
                                                          E-mail ： yamagata■rs.tus.ac.jp 　　（■を@に置き換えてください）

　
労務理論学会 第２７回全国大会

— 同一価値労働同一賃金と賃金水準 —

                      ０２６６－７３－９６５９　（研究室直通）

プログラム

〒391-0292　長野県茅野市豊平５０００－１

Tel     ： ０２６６－７３－１２０１　（代表）

2017年6月9日（金）～6月11日（日）

諏訪東京理科大学

大会実行委員長・事務局　諏訪東京理科大学経営情報学部　山縣　宏寿

統一論題

賃金のあり方を考える
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6月９日（金）

 12:30～

 18:00～

6月１０日（土）

　9:45～

10:15～10:30

報告者

所　属

報告者

所　属

12:00～13:00

報告者

所　属

報告者

所　属

論題

14:30～15:30

15:40～16:30

第1報告
10:40～11:20

李　暁静

明治大学大学院

吉村　大吾

宋　艶苓

中京大学

松本　典子

澤木　朋子
明治大学大学院

珠江デルタの出稼ぎ労働者の意識構造変動
―2000～2005年の工場調査から再検討する―

オーストラリアにおける育児期女性の労働の現状

松山大学大学院

論　題

李　萌

牧　良明　（茨城大学）

第3報告
13:00～13:40

第1会場

大学生に対する企業の人事行動 アメリカの労働者協同組合に関する一考察

国府　俊一郎

大阪経済大学 駒澤大学

　＜エクスカーション＞　伊那食品工業株式会社  　（集合場所：JR茅野駅改札口、12時30分集合）

第1会場 第2会場

4号館 4階 441教室 4号館 4階 448教室

佐藤　飛鳥　（東北工業大学） 牧　良明　（茨城大学）

会　場

松山大学大学院第2報告
11:20～12:00

労務理論学会　第２７回全国大会プログラム
（於　諏訪東京理科大学）

　理　事　会　（於：6号館 3階 第2会議室）

    受   　付 　 （於：2号館 2階 食堂前）

司会者（所属）

　　開　 　  　 　会 　 　　　 式　　  （於：6号館 2階 621教室）
　　労 務 理 論 学 会  会  長　   竹田　昌次  （中京大学）
　　大  会  実  行  委  員  長　    山縣　宏寿 （諏訪東京理科大学）

孫　セン

中国における派遣労働者の労務管理に関する理論と実証 中国における最低賃金をめぐる議論論　題

佐藤　飛鳥　（東北工業大学）

　　昼　　休　　み　　（弁当のお渡し：4号館 4階 448教室前、会員控室：4号館 4階 447教室）
　　理　　事　　会　　（於：6号館 3階 第2会議室）
　　編 集 委 員 会　（於：4号館 4階 445教室）

第4報告
13:40～14:20

司会者（所属）

　書評部会　（於：4号館 4階 448教室）
　司会　藤野　真（福岡大学）　　①早川佐知子著『アメリカの看護師と派遣労働－その歴史と特殊性－』　　書評者　伍賀一道（金沢大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②渡部あさみ著『時間を取り戻す』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書評者　山本大造（愛知大学）

　＜特別講演＞　　　　「労働組合の選択　～格差是正はたたかいの第一歩～」　　　（於：4号館 4階 448教室）
　講　演　者　　　　　　舌間　成実　（エフコープ生協労働組合）
　司会/コメント　　　　小松　史朗　（近畿大学）

会　場

第2会場

4号館 4階 448教室

大東文化大学

論　題
進学の経済合理性に関する批判的考察

―台湾女性の大学進学と就職先産業の分析から―
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―

4号館 4階 441教室
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16:40～17:40

18:30～20:30

　8:45～

12:20～13:20

13:20～13:50

15:10～15:20

大会会場の詳細

会場名 諏訪東京理科大学

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  茅野駅徒歩１分

住　所 〒391-0292 長野県茅野市豊平５０００－１

　　閉　 　  　 　会 　 　　　 式　　  （於：6号館 2階　621教室）
　　労 務 理 論 学 会  会 長　   竹田 昌次 （中京大学）

13:50～15:00

　＜統一論題報告へのコメント＞　　（於：6号館 2階 621教室）
　　コメンテーター（コメント各15分）
　　　　　　　　　浪江　　巖  （立命館大学）
　　　　　　　　　大槻    奈巳  （聖心女子大学）

