労務理論学会 第２８回全国大会
プログラム

統一論題
「働き方改革と『働きがい』のある職場」

2018年 6月8日（金） ～ 6月10日（日）
同志社大学 今出川キャンパス

大会実行委員長 鈴木良始
大会実行委員会 事務局 同志社大学 商学部 谷本 啓 研究室
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町601
Tel

： ０７５－２５１－３７０９ （研究室直通）
E-mail ： atanimot@mail.doshisha.ac.jp

労務理論学会 第２８回全国大会プログラム
（於 同志社大学 今出川キャンパス）
６月８日（金）
18:00～

理 事 会 （於： 至誠館３階 会議室）

６月９日（土）
9:00～

受

付

（於： 至誠館 １階 ロビー）

開 会 式 （於： 至誠館 ２階 22番教室（S22））
9:30～9:45

労務理論学会会長 竹田昌次（中京大学）
大会実行委員長 鈴木良始（同志社大学）

自由論題報告（午前） 報告25分 質疑15分 ／ 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（社労士セッション）

至誠館 ２階 21番教室（S21）

至誠館 ２階 23番教室（S23)

至誠館 ２階 24番教室（S24）

浅野和也
（愛知東邦大学）

報告者

島内高太
（拓殖大学）
丸山美幸

所 属

法政大学大学院

竹田昌次
（中京大学）
三平和男
社会保険労務士法人三平事務所
（東京都社会保険労務士会）

論 題

施行５年を経過した改正高年齢者雇用安
定法第９条にみる定年制

報告者

松浦洋一郎
明治大学大学院
東京都社会保険労務士会

会 場

司会者（所属）

第1報告
10:00～10:40

第2報告
10:40～11:20

第3報告
11:20～12:00

12:00～13:00

所 属

中小企業における処遇格差の実態と課題
‐同一労働同一賃金の実現に向けて‐

李 萌

今西昭一

松山大学大学院

今西経営労務管理事務所

論 題

建設労働者における社会保険未加入問題
についての考察

長江デルタにおける日系企業の労務管理
の変容と労働者の労働世界
‐労務派遣労働者を中心に‐

中小企業における「働き方改革」の影響

報告者

木村三千世

國府俊一郎

沼田博子

所 属

四天王寺大学

大東文化大学

社会保険労務士法人 ハーネス

論 題

企業における働き方改革の現状と課題
‐ワーク・ライフ・バランス実現の視点から‐

台湾における残業規制と勤務インターバ
ル法制化と揺り戻し

従業員満足から見た「働き方改革」

会員控室／お弁当のお渡し： 至誠館 ３階 32番教室（S32）
理事会： 至誠館 ３階 会議室
編集委員会： 至誠館 ３階 30番教室（S30）

お昼休み

自由論題報告（午後） 報告25分 質疑15分
第１会場

第２会場

第３会場（社労士セッション）

至誠館２階 21番教室（S21）

至誠館２階 23番教室（S23)

至誠館２階 24番教室（S24）

会 場

司会者（所属）

第4報告
13:00～13:40

報告者
所 属
論題

橋場俊展
（名城大学）
安井恒則
阪南大学
労使パートナーシップの経験と
従業員代表制

特別講演（於： 至誠館 ２階 22番教室（S22)）
13:50～14:50

＜特別講演＞ 「『人生100年時代』におけるエン・ジャパンの人材戦略」
鈴木孝二（すずき たかつぐ）氏 （エン･ジャパン株式会社 代表取締役社長）
講演者
司 会
中村艶子（同志社大学）

書評部会（於： 至誠館 ２階 22番教室（S22)）
15:00～16:00

司 会
小松史朗（近畿大学）
①十名直喜『現代産業論 ‐ものづくりを活かす企業・社会・地域‐』（水曜社, 2017年）
②河内 滿『ビジネス教育論の展開』（大学教育出版, 2017年）

会員総会
16:１0～17:20

会員総会 ／ 理事選挙 （於： 至誠館 ２階 22番教室（S22））

懇親会
18:00～20:00

懇 親 会

（於： からすま京都ホテル ３階 「オリゾンテ」 ）

評者： 田村 豊（東邦学園大学）
評者： 森川譯雄（広島修道大学）

６月１０日（日）
8:45～

受

付 （於： 至誠館 １階 ロビー）

＜統一論題シンポジウム 報告＞ （於： 至誠館 ２階 22番教室（S22）） 報告30分 質問５分
テーマ： 「働き方改革と『働きがい』のある職場」

9:10～12:20

趣旨説明
橋場俊展（名城大学）
報告者／論題 斎藤智文（淑徳大学）
佐藤健司（京都経済短期大学）
脇 夕希子（九州産業大学）
山縣宏寿（諏訪東京理科大学）
十名直喜（名古屋学院大学）
司 会

