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日本労働社会学会は今年 15 回目の大会を迎えました。学会が創設されたこ
ろ、日本は働き過ぎや過労死が社会問題となりながらも世界一の経済大国とい
われ、世界の工場を自負していました。しかし、1990 年代初頭のバブル崩壊か
らこの方、年功制と長期雇用を特徴とする日本の雇用・勤労システムは大きく
変わりました。企業倒産やリストラや失業が常態となる一方で、他方では自己
責任と自己決定を指針にして人生を主体的に生きる人も増えました。
こうした複雑な変化に誰よりも強く巻き込まれ、直面せざるをえなくなって
いるのが若者です。若者たちの労働・就労のあり方は行動の上でも意識の面で
もかつてない変化を見せています。いま、若者たちは主体的な自立と強制され
た自立との狭間にあって、新しい生き方と新しい働き方を探りはじめています。
今を生き、21 世紀の日本を担う若者の現段階における苦悩と希望を見つめるた
めに研究活動委員会は「若年層の就業状況と労働社会学」と題するシンポジュ
ウムを準備しました。また編集委員会はこの主題に関連するレビューを新しい
年報に収録しています。
自由報告ではベテランから若手まで種々の主題について意欲あふれる報告を
準備しています。
また工場見学については京都経営者協会の川村雅己氏のご尽力によって宝酒
造（株）にお引き受けいただくことができました。記して感謝いたします。
大会の開催校として、この 3 日間の工場見学や研究報告・討論が充実したも
のとなることを、またそのことが会員諸氏の明日への活力となることを心から
願っています。
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大会プログラム
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2003 年 10 月 31 日(金)〜11 月 2 日(日)
10 月 31 日（金） 宝酒造株式会社 伏見工場見学
13:30
京都市営地下鉄「竹田駅」西口集合
14:00−16:00
工場見学
16:30
「竹田駅」にて解散
17:30−
幹事会（立命館大学修学館１階，第２研究会室）
11 月 1 日（土） 一般研究報告会（以学館 31 教室）
10:00−11:10
一般研究報告Ⅰ
11:10−13:00
総会および昼食（以学館 31 教室）
13:00−14:45
一般研究報告Ⅱ
14:45−15:00
休憩
15:00−16:45
一般研究報告Ⅲ
17:30−
懇親会（レストラン カルム）
11 月 2 日（日） シンポジウム（以学館 31 教室）
09:00−11:45
シンポジウム報告
11:45−13:00
昼食
13:00−16：00 コメントならびに総括討論
会場
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大会 1 日目：1
日目：10 月 31 日（金）
工場見学 宝酒造株式会社 伏見工場（西工場）
〒612‑8381 京都市伏見区下鳥羽葭田町 1
13:30−京都市営地下鉄烏丸線「竹田駅」西口集合，乗り合いタクシーにて現地へ
14:00−16:00 工場見学，人事担当者と懇談
16:30−竹田駅にて解散
＊ＪＲ京都駅から京都市営地下鉄烏丸線，竹田／新田辺方面行きにご乗車ください．竹田駅まで約
7 分です．電車は 7 分〜10 分間隔で運行しています．
地下鉄と近鉄は竹田駅で相互乗り入れをしていますので，近鉄京都駅から近鉄京都線で「竹田駅」
下車でも同じ駅に着きます．
＊竹田駅北改札口から西口，タクシー乗り場付近で集合です．

幹事会
17:30−立命館大学衣笠キャンパス，修学館１階，第２研究会室

大会 2 日目：11
：以学館 31 号教室
日目：11 月 1 日（土）
一般研究報告Ⅰ
（報告 25 分 質疑 10 分）

司会 坂幸夫（富山大学）

10:00−10:35 「縫製業における中国人技能実習生・研修生の労働・生活と社会意識」
・浅野慎一（神戸大学）
佟 （龍谷大学）
岩
10:35−11:10 「現場労働者の「熟練」形成の可能性−小集団活動における「 経験知 の
伝達」

