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日本労働社会学会  第 25 回大会プログラム  

2013 年 11 月 15 日（金）～11月 17 日（日）  

 

第 1日   11 月 15 日（金）   工場見学：石巻  白謙蒲鉾店門脇工場     

12：00 までに JR 仙台駅（新幹線中央口改札前）集合、西口バス駐車場 12:10 出発 
13：40～15:00   工場見学 
15：00～16:00  石巻市被災地視察（被災地ガイド添乗・石巻復興マルシェにも寄ります） 
17:30       仙台駅解散（バスは仙台駅経由で幹事会会場である東北福祉大学 

ステーションキャンパスまで行きます） 
18：00～19：00  幹事会（会場：東北福祉大学ステーションキャンパス６階・演習室３） 

第 2 日   11 月 16 日（土）   自由論題報告（東北福祉大学・ステーションキャンパス６階        

S600 教室、S601 教室）  

10：00～11：45  自由論題報告Ⅰ：非正規・不安定就労 （S600 教室） 
自由論題報告Ⅱ：キャリア形成 （S601 教室） 

11：45～13：30  総会（昼食を含む） 
13：30～15：15  自由論題報告Ⅲ：労務マネジメント、労使関係 （S600 教室） 

自由論題報告Ⅳ：フィールドワーク、質的調査法 （S601 教室） 
   15:30～17:30   自由論題報告Ⅴ：女性の労働と生活 （S600 教室） 
             自由論題報告Ⅵ：労働組合、労働運動 （S601 教室） 

18：00～20：00  懇親会（国見キャンパス・風土） 

第 3 日   11 月 17 日（日）   シンポジウム「サービス労働の分析」（東北福祉大学・ステーション

キャンパス６階・S600）  

9：30～12：35  シンポジスト報告 
12：35～13：50  昼食・休憩 
13：50～14：00  コメンテーターからのコメント 
14：00～16：00  総括討論（コメントへのリプライを含む） 

  

 
大会会場 東北福祉大学 ステーションキャンパス 6 階（宮城県仙台市青葉区国見 1-19-1） 

JR 東北福祉大前駅のすぐ前。同駅は JR 仙台駅から 12 分。 
 

開催校 東北福祉大学  http://www.tfu.ac.jp/ 
〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見 1‐8‐1 TEL 022-717-3311（代表） 
大会事務局担当 園田 洋一 （東北福祉大学総合福祉学部） 

TEL：022-301-1148  FAX：022-233-3113  Email：sonoda＠tfu-mail.tfu.ac.jp  	 
 
日本労働社会学会   学会ホームページ http://www.jals.jp/ 
     代表幹事 橋本 健二（早稲田大学人間科学学術院） 
            〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15 
  TEL：04-2947-6738 Email：kenji@classic.email.ne.jp 

     事務局 中川 功（拓殖大学政経学部） 
          〒112-8585 東京都文京区小日向 3-4-14 

       TEL/ FAX: 03-3947-9174  Email：laborsociology1988@gmail.com 
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大会第 1日   1１月 15日（金） 

1. 工場見学  石巻 白謙蒲鉾店門脇工場（宮城県石巻市門脇字明神 31－1） 

          （別紙もご参照ください） 
1）集合時刻・集合場所 12:00 までに JR 仙台駅（新幹線中央口改札前）に集合（12:10 出発）	 

2）見学内容 大地震・大津波で被災した蒲鉾工場の再開と現状、被災地・石巻の現状視察 
3）終了時刻 17:30 頃に仙台駅解散を予定  4）交通費（小型バス代等） お一人 2,000 円 

※希望者は 10 月 31 日までに大会事務局（園田）まで、メールでお申し込みください（先着 25 名）。 
Email：sonoda＠tfu-mail.tfu.ac.jp 	 

 

2. 幹事会 18 時より 東北福祉大学ステーションキャンパス６階・演習室３にて 
 

大会第2日11月 16日（土）   東北福祉大学ステーションキャンパス６階-S600教室 

        （報告 25 分＋質疑 10 分＝35 分）    

1. 自由論題報告Ⅰ：非正規・不安定就労（S600 教室）	 	 	 	 	 	 	 10：00～11：45	 

                              	 	 司会 	 小川 慎一 （横浜国立大学）	 

1)10:00～10:35	 壮年非正規労働者の実像	 －JILPT個人ヒアリング調査から－ 
	 高橋 康二（労働政策研究・研修機構）                         	 

2)10:35～11:10   教育過剰が労働意欲に与える影響 
	 	 	 	 	 平尾	 智隆（愛媛大学教育・学生支援機構） 

3)11:10～11:45  非正規雇用の拡大と労働統制―使用者側が抱える就業不安定性に注目し
て      居郷	 至伸（横浜国立大学）	 

	 

2.	 自由論題報告Ⅱ：キャリア形成（S601 教室）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10：00～11：45	 

