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 第７号 

1999.9.29 

 事務局 

1999年度会費納入のお願い 

1999年度会費の納入をお願いいたします。同封文書の会費納付状況をご確認頂き、郵便振替払込取

扱書をご利用の上、お早めに納入されますようお願い申し上げます。学会活動をいっそう発展させる

ためにも長期滞納を一掃し、財政基盤を強めることが不可欠です。ご協力をお願いいたします。なお

ご不明な点がありましたら事務局にお問い合わせください。 

盛況のうちに「労務理論学会第９回全国大会」開催 

 本年 6 月 25～27 日（金～日）、風光明媚な北海道網走市の東京農業大学オホーツクキャンパスに

おいて、統一論題「地域産業と雇用開発」の下に当学会第９回全国大会が開催され、思い出に残る充

実した大会になりました。大会に先立ち、地元経営者によるシンポジウム「オホーツク地域企業の“人

財づくり”を考える」が開催され、大会が一気に盛り上がりました。オプショナルツアーなどの新企

画も好評でした。大会は、各報告をめぐって活気のある討論と質疑がなされ、懇親会では開催校の心

のこもったおもてなしに参加者一同感銘を受けました。これも開催校の皆様はじめ、網走市・網走支

庁・網走商工会議所など関係各位のご支援の賜物と感謝いたします。  

 
労務理論学会1999年度会員総会－飛躍の契機－ 会員数２５０名の大台に。 
 大会開催中の6月26日、会員総会が開かれ、明泰淑（札幌大学）岩坂和幸（岐阜経済大学）、以上

２名の方の入会が承認されました。なお、大会後の持ち回り理事会で、白井邦彦氏（釧路公立大学）

の入会が承認されたことにより、当学会の会員数は、一般会員247名、顧問１名、名誉会員２名、合

計２５０名の大台に達しております。 
総会では、98年度収支決算報告と99年度予算案がともに承認され、全国大会充実のために大会費

を30万円に増額し、会費長期滞納一掃への協力要請などの報告があり、了承されました。 
 とくに、学会創立10周年を契機に当学会の飛躍的発展を期した重要な提案がありました。『年報』

等在り方検討委員会（林正樹 委員長）から次年度実施を目標に『年報』改善案の策定に入ること、10
周年記念事業企画委員会（渡辺峻 委員長）の検討内容、学会ホームページ作成（浪江巌理事担当）の

検討状況についての報告があり、了承されました。また、島弘会長より、労務関係の分野での優秀な

若手研究者・人材の育成、研究奨励の趣旨で、小野憲氏による寄付があったことが報告され、その篤

志を活かすため、理事会で「小野憲研究奨励基金」を設置し表彰制度を設けることを決定した旨報告

があり、了承を得ました。 
日本学術会議第 17 期経営学研究連絡委員会委員の林正樹常任理事から、同委員会の活動経過報告

があり、 後に、次期全国大会主催校に予定されている日本大学を代表して、藤井光男会員から会員

多数の参加を期待していますとの挨拶がなされました。  
                                      

９月、常任理事会・拡大常任理事会・理事会持ち回り審議で具体化作業に入る 
去る９月８日、常任理事会、９月10日に拡大常任理事会（理事7名出席）を同志社大学で開催し、

『年報』改善実施案・表彰規定案などを理事会持ち回り審議にかけ、9 月下旬に理事会承認されたこ

とをお知らせいたします。なお、今大会の報告原稿の依頼作業は、年報刊行委員会（林昭委員長）と

事務局が進めていることが報告され、次期開催校からの出席を得て、アンケートを集計・検討し、次

回全国大会の「統一論題」と開催日時を決定いたしました。また、学会ホームページ作成（浪江巌理

事担当）についての意見交換がなされました。その他、常任理事会は、慶弔内規案として理事経験者

が逝去された時には弔電を送ることを決定いたしました。学会運営にかかわるその他の案件につきま

しては、今後も検討を深めていきますので、事務局までご意見をお寄せ下さい。 

労務理論学会ニュース 
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『研究年報』改善実施案が承認される（裏面参照）   

