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巻号 発行年月

Ⅰ　理論・一般

0．総　記
特集�資本主義の今を問いなおす―ポスト新自由主義時代における市場経済の行方

連合総研レポー
トＤＩＯ

300 2015.1
税制から考える貧困と地方創生 岩本沙弓
資本主義の終焉 水野和夫
長い 20 世紀の終焉 中山智香子

Jeffrey�C.Alexander�and�Bernadette�N. Jaworsky�OBAMA�
POWER（書評）

兼子論
大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6

労働組合と国家（9） 丹沢望 国際労働運動 460 2015.1
労働組合と国家（10）最終回 丹沢望 国際労働運動 461 2015.2
戦争と労働者階級（1） 畑田治 国際労働運動 462 2015.3

1．ジェンダー・フェミニズム・女性論
特集�「らしさ」にとらわれない生き方―男性からの視点・女性からの視点

連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5
いまなぜ男性学なのか 田中俊之
〈男らしく働く〉ことのジレンマ 齋藤圭介
ライフサイクルからみた仕事人生 辻村晃
「男女平等」の多様な現実と女性学・男性学の明日 国広陽子

女性の登用をすすめるにあたって大切なこと 安田三江子
人権教育研究（花
園大）

23 2015.3

特集�フェミニズム運動と反貧困運動

大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6

社会運動と政治 湯浅誠
「子どもの貧困」とフェミニズム 湯澤直美
女性学・女性問題における貧困・階層問題 伊田久美子
コメント　社会運動とジェンダー 申琪榮
コメント　フェミニズムと子育て支援 大森順子

3．労使（資）関係論
大森真紀著『世紀転換期の女性労働―1990 年代～ 2000 年
代』（書評）

小倉祥子
大原社会問題研
究所雑誌

679 2015.5

4．労働経済論（含　賃金論）
翁貞瓊・禹宗杬著『中国民営企業の雇用関係と企業間関係』
（書評）

丸川知雄
大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6
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5．経営労務論
早川征一郎・松尾孝一著『国・地方自治体の非正規職員』
（書評）

下井康史
大原社会問題研
究所雑誌

679 2015.5

榎一江・小野塚知二編著『労務管理の生成と終焉』（書評） 山下充
大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6

「日本的雇用システム」の生成と展開 連合総研事務局
連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5

7．社会保障論
貧困の連鎖を断ち切るために行政横断的な取り組みを（イ
ンタビュー）

宮本みち子 連合 27‐10 2015.1

8．社会福祉論
佐藤幹夫著『ルポ高齢者ケア―都市の戦略，地方の再生』
（書評）

橋本美由紀
大原社会問題研
究所雑誌

679 2015.5

高齢者の居場所作り事業に関する検討
白瀨由美香　大塚理
加　大津唯　泉田信
行

大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6

12．社会運動論

＊そろそろ「社会運動」の話をしよう

田中優子，法政大学
社会学部「社会を変
えるための実践論」
講座編

明石書店 2015.9

13．レイシズム，差別
特集�書評特集：前田朗『ヘイトスピーチ研究序説』（三一書房）

情況
4 期 4
‐4

2015.6
ヘイト・スピーチの憲法論を考える 前田朗
国家による差別と社会における差別について 金東鶴
ヘイトスピーチにかかわる「議論」の洗練のために 明戸隆浩

Ⅱ　労働問題

20．総　記
特集�日本の働き方を壊すのか

経済 238 2015.7
労働破壊の実態と労働法制改悪の対決点（座談会）

今村幸次郎　赤羽数
幸　三浦宜子　司会
進行：生熊茂実

日本の長時間労働と労働時間法制 斎藤力
札幌の公契約運動から 川村雅則
労働事件，たたかいから世紀の欠陥法「派遣法」を問う 笹山尚人

特集�働く権利が危ない！　―人間らしい働き方をもとめて―

月刊全労連 219 2015.5

安倍「労働改革」と対抗の課題 伍賀一道
米国のホワイトカラーエグゼンプションの現状 中村和雄
職場に広がるマタニティ・ハラスメント 小林美希
許すな，時間泥棒！　労働時間法制の改悪を阻止し，規
制強化を勝ち取るたたかいを！

