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 6 月 7 日 （金）

 16:00～18：00

 6 月 8 日 （土）

 9：00～

 9：30～9：45

〈　自由論題報告（午前の部） 及び 社労士セッション　〉　報告25分／質疑15分

第1会場 第2会場 第3会場

D館　D302 E館　E301 E館　E302

司会者（所属）
藤野真（福岡大学）

佐藤健司（京都経済短期大学）

永田瞬（高崎経済大学）

橋場俊展（名城大学）

山縣宏寿（専修大学）

小松史朗（近畿大学）

報告者 岸田泰則 澤木朋子 霜田菜津実

所属 法政大学大学院 明治大学大学院 法政大学大学院

論題
大企業に勤務する定年再雇用者のジョ

ブ・クラフティング行動に関する研究

オーストラリアの雇用における男女平

等への道－Workplace Gender Equality

Agencyのデータを基に－

1980年代の電機労連「賃金政策」にお

ける「能力」要素や「熟練度」要素の

導入背景

報告者 金綱孝 柴田徹平

所属 淑徳大学 岩手県立大学

論題

中小企業における人手不足下の人事労

務管理 － 高年齢労働者の戦力化にあ

たって

建設個人請負就労者活用企業の特徴と

労働者保護政策

報告者 丸山美幸 仲地二葉

所属 法政大学大学院 中央大学大学院

論題 日本と韓国における定年制
「管理監督者」として扱われる中間管

理職の働き方

12：00～13：00 お昼休み

〈　特別講演　〉（D館　D301）

 13：00～14：20

〈　書評部会　〉（D館　D301）

 14：30～15：30

〈　ワークショップ　〉（D館　D301）

 15：35～16：25

〈　自由論題（午後の部）　〉　報告25分／質疑15分　

第1会場 第2会場 第3会場

D館　D302 E館　E301 E館　E302

司会者 藤野真／佐藤健司 永田瞬／橋場俊展 山縣宏寿／小松史朗

報告者 吉村大吾 寺前俊孝 田中建一

所属 大阪経済大学 就実大学 東洋大学

論題 大学生と企業の人材選考との関係

組織改革による｢はたらき方改革｣の実

践に関する研究

-サイボウズを事例として

障害者雇用の今日的課題の検討ー発達

障害と事業主の「合理的配慮」を中心

としてー

 17：15～18：15

 18：30～20：30

　