12:20～1320

お昼休み

「『働きがい』を実現する組織開発と『働き方改革』」
「モチベーション理論に基づく人的資源管理」
「在宅勤務による女性従業員の就業継続の可能性」
「ジョブレス・ウェイジレス・リカバリーと『働き方改革』 ‐賃金・労働時間管理の視点から‐」

「日本的な働き方とシステム変革への視座 ‐日本的経営と品質管理‐」

清山 玲（茨城大学） ／ 中川香代（高知大学）

会員控室／お弁当のお渡し： 至誠館 ３階 32番教室（S32）
理事会： 至誠館 ３階 会議室
編集委員会： 至誠館 ３階 30番教室（S30）
統一論題シンポジウム打ち合わせ： 至誠館 ３階 34番教室（S34）

＜統一論題報告へのコメント＞

（於： 至誠館 ２階22番教室（S22））

鈴木良始（同志社大学）
13:２0～13:50 コメンテーター
守屋貴司（立命館大学）

＜統一論題シンポジウム 討論＞ （於： 至誠館 ２階 22番教室（S22））

13:50～15:20

15:20～15:30

報告者

斎藤智文（淑徳大学）
山縣宏寿（諏訪東京理科大学）

佐藤健司（京都経済短期大学）
十名直喜（名古屋学院大学）

司 会

清山 玲（茨城大学） ／ 中川香代（高知大学）

討論者

鈴木良始（同志社大学） ／ 守屋貴司（立命館大学）

脇 夕希子（九州産業大学）

閉 会 式 （於： 至誠館 ２階 22番教室（S22））

※ 大会本部は至誠館１階 ２番教室（S２）となります。
※ 至誠館は全館禁煙ですが１階東側出入口から出てすぐに喫煙エリアがあります。
※ 開催校の時間割・大学行事、あるいは会場設備の都合により報告会場（教室）が変更になる場合があります。

大会会場の詳細
会場名
住 所

同志社大学 今出川キャンパス
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町601

最寄の交通機関 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 南改札口 ３番出口（エレベーターあり）

懇親会会場の案内
会場名
住 所

からすま京都ホテル ３階 「オリゾンテ」
〒600-8412 京都市下京区烏丸通り四条下ル西側

最寄の交通機関 京都市営地下鉄烏丸線 四条駅 南改札口 ６番出口すぐ

※ 大会会場の最寄駅（地下鉄今出川駅）から懇親会会場の最寄駅（地下鉄四条駅）まで地下鉄の乗車時間は６分程度です。
※ 本大会では大会会場から懇親会会場まで直接移動するバスの手配はありませんので、あらかじめご承知おき下さい。

お問い合わせ先

労務理論学会 第28回全国大会実行委員会 事務局
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入ル玄武町601
同志社大学 商学部 谷本 啓 研究室
電話 075-251-3709（研究室直通）
E-Mail: atanimot@mail.doshisha.ac.jp

＜労務理論学会第28回全国大会

会場案内（同志社大学今出川キャンパス）＞

至誠館（しせいかん／大会会場・館内図）
編集委員会会場

理事会会場

会議室
統一論題シンポジウム打ち合わせ会場

会員控室
お弁当お渡し

第１会場

S32
S21

S34
大会受付
大会主会場

S23
第２会場

S22
S24
大会本部
開会式
特別講演
書評部会／会員総会
統一論題シンポジウム
閉会式

第３会場
（社労士セッション）

喫煙エリア（館外）

カフェレストラン（寒梅館）
（１階・土日ともに営業）

生協食堂／コンビニ（良心館）
（地下１階・土曜日のみ営業）

大会会場（至誠館）

自動販売機コーナー

西門

地下鉄３番出口

コーヒーショップ（明徳館）
（１階・土曜日のみ営業）

正門

※ 同志社大学今出川キャンパス最寄り駅は京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」となります。
※ 今出川キャンパスご来訪の際は地下鉄「今出川駅」南側有人改札口より地下鉄３番出口をご利用下さい。
※ 烏丸今出川の交差点付近にコンビニエンスストア、ファストフードの店舗があります。

