を介して伝えられた日本語

ネットワークが、筆者と同様に韓国の政府機関「対

の内容によるものであるという。そこで筆者は、同

日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者

冊子の記録も参照しつつ、聞き取り調査当時の録音

等支援委員会」
（以下、「韓国支援委員会」）の協力

記録の提供を受け、SH 氏が韓国語で話す内容を改

を得て実施した調査結果の一部である。

めて直接聞き取り、本稿をまとめた。

２．経緯

が、本稿ではこれまでと同様の方式でイニシャルを

なぜ、長野県強制労働調査ネットワークの調査結
果の一部をここで取り上げることになったのか、そ
の経緯を説明する。

なお、同冊子では SH 氏の実名が書かれている
用いることとする。

３．留守名簿

同ネットワークは、長野県内の朝鮮人強制連行

SH 氏の創氏改名された名前（以下、
「創氏名」）

に関する３団体（松代大本営の保存をすすめる会、

が掲載されている名簿がある。「昭和二十年五月一

松本強制労働調査団、平岡ダムの歴史を残す会）に

日

よって構成されるネットワークで、「韓国支援委員

隊」および、「昭和二十年五月二日

会」の協力の下、2011 年 11 月～ 2012 年 11 月にかけ

ウ名簿

て、長野県に関係があると思われる韓国在住生存者

る名簿１ である。同名簿には、SH 氏を含め本籍地

13 名から聞き取りを行った。ところが 13 人の証言

を朝鮮とする約 250 名が掲載されている。1993 年に

者の一人 SH 氏の証言が、長野県ではなく滋賀県に

日本政府より韓国政府に提供された強制連行関連名

連れて行かれたという内容であった。

簿類に含まれる、陸軍の「留守名簿」114 巻の一部

2013 年３月 30 日、東京で開催された第６回強制

第二中隊アイウ名簿

第五農耕勤務隊第二中
新入隊兵アイ

第五農耕勤務隊第二中隊」という表紙のあ

である２。

動員真相究明全国研究集会で、長野県強制労働調査

名簿には、以下の各項目を記入するように罫線

ネットワークの原英章氏が調査報告をし、やはり

が引かれている。①「編入年月日」
、②「前所属及

報告者として参加していた筆者も SH 氏証言内容を

其編入年月日」、③「本籍地（在留地）」、④「留守

知った。その後、2014 年３月 15 日に京都で開催さ

担当者名（住所、続柄、氏名）
」
、⑤「徴集年」
、⑥

れた第７回強制動員真相究明全国研究集会で原英章

「任官年」
、⑧「役種兵種官等並等給級俸月給額発令

氏と再会した。
関西に来た原氏を交えて、SH 氏の証言について

年月日」
、⑨「氏名

生年月日」
、⑩「留守宅渡ノ有

無」
、⑪「補修年月日」
。

検証するため、会合をもった。松代大本営の保存を

このうち、①欄には年月日ではなく通し番号が

すすめる会の会員で、長浜市在住の水田誠氏が声を

「252」から「495」までアラビア数字で書き込まれ

かけてくださり、『本土決戦と滋賀』（サンライズ出

ている。⑥、⑩、⑪欄は全て空欄になっている。⑤

版、2014 年）などの著作がある水谷孝信氏、そして

「徴集年」は全て「昭和 19」とされており、③「本

筆者が集まった。後述のとおり、結局、SH 氏の所

籍地」は全て朝鮮の地名で、忠清南道（SH 氏の出

属部隊の駐屯場所等は特定できなかったが、証言内

身地）と平安北道が大半、江原道が時々見られる。

容が事実であれば、これまで知られていない空襲被

②「前所属及其編入年月日」欄は、SH 氏を含む

害を証言するものとなるため、改めて河が録音記録

ほぼ全てが「歩第七七聯隊補

を聞き直すこととなった。

と書かれている。⑧「役種兵種官等並等給級俸月給
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額発令年月日」欄は、SH 氏を含むほぼ全てが「一

り３第五農耕勤務隊の一部が滋賀県にも派遣された

補・歩二

ことは分かっている（滋賀県のどこかは定かではな

昭二〇・三・一一」と記されている。

頁の最後に②欄の記載が「京城師管区工兵補

昭

い）。水谷孝信（2009）に、大郷内湖での干拓作業に

二〇・五・一四」という「新入隊兵」の情報が 1 ～

「第五農耕隊勇士」が来ていたことを伝える『滋賀

4 名分書き足されている頁があり、それらについて
は⑧欄の発令年月日も 5 月 14 日となっている。

新聞』記事および朝鮮人の「農兵さん」に関する地
元民の回顧が紹介されているが、第何中隊かは不明

⑨「氏名

生年月日」欄は、創氏名が記入され、

である。

生年は「大正一三」が大半で、一部「大正一二」と

ところで SH 氏は第二中隊の所属であり、第二中

読める者がある。判読しにくいが、大正 12（1923）

隊の全部もしくは一部も長野県ではなく滋賀県に派

年は 12 月生まれのみ、大正 13（1924）年は１～ 11 月

遣されていたことになる。このことは、SH 氏への

生まれのようなので、第１回徴兵検査対象者から

聞き取り調査で初めて分かったことである。

成っていると推測される。

第五農耕勤務隊の「留守名簿」を分析した金廣烈

以上から、SH 氏を含む第五農耕勤務隊第二中隊

（2010）によれば、第二、三、四中隊は、他の中隊

所属の朝鮮人兵士は、第１回徴兵検査の対象となる

に比して人員が少なく、朝鮮人のみが記載されてい

生年月日であり、1944 年４～ 8 月にかけて実施され

て日本人の記載が無いという。確かに第二中隊の名

た第１回徴兵検査後、第一補充兵となって 1945 年

簿は筆者も確認したが、日本人は１名の記載がある

３月に召集され、歩兵第 77 聯隊（平壌）で訓練を受
け補充隊に編入、日本へ渡り、第五農耕勤務隊第二

のみである。
また後述のように、SH 氏は自身の任務内容は開

中隊に５月１日に配属されたと推測される。

墾・農耕ではなく防空監視であったようだ。塚崎
（2004）は、農耕勤務隊は開墾・農耕だけにあたっ

４．第五農耕勤務隊

ていたわけではなく、状況によっては飛行場建設や

次に SH 氏が配属された第五農耕勤務隊につい

道路建設などの土木作業に当たらされていたようだ

て、既存の研究でわかっていることを確認してい

と指摘しているが、SH 氏のケースもそれにあたる

く。なお、徴兵された朝鮮人による「農耕隊」全般

のかもしれない。

については、拙稿「滋賀県における朝鮮人強制動員
の記録⑴」
（
『人間文化』33 号、2013 年３月）に書い
たので重複は避ける。

５．SH 氏への聞き取り調査結果概要
以上を踏まえ、SH 氏への聞き取り調査結果を見

塚崎（2004）によれば、1945 年１月 30 日、軍令陸

ていく。調査は、2012 年 11 月 14 日午前に、約１時

甲第 16 号「農耕勤務隊臨時動員要領」が出され、

間半にわたって、忠清南道唐津郡にある SH 氏のご

食糧用だけでなく航空機の代用燃料を生産するため

自宅で行われた。調査者は、長野県強制労働調査

に農耕勤務隊を編成し、初期は日本人をもって充て

ネットワークから北原高子氏、近藤泉氏、原英章

るが、1945 年４月下旬以後、陸軍糧秣本厰長が朝

氏、朴貞雅氏（通訳）である。調査は通訳を介して

鮮軍司令官と協議して朝鮮人「兵士」約 12,500 名を

行われた。以下、話が重複・前後している部分等を

もって交代させるとされた。結果、農耕勤務隊は第

時系列に再構成し、SH 氏の述懐内容の概要を□で

一から第五まで編成され、一隊につき 2500 名の朝

囲って示した上で、補足説明などを加えていく。な

鮮人が配属、一隊は 10 の中隊からなり、一中隊は

お、地名等、SH 氏が日本語で発言した用語（地名

朝鮮人 250 名に日本人 50 名が標準とされた。「動員

以外）はカタカナで示し、（

要領」によれば、一中隊に与えられる武器は銃剣
15本で、日本人の下士官以上にしか与えられなかっ

することとした。
〔

たとみられる。

１）出生から召集まで

第五農耕勤務隊も 10 中隊からなり、長野県の上
伊那、下高井、北佐久などに展開しており、全中隊

名前は SH です。倭政〔日本の統治下のこと〕の
時は貞村○○〔創氏名〕でした。うちの一族はみな

の「留守名簿」が残っている。さらに第八中隊の

貞村になりました。生年月日は 1924 年 11 月 25 日で

表紙には「長野地区

す。〔忠清南道唐津郡順城面〕楊柳里、今と同じと

滋賀地区」と明記されてお

）で漢字表記を補足

〕は筆者による補足である。

人間文化● 63

滋賀県における朝鮮人強制動員の記録⑷ ─韓国における生存者の聞き取り調査より─

ころで生まれ育ちました。農家の３人兄弟の長男で

私は１期生ですがしばらくすると２期生、３期生も

す。母が病気だったので18歳で早めに嫁をもらい、

来ました。

20 歳の時には長男も生まれました。その息子もも

訓練の命令は全部日本語でした。ゴチョウ〔伍

う 71 歳です。

長〕が命令するんです。赤地に金色の線が入って星

生年月日は、前述の「留守名簿」では 11 月３日
となっており、異なるが、創氏名、住所、「留守担

が三つ。その上に中隊長、大隊長などいました。名
前は覚えていません。日本人です。日本語はつっか

当者」としての父の名前などが全て「留守名簿」と

えながらもなんとかできて、命令ぐらいはわかりま

一致しており本人に間違いない。

した。

初等教育を受けたかどうかについてのやりとりが

合徳面（現・唐津市合徳邑）は、SH 氏が住んでい

ないので不明だが、他の質問で「字の読み書きがで

た順城面の隣の面（村）で、唐津郡南東部の中心地

きた」
「日本語による意思疎通はできた」というや

だったが、鉄道の駅は無かったので、おそらく唐津

りとりがあることから、公立普通学校で初等教育を

郡で召集された者が合徳に一度集結し、そこから天

受けていた可能性が高い。だとすると、1932 年開校

安駅へ行き、平壌まで鉄道で向かったと思われる。

の順城普通学校（４年制） に入学したと推測される。

「平壌の 44 部隊」について見ていく。厚生省援護

〔召集〕令状が来て、徴兵１期生として徴兵され

局「陸軍北方部隊略歴（その５）
」
（昭和 38 年３月）５

ました。1924 年生まれは皆そのときに徴兵された

によれば、1944 年４月に第三〇師団の南方転用に伴

んです。同じ村から４人が徴兵されました。このう
ち１人は戻りませんでしたが、あとは戻って来まし

い、その隷下にあった歩兵第 77 聯隊は歩兵第 77 聯
隊補充隊となった。平壌師管区歩兵第二補充隊（歩

た。戻ってこなかったのは李○○と言います。鳳巣

兵第77聯隊）の通称号が「朝第44部隊」である。
「朝

里の人です。別の部隊だったのでどうしたのか知り

第 44 部隊」は 1945 年２月 28 日、軍令陸甲第 34 号に

ませんが、戻って来ないので死んだのだろうと思っ

より臨時動員が下され、同年４月７日、平壌におい

ています。

て歩兵第 77 連隊補充隊を基幹として編成完結、同

４

戻ったのも、もう皆〔年老いて〕死んでしまって
生きているのは私だけです。〔第二中隊の留守名簿
を見て〕この人も同じ楊柳里の人です。一緒に滋賀
県に行きました。

地区の警備ならびに「他地域への人員の補充等に従
事」とある。
同時期に第四農耕勤務隊に所属し愛知県に来てい
た金致麟氏も、平壌の「第 44 部隊」で訓練を受け

〔出征の時は〕１期生だから村で大歓送してもら

たと証言している６。金致麟氏も 1924 年生まれの徴

いました。長男であり夫である私がいなくなって、

兵１期生で、1945 年１月に召集され、平壌の「第

残された家族は大変だったと思います。

44 部隊」に入ったという。ここで午前と午後各３

徴兵検査を受けた時期や、甲種、乙種などの検査

時間、隊列訓練を約２ヶ月間受け、４月３日に非常

結果、召集令状を受け取った時期などについてのや

呼集を受けて平壌から列車（貨車）に乗せられ、一

りとりは無いので不明である。おそらく、1944 年

週間後に釜山に到着した。そのまま関釜連絡線に乗

４～８月にかけて実施された第１回徴兵検査を受

せられ、下関に直行、再び軍用列車に長時間乗せら

け、第一乙種合格して第一補充役となり、1945 年

れた。第四農耕勤務隊に所属し愛知県碧海郡依佐美

３月頃に召集されたと推測される。

村野田地区に行った。宿舎は野田国民学校で、ムギ

２）平壌での訓練

の刈り入れや田植え、開墾、水路掘りをした。

合徳で一晩泊まり、そのまま列車で平壌へ向かい

SH 氏は「44 部隊」では日本人もいたと証言して

ました。召集されて平壌の 44 部隊に入りました。
平壌では約３ヶ月間、訓練を受けました。大きな軍

いるが、
「戦友会データベース」７ によると同部隊
の戦友会が愛知県にあるので、確かに日本人がいた

靴をはいて、砂袋を脚に付けて走る訓練など。足か

ようだ。「しばらくすると２期生、３期生が来た」

ら血が出るほどでした。とても大変でした。
日本人も配属されていて、全部で 400 人ほどで日

というのは、第２回目の徴兵検査が 1945 年２月か
ら時期を繰り上げて実施され（５月まで）、３月か

本人と韓国人は半々ぐらいでした。チャンポンで

ら現役徴集がなされた（塚崎 2004）ので、それを指

す。韓国人は平安南道の出身の人が多かったです。

すのかもしれない。もしくは、33 号でとりあげた
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HK 氏のように４月頃入営した第１回徴兵検査の第

寝泊まりしていました。人はまばらで、女、子ども

一補充兵もいたようなので、そのことかもしれない。

しかおらず、畑作ばかりのところでした。貯水池で
魚を捕って食べました。湖からも近かったです。

３）渡日、滋賀県へ

食料は飛行機で補給されるはずなのですが、空襲

平壌で訓練が終わったら北満州に行くと思ってい
たのに、滋賀県に行くことになりました。平壌から

警報が鳴ってなかなか届かず、とにかくひもじい
思いをしました。豆ばかり食べたときもありまし

釜山まで列車で行き、釜山からは連絡船で下関へ行

た。食料は決まった場所に落とすようになっていた

きました。人数は数百人、たぶん５～ 600 人ぐらい

のです。滋賀県では空腹がいちばん大変でした。

だったと思います。たくさんいました。

近くに農家があっても〔部隊の人数に比べて農家の

下関では B29 が飛んできて空襲警報が鳴り続け

数が？〕少ないから〔飛行機で補給を受けたと思

ていて、そのせいだと思いますが夜に列車で移動し

う〕。食べものを探しに部隊を出る者もいて、見つ

て滋賀県に向かいました。私は二中隊三小隊に属し

かるとひどく罰せられました。訓練は平壌での訓練

ていました。

のほうが大変でした。

平壌を離れ釜山、そして下関へ向かった時期につ

20 ～ 30 人で一小隊、小隊長は日本人、九九式の

いてのやりとりは無いので不明であるが、先に見た

銃がありました。馬はありません。私はセントウボ

金致麟証言や、以下に見る速水証言等に照らし、４

ウ〔戦闘帽〕にアカイのに星一つ、二等兵でした。

月ではないかと思われる。
第五農耕勤務隊第一中隊を率いた速水勉氏の証

韓国人と日本人混合の５人一組、２時間交代で、
歩哨にたちました。日本人は年上でした。地面に

言 ８ によれば、第五農耕勤務隊は 1945 年２月に編

掘った穴から空を見て、飛行機の数や方向等を報告

成され、４月に朝鮮から兵隊が来るまでの２ヶ月

することが任務でした。

間、滋賀県和邇村で 50 名の下士官、兵と共に女学

歩哨と訓練の合間には近所の農家の田植えを手

校の夏季宿舎に合宿して水田の高畝栽培の練習を

伝ったりはしましたが、農耕隊ではありません。鍬

した。４月 23 日、速水氏を含め、各中隊から３名

や鋤を与えられてもいません。

合計 30 名が釜山まで「半島兵受取り」に向かった

韓国人の兵隊は皆もともと農家だから、田植えな

が、途中、前をゆく連絡船が魚雷でやられたとい

んかうまいですよ。日本の婦人は親切で、ニギリメ

う。４月 30 日に釜山で朝鮮兵 3000 名を受取り、10

シをくれるのでありがたくいただきました。

中隊に 300 名づつ配分し、速水氏の第一中隊は５月
４日に長野県北佐久郡に帰着した。
また塚崎昌之（2007）によれば、朝鮮軍が４月７
日付けの電報文で船舶司令部に輸送船の手配を依頼