会場

第1報告

10：00～10：40

　理 事 会（G館5階特別会議室）

　会 員 総 会　（D館　D301）

第2報告

10：40～11：20

社労士セッション

司会 内田一秀（元 札幌大学教授）

岡本淑子（茨城県社労士会）

茨城県の中小企業における人材不足の

一考察

ー採用と定着を中心に

神谷篤（YKK AP株式会社）

当社における人材戦略について

ー採用とリテンションを中心として

第3報告

11：20～12：00

　受 付（C館　フロア）

　開 会 式（D館　D301）

　　労務理論学会会長　清山玲（茨城大学）　／　大会実行委員長　片山一義（札幌学院大学）

　懇 親 会　（G館8階フロア）

第４報告

16：30～17：10

　会員控室／お弁当のお渡し：B館　B301　理事会：G館5階特別会議室　編集委員会：C館　C304

  特別講演   「地域資源と人をいかす経営」

　講演者　　丸谷 智保（まるたに ともやす）氏　（ 株式会社セコマ  代表取締役 社長 ）

　司　会       山本 大造 （愛知大学）

　司　会　森田園子（大阪樟蔭女子大学 名誉教授）　／　清山玲（茨城大学）

　①黒田兼一著『戦後日本の人事労務管理』（ミネルヴァ書房、2018年）

　　評　者　猿田正機（中京大学 名誉教授）

　②守屋貴司・中村艶子・橋場俊展編著『価値創発（ＥＶＰ）時代の人的資源管理』（ミネルヴァ書房、2018年）

　　評　者　足立辰雄（元 近畿大学教授）

　ワークショップ：「人手不足分野」における労働実態と労務管理の課題

　　司会：五十畑浩平（名城大学）

　　報告：柴田徹平（岩手県立大学）－建設分野　／　小尾晴美（名寄市立大学）－保育分野

会場



　6 月9 日 （日）

 8：40～

〈　統一論題シンポジウム　報告　〉（D館　D301）　報告35分　質問5分

 12：20～13：20     お昼休み

〈　統一論題報告へのコメント　〉（D館　D301）

〈　統一論題シンポジウム　討論　〉（D館　D301）

 13：50～15：00

 15：10～15：20

※　喫煙マナーについて：本学は館内全面禁煙です。喫煙所はG館横の屋外にあるプレハブです。

●大会（懇親会を含む）会場の詳細

・会場名 ： 札幌学院大学 第１キャンパス

・住　所 ： 〒069-8555 北海道江別市文京台11番地

・最寄の交通機関 ： JR大麻駅（函館本線）下車、徒歩10分

●お問い合わせ先

　労務理論学会　第29回全国大会実行委員会　事務局

　〒069-8555 　北海道江別市文京台11番地

　札幌学院大学 経済学部　片山一義　研究室　

　電話 011－386－8111　（内線5203）

　E-mail katayama@sgu.ac.jp

　　　　　　　　 　 JRバス・夕鉄バス「学院大正門前」または「北翔大学・札幌学院大前」下車、徒歩1分

　報告者　　竹田昌次（中京大学）　　松丸和夫（中央大学）　　中村艶子（同志社大学）

　　　   　    佐藤飛鳥（東北工業大学）

    司 会         島内高太（拓殖大学）　／　早川佐知子（明治大学）

   討論者　　國府俊一郎（大東文化大学）　／　中川　香代（高知大学）

　閉　会　式（D館　D301）

受付（C館　フロア）

 9：20～12：20

　テーマ：「人手不足下の労働問題と人事労務管理」

 　趣旨説明　　　島内高太（拓殖大学）

 報告者／論題       竹田昌次（中京大学）   　「今日の人手不足問題をどうみるか：その新自由主義的性格を中心に」

　　　　　　　　 松丸和夫（中央大学）　   「人手不足と中小企業の『生産性革命』」

　　　　　　　　 中村艶子（同志社大学）   「人手不足下の女性活躍と人事労務管理

                                                                                　　　　　  　　　　  ーダイバーシティ＆インクルージョンに向けて」

　　　　　　　　 佐藤飛鳥（東北工業大学）「アメリカのリテンション・マネジメント

                                                                                     ー従業員の能力・意欲向上施策を通して企業定着を図る人的資源管理」

　

       司 会         　  島内高太（拓殖大学）　／　早川佐知子（明治大学）

   会員控室／お弁当のお渡し：B館　B301

   理事会：G館5階特別会議室

   編集委員会：C館　C304

   統一論題シンポジウム打ち合わせ：C館　C305

 13：20～13：50

　コメンテーター　（コメント各15分）

　　　 國府俊一郎（大東文化大学）

     　   中川　香代（高知大学）



＜労務理論学会第29回全国大会　会場案内（札幌学院大学）＞

西門・守衛室 

A館からE館まで，1階，2階，3階の各階とも廊下

でつながっております。このうち，学会の会場は

3階のB館，C館，D館，E館のフロアーを使って

行います。 

B館3階      

B301 （会員控室） 

D館3階           

D301（ 開会式・ 特別講演・

ワークショップ・統一論題）    

D302（第１会場） 

G館             

8階フロア（懇親会）      

5階 特別会議室（理事会）          

   E館3階      

E301（第2会場）     

E302（第3会場） 

正門 

入り口 

開会式 
特別講演 

書評部会／ワークショッ

プ／会員総会 
統一論題シンポジウム 

閉会式 

会員控室 
お弁当お渡し 

大会本部 

統一論題シンポジウム

打ち合わせ会場 

編集委員会会場 

第１会場 

第２会場 

第３会場 

社労士セッション 

受付 

D302教室 

D301教室 

 B301教室 

B302教室 

E301教室 

E302教室 

 C305 

 C304 

 C312 

入り口から入って，すぐにエレ

ベーターで3階に上がって下さい。 
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