
プログラム

 事務局　　　　　　　茨城大学人文学部　　　牧　良明

〒310-8512　水戸市文京２－１－１

2015年6月5日（金）～6月7日（日）

茨城大学　水戸キャンパス

大会実行委員長　茨城大学人文学部　　　清山　玲

統一論題

現代資本主義企業と労働時間

                                                                      　　Tel     ： 029-228-8170
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail ： ymaki@mx.ibaraki.ac.jp

　
労務理論学会 第25回全国大会



6月5日（金）

 13:00～

 15:30～

6月6日（土）

　8:30～

9:10～9:40

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

人文学部講義棟11番教室 人文学部講義棟13番教室 人文学部講義棟15番教室 人文学部講義棟12番教室

田口典男（岩手大学） 那須野公人（作新学院大学） 松下幸生（米沢女子短期大学） 明泰淑（札幌大学）

守屋貴司（立命館大学） 　　加藤正治（阪南大学） 竹田昌次（中京大学） 幸　光善（大分大学）

報告者 吉村大吾　 橋村政哉

所　属 追手門学院大学　　 明治大学大学院

報告者 国府 俊一郎 木村 三千世 益田　淳子　 石　錚　

所　属 大東文化大学 四天王寺大学 明治大学大学院/社会保険労務士 立命館大学大学院

報告者 丸山　美幸 櫻井　幸男 松本　典子 扇　健夫　

所　属 明治大学大学院/社会保険労務士 大阪経済大学 駒澤大学 立命館大学大学院

12:00～13:00

13:00～14:30

司会／報告者

会　 場 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

司会者 田口/守屋 那須野/加藤 松下/竹田 明/幸

報告者 高麗　裕介 山縣　宏寿　 平川　宏 櫻井　善行

所　属 社会保険労務士 諏訪東京理科大学 筑波大学大学院 名古屋市立大学

論題
中小ICT企業における重層下

請構造とデスマーチ
限定正社員制度導入の試みと

その課題

アメリカにおける「協調的労使
関係」への挑戦－日米鉄鋼業
が協力して実施した、　　「労使

協力」　　という実験－

「労労」格差から「老老」格差へ
－変化する企業福祉の役割－

　＜エクスカーション＞　株式会社 野上技研 見学  (集合時間：12：00　集合場所：水戸駅南口納豆像　雨天時は当日案内を表示します　)

　＜特別講演＞　　「日本型雇用システムと労働法制のあり方を巡って」　　（於：人文学部講義棟1階　10番教室）
　講   演   者  　  濱口　桂一郎  （独立行政法人 労働政策研究・研修機構）
　司会/コメント 　 清山 　　玲     （茨城大学）

　昼　　休　　み　　（会員控室・弁当のお渡し 人文学部講義棟1階　14番教室）
　理　　事　　会　　（於：人文学部研究棟2階　A201）
　編 集 委 員 会　（於：人文学部研究棟2階　A208）

論　題

第1報告
9:50～10:30

会　場

大企業製造業男性ホワイトカ
ラーにおける「働きがい」の規

定要因

論　題

高齢者の雇用安定と定年制

司会者（所属）

　　開　 　  　 　会 　 　　　 式　　  （於：人文学部講義棟1階　10番教室）
　　労 務 理 論 学 会  会  長　   長井 偉訓（愛媛大学）
　　大  会  実  行  委  員  長　   清山　 玲 （茨城大学）

海外におけるOJTの認識-台
湾の職場における用語として

のOJTの研究-

司　 会　　　安井　恒則　（阪南大学）
伍賀　一道著  『「非正規大国」日本の雇用と労働』
書評者　　　小松　史朗 （近畿大学）
遠藤　公嗣著  『これからの賃金』
書評者　　　橋場　俊展 （名城大学）

第4報告
15:50～16:30

論　題

14:40～15:40

　ワークショップ　（於：人文学部講義棟 13番教室）
「学問の自由と大学の自治-大学経営と労働問題-」

ワークショップ
部会

司会/コメント　　國島　弘行 （創価大学）
報告者　　　　　　細川 孝 （龍谷大学）
「ファンドと大学経営」
報告者　　 　　　 小山 修 （札幌大学）
「私大経営と労使関係-私大経営の危機と労使関係の課題-」

