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１１. 次期全国大会開催校からのご案内

次年度の全国大会は、2018年 6月 9日（土）～ 6月 10日（日）に同志社大学今出川キャン
パス（京都市上京区）で開催する予定です。ご案内は、本ニュース 12 ページをご覧下さい。
会員のみなさま、初夏の京都でお会いできることを楽しみにしております。
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１．竹田昌次会長よりご挨拶

今回の学会ニュースが会長としての最後のご挨拶

となります。その分、肩に力が入ってしまい、あれ

これと考えるうちに時間だけが経過してしまいまし

た。今はもう、「下手の考え休むに似たり」とか「下

手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」という居直り状態にな

ってしまっています。以下では、私の下手な考えを

思いつくまま列挙し、そのうち１つでも命中すれば

良いのでは、と思っています。

（１）経営学（経営労務論）派と社会政策派から成

る会員構成のメリットを活かす

正確な表現は難しいのですが、本学会の学者会員

の顔ぶれは商学・経営学系の会員と社会政策・労働

問題系の会員から成ります。方法論論争が起きるの

は結構なことですが、それが既存デイシプリンの優

劣を競うだけだと愚の骨頂です。労務現象を捉える

新たな理論の構築は、経営学系列の労務論と社会政

策・労働問題からの労務研究とのコラボレーション

が必要だと考えます。

（２）社会保険労務士の方々を会員に迎え入れてい

るメリットを活かす

本学会には社会保険労務士の方々を会員に迎えて

います。これも正しい比喩とは言えないかもしれま

せんが、社会保険労務士と労務理論との関係は、看

護師と看護学、医師と医学のそれだと思っています。

実践の発展なくして理論は発展せず、逆もまた真で

理論の発展なくして実践の発展はない。ということ

で、私は新たな労務理論の 3つの源泉として経営学
系列の労務論、社会政策・労働問題からの労務研究、

そして社会保険労務士の方々からの問題提起にある

と考えています。

（３）全国大会統一論題は時宜に適ったテーマを、

歴史的・理論的に迫る研究姿勢で！

手前味噌になるかもしれませんが、労務理論学会

の全国大会統一テーマには良いものが多いと思いま

す。これは根拠のない自己規定ではなく、本学会の

会員ではない私の先輩筋の某大学名誉教授から頂い

た手紙で気づかされたことで、確かに、広く目配り

しながら、時論的なテーマに果敢に挑戦している節

があります。時論的なテーマを歴史的・理論的にア

プローチするのが労務理論学会の特徴の 1 つだと
思っています。

（４）若手にアピールし、結果的に若手が活躍する

学会に

学会員の年齢構成上の問題点（超高齢化）を前回

のニュースでもふれましたが、高学歴ワーキング・

プアーが知れ渡ったのか、特に文系の大学院生は留

学生も含めて少なくなったように思えます。最近の

公募人事にも応募書類が 100 通を超えることはな
くなったとも聞きます。今まで以上に、若手研究者

や大学院生を、日本の学術体制の将来を支える「宝」

として位置づけて接することが必要かと思います。

但し、接し方は考えなければならないでしょう

が・・・・

（５）最後に持論ですが、学会誌と全国大会が学会

の顔です。若手、とりわけ隣接学会の若手会員が注

目するような学会誌を持ち、魅力的な統一論題テー

マで全国大会を開催するような学会にすることが何

よりも望まれることです。微妙にアプローチや領域

の異なる分野の若手や院生を惹きつけるような、そ

ういう労務理論学会でありたいと思っています。会

員各位の奮闘をお願いする次第です。私も来年か再

来年に学会誌への自由投稿や自由論題報告にアプラ

イしようかと思っています。

竹田昌次（中京大学）

2. 第27回全国大会（諏訪東京理科大学）報告

労務理論学会第 27回全国大会は、2017年 6月 9
日（金）～ 11日（日）の３日間、「賃金のあり方を
考える－同一価値労働同一賃金と賃金水準－」とい

う統一論題のもと、八ヶ岳の麓に位置する諏訪東京

理科大学で開催されました。第 27 回全国大会では
およそ 90 名の大会参加者を集めましたが、大会前
から弁護士事務所、労働組合、研究機構など学会員

以外からの問い合わせも多く寄せられました。

6 月 9日（金）には、企業目的として「企業は本
来、会社を構成する人々の幸せの増大のためにある

べき」との立場を明示し、ヒトに優しい企業を標榜

する、長野県内の伊那食品工業株式会社でエクスカ

ーションが行われました。同エクスカーションでは
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21名の学会員が参加し、対応して頂いた丸山勝治取
締役との質疑応答では、当初、予定されていた 30
分の時間設定を大きく上回る、1時間 30分もの時間
をかけて熱心な議論が交わされました。

