
 

 

研究センター開設の経緯と挨拶研究センター開設の経緯と挨拶研究センター開設の経緯と挨拶研究センター開設の経緯と挨拶    

東洋大学福祉社会開発研究センター（Center for Development of Welfare society        

略称:CDWS）は、文部科学省による平成 19 年度私立大学学術研究高度化推進事業の中

のオープン・リサーチ・センター整備事業に選定され、設立されました。当センターは、東

洋大学としては９番目の、そして特定の学部に基礎を置かない独立研究科としては初め

ての研究科である、福祉社会デザイン研究科を母体としています 

独立研究科である福祉社会デザイン研究科のねらいは、２１世紀のポスト福祉国家時代

にあって、人間生活の安全と安心、人格の尊厳と人権の保障を基本的な理念とする持続

可能な福祉社会をどのように開発し実現するかという、極めて実践的な課題について、学

際科学・融合科学的に、また設計科学的に、研究と教育を展開することに置かれておりま

す。当センターの設立も、従来の社会学研究科が福祉社会デザイン研究科として再編成

し、新たな歴史を歩みはじめたことに関っております。 

此の度、福祉社会開発研究センターの開設が実現しましたことは、取りも直さず、このよう

な福祉社会デザイン研究科のねらいとその存在が広くわが国のアカデミックコミュニティの

なかで認知され、理解を得たものと受けとめることが可能であるように考えております。 

さて、福祉社会開発研究センターにおいて推進する事業は「福祉社会開発の方法とその

実践過程に関する総合的研究」でありますが、それは内容的には２つのプロジェクトから

構成されております。 

プロジェクトの第１は、「自治体福祉・保健計画と地域における福祉社会の形成」であり、

「首都圏自治体及び地方の中規模自治体における福祉・保健計画の策定と運用に関する

構造機能分析」を行うことと、「地域社会の変貌と福祉社会の形成」についての研究を推

進することを目標にしております。 

プロジェクトの第２は、中越地震による被害のため一夜にして地域社会（共同体社会）にお

ける生活の基盤を完全に喪失するという苦難に遭遇することになった山古志地区の地域

社会と人びとの生活の再生と新興の過程を調査研究の対象とする「中山間地域の振興に

関する調査研究」でありますが、山古志における「山の暮らし」のありように深く関わる参

与型の研究となることをめざしています。 

これら２つのプロジェクトは、それぞれ内容的には独立しておりますので、調査研究は別

個に推進することになりますが、毎年一度は両プロジェクト合同のシンポジウムなどを実

施する機会を設け、最終的にはそれぞれのプロジェクトの成果を総合化し、他に類例のな

い福祉社会の開発に関する実践的かつ理論的な研究として集大成することを目標と致し

ております。 

文部科学省による学術研究高度化推進事業としましてはとりあえず５年間ということです

が、その間にみるべき成果をあげ、６年目以降においてもオープンリサーチセンター事業

としての継続が認められるように、関係者一同全力を尽くす所存でございます。 

今後とも皆様方のご指導、ご援助を頂戴する機会が多いかと思います。最後になります

が、忌憚のないご批判、ご鞭撻を賜りますようお願いを申しあげ、福祉社会開発研究セン

ター開設のご挨拶とさせていただきます。 

古川孝順（本学ライフデザイン学部学部長：研究センター長） 
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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 1111：都市研究グループ研究方針の紹介：都市研究グループ研究方針の紹介：都市研究グループ研究方針の紹介：都市研究グループ研究方針の紹介    

プロジェクト１は、「自治体福祉・保健計画と地域における福祉社会の形成」を

テーマとし、大都市、地方都市における福祉社会の形成について、行政・住民・

サービスの関わりを中心に研究を進めることを目的としています。 

近年、急速な人口構造の変化、経済環境の変化、家族規模・機能の縮小、居住環

境の変化などにより、日本の社会全体にさまざまな構造変動が見られ、新たな社

会問題や生活問題が表面化しています。厚生省が平成 12 年に発表した「社会的

な援護を必要とする人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」によ

ると、このような経済変動、社会変動の結果、「心身の障害・不安」「社会的排

除や摩擦」「社会的孤立や孤独」などを背景とする孤独死、孤立、生活崩壊、虐

待などが表面化し、対応に迫られています。 

あらたな課題に対しては、それらの原因の究明が必要であるとともに、これまで

構築されてきた経済、政治、社会システムの構造と機能を見直す必要があり、そ

れに基づいた対応方針の模索が必要になります。 

プロジェクト１では、福祉社会の構築という観点から、都市部に見られるこのよ

うな課題に対して、さまざまな観点からアプローチすることをめざし、当面つぎ

のような課題に取り組むこととします。 

 

