
日本労働社会学会 第 23回大会プログラム 

2011年 10月 28日（金）～10月 30日（日） 

 

第 1日 10月 28日（金） 工場見学：三井三池炭鉱関連施設見学 

14：20 大牟田駅西口集合 
14：30～17:30 工場見学 
19：15～21:00 幹事会（福岡市立中央市民センター・第二会議室） 

第 2日 10月 29日（土） 自由論題報告（九州産業大学・一号館Ｎ201教室） 

9：30～11：50  自由論題報告Ⅰ：労使関係・労働運動 
11：50～13：40 総会（昼食含む） 
13：40～15：25 自由論題報告Ⅱ：労働条件・雇用管理 

  休 憩 
15：40～18：00 自由論題報告Ⅲ：労働市場・就労支援 
18：15～20：00 懇親会（8号館食堂・クラブハウス） 

第 3日 10月 30日（日） シンポジウム（九州産業大学・一号館Ｎ201教室） 

10：00～12：00 シンポジスト報告 
12：00～13：30 昼食・休憩 
13：30～16：00 総括討論 

  

 
 
大会会場 九州産業大学   会場校ホームページ http://www.kyusan-u.ac.jp/ 
 
       〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台２‐３‐１ TEL 092-673-5050（代表） 
       大会事務局 宮下さおり （九州産業大学国際文化学部） 

     TEL：092-673-5879  FAX：092-673-5899（国際文化学部事務室） 
           Email： saori@ip.kyusan-u.ac.jp  /  jals23taikai@gmail.com 
 

日本労働社会学会   学会ホームページ http://www.jals.jp/ 

      代表幹事 木本喜美子（一橋大学大学院社会学研究科） 
            〒186-8601 東京都国立市中 2‐1 一橋大学大学院社会学研究科 
            TEL  042-580-8832   FAX  042-580-8832 
            Email：cs00043@srv.cc.hit-u.ac.jp  

     事務局  兵頭淳史（専修大学経済学部） 
            〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田 2-1-1 専修大学経済学部 
            TEL 044-911-1047   FAX 044-911-0467 
            Email：hyodo@isc.senshu-u.ac.jp 
 
 



大会第 1日 10月 28日（金） 

1. 工場見学  三井三池炭鉱関連施設 
          （別紙もご参照ください） 

1）集合時刻・場所 14時 20分 大牟田駅西口改札口付近 
2）見学内容  万田坑、三池港閘門、旧三井港倶楽部ほか 
3）終了時刻・場所 17時 30分 大牟田駅にて解散 

※希望者は 10月 1日までに大会事務局までメールで連絡してください（先着 40名ほど）。 

Email： jals23taikai@gmail.com 

 

2. 幹事会 19時 15分より 福岡市立中央市民センター・２階第２会議室にて 
 

大会第 2日 10月 29日（土）  Ｎ201教室 

（報告 20分と質疑 15分、各々35分）           

1. 自由論題報告Ⅰ：労使関係・労働運動                          09：30～11：50 
                                          司会 上原慎一（北海道大学） 

1)9:30～10:05 現代日本における階級指向的労働運動としての地域労働組合、その位相       
と重層性 

            ―東京下町の A地域労働組合の事例を通じて 
                                           鄭 裕静（東京大学大学院） 

2)10:05～10:40 「新しい労働運動」組織の資源動員構造と存続要因 
            ―多国籍労組「ゼネラルユニオン」を事例として― 

                                         中根多惠（名古屋大学大学院） 

3)10:40～11:15 日本と韓国の非正規労働運動における労働組合の取り組み 
            ―非正規労働者の差別的処遇の定義を中心に 

                                           金 美珍（一橋大学大学院） 

4)11:15～11:50 自動織機導入に対する日英米労使の対応の比較分析 
                                              大野 威（立命館大学） 

 

2. 総会（昼食を含む） 11:50～13:40 
 

3. 自由論題報告Ⅱ：労働条件・雇用管理                             13：40～15：25 
司会 小谷 幸（日本大学） 

1)13:40～14:15 年次有給休暇の未取得問題（ホワイトカラーを中心に） 
                                               井草 剛（早稲田大学大学院） 