伊那食品工業株式会社を訪問

大会２日目の 6 月 10 日（土）は、開会式の後、
午前と午後に分けて自由論題報告が実施され、２会

場で計７報告が行われました。今大会は、大学院生、

若手教員らを中心にした自由論題報告となりました

が、長年、研究の第一線で活躍されてこられた学会

員をはじめ、多くの学会員により、厳しくも、次世

代の研究者を育てる観点から、今後の研究を発展さ

せる上で検討すべき点や、分析上の憾みなど、忌憚

のない指摘、あるいは示唆に富むアドバイスが報告

者にフィード・バックされました。午後には、他学

会で奨励賞を受賞するなど、将来の活躍がより一層

期待される若手学会員の新著２冊が取り上げられま

した。その後、「同一労働同一賃金」に係る取り組み

で、これまでたびたびメディアで取り上げられ、ま

た厚生労働省の「多様な人材活用で輝く企業」でケ

ースとして紹介された他、都道府県労働局長賞とし

て「ファミリー・フレンドリー企業表彰」を受賞し、

さらには 2016 年施行の「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づ

く認定制度で最高ランク評価認定を受けるなど、注

目を集めているエフコープ生活協同組合から、同生

協労働組合舌間成実書記長をお招きし特別講演が行

われました。「労働組合の選択～格差是正はたたかい

の第一歩～」と題した特別講演では、これまで省庁

所管の研究機構をはじめ、多くの調査や視察が行わ

れてきたなか、本学会の特別講演のために作成され、

他では必ずしもオープンにされてこなかった資料等

を含む 20 頁を上回る非常に詳細な資料、レジュメ
を用いた講演になりました。

プログラム委員長による統一論題の趣旨説明

大会最終日の 6 月 11 日（日）の統一論題は、ま
さに時宜に適い、注目されるテーマ設定だったこと

もあり、雇用形態間処遇格差に係る訴訟案件を抱え

る労働側の弁護士、格差是正に取り組む組合の中央

執行委員会の役員からの参加もありました。統一論

題では「同一価値労働同一賃金」という賃金形態論

に対し、賃金水準規制の観点から論点を提起するも

のとなり、重鎮、若手研究者の統一論題報告者の構

成のもと、フロアを交え最後まで熱い議論が展開さ

れました。このシンポジウムで交わされた議論が一

つのプラットフォームとなり、労務理論の発展に寄

与するものとなることを確信する場となりました。

統一論題シンポジウムの様子

（写真提供：第 27回全国大会実行委員会）
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大会開催にあたっては、報告者、司会、コメンテ