B29 が飛んできて空襲警報がしょっちゅう鳴って
いました。防空壕は最初から掘ってあって、自分た
ちは掘っていません。警報が鳴ると防空壕に入っ
て、解除されるとまた出ました。

したが、その中に農耕勤務隊 13000 名を４月下旬に

夜の歩哨にたっている時、近くのまちに夜通し爆

輸送を希望するという内容が含まれている。速見証

撃があり、明かりがみえました。湖から離れた場所

言とも符合する。

のまちです。

以上の内容と、先にみた SH 氏の創氏名が掲載さ
れた第二中隊の「留守名簿」編成の日付（５月１、

ふるさとに手紙を書けと言われて何回か書きまし
たが、向こうからは手紙は届きませんでした。

２日）からみて、SH 氏の所属した第二中隊もこの

調査者は、「第五農耕勤務隊」と書かれた名簿も

速水証言の第一中隊と同じように動いたと思われ

SH 氏に見せながら、開墾などの作業をしていな

る。おそらく下関から名古屋までは第五農耕勤務隊
の 10 中隊とも一緒に列車で移動し、名古屋で分散

かったのかと、表現を変えて何度も質問したが、
SH 氏は暇を見て田植えを手伝った以外は農作業は

したのではないか。

していないし開墾もしていないと答えた。ではどん

４）滋賀県での任務

なことをしていたのかと問ううち、防空監視のよう
な任務を行っていたことが聞き出せたという流れで

私がいたところは皆が滋賀県だと言うので滋賀県
だと知りました。山の中の三階建ての中学校校舎に

ある。
滋賀県県政史料室編（2013）によれば、1943 年時
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点で県下には 22 箇所の防空監視哨が置かれていた
という。県政史料室に水田誠氏が問い合わせて入手
した「滋賀県防空監視哨配置並防空通信系統図」
（昭
和 14 年）には 26 箇所の監視哨が図示されている。
また、清水啓介（2011）９には、22 箇所の監視哨と大
津監視隊本部、米原監視隊本部の所在地や実地調査
結果がまとめられている。
これらの資料をつきあわせ、SH 氏の証言する条
件と一致しそうな防空監視哨があるか、検討してみ
る。まず、SH 氏の証言では建物の中での防空監視
ではなく、地面にもぐってと述べていることから、
聴音壕がある次の 4 箇所に絞られる。
土山防空監視哨（甲賀市土山町）
鏡山防空監視哨（蒲生郡竜王町）
大瀧防空監視哨（犬神郡多賀町）
賤ヶ岳防空監視哨（長浜市木之本町）
このうち、琵琶湖が近い、山がち、人里離れてい
るなどを考慮すると、賤ヶ岳防空監視哨が最も条件
にあてはまる。清水啓介（2011）によると、賤ヶ岳
防空監視哨は、賤ヶ岳の一番高いところにあり、木
造平屋の上に見張り台があり、下は事務所で、素掘
りの聴音壕があったが屋根は無かったという。
賤ヶ岳であれば、７月 12 日の敦賀空襲や同 29 日
の大垣空襲を目視できたと思われ、その点でのつじ
つまは合う。長野県強制労働調査ネットワークによ
る調査報告冊子では、目撃した空襲が「琵琶湖の向
こう側」とされており、確かにインタビューでもそ
のように通訳されているが、SH 氏自身の発言だけ
聞き直すと、「湖のほうじゃなくて、離れたところ」
というような表現になっている。つまり、琵琶湖越
しに離れたところとも解釈できるが、琵琶湖と反対
側に離れたところとも解釈できるような話し方であ
る。必ずしも琵琶湖の対岸に空襲を見たわけではな
いという前提で聞き直すと、「夜通し空襲」などの

そうである。
死ぬ思いをしたこともありました。ある日、宿泊
していた２階で朝食を取っていたら、米国のカンサ
イキ〔艦載機〕が窓から機関銃で撃ってきて、うち
の部隊で 30 人ぐらい亡くなりました。亡くなった
遺体をどうしたかは知りません。
水谷孝信（2014）は、この証言を引いて、これが
事実なら「県下最大の被害となる」と指摘してい
る。ますます「どこにいたのか」を特定したいが、
残念ながら決定打が無い。
５） 原爆投下後の広島を経て、帰郷
解放〔日本の敗戦〕は知らされないまま、トラッ
クで 200 人ぐらいが広島に連れて行かれ、そこで残
骸の片付けや、つまった穴〔下水などか？〕の復旧
などをしました。遺体もたくさんあってひどかった
です。遺体の処理は担当ではありませんでした。
〔惨状を見て日本が負けたと思わなかったかと問
うと〕そこに落とされた爆弾が原子爆弾だというこ
とは韓国に戻ってから知ったんです。だから普通の
空襲と思っていたし、敗戦も知らされないから日本
が負けたかどうか、知らされるまでわかりませんで
した。
20 日ぐらいしてようやく中隊長から〔日本が〕
無条件降伏したと、解放を知らされ、解散になって
下関に向かいました。６人一組となり、部隊から
鍋、米、豆を与えられました。汽車賃、船賃はかか
りませんでした。
下関ではギョライ〔機雷か？〕をすくい上げないと
いけないというので待たされて、半月ぐらいしてよう
やく船に乗ることができました。下関から釜山まで８
時間ぐらいかかりました。早かったほうですよ。
釜山から天安まで列車に乗って行って、天安から
は唐津郡でトラックを出してくれて、それに乗って

条件にあうのは、県内の空襲ではなく敦賀や大垣の

帰りました。

空襲ではないかと考えられる。その点でも賤ヶ岳の
可能性が高いように思われる。

第一中隊では、朝鮮人兵士たちをどうやって帰国さ

ただし補給物資が飛行機で運ばれたというのは、
どの場所だったとしても疑問で、その点を調査者も
何度も確認しているが、SH 氏は確かに飛行機で補
給されたと答えた。また宿舎とした学校がどこかも
特定が難しい。学校自体が山の中にあるような話し
ぶりだが、次に述べるように機銃掃射の標的になっ
たことからも、山中にある廃校というわけでもなさ

66

●人間文化

先に見た速水氏の証言によると、第五農耕勤務隊
せるか、
「一番困った」としている。
「方法は中隊ご
とに異なっていた」とされ、ある中隊では中隊長代
理をしていた日本人少尉が、朝鮮人兵士の「反乱」
を治めきれずに自殺したというエピソードも紹介さ
れている。結局、第一中隊では、新潟から船を出す
ことも検討したが上手くいかず、中隊長の判断で９
月 17 日に解散帰国させることとし、汽車に乗せて
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西に向かわせたという。

比叡山「桜花」基地』サンライズ出版

本誌33号掲載の HK 氏の証言では帰国は秩序だっ
ていたとした反面、34 号掲載の KJ 氏は無秩序だっ
たとしていたように、朝鮮人兵士の引揚のパターン

【註】

は一様ではなかったようである。SH 氏は、日本の
敗戦を知らされないまま、第二中隊全体で原爆投下

１

後の広島までトラックで移動し、そこで作業をさせ

２

られた後に下関から帰国したようである。

長野県強制労働調査ネットワークの原英章氏よ
りご提供いただいた。
국가기록원（国家記録院）
「명부소개（名簿紹
介 ）」 일 제 강 점 기 피 해 자 명 부（ 日 帝 強 占 期 被
害者名簿）
（http://theme.archives.go.kr/next/

６．おわりに

collection/viewJapaneseIntro.do）
。

「２．経緯」でも述べた通り、SH 氏の証言録音

３

塚崎昌之氏よりご提供いただいた。第九中隊に

記録を改めて聞き直したが、細かいところでは通訳

は、他の中隊と異なり表紙が無く、第八中隊の表

を介して伝えられた内容と少し異なる部分があった

紙にある「長野地区

ものの、それほど決定的な情報は得られず、結局、
SH 氏の所属部隊の駐屯場所は確定できなかった。

で含む可能性もあるとのご教示をいただいた。
４

戦争当時を知る証言者に出会うことは年齢的に極

現、順城初等学校。忠清南道唐津郡順城面鳳巣
里 59。

めて困難な上に、「韓国支援委員会」の業務縮小に
伴い、対外協力が行われなくなったため、筆者や長

５

野県強制労働調査ネットワークによるような生存者

６

聞き取り調査は、事実上最後の機会となった。少な
い人数ではあったが、2012 年に調査を行うことが

滋賀地区」が、第九中隊ま

JACAR（ ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ ー）Ref.
C12122429700。
金致麟「
『農耕隊』の名で強制連行」
『統一評
論』468 号、2004 年 10 月。

７

できて良かった。

戦友会研究会「戦友会データベース」
（http://
www.senyuken.jp/database/）
。

ご協力いただいた全ての方々に感謝するととも
に、今後も滋賀県における朝鮮人戦時動員や在日朝

８

雨宮剛（2012）に掲載。

９ 水田誠氏が入手しコピーのご提供をいただいた。

鮮人の歴史を紐解くことに努力し続けたい。
【参考文献】
雨宮剛編著 ,2012,『もう一つの強制連行 ─ 謎の農
耕勤務隊 ─ 足元からの検証』私家版
金廣烈 ,2010,「1945 년 전반의 日本陸軍

農耕勤務

隊와 피동원 한인 ─ 나가노（長野）현 배치 부대
를 중심으로」『韓日民族問代研究』19
滋賀県県政史料室編 ,2013,『公文書でたどる近代滋
賀県のあゆみ』サンライズ出版
清水啓介 ,2011,『防空監視哨調査』私家版
塚崎昌之 ,2004,「朝鮮人徴兵制度の実態 ─ 武器を
与えられなかった『兵士』たち」『在日朝鮮人史
研究』34
──── ,2007,「1945 年 4 月 以 降 の 日 本 へ の 朝 鮮
人強制連行 ─ 朝鮮人『兵士』の果たした役割」
『戦争責任研究』55
水谷孝信 ,2009,『湖国に模擬原爆が落ちた日 ─ 滋
賀の空襲を追って』サンライズ出版
──── ,2014,『本土決戦と滋賀 ─ 空襲・予科練・
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■人間文化セミナー
☆演題☆

大陸から移動してきた人たち
と

き：平成 27 年 ２ 月 ３ 日㈫ 16：30 〜 18：00

場

所：滋賀県立大学 A7-101教室

対

象：学生・教職員および一般

講

師：中橋

孝博氏（九州大学

名誉教授）

弥生時代は文化的な激変期であり、日本の文化、
社会の大きな変換点であった。しかも、全国各地で
の遺跡から出土した、縄文時代と古墳時代の人骨の
間に明確な違いのあることが明らかになり、弥生時
代が社会文化のみならず人の形質についても大きな
画期であったことがわかってきた。
今回のセミナーでは、縄文時代～弥生時代の移行
期における、いわゆる渡来人問題について講義して
いただいた。講演はアフリカの大地溝帯で誕生した
人類の話に始まり、人類がどのように進化し、世界
各地で出土した古人骨をもとに人類学がどのように
発展してきたかというグローバルでダイナミックな
話を歴史的な流れの中で、その研究史とともに展開
された。さらに東アジアと縄文人、弥生人の人類学

と、６割近くが弥生人の特徴を示していることもこ

的特徴について、各地の出土事例をもとに説明され

うした状況を裏付けているとされた。

た。縄文人の特徴としては手足が長く、顔のほりが

アフリカの大地溝帯にはじまるダイナミックな内

深いが、北東アジアでは類例が発見されていないこ

容であり、講演時間がやや不足した感があったもの

と、弥生人の特徴は手足が短く、顔は平坦であり、

の、セミナーには市民、学生、教職員あわせて 40

長江流域の古人骨に酷似していることが紹介された。

数名が参加し、最初期の弥生文化の担い手は大陸か

そして結論として、最初期の弥生文化の担い手に

ら先進文化を携えて渡来してきた弥生人であり、稲

ついては、少しずつ渡来してきた渡来人であり、大

作による急激な人口増加の波にのり、縄文人と入れ

陸の進んだ稲作の生産性の高さを背景に人口を急増

替わったという説に大きな感銘を受けた。講師を務

させ、縄文人と置き換わったと結論づけられた。北

めていただいた中橋孝博氏に心から感謝申し上げた

部九州の弥生時代中期の人骨が大陸集団に酷似して

い。

いることや、弥生時代の人骨の遺伝子を分析する
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■ 2014 年度卒業論文・修士論文・博士論文一覧
として─
小田