	 	 	 	 	 	 司会  戸室 健作（山形大学）	 

1)10:00～10:35 すし業におけるキャリアモデルの再構築   	 

王	 昊凡（名古屋大学大学院環境学研究科博士後期課程）	 

2)10:35～11:10 保育所における保育労働者の職務内容と知識・技能習得過程 
小尾	 晴美（中央大学大学院経済学研究科博士後期課程）	 

3)11:10～11:45 「専門職」のキャリア形成と職場のありかた	 

廣森	 直子（青森県立保健大学）	 

	 

総会（昼食を含む）	 	 	 	 	 	 	 11:45～13:30	 

	 

	 

3.	 自由論題報告Ⅲ：	 労務マネジメント、労使関係（S600 教室）	 	 	 	 13：30～15：15	 

 司会 山下 充（明治大学）	 

1)13:30～14:05 米国企業におけるマネジング・ダイバーシティとは何か 
 野畑	 眞理子（都留文科大学）	 

2)14:05～14:40 在中国 日系中小製造企業における労務管理の変容－電気機器産業の事例
分析－    津川	 礼至（大阪市立大学大学院創造都市研究科）	 

3)14:40～15:15 労働問題研究とブラック企業論 
橋口	 昌治（立命館大学生存学研究センター） 
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4.	 自由論題報告Ⅳ：フィールドワーク、質的調査法（S601 教室）	 	 	 13：30～15：15	 

司会 吉田 誠（立命館大学）	 

1)13:30～14:05 建設産業における一人親方の非自発的長時間就業―一人親方の就業時間決

定の構造に着目して―  柴田 徹平（中央大学大学院経済学研究科博士課程）	 

2)14:05～14:40 公害病罹患による労働阻害とその影響	 －岡山県倉敷市水島の大気汚染公

害を事例として－   江頭	 説子（東京女子大学女性研究者支援室）	 

3)14:40～15:15 労働社会学のペダゴジー―大学で質的調査法をどう教えるか 
      長谷川	 美貴（常磐大学） 

	 

休憩 15 分	 

	 

	 

5.	 自由論題報告Ⅴ：女性の労働と生活（S600 教室）	 	 	 15:30～17：30	 

      司会  村尾 祐美子（東洋大学）	 

1) 15:30～１5:55 福井県勝山織物産地における女性の労働と生活（１）―福島県川俣産地と

の比較にみる地域労働市場と職歴―  中澤 高志（明治大学経営学部） 
2)15:55～16:20 福井県勝山織物産地における女性の労働と生活（２）	 ―1950年代の大規
模機業場における労務管理の展開―  勝俣 達也（専修大学） 

3)16:20～16:45 福井県勝山織物産地における女性の労働と生活（３）	 ―継続就業を支え

る家族的諸条件を中心にー   木本 喜美子（一橋大学） 
4)16:45～17：10 福井県勝山織物産地における女性の労働と生活（４）	 ―既婚女工の就業

を確保する保育を中心に―  野依	 智子（独立行政法人国立女性教育会館） 
17:10～17：30	 総括討論 

 
6.	 自由論題報告Ⅵ：	 労働組合、労働運動（S601 教室）	 	 15:30～17：15	 

      司会  大重 光太郎（獨協大学） 
1)15:45～16:25  1970年代初頭の港湾労働組合による産業別団体交渉権の獲得要因 

鈴木 力（一橋大学経済学研究科博士課程） 
2)16:25～17:05 職場のワーク・ライフ・バランスに与える労働組合の影響に関する事例研究 
     小木曽 由佳（立命館大学社会学研究科博士後期課程） 
3)17:05～17:45 じん肺法成立過程にみる労働組合運動 

坂岡 庸子（久留米大学名誉教授） 
 
 
 
懇親会	 	 （国見キャンパス「風土」）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18:00～20:00	 

  



4 
 

大会第3日11月17日（日）東北福祉大学ステーションキャンパス館６階-S600教室 

シンポジウム	 	 	 	 サービス労働の分析	 

司会 京谷 栄二（長野大学） 

      村尾 祐美子（東洋大学） 

1． 報告	 

  9:30～10：15  第 1 報告 介護労働の分析 

       山根 純佳（山形大学） 

10：15～11：00 第 2 報告 看護労働の分析 

      小村 由香（日本看護協会） 

 11：05～11:50  第 3 報告 サービス産業の労働実態と労働運動 

      木暮 弘（UA ゼンセン） 

   11:50～12:35  第 4 報告  サービス労働論の理論的課題 

       鈴木 和雄（弘前大学） 

 

昼食・休憩（12：35～13：50） 

 

2． コメント	 	 	 	 	 

   13:50～14:00    コメンテーター  大野 威（立命館大学） 

 

3． 総括討論（コメントへのリプライを含む）	 	 	 	 	 

14：00～16：00 

 
	 

	 