ーターの先生方をはじめ、理事会、プログラム委員

会、事務局の先生方から絶大なるお力添えを賜りま

した。この場をお借りして心より厚く御礼申し上げ

ます。

第 27回全国大会実行委員長 山縣宏寿

３. 第28 回全国大会（2018年6月）の統一論題テー

マおよび趣旨と報告者の募集

統一論題テーマ

「働き方改革と『働きがい』のある職場」

労務理論学会第 28回全国大会統一論題趣旨文

周知のように、経団連をはじめとする経済団体や

日本政府は近年、一連の働き方改革を提唱･推進し、

これに歩調を合わせる形で労働基準法や労働契約法

の改正も準備されている。そこには、長時間労働の

是正や非正規雇用の処遇改善を実現するため、時間

外労働の上限規制や高度プロフェッショナル制度、

更には同一労働同一賃金の「導入」の他に、ワーク

ライフバランス、テレワーク、ＡＩ・ロボット活用

などの多様な政策課題とメニューが含まれている。

これらの動向の背景として意識されているのは、人

口減少と、高齢者層と働く世代との人口比率の悪化

である。絶対的、相対的に減少する生産年齢人口を

前にして、労働力の有効活用による問題の量的緩和

と、生産性向上による問題の質的解決が模索されて

いる、といえよう。

本学会の課題として以上のように問題を捉えた場

合、働き方改革の現状を分析・検証し、あるべき方

向性を明確にする必要があるといえよう。その際、

働き方改革が真に働き方を豊かで充実したものに改

善するのか否か、更にはデイーセントワークとの関

連といった視点も、労務理論を研究する学会として

は重要な課題であろう。これが「働き方改革と『働

きがい』のある職場」をテーマとする第１の趣旨で

ある。その際、考察の対象をいわゆる「働き方改革

関連法（案）」が対象としたようなメニューのみに限

定するのではなく、この間企業の現場で導入が試み

られて来た多様な人事労務管理改革を広く射程に入

れるべきかと考える。これによって、政治動向や時

論に流されることなく、「働き方改革」を歴史的脈絡

に位置づけた、普遍的な議論の展開が可能になるで

あろう。

他方で、働き方改革の議論から抜け落ちている労

務理論上の論点は、働く人々のモチベーション問題

である。過去 20 年ほどの期間に実施された国際比
較調査の結果は、おしなべて日本の会社員の働く意

欲が国際比較上の最低水準に張り付いていることを

示している。それは、外見上は真面目に働く日本の

会社員が、本音のところでは日々の労働に「働きが

い」を感じることができないという、重要な問題を

示している。働き方改革を「働きがい」の視点から

みることは、働く人々のモチベーション向上を通じ

て生産性向上と豊かな働き方の両立を追究すること

でもある。振り返ってみると、アメリカの企業動向

には、管理型マネジメントから支援型マネジメント

へのマネジャー（リーダーシップ）観の変貌、ホワ

イトカラー労働のチーム（プロジェクト･チーム）労

働へのシフト、目標管理型年次評価の廃止（ノーレ

イティング）など、モチベーションを高めることで

生産性向上と社員の成長を図る取り組みが認められ

る。同様に、従業員のエンゲージメントがアメリカ

の学界や実務界のホットイシューであることも、モ

チベーションや働きがいの向上が人的資源管理上の

重要な課題であり続けていることを裏づけている。

こうした動向をフォローし、その二面性を分析する

ことも、働き方改革を論ずる際に検討すべき本質的

な問題の１つだといえる。この点が、「働き方改革と

『働きがい』のある職場」をテーマとする第２の趣

旨である。

プログラム委員会としては、時宜を得た、取り組

みがいのあるテーマを設定できたものと自負してい

る。充実した報告と議論を期待したい。

プログラム委員長 橋場俊展（名城大学）

2017年 9月 30日 記
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報告者の募集（応募の締め切り日）

