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　社会・労働問題の研究機関としてわが国最古の歴史を誇る法政大学大原社会問題研
究所が所蔵する未公開資料の一つ「協調会の企業調査資料」である。
　同資料は、第一次大戦後の労働運動の高揚を受け、1919年に設立された協調会が、
労使協調を目的に、社会政策・社会運動、社会政策推進、労働争議の仲裁・和解など、
多岐にわたって進めた調査研究の成果である。調査期間は、大正5年から昭和15年に
至る4半世紀に及び、とりわけ大正9年から昭和6年に大きな成果を残している。調査
の対象企業は32業種165社にものぼり、各企業の労役規則、扶助規則、就業規則とともに、
産業別の労働事情を調査し、「社会政策時報」の原資料ともなった労働事情調査報告書
など、貴重な資料群が含まれている。
　第一次大戦から戦間期に至る激動期の主要産業・中枢企業の研究に新生面を拓く資
料として、経済史・経営史・労働史研究をはじめ、広く近代史の研究者にお勧めします。
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●特集／シフトワークのリスクと改善
◆巻頭言＜俯瞰＞労働科学の原点「夜勤・交代勤務
研究」がもたらしたもの　酒井一博◆夜勤・交代勤務
版ミシュラン「シフトワーク・チャレンジ」への階梯　佐々
木司◆正循環勤務の導入で看護師にやさしい勤務
へ　寺前八重◆交代勤務体制の改善に対する労使
の取り組み　松ヶ迫剛◆長距離運行の安全を確保す
るには　鎌田佳伸◆消防職場における交代勤務の
改善と仮眠体制の整備　中村義彰◆シフトワーク・チ
ャレンジの開発と活用――リスクコミュニケーション・ツー
ルとして　松元　俊・佐々木司・松田文子・酒井 一博

◆新連載　難病患者の治療と仕事の両立支援を
考える（共同編集　江口　尚・和田耕治）・１　難
病患者・中途障害者の就労支援の課題――研究
班の活動から見えてきたこと 江口　尚

◆労研アーカイブを読む・１３ 労働科学への旅（１１）  
 毛利一平
◆にっぽん仕事唄考・２０　社歌と労働組合歌に刻
まれた炭鉱の記憶（その２） 前田和男
◆Ｔａｌｋ　語るに落ちる 肝付邦憲
◆口絵　ＣＳＲがつなぐ地域社会と中小企業・１７
　［見る・活動］・５２ 関東図書株式会社
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  丸山　　桂
 健康保険制度における適用拡大の影響と課題 田極　春美
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紹介 人材派遣健康保険組合の設立の背景・経緯について 島崎　謙治
論文 雇用保険の適用拡大と求職者支援制度の創設 金井　　郁
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