地域文化学科
山口

愛
樹

各務

幹

加島

陽平

片岡

駿一

兼松

里織

貴大
純

髙田

郁也

幕末の朝廷に於ける意思形成
近江北東部における受口状口縁土

川原

優奈

馬場

将史

に関する研究

諸葛孔明の人物像 ─演義によっ

丁目を事例として～
喜田麻衣子

呂布像の研究 ～歴史書と小説の

木村

駿介

─餅の井落と

伝統的市街地における町会所の現
状と保存に関する研究

滋賀県における縄文時代の石器石

町を事例として～

─小川原遺跡を

草田

有貴

─モンゴル国フ

國友

真希

窪田

早希

～旧大津

韓国における「代案放送」の可能
性と日本の現状

子育ての人類学

高時川流域の世々開長者伝説と餅
ノ井

ブスグル県の事例から─
智行

浅井氏と用水争論

あいだ～

中心に─

青山

～高山市大新町2

しを中心として─

材に関する研究
平野あんず

重要伝統的建造物群保存地区とそ
の周辺地域を含めた町並みの保存

器に関する研究

考─
翔太

─湖南師範大学と海南大学の

学生を事例として─

て描かれた虚像と軍事的手腕の再
中川

現代中国における大学生の就職活
動

─高島

市新旭町針江を事例として─
神田
荘林

近世初期の京都における町人と武
家 ～冷泉町と武家政権を中心に～

異性との出会いに関する比較研究
保存・修景に関する研究

愛知県知多市新舞子沿岸部におけ
る住宅購入世帯の現住地選択

社会人には本当に出会いがないの

文化的景観における「カバタ」の

「名古屋市内の保育施設の立地と
利用に関する研究」

滋賀県奥伊吹の伝統的民家に関す

か 滋賀県立大学生と社会人ＯＢの
小河原稜太

犬上川扇状地域における揚水機場
に関する研究

る研究
荒川

郁弥

彦根市中心市街地における活性化

異性装とジェンダー 『とりかへ
ばや』を中心に

計画の現状と課題
阿部

晴花

絵になったことわざ

小池真那加

伊勢国司北畠氏と宇治・山田

有賀

裕花

中山道高宮宿における町並み保

近藤知奈美

商店街の活性化についての考

池田

灯

医療空白地域における診療所開設

齊藤

達彦

中世在地社会における鋳物

石原

慎也

に向けた住民運動
西濃地方、輪中地帯における生業

佐竹

美穂

師 ─在地鋳物師を中心に─
日本近代における女性労働の構造

察

存・活用に関する研究

岩井すず子

空間の変遷について

～『婦人公論』にみる家庭内労働

日本における韓国系キリスト教会

と女中～

─京都

佐藤

萌海

日本におけるキリスト教会及び信

嶋田

文菜

徒について

関口

舞

の宣教活動と在日外国人
啓

宇野

里美

岡本

香菜

尾張型埴輪の研究

仁美

田川

佑紀

塚崎

彩伽

真野廃寺出土軒丸瓦の研究

優作

領事館設置過程を通してみる日中
関係

中心商店街の活性化について
例にした調査─

寺澤

舞

洪水に関する信仰と伝承

─湖東

地方を事例として─

─名古屋中国総領事館の国

家公務員宿舎跡地移転問題を事例

戦中・戦後期における屋外遊びの

─京都府向日市の激辛商店街を事

─嵌

め込み式法を中心に─
奥村

地方 FM 放送局における番組制

考察 ─滋賀県での自営を通して─

ヴィトルヴィウスの建築十書にお
けるエーケイアについて

─斎宮の不在を通して─」

雅楽蘭陵王について
作過程

─美濃地域を

中心として─

岡山

「古代国家における女性祭祀者の
役割

宣教教会を事例に─
魚野

─彦根の商店街を例にして─

中川

裕介

レンタサイクル利用者の行動特
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性

─滋賀県湖東地域を事例に─

中嶋

友香

多賀大社と多賀信仰

中嶋

裕美

蓮如と吉崎

─本願寺勢力拡大の

背景─
中村

地域文化学専攻──修士論文

王輝

干拓地大中におけるコミュニティ
の創造と維持

大矢

吉昭

西村善大郎

クロード・モネ「ラ・ジャポネー

北森

光

西日本における海域流通の変容に

橋本

ズ」研究
スローフード運動から考える地域

谷口

哲也

ついて ─貿易陶磁器を中心に─
中世城館における虎口構造の再検

美子

の伝統食
平田

美咲

討

インターチェンジ周辺地域の乱開

多杰

当知

発問題に関する研究
平綱

修味

平安時代の行幸に関する研究
─「啓達案内」と「礼」空間─

─発掘調査事例を中心に─

現代チベット文学におけるトン
ドゥプジャの影響とチベット語文

朝鮮学校の高校無償化除外問題に

学の現状について
斯琴

関する言説構造

トヤ

中国・内モンゴルにおける観光に

安田

善紀

中世成立期における摂関家の相続

よる「モンゴル文化」の再編成

深尾

遊野

近江出土丸木舟の一考察

─ケシグテン旗を事例に─

藤江

玲奈

藤谷

悠佑

─出土

櫂との関連性で─
新疆ウイグル自治区における言語
環境
自治体の枠を超えたコミュニティ
バスの共同運行 ～草津・栗東く
るっとバスを事例として～
本保

輝紀

生活デザイン科
曽我

友美

福島

渚

離島への移住に関する研究─近江
八幡市沖島を事例として─

滋賀県らしさを付加価値にした
ウェディングドレス ─羽衣伝説
を題材にして─
手づくり市の空間活用についての

丸本

千佳

滋賀県における日中国際結婚

考察

丸本

貴飛

日本における航空事故調査機関設

と KEYAKI MARCHE を事例

水口

優

「日本近世の旅にみえるジェン

置過程に関する考察
ダー

に─

─女性の旅日記を中心

石橋

優子

芹橋における回遊型お風呂の提案

礒野

楓

古民家を再生活用したゲストハウ

に─」
森

拓真

唐における圓仁

スの提案
─『入唐求法巡

礼行記』から見る圓仁と新羅人の
山﨑

岬

山田

修平

李

美沙
崇瑜

井上眞寿美

の提案
を図る─
上柳

美紗

大串

芽衣

フリア美術館蔵「源氏物語図屏
中山道柏原宿の町並み保存に関す

手土産としての一輪用フラワー
おばあちゃんの裁縫

─道具と材

料の考現学的調査─

る研究

梶山菜々子

就職活動における服装の画一化に
ついて

木村

友美

関する提案
工夫した遊びを促す食育玩具の提案

中国青海省のアムドチベット牧畜

熊谷

優花

女性像に着目したウェディングド

光源

菫

─海南チベット族自治州タルシュ
裁判傍聴マニアの人類学

─劇場

「森ボーイ」のコーディネートに

レスの提案

ル村における調査に基づいて─
拓

─ファッション性の向上

ボックスの提案

社会における適応の戦略について

渡辺

ブライズメイドドレスのデザイン

中学英語教科書にみる「異文化」

風」研究

八若

─彦根市肥田町鹿島

邸を事例に─

関係を中心として─
観の分析

山本紗佑里

─枚方宿くらわんか五六市

文学を表現する光の考察

─光箱

の提案─
小松

志穂

化する京都地方裁判所─

アニメ好き女子の部屋の考現学的
調査

杉本

夏那

高田

奈央

ファッションアプリにおけるリサ
イクル効果の検討
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しい図書館の提案

─滋賀県彦根

市街地を事例として─
田河

祐梨

購入者が広告塔となるパッケージ
アイテム

寺沢

菜早

中川絵里子

─グルメイベント・物

産展における「歩く広告」の可能
性─

梁間

陽子

熱ストレスによる腸上皮バリア機
能崩壊機序についての解析

日本におけるクロックスの受容

山﨑日香里

カプサイシンによる Hsp90を介し

彦根市街地における持続可能な町
づくりに関する提案 ─家づくり

万葉

た癌細胞周期停止機能についての
解析
浦田

から町づくりを考える─
中嶋

生活栄養学科

朋実

衰退傾向にある市街地の「仮想世

温度受容 TRP チャネルを介した

界を表現した観光施設」による再
生の提案

─異世界へとつながる

体温調節
江口

奈穂

街の隙間─
中西

美咲

の検討

─実際の作家活動を通し

岡本はなえ

音楽アーティストと衣装の関係に

河村かすみ

授乳婦の体型意識と食事摂取状況

ついて

木村

調理法の違いによる相対生体利用

て─
詩織

福井あかり

福井

翔也

─衣装制作からの考察─

優希

ジェスチャーに対する興味関心を

率の検討

宮浦

栞

京田恵璃奈

夜間授乳による母親のストレスを
軽減する生活行動の検討

自然の力を利用した鶏小屋の制作

久下由希子

ビオチン欠乏が水溶性ビタミンお
よび２- オキソ酸代謝におよぼす
影響

災害時に役立つ浄水できるバッグ

黒木

裕介

児島

祐未

の提案
八木ちはる

集合住宅における外部空間の取り

響の検討
近藤

千裕

例として─
─使用済みの衣

ポップコーンの自転車屋台
リンコーン

導効果についての検討
杉野

舞

鈴木

佳穂

チャ

─小商いの魅力発信

渡邉

子供を元気にするカラフルな服の

麻美

提案
デジタルサイネージを活用した音
楽プロモーションの提案

友美

Beverage consumption in relation
to food and nutrient intake in

谷崎ほなみ

─ピン

クフロイドの『狂気』を題材にし

味覚と咀嚼能力の関連および味覚
に影響を与える新たな因子の検討

谷口

実践─
綾佳

メマツヨイグサ（Oenothera biennis）
熱水抽出物中の抗菌物質の分離

を目的とした自転車屋台の制作と
湯澤

熱ストレスとカプサイシンによる
正常ヒト脳微小血管内皮細胞死誘

思い出のランプ
服を用いて─

山本ひかる

高齢者における身体活動量と食習
慣がヘモグロビン濃度に与える影

─滋賀県大津市

「エバーグリーンにおの浜」を事
晃平

脳内キヌレン酸濃度上昇が食行動
におよぼす影響

伊吹牛乳のブランディング
入れ方の提案

山口

～生体からの視点～

高めるための制作 ─イタリア
ジェスチャーのパラパラ本─

イン─
絢

野草熱水抽出物で染色処理した絹
布の抗菌力

─鶏の行動欲求を駆り立てるデザ
増永

Hsp70発現抑制によるクルクミン
の癌細胞死誘導増強効果について

フェイクスイーツのビジネス化へ
の試み

西川

食品成分の摂取による体温変化と

Japanese children
運動及び食事が低比重リポ蛋白コ
レステロールに与える影響

豊田

真与

中川

萌絵

中村

真悠

西村

輝美

て─

調理法の違いによる相対生体利用
率の検討

～食品からの視点～

授乳婦の体型の現状と体型意識を
ふまえた指導・支援の検討
健康なヒトにおける尿中2- オキソ
酸排泄量の基準値の作成

2015年３月10日現在

Dietary quality score based on the
Japanese Food Guide Spinning Top
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in relation to food and nutrient

学習することの意義

intakes and metabolic risk factors

授業実践の分析を通して─

in young Japanese women
野々山悠花

カプサイシンによる癌細胞増殖抑

林

制効果についての検討
時間選好率・危険回避度を用いた

千晶

石鉢

麻実

美祝

堀井

美里

前田

歩美

─学童保育の事例─
大木

嗣美

キャリア教育におけるカタリバの
実践の意義

回避度の選好の変化に関係する因

大下

眸

子どもの生活の場を保障する学童

子の探索

保育

レスベラトロールによる Hsp90発

て─
鏡味

宏斗

片桐

毬恵

保育園児の咀嚼力と体型、生活行
動、運動能力との関連性および保

松井

香

丸住ちひろ

aged 9-12y
ウィンターセイボリー揮発成分中

意義とは─
真優

川崎

博信

学校における貧困と向き合う学習

瞳

の可能性
会話中におけるスマートフォン利用

効果

木村

に関する研究

成分の検討

トフォンを利用する人はいかにして

Associations between intakes of
直子

山﨑万里香

響を及ぼすか
栗林

三咲

杉野

香奈

栄養及び運動指導介入が血清α
-Klotho タンパク質濃度に与える

的幸福感の変化の検討
日本におけるスクールカウンセラー
と教師との協働の可能性

ナイアシン欠乏状態からの回復が

ASURE 法の検討を通して─
杉本

絢

但馬

好

影響
小麦胚芽に含まれる葉酸の生体利

吉岡

美幸

肝臓に含まれる B 群ビタミンの
調理損耗と生体利用率の評価

脇村

翔子

グラボノイドの摂取がヒトの持久
能力に及ぼす影響

海外への移動を経験した青年の外
くまのプーさんが日本で受け入れ
られる理由と背景

アミノ酸関連化合物の摂取による
脳環境の保護

─ ME

国文化への適応過程

用量の評価
山本ちひろ

孤独感の内的構造変化に伴う主観

影響
水溶性ビタミン排泄率におよぼす
山田恵梨華

思春期における友人関係が、青年
期女子の人格形成にどのように影

nutrients in Japanese children
aged 9-12y

─会話中にスマー

自分の視線を管理するのか─
久保

and intakes of other foods and

智浩

漫画表現における手書きゼリフの

の末梢体表温低下抑制に寄与する

white rice, noodles and bread,

向井

─介護における家族の

加藤

weighed dietary records using
factor analysis in Japanese children

─３つの場面を通して─

高齢者在宅介護における家族介護
者のケア

の食育効果の検討
Dietary pattern derived from 4-d

─指導員の専門性に着目し

大学生の遅刻に対する罪悪感の感
じ方

育園児の咀嚼力の向上を図るため
明里

大人絵本の必要性
児童の遊びにおけるルールの生成

の栄養指導に関する研究
血液透析患者の時間選好率・危険

現抑制メカニズムについての解析

正村

一般誌から見るオタクのイメージ
調査

宇野めぐみ
榎 千奈津

心臓リハビリテーション参加患者
平井

─犬山市の

─スヌーピー

との比較─
唐
土田

瓏
純麗

半球間抑制の機能連関研究

─健

常若年者を対象として─
高校生の恋愛が当事者以外の人間
関係に及ぼす影響

西村

萌衣

アニメ聖地巡礼の成立とその行為
に内在する宗教性に関する研究
─世界三大宗教との比較から─

人間関係学科

馬場

青木

林

文音

福森

寛之

知里

幼児の手をつなぐ行動とリーダー

亜紀

異年齢他児との関わりの発達

シップとの関係
赤峯
72
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協同学習において集団で子どもが

保育所異年齢保育における幼児の
境界性パーソナリティ障害の男女
差に関する研究
若者のスポーツファンのアイデン
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ティティ形成について

─プロ野

球チームのファンを中心に─
前田

彩菜

参加の場づくりにおける「場のデ
ザインのスキル」の重要性

三原

茅

業の会議の場に注目して─
学校外教育機関と学校の関係性の
再考

牟

磊

─企

萌美

八木

栄作

●人間関係部門
鈴木 祥子

─学習の場としての役割に

焦点をあてて─
中国人実習生と日本人社員との相
互的影響過程

村山

人間関係学科──修士論文

障害者雇用の現状と課題

─障害

者雇用促進法の歴史を踏まえて─

語習得と保育

生活文化学専攻──修士論文
関根

愛莉

視覚探索課題における共同作業

章人

構成的グループ・エンカウンター

ターの重要性
大野

友彰

が生徒同士の関係づくりに与える
影響
山内

春奈

山田

早記

渡邉

結記

ミン B6生体指標の参考値の検討
田原

育恵

少年法の改正・厳罰化に関する研
大学生アスリートは競技不安とど
うつきあうのか ─バドミントン

高齢者の日常生活における水分出
納の実態と脱水予防に関する研究

毛利田展也

究

妊婦のビタミン B6栄養状態を評
価するための論文検索によるビタ

─鹿嶋真弓実践の分析を通

して─

脳内キヌレン酸産生制御における
大型中性アミノ酸トランスポー

─「ウォーリーを探せ」の場合─
安原

複数言語環境で育つ子どもの日本

ナイアシン栄養と５─アミノレブ
リン酸の関わり

競技者の語りから─
組織においてフォロワーが持つべ
きリーダーシップ

─サーバン

ト・リーダーシップに注目して─
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■退職メッセージ
「日高大学卒業」

