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本年鑑５つの特徴

序 章 政治・経済の動向と労働問題の焦点
❶その年に起きた社会・労働分野の変化や問題、
課題を正確に記録、
解説。
≪特集１≫ 労働市場のジェンダー構造
「特集」
と
「5つの基本テーマ」で構成、
収録。
――男女雇用機会均等法
❷特に重要なテーマについては、
「
特集」
でさらに
成立30年の現状
深く詳しく解説。
第１章 国際比較からみた日本の位置
❸政治・経済・経営・社会保障などの視点からも論述。
第２章 労働力率・就業率
❹理解が深まる豊富な図表とグラフ。
第３章 従業上の地位・雇用形態
❺社会全体の動きやポイントになる出来事を
第４章 賃金
６つの分野に分けて「年表」で巻末に収録。
第５章 労働時間
第６章 産業・職業
≪特集２≫ 生活保護法改正と生活困窮者自立支援法
第１章 貧困・生活困窮の拡大・深化
第２章 生活保護受給者の推移
第３章 生活保護改革議論の開始とリーマンショック、
第二のセーフティネット
第４章 新たな生活困窮者体系の構築と生活保護制度
の見直し提案
第５章 生活保護法改正
第６章 生活困窮者自立支援法
私たちの仕事と暮らしは

第１部
第２部
第３部
第４部
第５部

労働経済と労働者生活
経営労務と労使関係
労働組合の組織と運動
労働組合と政治・社会運動
労働・社会政策

どのように変わったのか。

≪付録≫ 労働組合の現状 ／労働組合名簿／統計・事項索引／年表
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●特集／雇用の質と地域との協働

◆巻頭言＜俯瞰＞雇用の劣化を変え、
魅力ある地方
創生を支える公契約条例 上林陽治◆地域の連携
が生む良質な雇用と地域産業の活性化 間籐雅夫
◆雇用と地域との協働における労働組合の役割 麻
生裕子◆介護職の安定的な確保を支える雇用管理と
地域との協働 堀田聰子◆災害復旧・復興期の被災
者雇用―東日本大震災におけるＣＦＷとこれからの
課題 永松伸吾◆地域に仕事と雇用を生み出す自
立支援事業―「人と地域を耕す」生活保護行政の
新しいあり方 櫛部武俊◆地域に雇用の場と生き生
きと働ける職場を―老・壮・青が揃った青春企業を目
指して 関根一成
◆難病患者の治療と仕事の両立支援を考える・
３
難病患者の就労支援に関する同僚の意識―
一般労働者対象のインターネット調査から
……………………………………… 江口 尚
◆労研アーカイブを読む・15 労働科学への旅（13）
……………………………………… 毛利一平
◆にっぽん仕事唄考・22 炭鉱仕事が生んだ唄た
ち
（その22）…………………………… 前田和男
◆Talk どこまでも …………………… 肝付邦憲
◆口絵 ＣＳＲがつなぐ地域社会と中小企業・19
［見
る・活動］
・54……株式会社マルチメディアシステム
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