(1)地域社会における生活・福祉問題を明らかにする。 

(2)地域社会と福祉援助システムとのインターフェイスにおける問題を検討する 

(3)現行の福祉・保健サービスによる生活支援システムの現状を検討する 

(4)住民による地域福祉への参加を検討する。 

 

小林良二（本学社会学部教授：大都市グループ） 

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 2222：山古志研究グループ研究方針の紹介：山古志研究グループ研究方針の紹介：山古志研究グループ研究方針の紹介：山古志研究グループ研究方針の紹介    

プロジェクト２は、「中山間地域の振興に関する研究－山古志地区の復興に即し

て」をテーマとしている。中山間地域は、日本の全耕地面積の 4割を占め、人口

は 1/7 を占めている。しかし今日、グローバリズムの下で国内地域格差は拡大し

ており、特に中山間地域は、人口の減少・高齢化、コミュニティの弱体化、農林

業の衰退といったきびしい状況に当面している。 

新潟県長岡市山古志地区は豪雪地帯に位置する山間地域で、2004 年 10 月の中越

震災では地域住民は全村避難を余儀なくされた。山古志地区の 14 集落のうち 6

集落ではガケ崩れや河川閉塞による水没など壊滅的な被害をうけ、2年間にわた

り居住が不可能となった。今日では住宅地の環境整備や住宅の復興も進み、今年

の 12 月までには帰村がほぼ完了する見込みである。しかし住民の帰村が進むに

つれて、今後地域でどのように生活を営んでいくのかが問題となっている。そも

そも山古志地区は 1950 年代には人口約 7,000 人であったが、最終的に帰村する

人口は約 1,500 人、高齢化率も 40％を超えると予想されておりきびしい状況にあ

る。長岡市や新潟県は、山古志地区の復興を中山間地域振興のモデルケースと位

置づけているが、さまざまな困難が予想される。 

私たち研究グループは、地域産業、生活自立支援、健康自立支援、次世代育成支

援、住生活・住宅づくり、景観計画、地域の文化の 7分野から構成され、地域の

問題点を明らかにし、先進事例を踏まえた各分野毎の計画の提案を行う予定であ

る。更に、油夫集落を拠点とする村おこしのパイロットプロジェクトにも参加し

ている。現実との緊張関係の中で計画的色彩の濃い研究であるが、地域住民や行

政とのパートナーシップを重視して研究を遂行したいと考えている。 

 

内田雄造（本学ライフデザイン学部教授：山古志グループ） 
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7 月 2 日（月）午前 10 時より白山キャンパス甫水会館において、東洋大学福祉社会開