石 田 法

雄

人間文化学部国際コミュニケーション学科

在職 20 年、あっという間のようであるが、思い
出すことが色々とある。大学が出来る２年くらい前
に、日高敏隆初代学長との個別面談があった。その
時このような学長のもと仕事をしたいと思い、意気
揚々としていたことを思い出す。今でも、湖岸道路
を車で走り、彼方に県立大学のペンシルタワーが見
え始めると、日高大学だと感じる。
初年度は１回生だけで校舎は完成していなかっ
た。A4 棟での講義中、窓を開けていると工事の音
が鳴り響いていた。そして、学生の顔は輝いてい
た。これから何が起こるのだろうかと毎日楽しみ
だった。
「キャンパスは琵琶湖、テキストは人間」
と「人が育つ大学」をモットーに大学はスタートし
た。クラブ活動は３部掛け持ちした。
大学２年目からは、３月に学生と毎年バリ島に行っ
た。平均10名くらいのグループで、時には学生の親
も参加し、クタ、レギャンでのコテコテを楽しみ、ウ
ブドでのケチャダンスとネカ美術館は恒例となった。
「ひたすら遊ぶ一週間」を合い言葉にビーチで戯れた
り、ラフティングで森林の中を下ったり、パラセーリ
ングでヌサドゥアを見下ろしたり、バナナボートで転
覆し海に飛び込んだり、ショッピングでわいわいやっ
たり、また次第に島民と仲良くなっていくに連れて、
学生達にある変化が起こってくる。それぞれ何かを感
じているようであった。短期大学も含め県立大学の卒
業生の結婚式には40回近く出かけた。
海外での論文発表は定期的に行った。北米と欧
州を交互に年に一度は出かけた。アメリカ合衆国
は 10 年住んでいたので状況はそれなりに分かって
いたが、ヨーロッパは新しい地であった。EU が出
来る前はトーマス・クックのヨーロッパ時刻表をた
よりにユーロパスでよく横断した。発表の終わった
後、ある時は、ウイーンから鉄道でまずお決まりの
ザルツブルグに寄りモーツアルトを訪れ、ドイツは
ミュンヘンで一時下車。スイスでの自然を眺めジュ
ネーブからパリへと。あてのない鉄道での旅を繰り
返した。気まぐれに映画館に入るが言葉が分からな
い。でも旅を感じた。ヨーロッパでのホテルとかで
の英語はスタンダードで共通語という感じを受けた
が、ロンドンのピカデリーにたどり着いた後の道ば
たでの会話はなまったものだった。帰国すると様々
な国々のコインが重く残っていた。帰ってくると
「琵琶湖は美しい」といつも再発見するものだった。
本学と提携校のあるミシガン州へも出張でよく
出かけた。通常は夏であるが、一度２月に Lake
Superior State University に出かけた。ボストンに
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住んだことがあるので冬の寒さは知っていたが、久
しぶりの冬の極寒の地ということで少々不安であっ
た。スキー用のウエアーで身支度をして当地を訪れ
た。暖かく迎えられ居心地がよかったことを思い出
す。しかしキャンパスはいつもの夏とは風情をすっ
かり変え、高く積もった雪の合間に道を開け、そこ
をすり抜けるように学生と教職員は歩いて建物に向
かっていた。全く別のキャンパスの光景に、戸惑い
と新鮮さを覚えたことが思い出される。
日高先生から、学長として最後の年になる前年の
年度末に電話があった。落ち着いた低い声で、「日
高です」で始まった。初めて頂いた電話だった。教
務副委員長をやってくれという内容のものだった。
僕は助教授で資格もないし力もありませんとお断り
した。日高先生は、その件は調べたけれど職階は関
係なく、委員長である学長が決めるようになってい
るので問題はないとの説明であった。そして、用件
は学年歴を変えることだった。
当時、前期は夏休み前に終わらなかった。９月に
は授業が始まり、前期の期末試験はその後にあっ
た。これは夏休みを利用して学生の教育に役立たせ
ようとする立場から、メリットがあるということの
ようであった。しかし、学生にとっては夏休みを挟
むと講義が中断されるので効率が良くなく、教員に
とっても多くの学会が９月にあるので学年歴を見直
そうとした。しかし、当時この意見は受け入れられ
なかった。日高学長は特にこのことを僕に説明さ
れ、教務委員会で通してくれとの依頼をされた。新
年度になり、早速教務委員会の最大議案として学年
歴の見直しの検討を行ったが、あっさりと通った。
当時、学長は主な委員会の委員長を兼ねられていた
ので副委員長が代理を務めていたが、日高学長は教
務委員会には毎回出席された。僕は学長に守られて
いた。学年歴の変更が認められた会議の後の帰宅
前、当時の教務課長と日高先生が僕の研究室にやっ
てこられて、乾杯したことは忘れられない。
日高先生はお辞めになってからも国際教育セン
ターのことを気にかけておられて、数回電話を頂い
た。先生は動物行動学の講義をするために大学設
置に当たり講義担当の審査を国際教育センターで受
けたと、笑いながらよくおっしゃっていた。在職
20 年を振り返るに、様々なことが浮かんでくる。
教員・職員の方々にはお世話になったが、とりわけ
学生達と日高先生にお礼を述べたい。そして国際コ
ミュニケーション学科を暖かく受け入れて下さった
人間文化学部に心から感謝の意を表したい。
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■ 2014 年度教員活動報告
━━━━━━━━━━
◦地域文化学科
■田中俊明（たなかとしあき）朝鮮古代史、古代日朝
関係史

■濱崎一志（はまざきかずし）都市史、保存修景
◆研究活動
奈良県立橿原考古学研究所とともに、シリア・ア
ラブ共和国パルミラ遺跡における発掘調査を継続す
る予定であったが（科研費基盤（A）17251008）、シ

近況報告。例年通り、韓国・中国の踏査をしま

リア情勢の悪化により今年度も現地調査を中止し

した。中国へ３回、韓国へ８回（重複あり）。中国

た。こうした情勢の中でシリアにおける調査を断念

は９月に学生帯同で、数年ぶりの西安・洛陽・鄭

し、東京国立博物館とともに、バハレーン王国のバ

州（三菱財団）へ。９月末には桓仁・集安それに初

ハレーン島に展開したディルムン文明の研究に着手

めての白頭山です。10 月には新羅文化遺産研究院

した（科研費基盤（B）26300030）
。平成 27 年１月よ

のシンポ（慶州市・西安市姉妹都市 20 周年）が西安

り発掘調査を開始する。

であり（「新羅月城の形成・変化と唐制」発表）、終

兵庫県朝来市から「生野鉱山および鉱山町の文化

南山をまわりました。韓国は、３月（忠南寺院）・
３月（東海岸）
・５月（慶州）・７月（科研。咸安・金

的景観・重要な構成要素の景観及び建築学調査」の
研究を受託し、調査研究を実施した。また、庭師集

海現場・嶺南大路展）・８月（科研。交通路関係）・

団いろは組から高宮宿のまちなみ現況調査を受託

８月（科研。古代寺院。窟山寺・法泉寺現場）・10

し、高宮宿のまちなみの現況に関する調査研究をお

月（夢村土城現場）
・11 月（中央博物館招待・羅州現

こなった。

場）
。多くの発掘現場や特展を訪れることができま

大学 COC 事業における地域課題の採択を受け、

した。活字になったのは、「復元多羅国史」（『多羅

滋賀県湖北の中山間地域における空き家の現状とそ

国その位相と役割』慶尚大学校博物館）、「三世紀東

の保存・活用について調査研究を継続した。

北アジアの国際関係」（『朝鮮学報』230 輯）、「三世

◆教育活動

紀の朝鮮半島」（
『歴史評論』769 号）、「『魏志』倭
人伝にみる卑弥呼の足あと」（『ここまでわかった！
卑弥呼の正体』新人物文庫）、「朝鮮三国における

大学院副専攻の「近江環人地域再生学座」に参画
し、地域再生学特論を分担した。
また、近江楽座の「男鬼楽座」と「町活 in 八幡」

八角形建物とその性格」（『鞠智城跡Ⅱ ─論考編２』

を指導し、地域の活性化や地域文化の振興を視野に

熊本県教育委員会）などでした。最後のものは、熊

入れた教育プログラムを実施した。

本県から受領した研究費による研究の報告です。

◆社会貢献
長浜市余呉町丹生地区の余呉型の空き民家の修復体

■定森秀夫（さだもりひでお）考古学

験イベントを湖北古民家再生ネットワークとともに

ゼミ生は３年生２名、４年生６名、博士前期課程
１名、博士後期課程５名（兼田中ゼミ留学生４名）

実施し、民家の活用と地域の活性化の方法について
検討した。

であった。博士前期課程院生は在学中に就職し、社
会人院生となった。

■水野章二（みずのしょうじ）日本中世史

科研調査で、９月 15 日～ 20 日まで韓国調査、10

近年の研究は、環境史・災害史と近江地域史が基

月６日～ 20日まで中国桓仁・集安調査を実施した。

本となっている。環境史関係では、平成 23 ～ 25 年

中国集安の高句麗遺跡は 30 年ぶりの訪問であり、

度科研費基盤研究（Ｃ）
「里山空間の成立と変容に関

桓仁の五女山城などは初めてで、大いに収穫があっ

する歴史学的研究」の成果として、単著『里山空間

た。また、2015 年３月 23 日～ 27 日まで、２回目の

の成立』
（吉川弘文館）を執筆、近刊予定。また「棚

韓国調査を行った。

田の歴史」を執筆した棚田学会編『棚田学入門』
（勁

「陶質土器からみた倭と阿羅加耶」（『地域と歴史』

草書房）が刊行された。災害史関係では、平成 26 ～

第 35 号、韓国釜慶歴史研究所、2014 年）と、博士

28 年度科研費基盤研究（Ｃ）
「中世の災害対応と環

学位論文の一部を『朝鮮三国時代陶質土器の研究』

境」に関わって、「中世の虫害と災害認識」
（『新し

（六一書房、2015 年）として刊行することができた。

い歴史学のために』284）を刊行。総合地球環境学

滋賀大学経済学・京都府立大学大学院で非常勤講師

研究所の共同研究「高分解能古気象学と歴史・考古

彦根市文化財委員、彦根市國指定名勝庭園保存管

学の連携による気候変動に強い社会システムの探

理計画・整備基本計画検討委員会委員

求」にコア・メンバーとして参加している。また近
江地域史関係では、「歴史的景観と古地図」
（『近江
日野の歴史』絵図・要覧編）が刊行された。
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８月に「中世の琵琶湖岸に生きる」（安土城考古

どの文化財保護審議委員も継続中である。

博物館）、11 月には「中世の災害と近江」（野洲市

教育面では４回生ゼミの卒業生は４人で例年より

歴史民俗博物館）を講演した。学外では 東近江市能

も少なかったが、３回生が７名入ってきた。３回生

登川の歴史編集委員会委員長、東近江市史編さん委

とは苗村大祭の調査や小浜市田烏での民俗調査をお

員会副委員長、日野町史執筆委員を務める。

こなったが熱心に取り組んでくれた。

■中井

■京樂真帆子（きょうらくまほこ）日本古代史

均（なかいひとし）日本考古学

◆研究活動
念願であった中世城館跡の発掘調査事例を集成し

10月に、２冊目の単著を上梓することができた。
『英雄になった母親戦士─ベトナム戦争と戦後顕

た『中世城館の考古学』（高志書院）を編著で刊行

彰─』（有志舎）で、日本史研究者の私がひょんな

することができた。また、『図解近畿の城郭Ⅰ』（戎

ことから関わることになった、ベトナム戦争研究の

光祥出版）に監修として携わることができた。

成果である。この研究を支えて下さったすべての

一方、大名墓の研究では弘前大学との共同研究
で、福井県三国湊の近世墓を悉皆調査した。論文で
は「豊国廟と東照宮」、「土佐藩主山内家墓所の全国

方々に感謝を捧げる。2015 年４月 30 日の戦争終結
40 周年に間に合わせることが出来た。
昨年度に３ヶ月間、ベトナムに滞在して執筆に集

的な位置付け」を執筆した。

中したことが既に懐かしい。この本のおかげで、わ

◆教育活動

たしのもう一つの「専門」を認識してもらい、現地

今年度は４回生が０ということで、卒論の指導は

調査にも引き続き参加させて頂けることになった。

なかった。大学院では修士２回生２名が修論に取り

たとえ現地語が出来なくても、見るべき物を見、気

組んだ。また、三国湊、国吉城跡、水口岡山城跡の

づくべき事に気づくことができれば研究の道は開

発掘調査に多くの学生が参加してくれた。フィール

ける。とはいえ、簡単な挨拶や、レストランのメ

ドで多くのことを学んでくれたと思う。

ニュー、ごく基本的な学問的ターム以外のベトナム

◆社会貢献

語も使えるようになりたいものである。

毎年のことであるが、今年度も新たに委員を引き

本来の研究テーマである平安京研究も、もちろん

受けてしまった。城跡では史跡小牧山整備計画専門

進めている。こちらも少し集中する時間を取って、

委員会委員、史跡金山城跡保存管理計画策定委員会

成果をまとめていきたい。

委員長を、大名墓では史跡鳥取藩主池田家墓所保存
整備検討委員会委員である。また、米原市の観光振

■亀井若菜（かめいわかな）日本美術史

興計画評価委員会副委員長にも就任した。ますます

この１年で一番多くの時間を割いたのが、単著の

委員会で首が回らなくなってきたが、保存活用に向

本の原稿執筆です。３本の既発表論文を大幅に書き

けて精一杯がんばりたい。

直し、ほとんどすべてを書き下ろす原稿を何年か前
から少しずつ書いています。でもいまだに終わらず

■市川秀之（いちかわひでゆき）民俗学

…。女性が登場する３つの中世絵巻を取り上げ、新

研究面で特筆すべきものは他の先生方や学生たち

しい解釈を行おうというのがその内容です。てこ

と取り組んだ竜王町苗村神社三十三年式年大祭の調

ずってはいるものの、絵と向き合い、表現された女

査であった。準備から半年におよぶ調査で現在報告

性像に込められた意味を探り、絵巻の物語全体を新

書を作成中である。33 年後の人が参照してくれる

たに読み直し原稿にするという作業は、何とも楽し

レベルのものを作りたい。そのほか「米原市伊吹の

いものです。出光福祉文化財団から出版助成金もも

オコナイ」
『米原市文化財ニュース・佐加太』40・

らえたので、この春には何としても終えて、来年度

41 合併号、「日本民俗学の研究動向 2009 ─ 2011

村

のこの欄では報告ができるようにと思っています。

落」『日本民俗学』277、「彦根市南部地域における
明治期の水害」
『淡海文化財論叢』第６輯などが出

ゼミでは 10 月に鳥取に学外実習に行きました。鳥
取砂丘では、砂丘でモダンなスタイルの写真作品を

たがいずれも短いものであった。小浜市の伝統行事

制作した植田正治風の写真を皆で撮り合い、その後

と食文化調査、高島市大溝の文化的景観調査の報告

大山の麓の植田正治写真美術館を見学。同じく 10

書など現在数編が印刷待ちの状態である。科研費

月には、毎年のこととなった他大学との合同卒論中

「広域神社祭祀とコモンズに関する環境民俗学的研

間発表会も行い、大変刺激的な研究発表の時間が持

究」は最終年度であった。そのほか八尾市史民俗編

てました。２月の本発表会に向けて、４回生３人が

の基礎調査、東近江市伊庭の文化的景観調査などは

今準備中です。

継続中。社会貢献としては竜王町、近江八幡市など
で講演をした。そのほか滋賀県・柏原市・大東市な
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■東

幸代（あずまさちよ）日本近世史

貴重な時間です。

TOPIC：秋の学外実習で御世話になった長野県天
龍村坂部をお正月にも訪問し、夜通し行われる「坂

■石川慎治（いしかわしんじ）保存修景

部の冬祭り」を見学しました。観光化されていない

◆研究活動

村の祭の良さを堪能してきました。
研究活動：５月に、交通史研究会大会で近世後期の

今年度は、大林財団からの研究助成により、「城
下町彦根における中級武家住宅・屋敷の復元と景観

琵琶湖舟運に関する報告をしました。また、琵琶湖

保存に関する研究」を行うことになりました。現

博物館の共同研究が始まり、２月に報告をしまし
た。諸分野の研究者と議論し、切り口の違いを痛感

在、研究成果を取りまとめている最中であり、来年
度に研究成果を発表予定です。

するこの頃です。

◆教育活動

教育活動：久しぶりに環琵実習を担当しました。班

ゼミ４回生が１人なのは昨年度と変わりません

長でしたので、古文書整理作業を組み込んだり、学

が、今年度は初めて院生（博士前期課程）１名を受

芸員や技師として県内で活躍する本学科 OG・OB

け入れることとなりました。来年度の修論も見据え

に解説を御願いするなど、各地の教育委員会さんに

ながらの研究指導に悪戦苦闘しました。

御世話になりながら、面白いコースを組むことがで

また、今年度から新たに「比較文化論」を担当し

きました。

ましたが、毎回、講義の準備に追われることになり

社会活動：竜王町苗村神社式年祭の当日調査に参加

ました。

し、また、祭礼史研究のため古文書調査を担当しま

◆社会活動

した。この他にも、今年度は行政や県民の古文書調

今年度は、新たに、
「滋賀県ヘリテージマネー

査依頼が多く、現地調査→家で古文書写真整理・読

ジャー実行委員会」委員（滋賀県建築士会・滋賀県

解という作業を、1 年中行っていた印象です。これ

教育委員会）
、
「史跡中須東原遺跡保存管理計画検討

から分析・報告・執筆作業が待っています。

部会」副部会長（益田市教育委員会）をお引き受け
しました。

■塚本礼仁（つかもとれいじ）地理学
◆研究活動

また、島根県益田市立の小中学校の先生方ととも
に、
「遺跡」をテーマにした授業案づくり（
「中須東

院生時代以来 10 数年ぶりに、浜名湖うなぎ産地

原遺跡活用ワークショップ」、８月５日）に取り組

の調査を行いました。ニホンウナギの「絶滅危惧

んだり、10 月 25 日には、彦根市指定文化財である

種」指定を受け、うなぎ業界は、近年の実績に応じ

彦根藩足軽瀧谷家屋敷にて、「建築から見た彦根藩

て養殖用の稚魚を産地に割り当てる生産制限に取り

の足軽屋敷」というタイトルで講演させていただき

組んでいます。調査で“かつての王国”の動揺とし

ました。

ぶとさの両側面を見聞きし、下記の成果をまとめま
した。

■武田俊輔（たけだしゅんすけ）社会学

（論文）塚本礼仁 2014．浜名湖うなぎ産地の変容と

◆研究活動

日本の養鰻業．地理 59-10：30-39．
（学会発表）塚本礼仁 ニホンウナギの資源問題と
“うなぎの街”浜松．人文地理学会大会：2014 年 11

特別研究「苗村神社三十三年式年大祭をめぐる地
域社会の歴史的・社会学的研究」研究代表者として
調査を行った。また下記を発表・刊行した。

月９日 広島大学．

（学会報告）
「農事番組における『農業・農村』表

◆教育活動

象はいかに構築されたか」
（日本マス・コミュニケー

ここ数年、ゼミの四回生が少なかったので、今年

ション学会秋季研究発表会、東洋大学）
。

度の６名の卒論指導は苦労しました。「パパ業で帰

（論文）加藤裕治・舩戸修一・武田俊輔・祐成保

宅が早く、申し訳ない…」という思いと「これくら
い自分で考えて進めろよ！」という思いが交錯し、

志 ,2014,「NHK『明るい農村（村の記録）
』制作過程
と『農業・農村』へのまなざしの変容」
『マス・コ

そうこうしていたら瞬く間に締め切りです。試問、

ミュニケーション研究』
（85）:165-183.

