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2013・・・・2014 学会年度役員選挙の結果について学会年度役員選挙の結果について学会年度役員選挙の結果について学会年度役員選挙の結果について 
 

 4 月 30 日に郵送による投票が締め切られたのち、

5月 16日の選挙管理委員会における開票の結果、22

日に次期役員が下記の通り最終的に決定いたしまし

た。○が当選者で、任期はいずれも大会終了の翌日

から 2 年間です。なお選挙規則の規定により、同数

票の場合は年長順に当選し、記載されます（敬称略・

得票順）。また副会長候補の杉岡直人会員、及び理事

候補の櫻井義秀会員からは辞退の申し出があり、選

挙管理委員会と櫻井会長で検討の結果、やむをえな

い理由に該当すると判断し、それぞれ次点の小内透

会員を副会長に、品川ひろみ会員を理事に選出しま

した。有権者数 113、投票総数 39、白票 0、無効 0

で、有効投票数は 39でした。 

 

会長・副会長 

会長  ○原 俊彦 15票 

副会長  杉岡直人  6票 

次点  ○小内 透  5票 

 

理事（定員 7名） 

○高田 洋 14票 ○加藤喜久子  9票 

櫻井義秀  9票 ○内田 司  7票 

○今井 順  7票 ○笹谷春美  6票 

○梶井祥子  6票 

次点 ○品川ひろみ  6票 

 

監事（定員 2名） 

○西浦 功  4票 

○酒井恵真  3票 

次点 金子 勇 3票 

 

選挙管理委員会 委員長  田島忠篤 

        委員   北郷裕美 

            理事委員 西浦 功 

第第第第 61 回回回回北海道社会学会大会北海道社会学会大会北海道社会学会大会北海道社会学会大会についてについてについてについて 
 

第 61 回北海道社会学会大会は、6 月 8日（土）に北

海道大学（札幌市）で開催されます。今年度も 1 日開催

となります。今回は事前に出欠確認はいたしませんので、

直接、会場にお越しください。 

 

開催日：2013 年 6 月 8 日（土） 

大会会場：北海道大学 人文・社会科学総合教育研究

棟（W 棟）      （札幌市北区北 10条西 7 丁目） 

北大の構内を南北に貫く道路に面して W 棟（地図上

の A）があります。札幌駅または北12条駅からいずれ

も徒歩約 15分です。 

受付：W 棟 2 階 W202教室前 

参加費：一般 3,000 円、学生 2,000 円、 

非会員（大会のみ参加 1000 円、懇親会も参加 3000

円） 

参加費には懇親会の費用が含まれています。 

昼食：恐れ入りますが、昼食は各自で手配をお願いい

たします。学内で弁当の販売はありませんが、W201

室で持参した弁当などを食べることができます。また、

中央食堂（会場からすぐ）が 11:00～19:00まで営業し

ています。なお、当日は北大祭の期間中ですので、

出店からの調達も可能かと思います。 

懇親会会場：W202 教室（立食バイキング形式で行いま

す） 

託児：大学周辺には以下の託児所があります。なお、利

用は利用者の責任でお願いいたします。 

「アートチャイルドケア北大前さっぽろ保育ルーム」 

http://www.the0123child.com/personal/area/hokkaido/ 

kita-oomae.php 

大会校連絡先：寺沢重法 会員 

〒060-0810 北海道札幌市北区北 10条西 7 丁目 

北海道大学大学院文学研究科 

電話：011-706-2302  Fax：011-706-3021 

e-mail：shterazawa@let.hokudai.ac.jp 
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【学会発表にてパワーポイントを利用される方へ】 

開催校で Windows パソコンは用意しますので、パワ

ーポイントで発表される方は、コンテンツを USBメモリー

でご持参ください。Mac パソコン・ソフトは対応できませ

ん。なお、念のため配布資料等を用意し、パワーポイン

トが使用できなくなっても発表ができるようご協力をお願

いいたします。 

 

会員異動（会員異動（会員異動（会員異動（2013 年年年年 3 月～月～月～月～5 月、敬称略）月、敬称略）月、敬称略）月、敬称略） 
（インターネット版では省略） 

 

会員情報の更新について会員情報の更新について会員情報の更新について会員情報の更新について    

 住所や所属が変更になったときは、遅滞なく郵便

かメールで事務局（担当：畑 socio@npo-hokkaido.org）

までお知らせください。その際、e-mail アドレスも

お忘れなくご登録ください。 

 

会費の納入について会費の納入について会費の納入について会費の納入について 
年度が改まりましたので 2013年度分の会費を同封の

郵便振替用紙で納入くださいますようお願いいたしま

す。 

過年度分で未納がある会員はあわせてすみやかに

お振り込みください。年会費は一般会員 6,000 円、学

生・院生会員 4,000円です。2013 年度までの会費を完年度までの会費を完年度までの会費を完年度までの会費を完

納された会員にのみ『現代社会学研究』第納された会員にのみ『現代社会学研究』第納された会員にのみ『現代社会学研究』第納された会員にのみ『現代社会学研究』第 26 巻（本年巻（本年巻（本年巻（本年 6