2)14:15～14:50 看護職場の秩序と OJT 
                                            谷川千佳子（北海道大学大学院） 

3)14:50～15:25 看護師の夜勤・交代制勤務について 
                                                 小村由香（日本看護協会） 

   休憩（15分） 
 



4. 自由論題報告Ⅲ：労働市場・就労支援                                  15：40～18：00 
司会 三山雅子（同志社大学） 

1)15:40～16:15 1945年から 60年代における女性教員の就労継続への取り組み： 
            日教組婦人部「産休代替法」制定運動を事例に 

                                                跡部千慧（一橋大学大学院） 

2)16:15～16:50 地域労働市場の変容と女性の就労 
       ―広島県福山市新市地区の事例から 

                                                佐藤洋子（広島大学大学院） 

3)16:50～17:25 地方圏における若者の就業動向 
       ―九州と東北の調査から― 

                                    阿部 誠（大分大学）・石井まこと（大分大学） 

4)17:25～18:00 生活保護受給者に対する就労支援の意義 
                                                 中囿桐代（釧路公立大学） 

 

5. 懇親会  （九州産業大学 8号館 1階・クラブハウス）                  18:15～20:00 
 

 

大会第 3日 10月 30日（日）  Ｎ201教室 

（報告は各 40分） 

1. シンポジウム    10：00～12：00 

労働規制緩和の転換と非正規労働 
  司会    京谷栄二（長野大学）    

      松尾孝一（青山学院大学） 

10：00～10：40 第 1報告 労働規制緩和の「転換」と不安定就業としての派遣・請負労働者 

 ―主として量産組立型産業を題材として― 

白井邦彦（青山学院大学） 

10：40～11：20 第 2報告 パートタイム労働をめぐる政策動向と課題 

 ―ホームヘルパーの事例をてがかりに― 

田中裕美子（下関市立大学） 

11：20～12：00 第 3報告 若年不安定就業者の生活実態と自立可能性 

宮本みち子（放送大学） 

昼食・休憩（12：00～13：30） 

 

 

2. 総括討論      13：30～16：00 

 
 



大 会 案 内 

宿泊のご案内 

宿泊施設については学会として予約しておりませんので､参加者各自でご手配ください｡ 

 博多駅周辺、天神周辺はホテルが多く、会場への交通の便も良好です。なお、学生および常勤

職にない会員については、大学の研修施設を利用することができます（9/23 までに申込み）。詳
細は日本労働社会学会ＨＰをご覧ください。 

 
大会に参加される方へのお願い 
1）受付 
①受付は、10月 29日(土)は午前 9時 00分から、10月 30日(日)は午前 9時 30分から行いま
す｡ 
②受付場所は、一号館・図書館側入口（２Ｆ）を入ったところです｡ 
③大会参加費は、一般・大学院生 2,000円です。 
④弁当は事前申し込みの扱いのみになります。申し込みをされた方は、受付時に代金 
（1食 1,000円）と引き換えに弁当券をお受け取りください。 
⑤懇親会に参加される方は、受付時に会費をお支払いください（一般会員 4,000円、大学
院生 2,000円）。 

2）自由論題報告者の方へ 
当日配布する資料は、各自で印刷し、ご用意ください。必要部数は、参加申込者が確定

し次第、追ってお知らせします。PowerPoint等を利用される場合は、パソコンをご持参く
ださい。 

3）昼食について 
①昼食会場は、会員控室（一号館・サブホール）をご利用下さい。 
②大学周辺には、徒歩数分以内に飲食店およびコンビニエンスストアがあります。大学

内の食堂・売店は、29日（土）については営業しておりますが、30日（日）は休業し
ます。 
③お弁当を申し込まれた方は、弁当券と引き替えにお受け取り下さい。なお、総会のあ

る日（29 日）は、総会が昼食時間と重なっておりますので、特にお弁当を予約してお
かれることをお勧めいたします。 
④一号館サブホール（会員控室）にお茶とお菓子などを用意しております。ご自由にご

利用下さい。 
4）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。 

5）懇親会 
8号館１Ｆクラブハウスにて行います。会費は一般会員 4,000円、大学院生は 2,000円で
す。多数のご参加をお待ちしております。 

 
 

 

 