発研究センター主催によるオープン記念セレモニーとシンポジウムが行われた。 

このシンポジウムは、福祉社会開発に関する研究が平成 19 年度学術研究高度化推進

事業（文部科学省採択・オープン・リサーチ・センター整備事業）に採択され、同センター

が設立されたことを記念して開催されたもの。 

最初にオープン記念セレモニーとして、センター長であるライフデザイン学部古川孝順

教授が開会の挨拶を述べ、同センターの設立の経緯や研究計画を紹介した。続いて行

われたシンポジウムでは『福祉社会形成の実践的研究』という全体テーマに則り、4 名

のパネリストが報告を行った。“大都市部における福祉社会の形成について”を発表し

たプロジェクトリーダーの社会学部小林良二教授は、「大都市圏においては特に人間同

士の繋がりの崩壊が進みつつある」と述べ、それを回避するには「社会構成をしっかりと

分析することが重要」と結んだ。同じくプロジェクトリーダーのライフデザイン学部内田雄

造教授は“山古志の復興計画に関する調査研究について―中山間地域の復興へむけ

て―”と銘打った研究を発表。「山古志地区の住宅再建によって、集落を再生させること

を目指す」とし、「そのためには住民との関わり方が大きなテーマになる」と続けた。“中

越地震に学ぶ地方都市の復興計画と課題―震災をバネにした創造的復興へ向けて

―”を発表した渡辺斉 長岡市復興監理監は、「生活の再建にあたり、住民の意思が何

より大切」と研究発表の成果の報告に加えて提起した。最後に東京大学の武川正吾教

授が、前述の 3 名の報告に対する総括的な意見を述べ、研究の意義についてコメント

を行った。 

参加者は約 50 名。 

７月 16 日（月）午後 14 時より「社会福祉領域における新しい視点」をテーマに、第５回

東洋大学・大邱大学校合同セミナーが開催された。当日は、韓国の大邱大学校の学生

約 20 名と本学の教員、学生を合わせて約 60 名が参加した。 

最初に本学社会学部・天野マキ教授による開会の挨拶があり、次に主催者として本研

究所長古川孝順教授による挨拶と大邱大学校の朴泰英教授の挨拶が行われた。ま

た、本学大学院社会学研究科博士後期課程の柳愛貞氏より、第１回合同セミナーから

本会までの歩みについての経過報告が行われた。 

続いて、古川孝順教授による「社会福祉学の性格と枠組み」についての基調講演が行

われた。古川教授は、社会福祉研究の位相とレベルを表にし、自分の研究がどの部分

に属するものか認識した上で研究にあたる必要性を論じた。また、社会福祉の L 字型

構造の説明が行われた。 

これを受けて行われたシンポジウムは、司会を本学社会学部・小林良二教授が行い、

韓国イエス大学・徐惠錫教授による「韓国における軍社会福祉の実態と制度的あり方」

と、本学大学院社会学研究科・博士後期課程の後藤広史氏による「日本におけるホー

ムレス対策の現状と課題」という二つの報告が行われた。 

徐教授は、韓国の軍における社会福祉制度の必要性を提起し、今後求められる軍社会

福祉制度のあり方を訴えた。 

後藤氏は、主に東京都のホームレス対策の現状と問題点について報告し、今後ホーム

レス対策において求められる新たな視点として「つながり」の再構築という視点が必要で

あると述べた。 

 

報告後、朴泰英教授と本学社会学部・川原恵子講師からのコメントが行われた。朴教授

からは、基調講演での古川教授による L 字型の社会福祉の構造と軍社会福祉との融

合点は何かという質問があった。また、後藤氏の発表における「つながり」をネットワー

ク、連携という言葉に置き換え、ホームレスの状態になった要因と過程の双方を捉える

ことにより、ネットワークが構築できるのではないかという指摘があった。 

 

オープン記念セレモニー・シンポジウムを開催オープン記念セレモニー・シンポジウムを開催オープン記念セレモニー・シンポジウムを開催オープン記念セレモニー・シンポジウムを開催    

センター長：古川孝順教授による挨拶 

第５回第５回第５回第５回    東洋大学・大邱大学校合同セミナー開催東洋大学・大邱大学校合同セミナー開催東洋大学・大邱大学校合同セミナー開催東洋大学・大邱大学校合同セミナー開催    

合同セミナーの様子 
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川原講師は、まず、軍社会福祉研究における問題点の提示と他の社会福祉領域との

相違点に関しての詳細な説明を求めた。また、後藤氏の報告に対しては、ホームレス対

策においては、ソーシャルエクスクルージョンの１つの典型としてホームレス対策を捉え

る必要性を指摘した。 

最後の質疑応答では、フロアーからも活発に質問が寄せられ、盛り上がりの中で閉会と

なった。 

シンポジウムの後懇親会が開催されたが、日本・韓国の多くの学生たちの参加があり、

教員間・学生間の活発な交流が行われた。 

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    
 
■10 月 4日（木）研究会 10 時 30 分から 

■10 月 11 日（木）開所式、研究会 13 時から（予定） 