A)統一論題（11月15日まで）

2018年度の全国大会で、統一論題趣旨にそって研
究成果をご報告いただく報告者を募集します。報告

を希望される会員は、11月 15日（水）までにプロ
グラム委員会までお知らせ下さい。応募締め切り後、

プログラム委員会で正式に報告者を選定し、ご連絡

いたします。統一論題報告は、事前に報告者打ち合

わせ等を設けたいと考えておりますので、あらかじ

めご承知おき下さい。

B)自由論題（12月末まで）

2018年度の全国大会で、会員のみなさまの日頃の
研究成果をご報告下さいますよう、お願いします。

自由論題報告をご希望の方は、12月末までに、報
告題目、お名前とご所属、連絡先（メールアドレス

および TEL)をプログラム委員会までお知らせ下さ
い。

C)ワークショップ等の企画募集（12月末まで）

現在、2018年度全国大会実行委員会およびプログ
ラム委員会では、エクスカーションや特別講演、書

評部会などの内容の検討と調整を進めております。

その他に、ワークショップなどの企画をお持ちの

方がいらっしゃいましたら、12月末までにプログラ
ム委員会までお知らせ下さい。

なお、限られた日程・時間での開催になりますの

で、企画提案多数の場合、本来歓迎すべきことでは

ありますが、その開催の可否はプログラム委員会の

判断とさせていただき、尊意に沿いかねることもあ

り得ます。この点、あらかじめご承知おき下さい。

【上記 A～ Cまでの応募連絡、お問合せ先】
プログラム委員長 橋場俊展（名城大学）

〒 468-8502 名古屋市天白区塩釜口 1-501
名城大学経営学部 橋場研究室 気付

E-mail：thashiba@meijo-u.ac.jp
Tel.(052)838-2222(研究室) 内線 3450

４.学会賞（研究奨励賞）の選考結果について

2016年度労務理論学会研究奨励賞選考結果報告

2017年度第1回拡大理事会において、研究奨励賞

審査選考委員会・小松史朗委員長より柴田徹平会員

に同賞を授与する旨が提案され、了承された。

授賞者及び授賞論文

柴田徹平「個人請負就労者の働き方の類型とその特

徴 ―建設職種を事例として― 」

（『労務理論学会誌』第 26号掲載）

授賞理由

本稿は、近年急増しつつある個人請負就労者、と

りわけ建設職種における「一人親方」に着目をして、

その就労実態についての実証分析を加えた上で、労

働者保護法の適用を進める上での法的枠組みの構築

に寄与するという明確な課題にもとづいて構成され

ている。そして、建設政策研究所が実施をしたアン

ケート調査と著者が実施をした聞き取り調査による

量と質の両面からの分析にもとづいて、上記の研究

課題に対する意欲的な取り組みを展開している。

こうした分析の結果、本稿では、労働者性の強弱

を分析軸として、指揮命令関係の有無、報酬水準と

支払われ方、生産手段所有の有無にもとづいて、建

設職種の個人請負就労者を「独立自営型」「手間請型」

「常用型」に分類している。そして、「独立自営型」

については労働者保護法の適用対象とはならないも

のの、「常用型」と「手間請型」をその適用対象とす

べきであるという結論を導き出している。

従来の労働者保護法に対する脱法的な働き方と

して増加しつつある個人請負就労形態に対して、そ

の類型化を踏まえて労働者性の強弱に応じて労働者

保護法の適用対象を析出している点に、本稿の社会

的意義と独自性がある。その論旨は明快で説得力が

あり、この試みはおおむね成功していると評価でき

る。

その一方で、著者は、今後、建設職種より他の産

業、業種における個人請負就労者を対象とした同様

の研究を進めることで、本稿で析出された結論の一

般化を模索してゆく必要があると言えよう。

また、本稿の英文タイトルでは個人請負就労者を
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“Dependent Contractor”と表記しているが、既存
研究では“Independent Contractor”と表記される
ことが多かった。近年では多少なりとも独立性のあ

る“Independent Contractor”が従属性の強い“
Dependent Contractor”に転換される流れが強まっ
ていることから、英語文献では後者の用例が増えて

いる。この点も含めて、米国をはじめとする海外の

先行研究を参照することも、筆者の今後の課題であ

ろう。

これらのような課題が残されているものの、本論

文では、社会的意義に富む研究課題に対して適切な

方法による研究が展開されて、説得力のある明快な

結論を得ている。

故に、今後のさらなる研究の進展に期待をして、

本論文著者に今年度の研究奨励賞を授与することと

する。

労務理論学会賞（研究奨励賞）審査選考委員会

委員長 小松史朗

2017年 6月 10日 会員総会にて授賞の様子

（写真提供：第 27回全国大会実行委員会）

５．学会賞（研究奨励賞・学術賞）候補作品の推薦

募集について

1）研究奨励賞
本年度の研究奨励賞授賞論文及び授賞会員を募集

致します。対象となる会員及び論文は、次の通りで

す。

①奨励賞の対象となる会員は、原稿締切日時点で満

35 歳以下、または大学院博士課程在学中の方に限
る。

②選考の対象となる研究は、『労務理論学会誌』に掲

載された論文を対象とする。（今回は、『労務理論学

会誌』第 27号掲載論文が対象となります）
③授賞者数は、各年度 2名以内とする。

（以上、労務理論学会賞規定第 3条に基づく）
推薦される会員は、対象論文のタイトル・著者名

及び推薦理由を記した文書（様式は自由です）を、

学会誌編集委員長（東日本担当）島内高太宛に

E-mailか郵送にてお送り下さい。
※ 推薦締切日：2018年 2月末日（ただし、学会誌
発行日によっては、これを若干変更することがあり

ます。）

【研究奨励賞推薦文書送付先】

〒 112-8585 東京都文京区小日向 3－ 4－ 14
拓殖大学 商学部

島内 高太 （しまうち こうた）

E-mail：kshimauc@ner.takushoku-u.ac.jp

2）学術賞
本年度の学術賞授賞著書及び授賞会員を募集致し

ます。

推薦対象は、2014 年 1 月 1 月以降に刊行された
本学会会員が出版（公刊）した単著あるいは共著、

編著の著作物に限られます（労務理論学会賞規定第

2条に基づく）。
ただし、推薦対象となる会員が監修者、編者など

という位置づけで実質的に執筆に参加をしていない

共著、編著の著作物については、学術賞の対象から

除外されます。

推薦をされる会員は、①推薦対象著作物（執筆者、

書名〔論文名〕、出版社、出版年月日）、②推薦理由

を明記した文書を学会長 竹田昌次宛に E-mail か
郵送にてお送り下さい。様式は自由です。

＊推薦締切日：2018年 1月末日

【学術賞推薦文書送付先】

〒 466-8666 名古屋市昭和区八事本町 101－ 2
中京大学総合政策学部

竹田昌次

E-mail： mtakeda@mecl.chukyo-u.ac.jp
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６．学会誌への投稿論文の募集について