月発行）を学会大会の受付で配布の予定です。月発行）を学会大会の受付で配布の予定です。月発行）を学会大会の受付で配布の予定です。月発行）を学会大会の受付で配布の予定です。未納の

会員には、会費の完納が確認され次第、後日郵送いた

します。5年間滞納されると、自然退会の扱いとさせてい

ただきます。 

 

学会ホームページの移転について学会ホームページの移転について学会ホームページの移転について学会ホームページの移転について    

2011年度まで本学会 HP は、国立情報学研究所「学

協会情報発信サービスにおけるホームページ構築・

提供支援」のもとで運営しておりました。しかし、

同事業が昨年 3 月でサービス終了したことに伴い、

ＨＰを管理するサーバーを移転いたしました。それ

に伴い、HP アドレスが新しくなっております。 

新しい学会ＨＰのＵＲＬは、 

http://www.hsa-sociology.org/ です。 

リンクやブックマークの変更は、早めにお願いいた

します。 

また現在、学会 HP では日本社会学会と西日本社

会学会へのリンクを設けておりますが、今後もリン

ク先を増やす方針で準備を進めております。(a)個人

HP をお持ちの方で学会 HP へのリンク登録を希望

される場合や、(b)北海道社会学会がリンクを張るべ

きと思われる有用なサイトがある場合は、①URL、

②メールアドレス、③所属機関等、④氏名の 4 点を

学会事務局宛メールにてお知らせください。 
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第 61回 北海道社会学会大会 プログラム 

 

会場  北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟（W 棟）（札幌市北区北 10条西 7丁目） 

開催日 2013年 6月 8日（土） 

 

受付開始    9:30  W202教室前 

開催の辞    9:50～ 9:55 W202教室  北海道社会学会会長 櫻井義秀 

 

部会Ⅰ  10:00～12:00 W202教室  司会  田島忠篤（天使大学） 

1. タイ学生運動の萌芽と発展            シリヌット・クーチャルーンパイブーン 

－「野口キック• ボクシング• ジム事件」と「日本製品不買運動」を事例に－ （北海道大学大学院文学研究科） 

2. 社会的排除の視野と朝鮮学校     宮崎 理（北星学園大学大学院社会福祉学研究科） 

3. ケアワークに関わろうとする人びとのナラティヴはどのようなものか？    竹中 健（北海道大学・専門研究員） 

4. 職場におけるハラスメント予防とキャリアカウンセラーの役割について     川畑智子（首都大学東京） 

  

 

部会Ⅱ  10:00～12:00 W201教室  司会  笹谷春美（北海道教育大学名誉教授） 

1. 大都市における子育てサポートシステムの課題   工藤 遥（北海道大学大学院文学研究科） 

2. 社会的共通資本を通した社会関係資本の形成   遠山景広（北海道大学大学院文学研究科） 

 －札幌市の育児支援施設の事例から－ 

3. 北海道稲作地帯における高齢者対策と農業集落   小内純子（札幌学院大学）・ 

−栗山町を事例として−      新田雅子（札幌学院大学） 

 

昼食    W201教室 

新旧合同理事会 12:00～12:40 W303教室 

編集委員会 12:40～13:00 W303教室 

研究活動委員会 12:40～13:00 W305教室 

 

部会Ⅲ  13:15～14:45 W202教室  司会  木戸 功（札幌学院大学） 

1. 少子化と子育て支援ネットワークの日中比較研究   郭 莉莉（北海道大学大学院文学研究科） 

 －札幌・北京調査を中心に－ 

2. ワーク・ライフ・バランスの職場環境    加藤喜久子（北海道情報大学）・ 

 －道内企業の取組事例－      平賀明子（北星学園大学） 

3. 男女のライフコースにおける結婚・家族と貧困リスク  鹿又伸夫（慶応義塾大学） 

 

特別セッション 15:00～16:30 W202教室  司会  原 俊彦（札幌市立大学） 

近年の大規模社会調査の現況と課題－SSM調査を中心に－ 

1. 近年の大規模調査の動向と方法論的課題    平沢和司（北海道大学） 

2. 2005年 SSM調査の知見と課題     高田 洋（札幌学院大学） 

 

総会  16:45～17:30 W202教室 

閉会の辞  17:30～17:35 W202教室  北海道社会学会副会長 原 俊彦 

懇親会  17:50～19:00 W202教室 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【会場案内】【会場案内】【会場案内】【会場案内】 
≪会場周辺地図≫≪会場周辺地図≫≪会場周辺地図≫≪会場周辺地図≫ 
 

 
 

≪校舎案内図≫≪校舎案内図≫≪校舎案内図≫≪校舎案内図≫ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