伊藤圭一

民放産業の長時間労働の実態と構造問題に対する民放労
連の取り組み

齋田公生

新たな低賃金コースの創設に反撃を 田中均
女性教職員の働き方と全教のとりくみ 小畑雅子
セクハラ，パワハラ，マタハラで泣き寝入りしない　労
働組合がたたかい有休など権利を獲得・前進

塚本美香
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労働需給のパラダイム転換をローカル経済再生のチャンス
に（インタビュー）

冨山和彦 連合 27‐10 2015.1

＊ノンエリートのためのキャリア教育論 居神浩編著 法律文化社
21．雇用・労働市場

教員の勤務条件の問題 柳宏志
連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5

22．労働条件

保育・保育労働をめぐる問題（Ⅲ） 川村雅則
北海学園大学学
園論集（北海学
園大）

163 2015.3

23．賃金問題
賃上げムードと実態のかい離 篠崎肇 月刊労働組合 611 2015.6
若い世代に安定的に賃金が増える仕組みを（インタビュー） 熊野英生 連合 27‐10 2015.1
労働生産性上昇率に遅れをとる賃金 鈴木不二一 連合 27‐10 2015.1
賃金をめぐる熱い議論と実践の盛り上がりを 鈴木不二一 連合 27‐12 2015.3

長引く消費税増税の影響―賃金上昇の効果に勝る― 連合総研
連合総研レポー
トＤＩＯ

300 2015.1

24．労働時間・ワークライフバランス
特集�生活時間を取り戻せ！

月刊労働組合 610 2015.5

〝人間らしい生活〟営む観点に立ち労働時間の規制考える
方向へ転換を

浜村彰

アメリカでの労働時間規制緩和の実情 中村和雄
官・民に共通する課題に 中康昌
7割以上の看護師が早出残業　時間外全額請求は 1割だ
け

森田進

年間 210 ～ 220 時間　27・8 兆円分のただ働き
男性が育児休業を取って不利益はないか 東京共同法律事務所 月刊労働組合 611 2015.6
特集�ワーク・ライフ・バランスの今

国際経済労働研
究

1050 2015.5・6

ホワイトカラー・エグゼンプション制度はワーク・ライ
フ・バランスを改善するか？

川口章

育児と仕事の両立支援を進めるために 和田水穂
電機連合のワーク・ライフ・バランスへの取り組みにつ
いて

半沢美幸

特集�介護離職問題を考える―仕事と介護の両立に向けて―
連合総研レポー
トＤＩＯ

302 2015.3
介護リスクと離職可能性 西久保浩二
仕事と介護の両立支援が重要に 佐藤博樹
仕事と長期介護の狭間で揺れ動く心 中村寿美子

「仕事と介護の両立」支援に向けて 小島茂
連合総研レポー
トＤＩＯ

302 2015.3

日本の現状と課題　（24） 並川寛義 労働と経済 1590 2015.5. 25
安倍雇用改革をどうみるか？（上）（インタビュー） 田端博邦 国公労調査時報 631 2015.7

26．非正規労働

非正規労働者の 3人に 1人は世帯の主たる稼ぎ手 連合総研
連合総研レポー
トＤＩＯ

301 2015.2

28．女性労働

地域の育児支援策と女性就業 山本勲，伊藤大貴
三田商学研究（慶
応義塾大）

A p r -
57

2014.10

労動組合の調査活動から　妊娠した女性の 2割が嫌がらせ
など受ける

月刊労働組合 610 2015.5
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あらゆる分野の性差別をなくし，男女平等参画社会を実現
しよう！

