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日本労働社会学会 『通信』 第 32 期第 5 号       2020 年 10 月 13 日（火) 

⽬ 次 
１．⽇本労働社会学会第 32 期第 3 回幹事会（2020/６/20）議事録 
2．⽇本労働社会学会第 32 期第 4 回幹事会（2020/8/22）議事録 
3．『⽇本労働社会学年誌』バックナンバー（20 号から 26 号）の J-Stage 掲載につ

いて 
4．⽇本労働社会学会 ホームページ内に資料館への特別寄稿の掲載について 
5．⽇本学術会議会員候補の任命拒否に対する抗議声明について 

 

 2020 年 10 月 11 日に日本労働社会学会第 32 回大会・総会が開催されました。学会初のオ

ンンライン開催となり、会員の皆様にはご不便をおかけしましたが、多数の方にご参加いた

だき、心より感謝申し上げます。次号の通信にて、大会報告ならびに幹事改選結果と新事務

局体制についてご報告いたします。 

 

１．日本労働社会学会第 32 期第 3回幹事会議事録 

2020 年 6 月 20 日（土）10:00～13:00 オンライン会議（Zoom） 

出席者：中囿、小村、江頭、中嶌、谷川、萩原、李、柴田、宮下、石井、小尾、井草、 

大槻、伊藤 

※第 3回臨時幹事会については、新型コロナウイルスの影響拡大に鑑み、オンライン会

議（Zoom）で実施した。 

 

Ⅰ 第 32 回大会（大阪経済大学）の準備について 

１ 開催方法について 

・活動委員会、開催校の伊藤大一会員を中心に開催に向けて準備を進めきた第 32 回大会（10

月９日〜11 日）は、開催方法を変更しオンライン形式（Zoom 予定）に変更し、10 月 11 日

（日）の 1日開催とすることを決定した。 

・プログラムについては、工場見学、シンポジウムは中止とし、自由論題報告とその中の１

セッションを「Covid-19 と労働」として募集する。 

・自由論題報告のエントリーの時期、報告の方法等は研究活動委員会を中心に引き続き検討

を行い、決まり次第、メーリングリストや学会 H P で知らせる。その際に Zoom 等の接続

状況を整えることを告知する。 

・自由論題の要旨の締め切りは 8月 31 日（月）とする。 

・自由論談報告者で、必要のある人はリハーサル（接続チェック等）を 9月末に実施する。 

・当日報告することにより、学会報告をしたと認めることとする。 
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Ⅱ 委員会報告・協議 

１ デジタル化担当 

・J-Stage 搭載にあたり、㈱ムサシに抄録（全 39 編）および引用文献（全 2,727 本）の

搭載に係る作業の見積を再度依頼した結果、総額で￥634,260（税込）であった。 

・2019 年度の予算 20 万円で可能な作業の見積もりは、第 20 号から第 26 号までの作業

で、￥181,060（税込）、第 6号から第 19号までの作業で￥453,200（税込）となる。 

・第 20号から第 26号までの￥181,060（税込）については、2020 年度予算内であること

から、発注することが認められた。 

・第 6号から第 19号までの￥453,200（税込）については、年報基金の 20万円を充当し、

不足分は予備費から支出することを、次回総会で謀ることとする。 

・現時点では、第 20号から第 26号までと第 6号から第 19号までの全てを㈱ムサシに発

注する方向性が承認された。 

 

２ 『年報』編集委員会 

  ・大会でシンポジウムが開催されないことに伴い、年報 32号について次回幹事会にて

検討する。 

 

３ 『労働社会学研究』（ジャーナル）編集委員会 

・ジャーナル 20号については 2本掲載予定。再々読論文が１本ある。 

 

Ⅲ 入会、退会、会費減免申請 

2名の退会が承認された。 

 

２．日本労働社会学会第 32 期第 4 回幹事会（2020/8/22）議事録 

2020 年 8 月 22 日（土）10：00～12：00 オンライン会議（Zoom） 

出席者：中囿、萩原、李、石井、伊藤、井草、大槻、宮下、谷川、井草、小尾、中

根、江頭、小村、兵頭 

 

Ⅰ 第 32 回大会（大阪経済大学）の準備について 

 １ 開催校準備状況 

・10 月 11 日（日）のオンライン（Zoom）での開催にむけ、日本労働社会学会として

Zoom のアカウント（8月～10 月の 3か月）を開催校として伊藤幹事が取得する。 

・会員あてに、プログラム、案内状、報告要旨集、Zoom に関する資料（Zoom での参

加方法、設定資料等）を郵送する。総会の議案書は郵送しない。  

 