書評部会　（於：人文学部講義棟 15番教室）

イギリスにおける
労働者協同組合の現状と課題

中国における女性の労働と管
理に関する研究-上場企業にお
ける女性役員・管理職の登用事例

から-

労働力排出における労使ルー
ルの消滅

日本におけるCSRの隆盛と人
事労務管理の自己責任化

ワーク・ライフ・バランスの実現
に関する一考察－日本型ワーク
シェアリングの可能性の視点から

－

労働過程論と「同一価値労働・
同一賃金」論批判

企業経営と人材の能力

第2報告
10:35～11:15

第3報告
11:20～12:00

労務理論学会　第25回全国大会プログラム
（於　茨城大学　水戸キャンパス）

　理　事　会　（於：人文学部研究棟2階　A201）

    受   　付 　 （於：人文学部講義棟1階 13番教室前廊下）



1640～17:50

18:00～20:00

　8:30～

12:20～13:20

13:20～13:50

15:10～15:20

大会会場の詳細

会場名 茨城大学　水戸キャンパス

最寄の交通機関 お問い合わせ先

懇親会会場の案内

会場名

アクセス     茨城大学正門入って右徒歩2分

　受　　付　　　　　　　　　　　　　　　　　　（於：人文学部講義棟1階　13番教室前廊下）

6月７日（日）

　　茨苑会館（茨城大学水戸キャンパス）

JR常磐線水戸駅北口 バス停 茨大前

　　報告者　　藤田 実 （桜美林大学）　　森岡 孝二 （関西大学名誉教授）　 山本 大造 （愛知大学）　　佐々木 昭三　（社会医学研究センター）

　　司　 会　　中川　香代　（高知大学）
　　　　　　　　 森田　園子　（大阪樟蔭女子大学）
　
　　討論者　　中村　艶子　（同志社大学）
　　　　　　　　 鷲谷   　徹　（中央大学）

　＜統一論題シンポジウム　討論＞　　（於：人文学部講義棟1階　10番教室）

労務理論学会第25回全国大会実行委員会事務局
  茨城大学人文学部 牧良明研究室

〒310-85１2　水戸市文京2-1-1
  電話 (029)228-8170

  E-Mail： ymaki@mx.ibaraki.ac.jp

　懇　　親　　会  　（於：茨苑会館）

住　所 〒310-8512 水戸市文京2-1-1

　　閉　  　 　会 　 　　　 式　　　　 　　 （於：人文学部講義棟1階　10番教室）
　　労 務 理 論 学 会  会 長　   長井 偉訓 （愛媛大学）

13:50～15:00

　＜統一論題報告へのコメント＞　　　（於：人文学部講義棟1階　10番教室）
　　コメンテーター（コメント各15分）
　　　　　　　　　中村　艶子 （同志社大学）
　　　　　　　　　鷲谷    徹  （中央大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ：　現代資本主義企業と労働時間　　（報告35分、質疑5分）

　＜統一論題シンポジウム　報告＞　　（於：人文学部講義棟1階　10番教室）

6月6日（土）

9:20～12:20

　趣旨説明 　　　　　 長井　  偉訓    （愛媛大学）
　報告者／論題　　　藤田　  　実     （桜美林大学） 　　　　　　　　　　　　　　　　　「新自由主義的資本蓄積と労働時間規制緩和」
　　　　　 　　　　 　　  森岡　  孝二    （関西大学名誉教授）　　　　　　　　　　　　　「労働時間軽視の代価を考える」
　　　　　　　　　 　　　 山本　  大造    （愛知大学） 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　「ホワイトカラー・エグゼンプションの論理　－その批判的検討－」
　　　　　　　　　　      佐々木 昭三    （公益財団法人 社会医学研究センター）　「長時間過密労働と労働安全衛生問題」
　司　会
    　 　 　　　　 中川 　香代 （高知大学）
　　　　  　　　　 森田   園子 （大阪樟蔭女子大学）

　
　昼　　休　　み  　（会員控室・弁当のお渡しは、人文学部講義棟1階　14番教室）
　理　　事　　会　　（於：人文学部研究棟2階　A201）
　編 集 委 員 会　（於：人文学部研究棟2階　A208）
　統一論題シンポジウム打合せ　（於：人文学部研究棟2階　A220）

　会　員　総　会　 （於：人文学部講義棟1階　10番教室）



　　　　         水戸駅　バス・タクシー乗り場案内

＊水戸駅から茨城大学まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　タクシーで15分、1700円程度　バスで25分、330円

＊大学からタクシー：グリーンタクシー
　　 　　　　℡　0120-21-2541

＊東京・品川駅直通の特急は本数が少ないので
　 ご注意ください。

　会場へのアクセス

　  上野駅からのアクセス（所要時間約100分）
　   JR常磐線上野駅　または東京駅・品川駅
　   →JR常磐線 水戸駅下車
　   （水戸駅北口 バス乗り場 茨大前行に乗り換え）
　   →茨大前　または　茨大正門前 下車
　   徒歩約1～3分。

　懇親会費 　：　一般（5,000） 院生（3,000）
　大会参加費：　一般（5,000） 院生（3,000）　

　お弁当代 　：　6/6　1,080円　6/7　1,080円
　5/22までにお振り込みください。当日は参加費・懇親会費ともに1000円増しになります。

　集合場所：　水戸駅南口納豆像付近（晴天）　雨天の際には案内を表示します。

工場見学のご案内

　6/5（金）の工場見学先（（株）野上技研）は、経産省その他で表彰された今注目の元気なモノ作りの中小企業です。
　集合時間：　１２：００　時間厳守（バスで移動します。）

参加費等のご案内