どうしよう…。

武田俊輔・舩戸修一・祐成保志・加藤裕治 ,2014,「戦

◆社会活動

後ラジオ・テレビ放送における『農村』表象の構築

うなぎと日本人という壮大なテーマを授業で調べ

プロセス」
『年報社会学論集』
（27）:97-108.

ている滋賀県立虎姫高校のグループが、私のところ

（共著書）武田俊輔 ,2015,「都市祭礼の継承戦略を

に話を聞きに来ました。頼もしい高校生でした。ま

めぐる歴史社会学的研究：長浜曳山祭をめぐる社

た、滋賀県立農業大学校の非常勤講師を続けていま

会的文脈の変容と祭の再編成」小林多寿子・野上

す。私にとって、若手生産者（の卵）の声を聞ける

元（編著）
『歴史と向き合う社会学』ミネルヴァ書房
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（印刷中）．

姉妹都市であるラトビア共和国の展示資料館のリ

◆教育活動

ニューアル計画案を町役場に提示した。また、ゼミ

ゼミは４回生２名、３回生７名。楽座の地域博物

研修で交流のあるイタリアの革職人、輪島の漆職人

館プロジェクトの活動を継続。苗村神社三十三年式

の展覧会をプロデュースした。研究室で編集してい

年大祭の学生調査報告会を竜王町中央公民館で実施。
◆社会活動

る地域雑誌・cococu 5 号を無事発行した。学内、地
域でのゼミ活動は、オープンキャンパスの広報作

日本社会学理論学会専門委員。滋賀県次世代創造

業、彦根で開催のご当地キャラ博への参加を行っ

発信事業・アートマネジメント人材育成講座・講師。

た。教育活動は、岡山県立大学で担当している地域
とデザインの講座は 7 年目となった。ソウルのヒュ

■横田祥子（よこたさちこ）中国研究・文化人類学

ンダイ本社で廣村正彰氏を招聘してデザインセミ

今年は５月から半年間、竜王町苗村神社三十三年

ナーを企画した。研究活動は、ライフワークである

式年大祭について教員・学生の調査班を結成し調査

イタリア職人調査を、ベネチア、シチリア、アブ

にあたった。県大職員としても滋賀県出身者として

ルッツオ、サルディニアで行った。他、アムステル

も、このような機会に立ち会えたことは大きな喜び

ダム、デュッセルドルフ、ヘルシンキで劇場、美術

であった。

館調査を行った。韓国加波島での地域デザイン調査

◆研究活動

研究も継続している。滋賀県内では、湖北、湖東地

【論文】

域で、地元企業との製品開発やセミナー活動を行っ

（印刷中）
「政治的な正しさの背後にかくれたロー

ている。

カルな論理によりそう—商業的国際結婚と家族」、
白石壮一郎・椎野若菜編『100 万人のフィールド
ワーカー

７

社会問題と出会う』古今書院。

【エッセイ】

４月から会長を務めた道具学会では、前会長の
故・山口昌伴氏の蔵書および道具コレクションを分

「台湾結婚事情」『アジ研ワールド・トレンド８月
号

■面矢慎介（おもやしんすけ）道具デザイン論

配。食文化・台所研究の関連資料は東京ガスミュー

特集途上国の出会いと結婚』226 号、日本貿易

ジアムに移管。同学会ではこのほか、湖西山村生活

振興機構アジア経済研究所、pp.10-13、2014 年 8 月。

の記録映画（丸谷彰氏制作「ワキノタン」）上映会、

【学会発表】

年次大会（2015 年１月 31 日・２月１日、静岡文化芸

11/30「商業的国際結婚の戦略：インドネシア西
カリマンタン州シンカワン市一帯の事例」2014 年

術大学）開催、学会誌編纂（2015 年３月刊行予定）
。
論 文：
「The Development of the Small Electric

度日本華僑華人学会研究大会、於早稲田大学。

Cooking Appliances in the U.S: from the 1920s to

【調査】

the 1950s」
（日本デザイン学会『デザイン学研究』

●

11/6-11/16

●

1/5-11

●

3/25-31

中国海南省

台湾
台湾

◆教育活動
ゼミの３回生と長崎および中国雲南省にてフィー
ルドワークを行った。初めて卒論指導にあたり、４
回生３名を送り出すことができた。プレゼミでは平
戸や唐津、和歌山を訪れ、江戸時代までの日中交流
史について学んだ。来年度は留学生と日本人学生の
交流にも力を入れたい。

掲載予定）
、
「調理用切削具の発明工夫から見た近代
的道具変容の一断面」
（道具学会『道具学論集第 20
号』投稿中）
。
招待講演：
「道具学の必要性：道具論と道具学」
（10
月９日、第一回「道具の日」記念講演会、GK デザ
イン機構）
。
論説：
「アメリカのワッフルアイアン」
（
「道具学
への招待」Vol.118, 2015.1 ）
社会活動：彦根仏壇検査委員会（彦根仏壇事業協
同組合）委員長、滋賀県伝統工芸品の指定に係る懇
話会（中小企業支援課）委員

━━━━━━━━
◦生活デザイン学科
■印南比呂志（いんなみひろし）道具計画論
ゼミ活動では、毎年恒例の高知県四万十町での

■佐々木一泰（ささきくにひろ）空間デザイン
◆主な研究室活動：
（ディレクション業務）
1.「里おこしイベント・伊吹の天窓」

（米原市）会場
装飾デザイン

春、夏研修、イタリアでの夏研修は今年度で 12 回

2.「米原ぽっぽフェス」レストスペース・テラスデ


目となった。どちらもゼミの卒業生が現地で働いて

ザイン制作（米原市）
（生田、坂上、鈴木、中川、

いるため、後輩たちのサポートに奔走してくれてい
る。昨年度から始まった北海道東川町での研修では
78
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藤原）
3.「米原市伊吹地域を中心とした、若者によるまち
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おこし事業の調査検証と記録」
（大学地域連携課

◆建築設計

題解決支援事業）

藤木庸介（設計・監理）
「PEER 武庫之荘」尼崎市・

4.「生協活動紹介パンフレットグラフィックデザイ

ン」（彦根市）
（鈴木）

鉄筋コンクリート造地上 6 階建・店舗付き集合住宅、
2014.

5.「滋賀県立大学学内自立サイン、環濠サイン実施

設計」（彦根市）
（福島）
（３月完成予定）

◆委員等
日本建築学会近現代建築資料調査員・日本建築学会

6.「滋賀県彦根市におけるロードサイド型地域商業


計画系論文集査読委員・大津市開発審査会委員・他。

施設事業構想、及びデザイン提案」（彦根市）
（平
山）
7.「米原サイクリングステーション設置に関する基

本調査、および事業構想、」（米原市、滋賀県）
（生
田、坂上、中川、藤原）
（環境政策・計画学科近藤
研究室と共同）

■南

政宏（みなみまさひろ）道具デザイン

◆展示会
2014 年 2 月

HCJ ホテル・レストランショー 2014

（東京ビッグサイト）
2014 年 7 月

Japanese Design Today 100 （ロサン

◆研究活動：

ゼルス）

1．
「子供とのワークショップ基礎調査」空間分析協

2014 年 8 月 -10 月

力（科研「絵本共有」の基礎・実践統合研究─子
ども・子育て多文化共生環境づくりとの連携）
2. 苗 村 神 社
録

三十三年式年大祭

山車

実測記

技術協力（滋賀健竜王町）

2014 年 10 月

Hidden –Unveiling Japanese Design

（シンガポール）
2014 年 11 月

3. G.Th. リートフェルトの構法の特性についての考

デザイン物産 2014（渋谷ヒカリ

エ）

IFFT インテリアライフスタイル（東

京ビッグサイト）

察Ⅰ─図面資料に見るリートフェルト・シュレー

2014 年 12 月

DFA ア ワ ー ド エ キ シ ビ シ ョ ン ／

ダー邸の構法について─（審査中）

DFA Awards Exhibition（香港）

◆受賞（設計作品）：

◆受賞

「ビル住宅（ビルイエ）」：住まいの環境デザイン・

DSA 空間デザイン賞 2014 / 入選（ワールドウィン

アワード 2015

ドウディスプレイ）

大阪ガス賞受賞（主催東京ガス株式

会社）

Design for Asia Award 2014 / Merit Recognition

◆外部委員等：
1. 米原市文化的景観整備活用委員会

（yutanpo）
委員

ココクール・マザーレイクセレクション 2014 / 選
定（ふなずし）

■藤木庸介（ふじきようすけ）建築計画・文化遺産観光

JIDA デザインミュージアムセレクション vol.16 /

◆研究活動

選定（yutanpo）

研究代表として一昨年度より行っている科研によ

◆メディア掲載

る海外調査は、共同研究者の懐妊と出産により、今

PACKAGING MATERIALS / SendPoints

年度一年間はお休みして来年度に持ち越し。国際会

Publishing Co.,Ltd

議における論文投稿と口頭発表のみを行った。

日経産業新聞 「デザイン NOW」 19 項

昨年度から行っているインドネシア、タナ・トラ

pp.176-177

◆講演

ジャにおけるトラジャ族の居住文化調査では、今年

2014 年 10 月

クリエイティブセミナー「中小企業

度も現地に赴き、追加データを得た。これらの成果

をデザインする」

は、来年度に上梓される２冊の著書で公表する。ま

2014 年 12 月

た、慶応義塾大学東アジア研究所の招きにより、本

会特別講演「商品開発におけるデザインの重要性」

テーマに関する招待講演を行った。加えて今年度は
新たに、ラオス、ルアンパバーン近郊の山岳地帯に

■宮本雅子（みやもとまさこ）住環境学、インテリア

おけるカモウ族、並びにモン族の居住文化に関する

計画

取材を行った。

◆研究活動

しが新事業応援ファンド助成金説明

この他、「日本建築学会大会」で、名古屋市緑区

科研費（分担）を得た共同研究「日中韓の生活ス

有松における伝統的建造物に関する２件の口頭発表

タイルに基づいた快適性と省エネルギーに配慮した

を行った。

照明計画の検討」（科研：代表

◆著書

教授）を継続した。8-9 月には、日中韓照明カンファ

藤木庸介・柳沢究（編著）
『初歩からの建築製図』学

レンス（中国天津）
、日本建築学会大会、照明学会

芸出版社、2015.

全国大会で昨年度の科研費での研究の成果を発表し

奈良女子大学井上
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た。10 月からは、サバティカルを利用して２か月

◆研究活動

間アメリカミシガン州に滞在し、アメリカの住宅照

アサヒビール㈱との共同研究の成果を論文にまと

明の実態調査を行うとともに、量販店で販売されて

めた。科研費（代表）
「選択アーキテクチャと態度形

いる光源についても調査を行った。

成」に関する研究成果を２件、ネスレ日本㈱との共

◆学会活動
日本建築学会「建築の質感・色彩計画小委員会」委

同研究の成果を１件、学会にて報告した。
・Yamada, A., Fukuda, H., Samejima, K., Kiyokawa,

員､ 日本色彩学会関西支部代議員他。

S., Ueda, K., Noba, S., & Wanikawa, A.（2014）.

◆社会活動
守山市ＵＤまちかどウォッチャー､ 草津市・彦根
市・滋賀県都市計画審議会委員､ 彦根市景観審議会

The effect of an analytical appreciation of colas
on consumer beverage choice. Food Quality and
Preference, 43, 1- 4.

委員、守山市行政経営改革委員会委員､ 滋賀県レイ

・山田歩・金志英（2014）. 選択肢の分割が世論調査

カディア大学講師等。7 月に、水口東高校の生徒を

に与える影響 . 行動経済学会第 8 回大会

対象とした模擬講義を行った。

・山田歩・金志英（2014）. 選択肢の分け方が世論調

■森下あおい（もりしたあおい） 服飾デザイン

・渡邊勝太郎・山田歩・福島洋一・植田一博（2014）.

査に与える影響 . 日本心理学会第 78 回大会
◆研究・教育活動
調査では、科研基盤 A「アパレルの質と国際競

休憩がアイデア生成に与える影響 . 日本認知心理
学会第 12 回大会

争力向上の基盤となる日本人の人体計測データの構

◆受賞

築と多角的分析」
（日本家政学会被服構成学部会共

2014 年 12 月：行動経済学会奨励賞受賞

同研究）での取り組みにおいて，関西地区としてマ
ルチン式手計測及び３次元計測による若年・高齢者

■横田尚美（よこたなおみ）服飾文化史

計 200 名の体形データの収集を行った．製品開発で

◆教育活動

は女性用スーツの知的財産権取得へ取り組みを進め

・ゼミ

た．共同研究は県内企業２社，及び福祉施設事業所
１社と，鞄，キャラクター，雑貨のデザインにゼミ
生が取り組み，うち１件は製品化，１件は製品化進
行中である．
・
「パリ・オートクチュールの服づくり」日本繊維
製品消費科学会誌，vol. 56,No.1, pp10-14
・
「座位姿勢時の胴部体表面の特徴と原型設計」日
本繊維製品消費科学会2014年年次大会会要旨集，
p.117
・
「座位姿勢への適合性を考慮した女性用スーツの
開発」日本繊維製品消費科学会 2014 年年次大会
（ポスター発表）
・
「伝統的麻織物によるタウンウェアの提案」服飾
文化学会第 13 回大会，（作品発表）
・
「デザイン画に描かれた体形の推移について」服
飾文化学会第 13 回大会要旨集，p15
◆学会・社会活動

ゼミ生４名とともに神戸ファッション美術

館、同ライブラリーの見学、岡山県児島市のジー
ンズストリートの調査などを実施した。
・新潟大学人文学部「博物館学展示論」
、亜細亜大学
国際関係学部「ポップカルチャー論」非常勤講師
◆研究・執筆活動
・博士論文「19世紀後半におけるパリのファッショ
ンビジネスに関する研究─ルーヴル百貨店の印刷
メディアを資料として─」
（審査中）
。
・吉川弘文館『日本生活史事典』分担分を執筆。
・
「蔵から見た城内の食生活」
（南魚沼市社会教育課
郷土史編さん史『みなみうぬま』第 12 号

2015

年３月発行予定）
・
「女性服の変化 100 年

コルセットと因習からの

解放」
（
「産経新聞」大阪版8月18日月曜日夕刊 p.9）
◆社会活動
・新潟県南魚沼市六日町史編纂委員会民俗部会調査
執筆委員

日本繊維製品消費科学会学会誌編集委員・諮問委
員，日本家政学会被服構成学部会運営委員，服飾文

◆その他
三省堂『書評大全』（2015 年３月刊行予定）に、書

化学会理事，滋賀県中小企業振興審議会委員，彦根

評２点所収。

市行政評価委員会委員他。
■山田歩（やまだあゆみ）マーケティング・消費者行動

━━━━━━━━━
◦生活栄養学科

◆教育活動

■柴田克己（しばたかつみ）基礎栄養学

３回生ゼミ活動：石州和紙デザインコンペ 2014・

◆年間活動

千葉すず賞 受賞

2014 年は海外での活動はありませんでした．国
内の学会では，トリプトファン研究会，ビタミン
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B 研究委員会，栄養・食糧学会，ビタミン学会，