 ２ 総会について 
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・総会資料は Zoom で画面共有する。当日チャットでハードコピー（PDF）を送付する。 

・議事に対する承認は Zoom の反応機能を使用し、質問はチャットで受け付ける。 

・会計報告、次年度予算の公表については、Zoom の画面共有と「通信」の 2本立てで

行う。 

 

３ 選挙について 

・Zoom で実施する。Zoom にアクセスできない会員への配慮をする。 

 

Ⅱ 委員会報告・協議 

１．『年報』編集委員会 

1)発行計画の進捗状況 ：2020 年 日本労働社会学会年報 第 31 号 

・投稿論文３本中 1本が掲載となった。8月中に入稿の予定である。 

2) 投稿規程の改定（案）について 

・投稿規程の改定（案）が提出された承認された。総会で報告し、承認を得る。 

 

２．『労働社会学研究』（ジャーナル）編集委員会 

・第 21 号の最終の査読が終了した。10 月中旬の発行の予定である。 

・12 月の幹事会で、ジャーナル関係文書（投稿規程）改訂を新た得て提案する予定で

ある。 

 

３．研究活動委員会 

1.大会自由論題報告のエントリーついて 

・自由論題２件、テーマセッション「COVID-19と労働」2件であることから、第二

次募集を実施することが提案され承認された。第二次募集については MLで流し、

要旨集の締切は 8月 31 日とする。 

2)奨励賞論文の部の規程改正について 

・規程の改定（案）が提出された。論文についても著書と同じように共著について

の加筆することで承認された。 

・学会奨励賞の対象となる単著はなかった。 

 

４．デジタル化担当 

・年報第 20 号から第 26号までの J-Stage 搭載に関する準備が整い、搭載に関する

作業を依頼している㈱ムサシへの支払い（￥181,060）が承認された。 

・現在、第 27 号の表紙の写真がすべてに使われているが、表紙の写真を搭載しな

いことも承認された。 
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５．会計担当 

・9月上旬に会費未納者への督促を実施する。 

・決算(案)と予算(案)を作成し、会見監査を受ける。 

  

６．事務局 

 ・代表幹事より鎌田とし子会員からの特別寄稿についての報告があり、ホームペー

ジに「日本労働社会学会 歴史資料館」(仮)等を作成して掲載することが承認さ

れた。 

 

Ⅲ 入会、退会、会費減免申請 

下記 3名の入会が承認された 

Web 版では略 

 

３． 『日本労働社会学年誌』バックナンバー（20 号～26 号）の J-Stage 掲載のお知らせ 

 J-Stageに新たに『日本労働社会学会年報』20 号から 26号がアップされました。1号

から 5 号を合わせ、論文等の収録数は 133 本です。どうぞご覧ください。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/arls/-char/ja/ 

 
４．⽇本労働社会学会 ホームページ内に資料館への特別寄稿の掲載について 
日本労働社会学会のホームページ内にオンライン資料館を開設し、学会で御活躍され

た先輩の軌跡を収めています。第 1回目は、学会設立後初代代表幹事を務められた鎌田

とし子先生の「焚書を免れた‘腐蝕書’」をお届けします。 

 

５．⽇本学術会議会員候補の任命拒否に対する抗議声明について 
第 32 期幹事会では、「日本学術会議会員候補の任命拒否に対する抗議声明」を 10 月

5日に学会ホームページで発表しました（https://jals.jp/blog/?p=743）。官邸へも送

付しました。引き続き 11 日の総会では、学会として「日本労働社会学会は政府による

日本学術会議会員候補の任命拒否に抗議します」の声明を採択し、ホームページで公開

しました。 

社会学系コンソーシアム理事会でも同様の声明を採択し、10 月 11 日付でホームペー

ジにて公開しています（http://www.socconso.com/）。 

他の学会等と協力して、引き続きこの問題に対応したいと考えています。 
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★日本労働社会学会事務局（第 32 期）★ 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 日本看護協会 労働政策部 

      小村 由香（おむら ゆか）気付 

学会 HP: http://www.jals.jp/ 

 

★2020 年度年会費納入のお願い★ 

【郵便振替口座】口座番号： 00150-1-85076 加入者名： 日本労働社会学会 

年会費 学生・院生会員：6,000円 一般会員：10,000円 

会費減免制度については、下記 URLをご参照ください。  

http://www.jals.jp/discount/ 

 

お問い合わせ先：ワールドミーティング 

 (株)ワールドミーティング （日本労働社会学会事務代行） 

Tel: 03-3350-0363    Fax: 03-3341-1830 

E-mail: jals@world-meeting.co.jp 

 

★住所変更とメールアドレス変更した場合には、必ず事務局に連絡をお願いします。 