『労務理論学会誌』第 28号（2019年 1月発行予
定）に掲載する投稿論文を下記の要領で募集します。

会員であれば大会報告者ではなくても投稿すること

ができます。

投稿を希望する会員は、「投稿規定（第 7条）」に
従って、労務理論学会誌編集委員長（西日本担当）

小松史朗宛てに E-mail もしくは簡易書留でお送り
下さい。

(1) 論文の種類： 研究論文、研究ノート、書評、

その他

(2)提出期限：2018年 7月 15日（日） 締切

(3）【投稿論文送付先】
〒 577-8502 大阪府東大阪市小若江３－４－１
近畿大学全学共通教育機構

小松史朗

E-mail： fkomatsu@jcg.kindai.ac.jp

(4) 提出時の諸注意
①投稿希望者は、労務理論学会ウェブサイトないし

は『労務理論学会 会則・規定集』の「投稿規定」の

項目をご確認の上、要項にもとづいて投稿して下さ

い。

②論文は筆者名を厳密に秘匿して審査されます。投

稿者は本文中に執筆者と分かるような記述（氏名な

ど）のないようにご注意して下さい。

③投稿に際して、必要事項を記した投稿申請書を論

文とは別に作成し、添付あるいは同封して下さい。

必要事項は、投稿者の氏名・所属（日英表記）、住所、

連絡先メールアドレス、論文タイトル（日英表記）、

研究奨励賞選考対象の該当・非該当（＊）

＊研究奨励賞の対象は、労務理論学会賞規定第 3 条（2）に

より、原稿締切日に満 35 歳以下であるか、または大学院博
士課程に在学中の者となっています。

④投稿申請に対して、編集委員長より投稿受理（あ

るいは不受理）に関する確認メールを必ず送信しま

すのでご確認下さい。投稿後しばらくしても確認メ

ールが届かない場合は、お手数ですが編集委員長ま

でご一報下さい。

７. 第27回（2017年度）会員総会議事録（抄）

日時：2017年 6月10日（土）16時40分～17時32分

会場：諏訪東京理科大学 4号館４階 448教室

議事に先立ち、この 1年間に逝去された会員のため
出席者一同で黙祷を捧げた。

審議事項：

１．会員の異動（入会・退会について）

昨（2016）年度総会時より8名の新入会員、3名の
自然退会、13名の依願退会があったことが報告され、

いずれも承認された。2017年 6月 10日総会時点で
の会員数は、311名となったことが報告された。

２．2016年度活動報告について

（1）大 会

2016年 5月 27日（金）～ 5月 29（日）
第 26回全国大会（愛媛大学）

統一論題「HRM の多様性？－アメリカ型 HRM に
オルタナティブはあるのか－」

5月 27日（金）：エクスカーション（株式会社新来
島ドック大西工場、株式会社コンテックス）

（2）理事会開催
・2016年5月27日（金）

2016年度 第1回 拡大理事会（愛媛大学）

・2016年5月28日（土）
第2回 拡大理事会（愛媛大学）

・2016年9月1日（木）
第3回 拡大理事会（専修大学神田校舎）

（以上の議事録は、「労務理論学会ニュース」 第 36 号に掲載済）

（3）プログラム委員会
・第 1回 2016年 8月 8日（月）諏訪東京理科大学
・第 2回 2017年 3月 3日（金）東京駅八重洲勧業
ビル 1F

（4）地方部会開催
①中部・北陸部会：2017年 3月 18日（土）
中京大学名古屋学舎にて開催

報告者・タイトル

1 宋 艶苓 氏（中京大学大学院）

「外国人建設就労者の受入れ実態－ A事業協同組合
を事例に－」
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2 猿田正機 氏（中京大学）