切ることが出来ました．今年度の研究室の研究テー

家政学会，栄養改善学会，臨床アミノ酸研究会な

マは，アミノ酸代謝調節による脳機能の保護，食品

どに参加しました．社会活動の主なものは，日本

成分によるエネルギー代謝調節，植物由来生理活性

家政学会理事と関西支部の支部長，日本栄養・食

物質の有効利用，食品中の栄養素の生体有効性の評

糧学会理事と近畿支部の支部長，国際食品科学技
術 連 合（International Union of Food Science and

価です．
研究に関する活動一覧は下記の通りです．発表論

Technology; IUFoST）理事，日本トリプトファン

文の内容は，ヒトのビタミン摂取量を評価するため

研究会会長，ビタミン・バイオファクター協会理
事，ビタミン B 研究委員会副委員長，滋賀県食の

の生体指標の確立を目指した（２報），ヒトのアミ
ノ酸代謝を評価するための生体指標の確立を目指し

安全・安心審議会会長，日本人の食事摂取基準の策

た（１報），ミネラルの供給源となる食品を明らか

定委員でした．獲得した主な研究費は，科学研究

にした（１報），疾病や食餌がビタミン栄養状態に

費・基盤（B）
・主任研究者（H24-H26 年度）
「ヒト尿

およぼす影響を動物実験によって明らかにした（６

を用いた B 群ビタミンとアミノ酸栄養状態の統合

報），疾病や食餌がアミノ酸代謝におよぼす影響を

的評価方法の創成」
，科学研究費・挑戦的萌芽・主

動物実験によって明らかにした（1 報）
，その他（1

任研究者（H25-H26 年度）
「多変量解析による水溶性

報）というものです．

ビタミン栄養評価法のモデル式の推定」，厚生労働

学術論文：12 報

科学研究費・分担研究者（H26-H28 年度）
「食事摂取

学会発表：８回，うち国際学会１回

基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築
に関する研究」でした．2014 年に発表できた学術

■浦部貴美子（うらべきみこ）食品衛生学、給食経営

論文，資料・総説などの成果は，ホームページをご

管理論

覧ください（http://www.shc.usp.ac.jp/shibata/）．

今年度からあらたに「食品栄養学研究室」の一員
として、福渡教授、森助手とともに所属学生の研究

■矢野仁康（やのみひろ）病態栄養学
［年間活動］

指導に関わってきました。私のこれまでの研究活動
において、「野草」を対象とした研究内容で取り組

生活栄養学科では、人体の解剖生理学、病態病

んできた経緯もあり、最後に指導する卒業研究テー

理・栄養学の講義と実習を担当しています。研究活

マもこれに沿ったものとしました。２名の学生は、

動については、食品成分が有する、癌を始めとする

真摯に研究に取り組んでいました。その結果、さら

生活習慣病予防効果の詳細についての解析を行って

なる方向性もみえてきましたが、ここで終止符を打

います。現在、様々な食成分が発揮する、癌細胞増

つこととなりました。

殖抑制作用と虚血や熱ストレスによる血管内皮細胞

本学科で開講している科目「管理栄養士臨地・校

障害に対する保護作用の２点に着目し研究を遂行中

外実習」については、実習先との交渉、日程調整、

です。また、今年度も、地域・社会貢献活動とし

さまざまな手続き等、実習が円滑に実施されるよ

て、彦根市立病院健診センターと連携し生活習慣病

う、また学生たちが十分に学べるようにと配慮しな

予防に向けた健康指導に携わってきました。次年度

がら進めました。学生たちは、実習をとおして多く

からも、健康増進に貢献できる様な栄養学領域での

のことを学び、修得してくれたことと思います。思

教育、研究活動に取り組んでいく予定です。

わぬ出来事もありましたが、ご多用の中、ご指導し

［活動一覧］

ていただく実習施設の皆様には感謝するばかりで

学術論文

す。今後もよい関係性が保たれますことを願ってい

Influenza A virus infection of vascular endothelial cells
induces GSK-3β -mediated

ます。

β -catenin degradation

in adherens junctions,with a resultant increase in
membrane permeability. M. Hiyoshi, et al. Arch Virol.

■小澤惠子（こざわけいこ）公衆栄養学
数年来非常勤講師としてお世話になっておりまし

2015

たが、本年５月より正規の教員として赴任いたしま
した。前職より取り組んでいる高齢者の栄養、特に

■福渡

努（ふくわたりつとむ）食品栄養学

2014年４月に食品栄養学研究室の教授に就任し，
浦部准教授，森助手とともに，研究室の運営，学生

「嚥下」関する研究は、今後の研究テーマとして継
続していきたいと思っています。
【論文】

の指導を行いました．浦部，森両先生に支えていた

「胃内で半固形化状に変化する新規液体経腸栄養

だき，所属学生（大学院生１名，４回生９名）が一

剤の臨床的有用性」
（ヒューマンニュートリション）

生懸命に頑張ってくれたお蔭で，順調なスタートを

No.32・2014.11
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【著書】

つ栄養学」 滋賀県

褥瘡ケア特集「摂食嚥下障害／口腔ケア」臨床栄
養（医師薬出版）2014.5

2014.12

【社会活動】
・野洲市食育推進委員会：委員長

【講演】

・日本臨床栄養協会・日本病態栄養学会・日本給食

「高血圧から腎臓を守るために・食事療法のコツ」
慢性腎臓病啓発セミナー（市民公開講座）2014.9.7
【社会活動】

経営管理学会：評議員
【受託事業】
米穀安定供給確保支援機構：女子大学生等を学習者

滋賀県栄養士会：会長
日本静脈経腸栄養学会近畿支部会：委員

とした「3・1・2 弁当箱法」体験セミナー

滋賀県公衆衛生学会：実行委員

■廣瀬潤子（ひろせじゅんこ）栄養教育論・小児栄養

滋賀県小児保健協会：役員（小児保健学会実行委員）

講師

2014年度は、
「アクチグラフを用いた授乳中母子の

滋賀県食育推進協議会：委員

行動～特に夜間授乳を中心に～」と「理想のボディ

滋賀県「健康いきいき 21」地域・職域連携推進

スタイルと授乳婦の体型や食事量の関連が母乳成分

協議会：委員

や授乳行動に及ぼす影響」
、共同研究「母乳オリゴ

滋賀県生涯歯科保健推進協議会：委員

糖を介したビフィズス菌とヒトの共生・共進化─分

地域を支えつなぐ医療専門職育成事業推進協議

子基盤の解明と応用展開─」の３つのテーマで研究

会：委員

を進めました。協力いただいた助産院の先生方、育

在宅医療支援センター運営協議会：委員

児で忙しい中研究にご参加くださったお母様と赤

京滋摂食・嚥下を考える会：世話人

ちゃんに感謝申し上げます。上記のテーマも含め、

滋賀 PEG ケアネットワーク：世話人

学会発表７演題、論文２報（Nutrition and Metabolic

彦根市食育推進委員会：委員

Insights, 2014:7 61–75 doi: 10.4137/ NMI.S17245 お
よび Food and Nutrition Sciences 印刷中）を成果と

■奥村万寿美（おくむらますみ）臨床栄養学、栄養教育

して報告しました。得られた研究の成果を実際の臨

【年間活動】

床現場にもつなげていきたいと考えています。

研究テーマである、行動経済学を用いた栄養食事

その他、社会活動として外部委員４団体、うち一

指導法を確立させるために、心臓疾患・血液透析を

つは母校で行われた日本栄養改善学会近畿支部大会

対象に患者様の栄養管理に取り組んだ。また、近

運営委員をさせていただき、たくさんの方とお話し

年、食べ物の軟食化により、噛めない・噛まない・

させていただく機会にめぐまれ、とても刺激を受け

飲み込めないなど子どもの食物摂取機能低下が問題

た一年となりました。

となっていることから、保育園児の噛む力の向上を
図るための食育劇を作成し、食育活動を実施した。
「いきいき彦根プロジェクト」では、市民の健康増
進に寄与した。

進めてきました。具体的には、詳細な食事調査デー

・2015 管 理 栄 養 士
第一出版

国家試験

問題と解答

共

2014.7

・改 定 臨 床 栄 養 管 理 ポ ケ ッ ト 辞 典
社

2014 年４月に赴任して以来、４人の４年生とと
もに、食習慣と健康状態についての栄養疫学研究を

【著書】
著

■村上健太郎（むらかみけんたろう）栄養疫学

タを用いて、日本人小児におけるめし類、パン類、
めん類、およびソフトドリンク摂取量の推定を行

共著

建帛

2014.10

い、さらにそれらの食品の摂取量とその他の食品お
よび各種栄養素摂取量との関連を検討しました。ま

・コンパクト臨床栄養学 共著 朝倉書店 2014.11
【学会発表】

た、因子分析を用いて、日本人小児における食事パ
ターンの抽出を試みました。さらに、若年日本人女

・第 61 回日本栄養改善学会：時間選好率・危険回
避度を用いた心臓リハビリ参加患者の栄養食事指
導に関する研究

性のデータを用いて、食事バランスガイドの遵守と
各種食品・栄養素摂取量および代謝危険因子との関
連の検討を行いました。これ以外には、栄養疫学研

・第 57 回日本腎臓病学会：時間選好率・危険回避

究における自己申告の食事調査データの有用性や、

度を用いた血液透析患者の栄養食事指導に関する

食事調査における申告誤差に関連する要因を検討し

研究

ました。

【講演】
・第 14 回

2014 年に発表した論文は以下のとおりです。
血液浄化セミナー：「透析患者の栄養管

理」 滋賀県

2014.8

・湖西柔道整復師会
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発表論文
1.Murakami K, Livingstone MB. Eating frequency

研修会：「柔道整復師に役立

in relation to body mass index and waist
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circumference in British adults. Int J Obes

胞を用いた虚血モデルの構築を大学院生と卒業研究

2014;38:1200-6.

の４回生と共に行ってまいりました．

2.M urakami K, McCaffrey TA, Gallagher AM,

学会発表

Neville CE, Boreham CA, Livingstone MB,

レスベラトロールはストレス蛋白質 Hsp90 の発現

Young Hearts Study Group. Dietary glycemic
index and glycemic load in relation to changes in

量を低下させ，肺癌細胞の増殖を抑制する
87 回日本生化学会大会

於：第

body composition measures during adolescence:
Northern Ireland Young Hearts Study. Int J
Obes 2014;38:252-8.

■森 紀之（もりのりゆき）
◆年間活動

3.M urakami K, Livingstone MB. Associations

本年度は研究環境が大きく変化し、それとともに

of eating frequency with adiposity measures,

様々な事がありました。今年は主な研究テーマと

blood lipid profiles and blood pressure in British

して「食品成分摂取による冷え性の改善に関する

children and adolescents. Br J Nutr 2014;111:2176-

研究」
，
「わさびの辛味成分摂取によるエネルギー代

83.

謝調節機構の研究」という従来の研究活動に加え

4.Murakami K, Sasaki S, Uenishi K, Japan Dietetic

て「食品中のビタミンの生体利用率に関する研究」

Students’Study for Nutrition and Biomarkers

についても研究活動を行いました．研究成果として

Group. Dietary glycemic index, but not glycemic

形になるのは未だ先になるでしょうが，価値のある

load, is positively associated with serum

研究として進めていければと考えています．学会活

homocysteine concentration in free-living young

動についても今年は日本栄養食糧学会，日本トリプ

Japanese women. Nutr Res 2014;34:25-30.

トファン研究会，日本アミノ酸学会，日本香辛料研
究会などさまざまな学会に参加し，これまでにはな

■佐野光枝（さのみつえ）栄養生化学，分子栄養学

かった新しい知見を数多く得ることができました．

◆年間活動

環境が変化し活動の範囲を広げていく中で自分だか

トリプトファンに関する研究を引き続き行った．

らこそできるような仕事にたどり着ければと思いま

またパンの摂取頻度に関する全国調査の「滋賀」に

す．これからいろいろと考えていかなければならな

協力し，本学学生で調査した．

い問題も多いのですが，今後も研究活動を引き続き

◆学会発表

行い，新しい発見に向けて日々精進していきたいと

佐野光枝，Véronique Ferchaud-Roucher, Charlotte
Nael and Dominique Darmaun．
「安定同位体：15N2L- トリプトファンを用いた in vivo トレーサー実験法
の確立」
．第３回日本 DOHad 研究会．2014年7月．

思います．

━━━━━━━━━
◦人間関係学科

ポスター発表．他

■上野有理（うえのあり）比較認知発達科学

■遠藤弘史（えんどうひろし）

テーマに、研究および社会貢献活動をおこなった。

「社会的環境が乳幼児の食行動に与える影響」を
県立大学の教員になって二年が過ぎようとしてい

研究の成果については、学術誌への論文掲載のほ

ます．昨年度は，機能性食品の食成分と癌について

か、一般向けの季刊誌や講座にて公表した。また、

研究を行い，レスベラトロールがストレス蛋白質

第 24 回日本乳幼児医学・心理学会（彦根，2014 年

Hsp90 の発現を減弱させることで癌細胞の細胞周期

11 月）をはじめとする学術集会の開催に携わった。

を停止させ，癌細胞の増殖を抑制している事を学会

◆活動一覧

で報告いたしました．また，トウガラシの辛味成分

＜論文・総説等＞

であるカプサイシンは肺癌細胞において Hsp90 の
発現を減弱させることで，細胞周期停止を引き起こ

上 野 有 理．2014． 子 ど も の 食 を 育 む ─ な ぜ 共 食
か─．健康教育，171，9-14．

す事を見出しました．一方，カプサイシンは正常脳

上野有理．2015．コメント論文─養育者支援の視点

微小血管内皮細胞においては，熱ストレスによって

から─．ベビーサイエンス，in press．

その発現が増強する細胞保護機能を有するストレス

＜教育・学外活動＞

蛋白質 Hsp70 の発現を減弱させることで，熱ストレ

上野有理．心理学入門─日々の行動にみる心のはた

スによる感受性が増加し，脳血管破綻の一因となる

らき─．高大連携出張講義．11 月，2014 年

可能性を示唆する結果を得ています．それ以外に

上野有理．赤ちゃん、おいしいね！─味覚のはじま

も，腸上皮細胞を用いた熱ストレスによる腸上皮バ

り．赤ちゃん学入門講座．2 月，2015 年

リアの破綻に関わる食成分の探索や，脳血管内皮細
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■大橋松行（おおはしまつゆき） 政治社会学、教育社
会学

上に努めた。
【社会活動】

1．論文・研究ノート
・
「滋賀県教育委員会の県立高校再編計画（案）」
『人間文化』第 37 号など
2．新聞等掲載記事（論評、コメント等）

県内の複数の学校において、「ESD の要点とルー
ブリックを生かした指導計画の作成」「パフォーマ
ンス評価をどう実践するか」などに関する校内研修
会の講師を務めた。また、昨年度に引き続き彦根市

・
「歴史的選挙に日常の目線を」『中日新聞』
（2014

放課後子ども活動支援懇談会の座長を務め、児童期

年７月 12 日）
・
「中央主導より草の根自治」『毎日新聞』（2014

の子どもたちの放課後の充実に向けた議論を進めた。

年７月 15 日）
・
「理想を求めすぎた」『朝日新聞』（社会、2014
年７月 19 日）
・
「将来の国家像選ぶ選挙」『中日新聞』（2014 年
12 月 14 日）など
3．講演活動
・
『能登川の歴史』全４巻刊行・第３巻発刊記念
講演（2014 年９月７日）
・第２回選挙セミナー講演（2014 年 11 月 1 日）など
4．テレビ出演

■竹下秀子（たけしたひでこ）発達心理学
科研費研究『
「絵本共有」の基礎・実践統合研
究─子ども・子育て多文化共生環境づくりとの連
携』の３年目を継続し、11 月に本学で開催した第
24 回日本乳幼児医学・心理学会のテーマを「地域
の国際化を生きる子どもの発達と子育て支援─多文
化包摂の社会に向けて」とするなど、県内外で生ま
れて育つ外国籍のお子さんの発達を支援する研究の
推進をめざしました。学術誌掲載論文は「Saito, A.,
Hayashi, M., Takeshita, H., & Matsuzawa.（2014）.