工場見学と参加申込みについて 

 

 
見学先：三井三池炭鉱関連施設（福岡県大牟田市・熊本県荒尾市） 

    現地案内・協力 ＮＰＯ法人大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ 

 

集合日時：10月 28日（金）14時 20分 

          ＊バスは 14:30に発車します。時間を厳守してください 

 

集合場所：大牟田駅西口（詳細は裏面参照） 

 

費用：1000円（万田坑入館料・飲料費等、現地徴収） 

 

今回の工場見学は、わが国の代表的炭鉱の一つであった三井三池炭鉱関連施設を見学

します。同炭鉱は 1997年に操業を停止しましたが、日本を代表する産業遺産として、現

在では世界遺産への登録を目指す運動がすすめられています。 

見学先は広範囲にわたっており、バスで移動しながら、万田坑、三池港閘門、旧三井

港倶楽部等を見学します。見学予定時間は 14時 50分～17時 15分の 2時間 25分であり、

17時 30分大牟田駅解散予定です。 

 

参加希望者は、大会の参加申込みとは別に 10月 1日（土）までに下記連絡先に申込み

をしてください。 

 

工場見学参加申込の宛先 

    （先着 40名ほどですので、早めにお申し込みください) 

 

宮下 さおり（九州産業大学） 

メール：j a l s 2 3 t a i k a i ＠ g m a i l . c o m 

 

 

 参加申込のメールのタイトルは「工場見学申込」とし、①お名前、②ご所属を書いて、

お送りください。お知らせをお送りすることがありますので、普段お使いになるアドレ

スからお申込みいただけると幸いです。 

 

 
 

※当日は歩きやすい靴・服装でご参加ください。 
 

 

        



大牟田への交通案内 

 
博多駅からＪＲ（快速 70分・1250円）  鹿児島本線下り方面に乗車 

 
西鉄福岡駅（天神）から西日本鉄道（特急 61分・1000円） 

大牟田行特急に乗車 11:00発、11:30発、12:00発、12:30発、13:00発 

 

福岡空港から西鉄バス（85分・1700円） 

高速バス乗り場（第二ターミナル到着口から外に出て右側）からグリーンランド・大牟田・荒尾

行きに乗車 10:10発、11:10発、12:45発 

 

九州新幹線・新大牟田駅から西鉄バス（27分・340円） 

新幹線の到着時刻に合わせて、駅前から大牟田駅方面へのバスが出ています。新大牟田駅バス停

から西鉄大牟田営業所行に乗車 11:32発、12:32発、13:32発 

 
※バスの時刻には変更がありえます。出発前に各自でご確認ください。 

（西鉄バスホームページ http://www.nishitetsu.co.jp/bus） 

 

集合場所マップ（大牟田駅西口） 
 

 
 

 



会場および交通のご案内 

 

 
 

九州産業大学ＨＰもご参照くださ

い（リンクをたどると時刻表を検索

できます） 

http://www.kyusan-u.ac.jp/map/access 
 

  

■ＪＲをご利用の場合 博多駅より、鹿児島本線（小倉方面・各駅停車を利用）にて「九産大前」駅下車。
料金：270円 所要時間：約 15分       ※快速は停車いたしませんので、ご注意ください 

   

■西鉄バスをご利用の場合                 天神周辺バス停マップ 

 

天神バスセンター（1番のりば）より 

「急行 赤間営業所」又は「急行 日赤看護大学」「急行 自由

ヶ丘南三丁目」行きに乗車、「産業大学南口」バス停下車。こ

の路線は「天神日銀前」（１９Ａのりば）「中洲」からも乗車できま

す。 

 

「天神 中央郵便局前」（１８Ａのりば）より 

「21Ａ・雁ノ巣レクレーションセンター」又は「26Ａ・赤間営業所」

「急行 新宮・緑ヶ浜」行きに乗車、「産業大学前」バス停下車。

この路線は「中洲」からも乗車できます。 

 

いずれも料金：420円 所要時間：約 20分（天神バスセンター～

天神日銀前は道路混雑のため、時間がかかることがあります） 

 

※天神周辺からはバス利用が早く、便数もあります。必ず

「都市高速」経由の表示があるバスにご乗車ください。 
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