「労務管理と社会政策－日本とスウェーデンの比較

から学ぶこと－」

（5）ニュース発行
第 36号 2016年 11月 1日 発行

（6）学会誌発行
『労務理論学会誌』 第 26 号 「HRMの多様性？
－アメリカ型 HRM にオルタナティブはあるのか

－」 2017年 2月 10日 発行

３．学会賞・奨励賞の授賞について

学術賞審査委員会委員長の伍賀会員より「本年度

は該当作なし」との報告がなされた。あわせて、一

般書、新書などを対象とする「論壇賞」（仮称）の新

設と、学術賞審査方式について規定の整備が提案さ

れた。

研究奨励賞審査選考委員会委員長の小松会員よ

り、柴田徹平会員の「個人請負就労者の働き方の類

型とその特徴‐建設職種を事例として‐」に 2016
年度学会賞（研究奨励賞）を授与する旨、推薦理由

とともに報告がなされた。

４．2016年度決算案および会計監査について

財務担当理事の藤野会員より2016年度決算案が提

案され、本件は適正との会計監査結果報告をへて承

認された。あわせて、2014～ 2015年度の会計処理
の修正を行った旨報告がなされ、承認された。

５．2017年度予算案について

財務担当理事の藤野会員より2017年度予算案が提

案された。あわせて、昨（2016）年度会員総会での
検討指示を受けて、研究奨励基金の財源安定化施策

として、2018年度予算から学会誌売上げと著作権料

の収入を研究奨励基金に繰り入れる旨、説明と提案

がなされた。これらの提案は、いずれも承認された。

６．第28回全国大会開催校について

会長より、2018年6月9日（土）～10日（日）に同

志社大学今出川キャンパスにて開催することが報告

された。

７．J-Stageへの移行について

学会誌編集委員長の島内会員より『労務理論学会

誌』掲載論文をCiNiiからJ-Stageへ移行する件につ

き、その掲載方式（Web方式）とあわせて報告がなさ

れた。また実際の作業を外部委託で行うことについ

て提案がなされ、承認された。

８．その他

①統一論題シンポジウムに関わる補助制度の検討結

果について

会長より趣旨と制度について説明がなされ、本件

は承認された。

②学会賞規定の充実に向けた検討結果について

会長より趣旨と制度について説明があり、「特別

賞」を新規に創設するとともに、規定の変更につい

て提案がなされた。審議の後、提案の一部文言を変

更の上、承認された。

報告事項：

１.関係団体報告
①日本経済学会連合

②社会政策関連学会協議会

③経営関連学会協議会

上記①～③の関連団体における活動状況が報告さ

れた。（詳細については割愛）

８. 拡大理事会議事録（抄）

A)2017年度 第１回拡大理事会議事録

日時：2017年6月9日（金）18時00分～19時30分

会場：諏訪東京理科大学 ６号館３階 第２会議室

出席者（順不同・敬称略－以下同じ）：竹田昌次（会

長）、内田一秀、國島弘行、黒田兼一、小松史朗、

佐藤飛鳥、島内高太、清山 玲、谷本 啓、中川香代、

長井偉訓、那須野公人、橋場俊展、藤野 真、

松下幸生、山縣宏寿、山本大造

審議事項：

１．会員の異動（入会・退会について）

会長より本学会の会員16名の退会ついて報告され

た。あわせて逝去会員2名に対する黙祷が行われた。
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また8名の入会希望者について審議が行われ、本件は