・
『池上彰の総選挙ライブ＆総選挙 LIVE 滋賀

The Origin of Representational Drawing: A

県民の選択』（コメンテーター、びわ湖放送、

Comparison of Human Children and Chimpanzees.

2014 年 12 月 14 日）など

Child Development（Impact Factor: 4.92）, 85, 2232-

5．学会活動
・学会誌専門委員（査読委員、関西社会学会）
6．社会活動（現職のみ）

2246」の公刊が各紙に紹介されました。日本発達心
理学会企画による出版の「〈身体〉に関する発達支
援のユニバーサルデザイン」（澤江幸則・川田学・

・滋賀県明るい選挙推進協議会副会長

鈴木智子共編、金子書房）の執筆にも参加しまし

・公益財団法人滋賀県市町村振興協会理事など

た。教育活動では「発達と進化ゼミ」の名のもとに

7．その他

人間関係学科准教授の上野有理さんと共同指導して

・滋賀３区および４区の「衆議院議員選挙に向け

きた４回生が、乳幼児期、青年期を対象とした実験

た公開討論会」でコーディネーターを務めた

や行動観察、質問紙調査を実施して卒業論文にまと
めました。社会・地域貢献としては、日本学術会議

■木村裕（きむらゆたか）教育方法学
今年度の主な活動内容は以下のとおりである。
【研究】
平成 23 年度より、学術研究助成基金助成金（若手

連携会員、日本臨床発達心理士会京都・滋賀・奈
良支部副支部長、彦根市子ども・若者会議委員（会
長）
、近江八幡市子ども・子育て会議委員（子ども・
子育て支援部会長）等を務めました。

研究（B））
「日豪比較を通した開発教育における教
育評価の方法論の構築と教育評価実践の探究」の助
成を受けて、オーストラリアの開発教育・グローバ
ル教育のカリキュラム編成や授業づくり、教育評価
に関する研究を継続している。今年度はその成果
を、論文や学会のテーマ研究での提案などを通して
発表した。また、市内の小学校で ESD（持続可能な

■中村好孝（なかむらよしたか）社会学
【研究 : その他（翻訳）
】
デヴィッド・ハーヴェイ『〈資本論〉入門第二巻』
作品社（森田成也との共訳、近刊予定）
。
【社会活動】
彦根市障害者福祉推進会議会長

開発のための教育）に関する授業研究も進めている

彦根市障害者福祉推進会議専門委員会委員

ほか、COC 事業「包摂型社会にむけた子ども若者

彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会

への共同支援に関する研究」にも参加している。

会長

【教育】
本年度のゼミは、４回生６名、３回生４名であっ

■細馬宏通（ほそまひろみち）ジェスチャー分析

た。４回生は、各自が興味を持ったテーマで論文執

昨年量産した反動か今年度はまだ著作や論文の形

筆に取り組んだ。また、篠原先生・杉浦先生と教育

になったものはない。準備は進めているので、来

学の合同ゼミも行い、研究および学習環境の質の向

年はいくつか出版できるだろう。6 月に国際会話分
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析学会でトランプ遊びの相互行為について発表。

■松嶋秀明（まつしまひであき）臨床心理学

12 月にエキスパート研究の K. エリクソンを招いて

研究面では、今年度は科研の最終年度にあたり、

のシンポジウムで高齢者施設の相互行為について発

その成果を 10 月にオーストラリア、シドニーで行

表。そのほか日本心理学会、認知科学会など、各種

われた ISCAR の第４回大会で発表した。発表内容

シンポジウム発表の多い年であった。高齢者介護
施設の観察に加えて、9 月に平田オリザ + 青年団の

は学校における反社会的行動をとる少年と教師との
関わりであるが、アメリカや北欧諸国における第２

「変身」の稽古から本番までの観察研究。10 月には

言語習得や、特別支援教育など、他領域の研究者と

市川先生率いる竜王の苗村神社大祭の調査（田中を
担当）
。三トントラックのシャーシ上に作られた山

も問題意識を共有することができた。来年度には著
書もふくめアウトプットしていきたい。また、非行

車と、その上で囃子を奏でる若衆たちの演奏に見ら

少年の立ち直りを考えるうえで有用な概念として”

れる即興性がおもしろい。このような、伝統に基づ

resilience”に注目し、カナダの著名なソーシャル

きながらその場で生成される高揚を、場に埋め込ま

ワーカーであるマイケル・ウンガーの著書を翻訳

れた行為として記述したい。成果の一部は来年の国

し「リジリアンスを育てよう」として金剛出版より

際エスノメソドロジー学会で発表する予定。昨年出

出版した。また、リジリアンスや非行問題に関連し

した「ミッキーはなぜ口笛を吹くのか」をきっかけ

て、いくつかの雑誌に論文を寄稿した。地域貢献面

に、マンガ研究にも踏み込むことになってきた。マ

では、スクールカウンセラー、スーパーバイザーと

ンガ研究は現在、若手の人たちが次々と鋭い論考を

して幾つかの学校における緊急支援に関わった。ま

発表しており、ついていくのが大変である。

た、草津市のいじめ防止基本方針の策定委員に選ば
れ、方針づくりに携わった。短い文言のなかに、実

■丸山真央（まるやままさお）地域・都市社会学、政

にたくさんの意味が込められているのを実感した。

治社会学

教育面では、５名の卒業論文を指導した。

【論文】
・
「
「都心回帰」下の大阪市の都心地区における地域
生活と住民意識─北区済美地区での調査を通じ
て」『評論・社会科学』110（共著）

■篠原岳司（しのはらたけし）教育行政学、教育経営学
１．研究
科研（若手 B）の研究課題を継続中。また、新た

・
「
「限界」化する山村における地域生活と住民意

に本学 COC「公募型地域課題研究」に採択され、

識─静岡県旧磐田郡佐久間町での調査を通じて

彦根市社会福祉課と共に「包摂型社会にむけた子供

（3、4・完）」『人間文化』37、38（共著）
・
「
「都心回帰」時代の東京都心部のマンション住
民と地域生活─東京都中央区での調査を通じて」
『評論・社会科学』111（共著）

若者への共同支援に関する研究」に取り組んでい
る。業績は、図書２本（共著）、論文 1 本、翻訳書１
本、学会報告３本。
２．教育

・
「情報化・グローバル化と都市再編─新都市社会

学科では 4 回生（５名）、３回生（６名）でゼミを

学からの展開」松本康編『都市社会学・入門』有

開講してきた。環琵では学生たちと滋賀県内のコ

斐閣

ミュニティ・カフェめぐりをした。また、リピー先

・
「
「大きな政府」か「小さな政府」か？─福祉国家

生と担当した人間文化論 A の一コマは、とても楽

とネオリベラリズムをめぐる日本人の意識」田辺

しく刺激的な時間であった。

俊介編『民主主義の「危機」─国際比較調査から

３．学外活動

みる市民意識』勁草書房
・
「スポーツ・メガイベントと地域開発─長野オリ
ンピックから考える」『体育の科学』65（2）
【学会発表】
・
「
「都心回帰」時代の都市再編と地域コミュニティ
（2）─大阪市の都心地区におけるコミュニティ参
加と住民意識」地域社会学会第 39 回大会（共同報
告）

彦根市福祉大会（11 月）
「子どもの貧困」問題のパ
ネルディスカッションでコーディネーターを務め
た。また、14 年続いてきた「開かれた学校づくり
全国交流集会」の年次集会の主催を滋賀で引き受
け、県内教育関係者と実行委員会を組織し開催した。
４．ご挨拶
今年度で本学を退職することになった。年度末が
近づくにつれ寂しさが募る。この場を借りて、お世

・
「
「都心回帰」下の大阪市都心部における有権者の

話になった全ての方々に感謝の気持ちをお伝えした

政治的態度と意識─「橋下維新」の社会的担い手

い。本当にありがとうございました。またお会いで

をめぐって」日本社会学会第 87 回大会

きますように。
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■杉浦由香里（すぎうらゆかり）

and Joy」を発表した。

【研究活動】

２）ド イ ツ、 デ ュ ッ セ ル ド ル フ 市 に あ る EKO-

今年度より科学研究費補助金（研究活動スタート

House Japanese Culture Center よ り 招 待 を う

支援）
「近代日本地方教育行政の再編─教育行政の独

け、2014 年 11 月 28,29,30 日の３日間に「真宗講

立と教育の専門性の関係構造」の研究課題に取り組
んでいます。また、公募型地域課題研究費「包摂型

座セミナー」を行った。聴衆者はヨーロッパ各
地から集まり、参加者参画型のセミナーで、そ

社会にむけた子ども若者への共同支援に関する研究」

の期間中計５本の論文を発表した。街は冬を迎

の研究分担者となり、8月には彦根市社会福祉課とと
もに相模原市と西東京市の若者支援事業の視察調査

えるにあたり寒く暗い感じであったが、クリス
マスマーケットでは市民はシーズン到来を満喫

に赴き、その成果を報告書にまとめました。12月に、

しているようであった。

伊賀市『伊賀市史 通史編 近現代』が刊行されまし
た。主に、近代の学校教育関係の執筆を担当しまし
た。学会発表については、10月５日に日本大学で開
催された教育史学会第58回大会にて「三重県阿山高
等公民学校の発足」という題目で発表を行いました。
【教育活動】

３）近 く出版予定の菊藤明道著『妙好人論集』に
「六連島お軽の歌─絶望と歓喜─」を寄稿した。
＜地域貢献＞
滋賀県教育委員会学校教育課帰国・外国人児童受
入促進事業運営連絡協議会委員長

彦根市教育委員

会指定管理者候補者選定委員会委員

初年度のため、３回生ゼミのみの担当でした。ゼ

育成プログラム指導者

多賀町青少年

びわ湖放送番組審議会委員

ミ生は２名ですが、前期後期ともゼミ生以外の３回
生もゼミに参加してくれました。篠原先生や木村先

■呉

生とともに４回生の教育合同ゼミも開催しました。

教育活動

【社会活動】

凌非（ごりょうひ）言語学

今年度は、国際コミュニケーション学科の人間探

2007 年度より豊田市の『豊田市史』執筆協力員
として教育関係を担当しています。

求学及び環琵琶湖文化論実習の２科目のコーディ
ネータを任され、忙しい一年でしたが、充実な一年
でもありました。人間探求学の講義の中で、学生に

━━
◦国際コミュニケーション学科
■山本

薫（やまもとかおる）英文学

「学問」は「学ぶが半分、問うが半分」と解釈し、
「問う」力を身につけることの重要性を強調しまし
た。また「環琵琶湖文化論実習」については、国際

研究活動

コニュニケーション学科の学生にとっては数少ない

研究論文

貴重なフィールドワーク科目と理解し、学生による

“Hospitality in‘The Secret Sharer,’”Wine in Old
and New Bottles: Critical Paradigms for Joseph Conrad

手作りの授業に仕上げることを心がけました。学科

（Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press;

とができました。この場を借りて、感謝の意を申し

New York: Columbia University Press, 2014）

上げたいです。またゼミ学生５名のうち、４名がア

pp.253-268

メリカに留学しており、留学レポートやゼミ課題の

サセックス州ブライトン、サセックス大学にて調

形で指導しています。

査・資料収集（9 月 13 日～ 26 日）

研究活動

競争的資金

査読付き論文：On the Appropriate Use of Negation

科学研究費補助金

2012 年

基盤研究（C）
「『共同

性なき共同体』の可能性：ジョウゼフ・コンラッド

教員の皆様の手助けを頂きながら、無事にこなすこ

words“ 不 ”and“ 没 ”
. Applied Chinese Language
Studies V. 2013. p138-146. Sinolingua London

後期作品の再考」

国際学会発表：

地域貢献
2014 年 11 月６日

「 汉 语 字 节 构 造 及 其 语 句 描 述 功 能 」The 12th
BCLTS International Conference on Innovation and

陽高等学校

高大連携事業

滋賀県立彦根翔

第２学年対象大学模擬講義

Consolidation in Teaching Chinese. 9 July 2014-11
July 2014 Regent’
s University London, UK

■石田法雄（いしだほうゆう）宗教学・英語

社会貢献

＜研究発表＞

彦根東高校冬季囲碁強化練習会指導員 12 月 14 日

１）2014 年９月２日、英国 Southampton 市にある
Solent University Conference Centre で の 国

■島村一平（しまむらいっぺい） 文化人類学・モンゴ

際真宗学会（ヨーロッパ支部大会）にて、論文

ル研究

「Myôkônin O-karu and Her Poems of Despair
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に関しては、以下の二つの研究でモンゴルに２回。

〇研究

①科研・基盤 A『モンゴルの地下資源開発、特に

・中 国社会科学院語言研究所所長・劉丹青氏主編

金採掘に伴う水銀汚染の実態とその影響評価』（代

『名词性短语的类型学研究』
（商務印書館，
2012 年）

表：永淵修、島村は研究分担者）
（8.26 ─ 9.7）②科

の日本語訳出版にあたり、翻訳（分担）の依頼が

研・基盤 C『グローバル経済下のモンゴルにおける
「感染するシャーマン」現象に関する研究』（代表：

あった。すでに原稿は提出している。類型学に関
する論考はこれまでほとんど触れてこなかったの

島村一平）
（9.16 ─ 28）。イベントに関しては、４月

で、翻訳に際しては大変苦労した。ただ、作業の

にアメリカのモンゴル研究の第一人者 C.Atwood 教
授を招き、人間文化セミナーを主催。また本年度は

過程で大変興味深いテーマを見つけることができ
た。学会誌に投稿すべく準備中である。

学内の重点領域研究「内陸アジアにおける地下資源

・日本中国語学会機関誌『中国語学』投稿論文の査

開発による環境と社会の変容に関する研究─モン

読を行った。

ゴル高原を中心として」（代表：棚瀬慈郎）の最終

〇教育

年ということでイギリス・フランス・モンゴル・

・学科設置３年目。卒論演習を除けば、担当科目は

中国などから研究者を招聘して国際シンポジウム
（12.14 ─ 15）を運営した。その成果はもうすぐ書籍

すべて出そろった。
・学生の多くは欧米志向が強く、希望する留学先も

の形で出版される。

英語圏がほとんどだが、交換留学先の開拓は遅々

10 月には、歴史ある「大同生命地域研究奨励賞」

として進んでいない。TOEFL で留学に必要なス

をいただいた。そのおかげでいくつかの新聞にイン

コアをクリアーしていても交換留学先に留学でき

タビュー記事などが掲載された。関係の皆様に謹ん

ない学生が出る可能性は高い。学科として独自で

で感謝申し上げたい。昨年度末に出版した英語の単

留学先の開拓を始めている。

著がフランスやドイツの学会誌で好意的な書評が掲

〇社会活動

載されたのも成果か。研究の成果としては、共編著

・一般財団法人・日本中国語検定協会評議員

本２冊（うち英語１冊）、論文４本（うち英語２本）
の執筆、英語・モンゴル語論文の翻訳３本。エッセ

■小栗裕子（おぐりゆうこ）英語教育・第二言語習得論

イ２本。学会発表３本と講演が３本。そのうち４本

今年度教育では、教員免許状取得のための ｢英語

が 11 月～ 12 月に集中してしまい、シンポジウムの

科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ｣ の指導に力を注いだ。また、

準備もあいまって、土日もなく遅い帰宅が続いた。

留学していたゼミ生達が帰国したので、毎週のゼミ

家族には本当に迷惑をかけた。また忙しくすぎてシ

では留学中に疑問を持った内容や体験した事柄を中

ンポ関連書類が滞り、財務 G にも迷惑をかけてし

心に、その理論的側面に重点をおいて指導した。

まうことに。顛末書１通。秘書を雇うべきでした。

中学校・高等学校とも新学習指導要領になり、４

教育に関しては、修士課程の院生２名、４回生３

技能を ｢総合的｣ に教えることが求められている。

名、３回生 14 人、２回生６名の指導を担当。その

そこで、来年度は、教育実習をすることになる学生

うちモンゴルへ１名、アメリカへ４人が留学中。ま

達が少しでも自信を持って実習に臨むことができる

た後期にはモンゴルからの４人の交換留学生にボラ

ような授業を提供していきたい。

ンティアで授業を開講。ゼミ生・留学生をみんぱく
への研修に引率。
学内業務としては、就職委員として本学科独自の

一方、社会活動では、今年度も ｢平成 26 年度滋
賀県初任者および 10 年経験者研修実施協議会｣ の
委員を務めた。そして、JACET の関西支部紀要編

「フューチャープランニングセミナー」を立ち上げ、

集委員長として 3 月に JACET Kansai Journal No.16

OB の講演会や就職のためのセミナーを３本企画し

を発行すると共に、本部が年 1 回発行する JACET
Journal の編集委員および国際大会の審査委員を務

た。また「かんび」や実験実習費の管理も担当。社
会貢献としては、民博の北中央アジア展示新構築の
委員としてプランニングに参画。５月にテレビ番組

めた。

の本学でのロケのコーディネートおよび監修。びわ

■ボルジギン・ブレンサイン

こ JICA ボランティア応援団理事。非常勤する暇な

史

現代中国研究、社会

モンゴル・満州地域史

し。今年１月に次男が誕生したことだし、来年度は

2014 年度は、大学院博士後期課程に三名の学生

もう少しワークライフバランスを考えようと思う。

が在籍しており、うち一人は就職したため年度いっ
ぱいで単位取得満期退学となった。博士後期課程の

■地蔵堂貞二（じぞうどうていじ） 言語学・中国語歴

学生二名は関係する科研シンポジウムで研究発表を

史文法

行った。地域文化学科から一人のゼミ生が卒業論文

今年度も学科長として大変な一年であった。

を書き、卒業することになった。国際コミュニケー
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ション学科では留学帰りの学生二名による卒論の準