 今回原案を作成された『年報』等在り方検討委員会によれば、『年報』の改善とは、一言で言えば、

魅力ある『年報』を定期的に発行することです。そのための改善案の骨子としては、① 学会事務局，

大会実行委員会（＝大会開催校）とは別に、年報編集委員会を新たに組織する。②)『年報』の掲載論

文を大会報告論文に限定せず、すべての学会員から募集し、規定に定めるレフリー制など一定の審査

を経て『年報』に掲載するものとする。③『年報』の魅力を高めるために，近い将来，市販ルートに

のせるべきである。以上です。このたび承認された規定及び内規は、第10回大会から実施されます。

なお、予稿集は残しますが、大会報告用の原稿も自由投稿論文の原稿も，締切日（第一次）はともに，

毎年３月末日となりますのでご注意下さい。また、『年報』の正式名称については、市販化する際に再

度検討いたします。それまでに魅力ある名称を公募しますので、こぞって応募下さい。 

「小野憲研究奨励基金」設置－学会賞（研究奨励賞）規定承認－研究活動のいっそうの発展を 

理事会では、今期会員総会で決定された労務理論学会賞（研究奨励賞）についても規定（裏面参照）

及び内規を作成・承認いたしました。その目的は、学会員の研究活動を奨励することにあり、対象は、

原稿締切日に満３５歳以下であるか，または，大学院後期博士課程在学中の労務理論学会会員となり

ます。選考の対象となる研究は，本学会『年報』に掲載された論文であり、 受賞者数は，各年度に２

名以内としています。これにより、当学会の研究活動がいっそう発展するよう期待されます。 

 

第10回全国大会の開催日時・統一論題決まる 

  ２０００年 ６月９・１０・１１日（金～日） 日本大学 

  統一論題 「メガコンペティションと雇用・労働問題の変容」 
 なお、労務理論学会１０周年記念事業（渡辺峻常任理事担当）につきましては、第10回大会の前日

６月９日（金）に、記念講演を行うこと、2000年５月頃開催予定の日本学術会議第１7期経営学研究

連絡会主催：学術会議シンポジウム「経営学－その 100 年と 21 世紀へのあり方」における木元進一

郎会員の講演を記念事業の一環として位置付けること、以上が承認されました。 
 

日本学術会議第１８期会員候補者の選出に係る学術研究団体の登録、承認さる。 
今回事務局が責任を持って申請作業をいたしました「日本学術会議第 18 期会員の選出に係る学術

団体の登録」につきましては、日本学術会議会員推薦管理会より、9 月１４日付で、審査を通り、登

録承認された旨通知がありました。当学会としては、今後いっそう日本学術会議との協力関係を深め、

日本の学術研究の発展に貢献していくことが期待されています。 
 
＜住所録（研究年報第７号掲載）ご確認のお願い＞ 
 会員諸氏の現住所・所属の変更、ご逝去などは、 
事務局のみでは把握できない面があります。 
年報第８号末尾掲載の住所の変更や、誤りなど 
お気づきの点がありましたら、振込用紙の通信欄、 
ＦＡＸなどで是非、事務局までご一報下さい。 
 ご協力をお願いします。 
連絡先(事務局担当上田慧)： FAX.0721-20-2259 
       E-mail:saueda@mail.doshisha.ac. 
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＜年報編集委員会規定＞ 

 

(趣旨) 

 労務理論学会の活性化と質的向上をめざして、学会誌（誌名；『労務理論学会研究年報』）を編集し、

刊行するための委員会を設置する。この編集委員会は年次大会や学会全般の運営とは切り離して、純

粋に『年報』の編集・刊行のための委員会とする。 

 

第1条（目的） 年報編集委員会は，『労務理論学会研究年報』（以下，『年報』と略す）の編集と刊行 

 を通じて，当学会の研究活動の活性化を図ることを目的とする。 

第２条（職務） 編集委員会は，毎年１２月末日までに，『年報』を刊行する。 

(1) 編集委員会は、大会報告者への『年報』原稿依頼，投稿論文等の募集・受付、査読の分担、

レフリーへの査読依頼、その査読結果に基づく論文掲載の 終的可否の決定、誌面構成の決

定、等をおこなう。 

(2) 編集委員会は，『年報』の刊行期日に間に合わせるために，「大会報告論文」および「投稿論

文」の（一次）原稿締め切り日をともに３月末日として，原稿を募集する。 

第３条（『年報』の構成） 『年報』には、統一論題・自由論題の大会報告論文の他に、投稿論文（研 

 究論文のほかに，書評，研究ノート，研究動向などを含む）を掲載することができる。 

第４条（レフリー制） 『年報』の魅力を不断に高めていくために、レフリー制を採用する。レフリー 

 制については、「内規」で別に定める。 

第５条（委員長および副委員長） 委員会に委員長と副委員長各1名をおく。 

 (2) 委員長および副委員長は，理事の互選により，東日本と西日本から選出される。 

 (3) 委員長と副委員長の任期は３年とする。 

第６条（委員の選出） 編集委員会の委員は，委員長・副委員長のほかに、東日本および西日本の会員 

 若干名とし，理事会の推薦に基づいて選出される。 

第７条（委員の任期） 編集委員の任期は２年とする。 

第８条（内規） 編集委員会は，理事会の承認を得て，本「規定」、同「内規」および『年報』投稿規 

 定を定め，また改訂することができる。 

  