了承された。結果、現会員数は311名となることが報

告された。また 3年以上会費未納者について、督促
状を送ることとした。

２．2016年度活動報告について

会長より前年度大会、理事会、地方部会の開催に

ついて紹介され、地方部会に関しては、規則に則り

助成がなされたことが報告され、承認された。

３．学会賞（学術賞・研究奨励賞）の授賞について

研究奨励賞審査選考委員長の小松会員より、柴田

徹平会員の「個人請負就労者の働き方の類型とその

特徴‐建設職種を事例として‐」が推薦理由ととも

に提案され、承認された。

学術賞については、会長より本年度は「該当者な

し」としたい旨、事由とともに提案され、承認され

た。

４．2016年度決算案について

財務担当理事の藤野会員より2016年度決算案が報

告、提案され承認された。

５．2017年度予算案について

財務担当理事の藤野会員より2017年度予算案が報

告、提案された。審議において予算案の会費収入の

根拠について質問があり、担当者より説明の上、本

件は承認された。

６．第28回全国大会開催校について

2018年6月8日（金）、9日（土）、10日（日）に同志

社大学今出川キャンパスにて開催ということで承認

された。

７．J-Stageへの移行について

学会誌編集委員長（東日本）の島内会員より、J-S

tage への掲載方法についてWeb方式にしたいとの提

案があり、承認された。また掲載の手間をどう負担

するかについては、学会誌編集委員長の島内会員、

小松会員で調整して対応していただくこととした。

８．その他

（１）統一論題シンポジウムに関する補助規定の新

設について

・会長より、本務校より退職した会員が統一論題シ

ンポジウムに報告者並びにコメンテーターとして関

わる場合の補助規定の新設（時限措置）について提

案と趣旨説明が行われた。審議の後、補助規定の名

称については要検討とし、趣旨については承認され、

会員総会に諮ることとした。

（２）学会賞規定の充実について

・会長より、学術賞に新たに「作品賞」を加えるこ

とについて提案があった。意見交換の後、審議が行

われ、名称については要検討とし、意見と名称を会

員に募るということで承認された。本件を会員総会

に諮ることとした。

報告事項：

・関連団体（社会政策関連学会協議会、日本経済学

会連合、経営関連学会協議会）における活動報告が

なされた。

・事務局より、本学会に対してミネルヴァ書房より3

冊の献本があったことが報告された。

B) 2017年度 第２回拡大理事会議事録

日時：2017年 6月10日（土）12時20分～12時55分

会場：諏訪東京理科大学 ６号館３階 第２会議室

出席者：竹田昌次（会長）、内田一秀、國島弘行、

黒田兼一、小松史朗、佐藤飛鳥、島内高太、清山 玲、

谷本 啓、中川香代、長井偉訓、那須野公人、

橋場俊展、藤野 真、牧 良明、山縣宏寿、山本大造

審議事項：

１．大会参加等に関わる補助金について

会長より「統一論題シンポジウムに関わる補助金

制度」について修正提案がなされた。修正提案では

大会開催準備金ではなく、学会予算から補助金を支

出することが提案された。審議の結果、本件は承認

され、会員総会に諮ることとした。
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２．学会賞規定の拡充について

会長より学会賞に「特別賞」を新設し、また選考

委員会は３名以上の奇数人数で構成することで審

議・決定の明確化を図りたい旨、修正案の提案があ

った。審議の結果、本件は承認され、会員総会に諮

ることとした。

３．2017年度予算案について

財務担当理事の藤野会員より学会誌売上げについ

て、勘定科目を変えても課税される可能性があるた

め税理士に相談する旨、報告があった。また研究奨

励基金の財源安定化施策として、昨年度の会員総会

で提案した通り、次年度以降は学会誌売上げと著作

権料を基金に組み入れるよう変更提案がなされた。

審議の結果、本件は了承され、会員総会に諮ること

とした。全国大会開催の残金を研究奨励基金に組み

入れるという提案については、次回の全国大会の開

催をパイロットケースとして今後あらためて検討す

るということで承認された。

４．2016年度会計監査について

会計監事の長井会員より会計監査の報告がなさ

れ、本件は承認された。

５．学会賞選考についての提案

学会誌編集委員長（西日本）の小松会員より、学

会賞選考に関わる委員への謝金の規定を新設するこ

とが提案された。内規あるいは慣行として、他の学

会誌レフリー・選考委員等の負担とのバランスを考

える必要があるなど、検討すべきことも多いとして、

さらに１年かけて検討することとした。

学術賞の審査対象作品を選考委員が所有していな

い場合、学会から著作現物を送る必要について、学

会誌編集委員長（東日本）の島内会員より説明がな

された。

C) 2017年度 第3回 拡大理事会議事録

日時：2017年 8月31日（木）11時00分～12時04分

会場：岡山大学津島キャンパス２号館１階中会議室

出席者：竹田昌次（会長）、國島弘行、黒田兼一、

小松史朗、谷本 啓、橋場俊展、山縣宏寿、山本大造

審議事項：

１．会員の異動

会長より、6月 9日諏訪東京理科大学での第 1回
理事会以降申し出のあった「新入会員」1名、「依願
退会」1 名につき報告があり、審議の後、承認され
た。その結果、現会員数は 311名となる。