日まで中国へ行き、青海省黄南チベット族自治州で

備がはじまっている。また、今年度は研究生二名を

調査をおこなった。そこでは、開発による公害被害

受け入れ、大学院の進学を目指して研究指導を行っ

と、環境保護政策という、全く正反対の方向をもつ

ている。

問題によって、村の生活が根本から改変されている

研究に関して今年度は、科研費「現代中国の民族
識別期における旗人の動向に関する研究」
（基金化

状況を見ることができた。この調査の報告として
は、チベット文化研究会報 1 月号に「変化するアム

された基盤研究 C）の四年目となり、海外調査と研

ド農村」として発表した。また 12 月 14、15 日に本

究の総括を行った。その一つとして年度末に科研
シンポジウム「軍閥と近現代内モンゴル」を開催

学でシンポジウムを開催した。このシンポジウム発
表者の論文をまとめた書籍が、３月に明石書店より

した。また本年度からスタートした名古屋大学の科

出版される予定である。

研（基盤研究 A）
「アフロ・ユーラシア内陸乾燥地文

地域貢献活動としては、生涯学習を目的とするレ

明の歴史生態人類学的研究」の研究分担者となり、

イカディア大学において５月 29 日と６月３日に講

初年度にあたる本年度は海外研究調査を行った。

師を務めた。

そのほか編著として論文集『中国北部周辺地域に

本年度ゼミにおいて指導した学生は地域文化学科

おける多民族地域社会の再編』とケンブリッジ大学

４回生が７名、国際コミュニケーション学科３回生

モンゴル内陸アジア研究所が出されている学術志

が６名、２回生が５名である。他に大学院博士後期

“Inner Asia”の特集号である“Mongolia’s Natural

課程の学生２名、博士前期課程の学生１名の指導を

Resource Strategy: Cultural, Social, Geopolitical and

担当した。

Geo-economic Perspectives”の編集者の一人をつと
めた。また大型史料集『戦前期モンゴル社会関連実
態調査史料集成』の第二回配本『開放蒙地実態調査
資料』５冊が近現代資料刊行会によって出版された。

■河かおる（かわかおる）朝鮮近代史
国際コミュニケーション学科に異動して３年目、
１期生が留学を終えて戻り、感慨深い一方、単位認
定手続などで相変わらずバタバタした一年になりま

■外狩章夫（とがりあきお）イギリス文学
2014 年度は、あれやこれやむしろ精力的に引き

した。
【教育活動】

受けてきたな、という実感がある。入試関係では特

新規開講の「移民社会論 C」をオムニバスで担当

に前期に忙殺されたが、年間を通じて気が休まらな

し、授業全体のコーディネートも行いました。この

かった。人事面では迷走の末、ネイティヴ教員候補

授業は、日本から海外（植民地を含む）への移民に

者の絞込みという仕事を果たすことができた。ほ

ついて学ぶという位置づけの授業で、私は最初の全

かに、やれといわれた学科内英語教員の会の呼びか

体像のガイダンスと朝鮮への移民を担当しました。

け役も、月１回のペースでこなせそうである。授

改めて、一般に日本では海外移民史と植民地への移

業面を振り返ると、まず新開講の「英米文学講読」

民（殖民）が切り離されていることの問題性、両者

で短篇‘Amy Foster’を、この作品の映画版であ

をトータルに捉えることの重要性、ひいては（手前

る Swept from the Sea と比較しながら読んできた。
映像と文字テクストとの比較考察といったところで

味噌ながら）この授業の意義を再確認しました。
【研究活動】

ある。また、３年次の「発展演習」ではゼミ生の希

科研費による「戦時期朝鮮の政治・社会史に関す

望をいれ、柄にもなく 20 世紀のファンタジー文学

る一次資料の基礎的研究」
（基盤研究 B、研究代表

に取りくんでいる。ほかに、高大連携講座の講師を

者：水野直樹・京大人文研教授）の研究分担者とし

引き受けたら、「〈英語で夢を見る〉など斬新な勉強

て、韓国に資料調査に行きました。執筆委員として

法を教えていただき、大変刺激を受けました」とい

関わっていた『能登川の歴史』（近現代編）がよう

う感想をもらい、感激してしまった。研究面では仕
込みの年の感あり。J. コンラッド初期の習作‘The

やく刊行されました。
【地域活動】

Black Mate’のあとは、後期の短篇集 A Set of Six

時勢を反映してか、県内の各団体等から、日本軍

収録の諸作品に臨んだが、うち３作品の熟読にとど

「慰安婦」問題について話をしてほしいと依頼され

まった。なんとか実を結ばせたいものである。

ることが多くなりました。毎年５月に県立大を会場
として開催される「ひこねピースフェスタ」の実行

■棚瀬慈郎（たなせじろう）チベット学、文化人類学
本学重点領域研究の助成を受けたプロジェクト、
「内陸アジアにおける地下資源開発と環境と社会の
変容に関する研究」の一環として、9 月１日から 16
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■吉村淳一（よしむらじゅんいち）ドイツ語学
現在、ゼミ生のうち３名の２回生がドイツのアウ
クスブルク大学に留学中ですが、昨年の夏には２名

【教育活動】
・国際コミュニケーション学科の「English Room」
（英語学習の練習・相談・資料室）管理

の３回生がドイツから帰国しました。発展演習Ⅱで

・日本外務省の教育機関である一般財団法人日本国

は５名の３回生たちが卒業研究のテーマ選択の段階
に入りましたので、来年度はさらに忙しくなりそう

際協力センター（JICE）主催のベトナム大学生 25
人を滋賀県立大学国際コミュニケーション学科で

です。研究に関して言えば、ドイツ中世の代表的な

受け入れるプログラム（２泊３日）担当、2014 年

２つの英雄叙事詩と３つの宮廷叙事詩を対象にして
詩形と言語使用の関係について調査を行っていま

７月
・
「 異 文 化 理 解 A」 海 外 研 修 引 率（ 学 生 10 人 ）及

す。この調査結果に基づいて、12 月には研究発表

び 協 定 校 訪 問（Lake Superior State University,

をしました。その際にいただいた貴重な意見を参考

Auburn University Montgomery）
、2014 年８月

にして、さらに精密な分析を行うとともに論文執筆

・フィリピンの語学研修施設の視察（小熊准教授と

の準備を進めているところです。
◆研究活動

ともに）
、2014 年 11 月
・米 国 国 務 省 教 育 プ ロ グ ラ ム で あ る Critical

研究発表：
『ニーベルンゲンの歌』における des の

Language Scholarship（CLS）の国際コミュニケー

韻律上の役割について（京都ドイツ語学研究会第 85

ション学科（滋賀県立大学）受け入れ企画作成（地

回例会、キャンパスプラザ京都、2014 年 12 月 13 日）
◆社会貢献

蔵堂学科長、小熊准教授、河講師とともに）
【社会活動】

日本独文学会データベース委員会委員（2005 年～現

・
「Hikone, Japan: An Extraordinarily Attractive

在）
、日本独文学会秋季研究発表会実行委員（2014

City」、彦根市公式ウエブサイトにて彦根市英語

年３月～ 10 月）
、京都ドイツ語学研究会広報・渉外

による紹介の原稿作成

委員（2014 年５月～現在）

・第 ２ 回 滋 賀 キ ッ ズ ス ピ ー チ コ ン テ ス ト（NPO

■橋本周子（はしもとちかこ）思想史、文化史

・Common Earth Company
（宮城県仙台市）監査役・

KENA 主催）主審査員、2014 年 11 月
本年度は本学着任一年目ということもあり、授業

支援活動

準備にかなりの時間と労力を費やした。研究につい
ては、
「食卓の思想史」のプロジェクトが、科研費

■小熊猛（こぐまたけし）認知言語学、英語学

若手（B）に新規採択された。また６月に第 31 回渋

2014 年４月に着任し、新たな環境に戸惑いなが

沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン・ジャパン特別賞

らも、所属学科の諸先生方をはじめ多くの方々のご

を受賞した（
『美食家の誕生』2014 年、名古屋大学

指導とご協力のもと、前任校とは異なる学生のニー

出版会）ことにより、受賞関連の原稿の執筆・講演

ズに応えるべく試行錯誤を繰り返した一年でした。

会等の依頼を多くいただいた（『αシノドス』158 号；

本年度の授業の反省点を振り返り、担当する授業

『青淵』789 号；日仏会館における講演〔2015 年１月〕

科目の使用教材および授業構成を根本から見直し、

等）
。新規の研究としては、９月に京都大学人文科

2015 年度シラバスに反映させました。なお、短期

学研究所共同研究「啓蒙とフランス革命」にて「ル

語学留学派遣プログラムの実現を視野に、短期留学

イ＝セバスティアン・メルシエと革命の〈音〉」を

先としての潜在的可能性を探るため、Rippey 教授

発表し、好評を得た。

とともにフィリピンの語学研修施設の視察を行いま
した。

■ John Rippey（ジョン リピー）クリエイティブ・
ライティング

研究活動については、蛍池認知言語研究会（大阪
大学豊中キャンパス 2014 年７月 12 日）において、

【研究活動】
・論 文：“Creative Writing in EFL in Japan –

「日英の構文的試行表現に関する予備的考察」と題
して口頭発表を行いました。なお、認知文法研究会

A Spirit of Inclusion,”Lit Matters: The Liberlit
Journal of Teaching Literature, 1.1, Summer 2014,

（愛知県立大学サテライトキャンパス 2015 年３月

pp. 56-85

25 日）において「嘘付け構文を巡って」というタイ
トルで共同研究者とともに研究発表を行う予定です。

・学 会 活 動：1. Lancaster University（UK）,

社会活動としては、2013 年度より日本認知言語学

Centre for Transcultural Writing and Research,

会の理事を務めており、同学会全国大会実行委員長

Associate 2. 文 学・ 環 境 学 会（ASLE-Japan）会

として、日本認知言語学会第 15 回記念大会（慶應義

誌『 文 学 と 環 境 』 編 集 委 員 3. Lit Matters: The
Liberlit Journal of Teaching Literature 編集委員

塾大学日吉キャンパス 2014年９月20日−21日）およ
び前日に開催されたセミナーの運営に当たりました。
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■『人間文化』編集・投稿規定■
【編集規定】
１．本誌は、滋賀県立大学人間文化学部の機関誌であって、原則として年２回発行する（10 月末、３月末）
。
２．本誌は、論文、研究ノート、翻訳、資料、講演記録、エッセイ、人間文化通信、その他で構成される。
３．本誌の掲載原稿は、投稿原稿と依頼原稿とからなる。
４．投稿資格者は、本学部教員、元本学部教員、人間文化学研究科院生、同修了者・単位取得満期退学者、
学部教員の依頼を受けた者および編集委員会が必要と認めた者とする。
５．投稿者の選定および原稿の掲載・修正等の措置は、編集委員会の決定による。
６．依頼原稿については、別途編集委員会で決定する。
【投稿規定】
１．本誌に発表する論文等は、いずれも他に未発表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口頭で発表
したものについては、その限りではない。
２．投稿原稿の締切等は、次の通りとする。
・10 月末発行のとき、原稿の締切は８月末とする。
・３月末発行のとき、原稿の締切は１月末とする。
・投稿予定者は、投稿の意思をそれぞれ７月末および 12 月末までに、編集委員に伝えるものとする。
・なお、締切日までに原稿が提出されなかったときは、投稿を放棄したものとみなす。
３．人間文化学研究科院生は、
指導教員を通じて投稿意思を編集委員に伝え、
投稿するものとする。その際、
投稿原稿に必ず指導教員等のコメントを付すものとする（1,000 字以内）
。
４．投稿原稿の分量は、次の通りとする（日本語。日本語以外はそれに見合う分量とする）
。
・論文・研究ノート：24,000 字以内（図表等を含む）
。
・翻訳：20,000 字以内（図表等を含む）
。
・資料・講演記録：8,000 字以内（図表等を含む）
。
・エッセイ：4,000 字以内。
・人間文化通信・その他：その都度、編集委員会で決定する。
５．原稿は、ハードコピー（40 字× 40 行）と電子媒体で提出する。
［付記］
・この規定は 2012 年度より実施する。
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■編集後記■

苗村神社三十三年式年大祭

「人間文化」38号発行にあたり、投稿された全ての
論文・ノートを掲載できたことを嬉しく思います。人
間文化学部も年度末を迎え、各学科、研究科から本年
度も無事卒業・修了してもうすぐ学生が旅立っていき
ます。研究テーマと名前だけでありますが、一覧を本
紙に掲載してありますのでご覧ください。
今後も多くの方からの投稿に応えられるように編集
委員一同頑張ってまいりますので、活発な研究報告等
の場として本冊子が活用されるように皆様の投稿をお
待ちしております。

2014年の10月、竜王町綾戸の苗村神社では33年に一度の大祭
が行われた。これは竜王町を中心とした30余りの集落が参加す
る大規模な祭礼で、ことに中心となる集落は九村と呼ばれる。
県立大学の地域文化学科・人間関係学科の８名の教員（市川・
細馬・東・丸山・武田・中村・横田・杉浦）と学生20名は、準
備段階からこの祭礼の調査をおこなった。九村の各集落では山
車を作り、また囃子や踊りを奉納する。いずれも33年ぶりのこ
とであり、またその間の社会の変動も激しい。どのように芸能
などが継承されあるいは変容していくのかということが我々の
大きな関心事であった。10月11日には各村から神社への渡御が
おこなわれ、神事とともに境内で芸能が奉納された。翌12日に
は御旅所への大規模な渡御があり、そのあと御旅所で多くの見
物客を前にして奉納がおこなわれた。13日は台風の接近によっ
て少し行事が縮小されたが、午後の神事をもって無事大祭は終
了した。ただ報告書や研究書の刊行にむけてのわれわれの活動
はさらに継続していく。
次回の大祭時、私は85歳。この大祭がどのような形で継承
されるのか、可能であれば見てみたいものである。
市 川 秀 之

（佐野光枝）
編集委員■
石川慎治・佐野光枝・藤木庸介・松嶋秀明・ジョン リピー
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