牧野泰典（立命館大学）

総会
11:10−13:00

総会および昼食

一般研究報告Ⅱ
（報告 25 分 質疑 10 分）

司会 白井邦彦（青山学院大学）

13:00−13:35 「アメリカにおける労働組合とソーシャルワーク−協力と敵対，
類似性と相異性−」
秋元樹（日本女子大学）
13:35−14:10 「年功的賃金制度の特徴と変遷−経営スタンスとの因果関係−」
新田明（神戸大学）
14:10−14:45 「少数派労働組合と地域運動−京都コンピュータ学院労働組合の事例−」
織田和家（専修大学）
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一般研究報告Ⅲ
（報告 25 分 質疑 10 分）

司会 野畑眞理子（都留文科大学）

15:00−15:35 「中国における大学新卒者の就業問題」
15:35−16:10 「雇用に関する年齢差別について」

徐亜文（広島大学）
大槻奈巳（国立女性教育会館）

16:10−16:45 「現代合理化運動下における日本自動車企業の分業と労働の変容」
小松史朗（立命館大学）

懇親会：大学内レストラン
懇親会：大学内レストラン カルム
17:30−

大会 3 日目：11
：以学館 31 号教室
日目：11 月 2 日（日）
シンポジウム「若年層の就業状況と労働社会学」
シンポジウム「若年層の就業状況と労働社会学」
（報告 45 分 質疑 5 分）
09:00−09:05

司会 藤本昌代（同志社大学）

趣旨説明

09:05−09:55 「大都市フリーターの行動と価値観−少数者としての高卒若年者」
上林千恵子（法政大学）
09:55−10:45 「高卒労働力供給の変貌と中小企業の分業体制・人員配置」
筒井美紀（学術振興会特別研究員）
10:45−10:55

休憩

10:55−11:45 「若手勤労者の会社・仕事観と企業の人事管理」
林大樹（一橋大学）
11:45−13:00

昼食

コメンテーターからのコメント
13:00−13:30

村尾祐美子（学術振興会特別研究員）

総括討論
13:30−16:00 総括討論
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会場及び交通のご案内
＊別添え致しました，立命館大学キャンパスマップおよび交通案内をご参照ください．大学には駐
車場がありませんので公共交通手段をお使いください．

宿泊のご案内
＊同封致しました「宿泊申込書」にて，ＪＴＢ京都支店に直接お申し込みください．秋の観光シー
ズンにて，
宿泊施設が大変に混み合うことが予想されます．
お早めのお申し込みをおすすめします．
＊ＪＴＢの申し込み締め切り日は 10 月 10 日（金）です．

大会に参加される方へのお願い
１）受付
＊受付は，11 月１日（土）は午前９時から，11 月 2 日（日）は午前８時半から行います．
＊受付場所は，以学館３階です．
＊大会参加費は，一般，大学院生 2000 円，学部生は無料です．
２）一般研究報告者の方へ
＊当日配付する資料は，各自で必要部数（70 部程度）をご用意ください．
３）昼食について
＊昼食会場は，以学館 31，34 号教室をご利用ください．
＊大学周辺の飲食店は，東門を出たところにリーズナブルな店がいくつかあります．
＊大学生協の食堂は 11 月１日は開いていますが、2 日はありません。
＊お弁当は，１食 1000 円です．申し込まれた方は，受付で忘れずお受け取りください．
＊以学館 34 号室にコーヒー，紅茶などを準備しております．ご自由にご利用ください．
４）クローク
クロークを設けておりますので，ご利用ください．貴重品は，必ず各自でお持ちください．
５）喫煙
全館禁煙となっております．喫煙は所定の場所でお願いします．
６）懇親会
会場は，キャンパスマップの⑳番，末川記念会館地階の「カルム」です．会費は会員 5000 円，大
学院生及び学部生 3000 円です．多数のご参加をお待ちしています．
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