附則（施行期日） 

この規定は，１９９９年１０月１日から施行する。 

 

 

＜『労務理論学会研究年報』投稿規定＞ 

 

第１条（投稿資格） 投稿者は原則として本学会員とする。 

第２条（原稿の種類と制限） 原則として、単著の大会報告原稿（統一論題および自由論題報告）およ 

び投稿原稿とする。投稿原稿は本学会の目的に即したテーマで，研究論文のほかに，書評，研究ノ 

ート，研究動向などを含み，原則として，日本語で書かれた未公刊の論文とする。 

第３条（書式） 原稿は，原則として，ワープロによる横書き和文として、フロッピーとともに提出す 

る。本文・注・図表・文献リストを含めて、統一論題報告論文は13,000字（＝Ａ４サイズで40字 

×40行×8枚）以内，その他は11,000字（＝Ａ４サイズで40字×40行×６枚）以内とする。 

第４条（記入禁止事項） 原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関を記入し、原稿自体には執筆者 

 と分かるような記述（氏名など）は一切しないものとする。 

第５条（原稿の締切） 一次原稿の締切は毎年３月末日，二次原稿の締切は７月末日とする。 
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第６条（原稿の送付） 大会報告原稿は，正１部、副１部を大会実行委員会（大会開催校）宛および『年 

報』編集委員会宛に送るものとする。投稿原稿は，正１部、副１部を『年報』編集委員会宛に送る 

ものとする。 

第７条（採否の決定） 投稿原稿の『労務理論学会研究年報』掲載の 終決定については、年報編集委 

 員会が所定の審査を経て毎年９月末日までに決定する。 

第８条（校正） 採用原稿の執筆者校正は一校までとする。なお、校正時における原稿の書き直しは認 

 めない。 

第９条（原稿の返却） 投稿原稿は採否に関わりなく返却しない。 

第１０条（原稿料） 原稿料は支払わない。 

第１１条（改定） 編集委員会は，理事会の承認を得て，本規定を改訂することができる。 

 

附則（施行期日） 

この規定は，１９９９年１０月１日から施行する。 

 

＜労務理論学会賞（研究奨励賞）規定＞ 

 

第1条（目的および名称） 学会員の研究活動を奨励することを目的として，労務理論学会賞（研究奨 

 励賞）を制定する。 

第2条（表彰の資格および対象） 労務理論学会賞（研究奨励賞）の対象となる学会員は，原稿締切日 

に満３５歳以下であるか，または，大学院後期博士課程在学中の学会員とする。なお，同一人が再 

受賞することはできない。 

 (2) 選考の対象となる研究は，本学会『年報』に掲載された論文とする。 

 (3) 受賞者数は，各年度に２名以内とする。 

第３条（賞の内容） 表彰状および賞金とし，賞金の金額は別に定める。 

第４条（選考・審査委員会） 労務理論学会賞（研究奨励賞）の選考と審査のために，労務理論学会賞 

（研究奨励賞）選考審査委員会（以下、選考審査委員会と略す）を設置する。 

 (2) 選考審査委員会は，会長，学会『年報』編集委員長・副委員長および理事会で推薦された若干名 

  の会員で構成する。任期は１期・３年とする。 

 (3) 選考審査委員会の委員長は，理事会で選出された理事とする。 

 (4) 選考審査委員会は，毎年，９月末日までに労務理論学会賞（研究奨励賞）の有資格論文を確認し， 

  翌年の１月末日までに推薦を受け付ける。 

 (5) 選考審査委員会は，推薦された候補論文を審査し，５月末日までに受賞作品を決定する。 

第５条（審査結果，通知，授与） 選考審査委員会委員長は，選考審査の結果を会長に報告し，会長は 

 理事会に諮り，速やかに承認の手続きをとり，受賞者に通知する。 

 (2) 労務理論学会賞（研究奨励賞）の授与は，全国大会において行う。 

第６条（内規）選考審査委員会は，理事会の承認を得て，本規定および内規を定め、また改訂するこ 

 とができる。 

 

附則（施行期日） 

 この規定は，１９９９年１０月１日から施行する。 
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＜年報編集委員会規定＞ 

(趣旨) 

 労務理論学会の活性化と質的向上をめざして、学会誌（誌名；『労務理論学会研究年報』）を編集し、

刊行するための委員会を設置する。この編集委員会は年次大会や学会全般の運営とは切り離して、純

粋に『年報』の編集・刊行のための委員会とする。 

 