　趣旨説明 　　　　　 清山　  玲    　 （茨城大学）
　報告者／論題　　　永田　  瞬       （高崎経済大学） 　　　　　　　　　　　　　　　　 「賃金管理の変容と総括」
　　　　　 　　　　 　　  遠藤　　公嗣    （明治大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「職務基準賃金の展望」
　　　　　　　　　 　　　 禿　　あや美    （跡見学園女子大学） 　　　　　　　 　　　　　　「職務基準賃金普及のための手法」
　　　　　　　　　　　　  小越　洋之助　　（國學院大學）　　　　　　　　　　　　　　　　　 「水準規制から考える賃金管理と最低賃金制」
　司　会
    　 　 　　　　 清山　　玲 　　　（茨城大学）
　　　　  　　　　島内     高太     （拓殖大学）

　
　昼　　休　　み  　（会員控室・弁当のお渡し　4号館 4階　448教室）
　理　　事　　会　　（於：6号館 3階　第2会議室）
　編 集 委 員 会　（於：4号館 4階 445教室）
　統一論題シンポジウム打ち合せ　（於：4号館 4階　443教室）

　会　員　総　会　 （於：4号館 4階 448教室）

　懇　　親　　会  　（於：マリオローヤル会館：茅野駅ベルビア３階）

　受　　付　（於：2号館2階 食堂前）

6月11日（日）

 マリオローヤル会館（茅野駅ベルビア３階）

JR東日本 中央本線 茅野駅 

　　報告者　　永田 瞬 （高崎経済大学）　　遠藤 公嗣 （明治大学）　 禿 あや美 （跡見学園女子大学）　　小越 洋之助　（國學院大學）

　　司　 会　　清山　玲　　　 （茨城大学）
　　　　　　　　 島内  高太     （拓殖大学）
　
　　討論者　　浪江　　 巌　（立命館大学）
　　　　　　　　 大槻   　奈巳　（聖心女子大学）

  労務理論学会第２７回全国大会実行委員会事務局
  諏訪東京理科大学 山縣宏寿研究室
  〒391-0292　長野県茅野市豊平５０００－１
  電話 ０２６６－７３－１２０１　（代表）
　　　　 ０２６６－７３－９６５９　（研究室直通）
  E-Mail： yamagata■rs.tus.ac.jp
　　　　　　（■を@に置き換えてください）

6月10日（土）

　＜統一論題シンポジウム　討論＞　　（於：6号館 2階　621教室）

9:20～12:20

　テーマ：　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 —　　　　　　　（報告35分、質疑5分）

　＜統一論題シンポジウム　報告＞　　（於：6号館 2階 621教室）
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会場へのアクセス

【電車】
東京方面から：新宿駅からJR中央本線、特急スーパーあずさ松本行/茅野駅下車（約120分）
名古屋方面から：名古屋駅からJR中央本線、特急ワイドビューしなの/塩尻駅下車・乗り換え/新宿方面、茅野駅下車（約180分）

【飛行機】
信州松本空港から：連絡バス松本行き/松本駅から特急あずさ新宿行き/茅野駅下車（約75分）
大阪（伊丹）空港から信州松本空港：約60分、福岡空港から信州松本空港：約110分、札幌空港から信州松本空港：約90分

【自動車】

中央道　諏訪インターチェンジから8km（R152）

茅野駅　バス・タクシー乗り場案内

バス：茅野駅改札口（２階）から西口方面に向かって頂き、1階バス乗り場「理科大行き」「理科大」下車（約15分、料金300円）
※バス運行が土曜日は１時間に１本程度の運行になります。ご注意ください。
バス運行ダイヤ：http://www.alpico.co.jp/access/suwa/　路線名：「理科大線」（4月下旬ダイヤ改正の可能性あり）
6月11日（日）は通常の路線バスが運休のため学会独自手配：①8時45分茅野駅発理科大行き、②12時15分茅野駅発理科大行き
③12時45分理科大発茅野駅行き、④15時40分理科大発茅野駅行き　のみ運行。バス乗り場は通常通り、変更なし
タクシー：茅野駅改札口（２階）から東口方面に向かって頂き、タクシー乗り場をご利用ください（約15分、タクシー代　1700円程度）
※ 大学からタクシー　　第一交通（株）：0266-72-4161、アルピコタクシー（株）：0266-71-1181

諏訪東京理科大学　キャンパス
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