２．労務理論学会第28回全国大会

（2018年度・同志社大学）について

プログラム委員長の橋場会員より、第 28 回全国
大会の統一論題を「働き方改革と『働きがい』のあ

る職場（仮）」として、このテーマの趣旨に関して報

告があった。その上で、「働き方改革」「働きがい」

というキーワードの意味とその広がりについて、意

見交換を行った。意見交換をふまえて、労務理論学

会としての切り口、提言につながるよう「統一論題

趣旨」を作成することを確認した。報告者募集は、

例年通り「学会ニュース」第 37号で行う。
他に、特別講演、ワークショップ、特別セッショ

ン、書評部会などプログラム構成とその内容につい

て意見交換を行った。

３．学会誌編集委員会からの提案について

学会誌編集委員長の小松会員より、『労務理論学会

誌』投稿論文の掲載について「受付日」と「受理日」

を明示することとしたいとの提案があった。その考

え方と表現について、編集委員会からの説明をもと

に意見交換を行った。その上で、「受理日」の取扱い

など技術的なことを編集委員会でさらに検討するこ

ととし、この提案を承認した。

４．その他

会長より学会賞（学術賞・特別賞）の選考・審査

委員の構成について報告があった。選考委員の選任

は、引き続き会長に一任することとした。

報告事項：

１.事務局より、2017年度第１回拡大理事会（2017年

6月9日）での決定に基づき、「3年以上の会費未納会

員」に対して、2017年9月以降の会費の再請求時に「督

促状」を同封する旨報告があった。
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９.会員の入退会

第27回全国大会（2017年6月）以降、2017年8月31

日の第3回拡大理事会までに入退会が認められたの

は以下の方々です。（敬称略、受付順）

新入会員のみなさまの入会を心から歓迎いたしま

す。（Web版では省略）

10．事務局からのお知らせ

1）日本経済学会連合『英文年報』発行について
労務理論学会が加盟する日本経済学会連合では、

毎年、加盟学会の研究動向をまとめた『英文年報』

を発行しております。2011 年度の第 31 号に続い
て、本学会の最近の研究動向が掲載される『英文年

報』第 37 号は、2017 年 12 月中旬に発行の予定で
す。

同『英文年報』は、日本経済学会連合の HPでも
ご覧になれます。

2）会員名簿登録情報について
会員名簿を精査したところ、連絡先が「不明」に

なっている方が若干名、いらっしゃいます。かさね

てのご案内になって恐縮ですが、連絡先住所、勤務

先等に変更があった場合は、事務局までお届け下さ

い。

【事務局の連絡先】

〒 453-8777 名古屋市中村区平池町 4丁目 60-6
愛知大学経営学部 山本大造 研究室気付

労務理論学会事務局

℡ 052-564-6119 (ex.81102)＊

E-mail daizo@vega.aichi-u.ac.jp
各種お問い合わせ、新規入会に関するご連絡等も

事務局までお願いいたします。

＊勤務先大学の都合により、電話（内線）が不通

になっておりました。会員のみなさまには、ご不便

をおかけしました。事務局の新しい電話番号（内線）

は、上記の通りです。

3）メーリングリストのご案内
本学会は会員相互の情報交換、行事案内等の場と

して会員専用のメーリングリストを設けています。

既に多くの方が利用されていますが、新しく入会さ

れた方には情報が十分行きわたっていない可能性も

ありますので、ここに改めてご案内いたします。

新たにメーリングリストへの参加を希望される方

は、本学会サイト内にあります以下の URL のペー
ジをご参照のうえ、手続きを行って下さい。

http://jalmonline.org/offer_ml.html
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11. 次期 全国大会開催校からのご案内

労務理論学会 第 28回全国大会

（2018年 6月予定） 開催のお知らせ

2018年 6月 9日（土）・10日（日）の 2日間、京
都御苑の北側に位置する同志社大学今出川キャンパ

スにて第 28 回全国大会が開催されます。第８回大
会（1998年）からちょうど 20年ぶりの本学での開
催となります。最寄り駅は京都地下鉄烏丸線の今出

川駅です。京都駅から地下鉄国際会館行きに乗車し

ていただくと約 10 分で今出川駅に到着します。本
学は地下鉄今出川駅から徒歩 1分です。
現在、全国大会の開催に向け、充実した大会とな

るよう関係各位のご支援、ご協力のもと準備を進め

ています。来年の 6月 9日（土）・10日（日）に古
都・京都の同志社大学にて皆様にお目にかかれるこ

とを楽しみにしています。

第 28回全国大会実行委員会

以 上
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