第1条（目的） 年報編集委員会は，『労務理論学会研究年報』（以下，『年報』と略す） 

 の編集と刊行を通じて，当学会の研究活動の活性化を図ることを目的とする。 

第２条（職務） 編集委員会は，毎年１２月末日までに，『年報』を刊行する。 

(1) 編集委員会は、大会報告者への『年報』原稿依頼，投稿論文等の募集・受付、 

 査読の分担、レフリーへの査読依頼、その査読結果に基づく論文掲載の 終的可  

 否の決定、誌面構成の決定、等をおこなう。 

(2) 編集委員会は，『年報』の刊行期日に間に合わせるために，「大会報告論文」お 

 よび「投稿論文」の（一次）原稿締め切り日をともに３月末日として，原稿を募 

 集する。 

第３条（『年報』の構成） 『年報』には、統一論題・自由論題の大会報告論文の他に、 

 投稿論文（研究論文のほかに，書評，研究ノート，研究動向などを含む）を掲載す 

 ることができる。 

第４条（レフリー制） 『年報』の魅力を不断に高めていくために、レフリー制を採用 

  する。レフリー制については、「内規」で別に定める。 

第５条（委員長および副委員長） 委員会に委員長と副委員長各1名をおく。 

 (2) 委員長および副委員長は，理事の互選により，東日本と西日本から選出される。 

 (3) 委員長と副委員長の任期は３年とする。 

第６条（委員の選出） 編集委員会の委員は，委員長・副委員長のほかに、東日本およ 

  び西日本の会員若干名とし，理事会の推薦に基づいて選出される。 

第７条（委員の任期） 編集委員の任期は２年とする。 

第８条（内規） 編集委員会は，理事会の承認を得て，本「規定」、同「内規」および 

  『年報』投稿規定を定め，また改訂することができる。 

 附則 

（施行期日） 

 この規定は，１９９９年１０月１日から施行する。 

 

＜『労務理論学会研究年報』投稿規定＞ 

第１条（投稿資格） 投稿者は原則として本学会員とする。 

第２条（原稿の種類と制限） 原則として、単著の、大会報告原稿（統一論題および 

 自由論題報告）および投稿原稿とする。投稿原稿は本学会の目的に即したテーマで， 

 研究論文のほかに，書評，研究ノート，研究動向などを含み，原則として，日本語 

 で書かれた未公刊の論文とする。 

第３条（書式） 原稿は，原則として，ワープロによる横書き和文として、フロッピー 

  とともに提出する。本文・注・図表・文献リストを含めて、統一論題報告論文は13,000 

  字（＝Ａ４サイズで40字＊40行＊8枚）以内，その他は11,000字（＝Ａ４サイズ 

  で40字＊40行＊６枚）以内とする。 

第４条（記入禁止事項） 原稿の表紙に投稿者の氏名、住所、所属機関を記入し、原稿 

  自体には執筆者と分かるような記述（氏名など）は一切しないものとする。 

第５条（原稿の締切） 一次原稿の締切は毎年３月末日，二次原稿の締切は７月末日と 

  する。 

第６条（原稿の送付） 大会報告原稿は，正１部、副１部を大会実行委員会（大会開催 
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  校）宛および『年報』編集委員会宛に送るものとする。投稿原稿は，正１部、副１ 

  部を『年報』編集委員会宛に送るものとする。 

第７条（採否の決定） 投稿原稿の『労務理論学会研究年報』掲載の 終決定について 

  は、年報編集委員会が所定の審査を経て毎年９月末日までに決定する。 

第８条（校正） 採用原稿の執筆者校正は一校までとする。なお、校正時における原稿 

  の書き直しは認めない。 

第９条（原稿の返却） 投稿原稿は採否に関わりなく返却しない。 

第１０条（原稿料） 原稿料は支払わない。 

第１１条（改定） 編集委員会は，理事会の承認を得て，本規定を改訂することができ 

  る。 

 

（施行期日） 

 この規定は，１９９９年１０月１日から施行する。 

 

＜労務理論学会賞（研究奨励賞）内規＞ 

 

第1条（基金） 労務理論学会（研究奨励賞）の資金を確保するために研究奨励基金を 

 設立する。 

第２条（賞金および件数） 賞金の金額は１件３万円，年間２件以内とする。 

第３条（賞金の原資） 賞金の原資は，原則として，研究奨励基金（当面は，小野憲研 

  究奨励基金＝200万円）の利子収入であるが，研究奨励賞の賞金が小野憲研究奨励 

 基金でまかなえない場合は，学会予算から補助することができるものとする。 

第４条（改定） この内規は，理事会の承認を得て，改訂することができる。 

（施行）  

  この内規は，労務理論学会賞（研究奨励賞）の規定と同時に施行される。 

 

 