佐藤太郎 連合 27‐9 2014.12

2015 春季生活闘争　職場を点検！　男女間格差をなくそう 編集部 連合 28‐1 2015.4
30．若年労働

積極的労働市場政策と若年雇用 山本勲，野原快太
三田商学研究（慶
応義塾大）

Apr-57 2014.10

特集�若者雇用新法「青少年雇用促進法案」の早期成立で若者が活躍できる環境整
備を！

連合 28‐1 2015.4働き続けられない劣悪な職場環境を改善していく大きな
一歩に

上西充子

すべての若者に良質な就労機会の実現を 村上陽子
31．中高年労働

定年退職後の継続雇用者を選別できるか 東京共同法律事務所 月刊労働組合 610 2015.5

連合総研ワークショップ　職場の年齢構成の「ゆがみ」と
課題（パネルディスカッション）

報告・コーディネー
ター：戎野淑子　パ
ネラー：村杉靖男　
小熊栄　髙松和夫　
春木幸裕

連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

32．障害者労働
特集�発達障害と就労支援

職業研究 夏季号 2015.6
大学における発達障がいのある学生のキャリア発達の支
援

横山明子，粂川美佐
子

発達障害者の就労支援のために 向後礼子
33．外国人労働

地域労働市場の需給ミスマッチと外国人労働者の動向 佐伯康考
関西学院経済学
研究（関西学院
大）

45 2014.12

35．労災，職業病，健康問題
特集�「残業代ゼロ」より「過労死ゼロ」　ホワイトカラー・エグゼンプション導入
を許すな！

連合 27‐12 2015.3
成果を求められれば労働時間は長くなる　適用除外制度
は過労死防止法の趣旨に反する

寺西笑子

「残業代不払い」こそ長時間労働の温床　弾力化で「時短」
はまやかしだ

宮里邦雄

36．ハラスメント
「仕事ができない」とパワハラ・退職強要 河合利夫 月刊全労連 218 2015.4
職場のハラスメントをなくすために（講演） 内藤忍 医療労働 580 2015.6

37．勤労者意識
連合総研「第 29 回勤労者短観」　生活・格差意識と選挙行
動を追う

月刊労働組合 611 2015.6

新入社員意識調査の結果から 近藤和樹 月刊労働組合 611 2015.6
38．生活問題・ワーキングプア

労働者にとっての物価問題 酒井恵 月刊労働組合 610 2015.5
39．福祉労働・ケア労働

介護労働者の働き方・処遇に関する調査研究 連合総研事務局
連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5
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Ⅲ　労働運動

40．総　記
「おじさん」が変わらなきゃニッポンは変わらない，変われ
ない（対談）

古賀伸明　古市憲寿
　進行：村上陽子

連合 27‐10 2015.1

人々が支え合う連帯社会へ　社会を変える社会運動を始め
よう（対談）

古賀伸明　田中優子
　進行：永井浩

連合 28‐1 2015.4

「インドネシア労使関係・労働政策セミナー」に参加して 小島茂
連合総研レポー
トＤＩＯ

302 2015.3

対抗軸および工程表としての安心社会ビジョン 宮本太郎
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

社会的投資戦略としての人財育成～女性・子育て支援・教
育～

三浦まり
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

社会を支える連帯基盤の再構築 篠田徹
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

地域に根ざした安心社会づくりを担う政治勢力と労働運動
との連携

中北浩爾
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

介護離職防止，キャリア開発支援の取り組み（パネル討論） 野中孝泰
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

パート労働者の処遇改善，「まちづくり」の取り組み（パネ
ル討論）

松浦昭彦
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

運輸産業の現状と地域活動の取り組み（パネル討論） 小畑明
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

特集�青年労働者を先頭に 15 春闘爆発へ　「生きるため」の階級的団結で未来を開
こう

国際労働運動 462 2015.3
安倍の中東参戦を許すな
動労総連合を全国へ
「生きられる賃金を！」
「新たな労働者の政党」を

41．労働組合・運動論
階級的労働運動の真価をかけ 15 年決戦の爆発を勝ち取り，
動労総連合を全国に打ち立てよう！

辻川慎一 月刊労働運動 298 2015.1

42．ナショナルセンター

労働分野における国際支援の実践
国際労働財団
（JILAF）

連合 28‐1 2015.4

「働き方と雇用のあり方に関する諸課題」をテーマに 編集部 連合 28‐2 2015.5
43．地域別，産業別共闘

相談者の期待に応えるセンターをめざして 清水豊 月刊全労連 216 2015.2
労働者，住民から必要とされる地域労連に 神吉未来也 月刊全労連 217 2015.3
県下初の「公契約条例」を制定させた！ 金井文人 月刊全労連 218 2015.4
「青年部」結成の経過と今後の課題 笹原武 月刊全労連 219 2015.5
要求と運動を高めながら組織の多数派へ 青柳健一 月刊全労連 220 2015.6
住民と労働者の要望を行政にいかすアンケート 小山徹 月刊全労連 220 2015.6

『連合山形を中心とする地域活動の展開』（概要） 連合総研事務局
連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5

44．単産，単組
外で訴える姿勢が労組のDNAに　県内の全自治体要請で
大活躍

上野邦雄 月刊全労連 216 2015.2

よりよい介護は働き続けられる職場から 西岡健二 月刊全労連 219 2015.5
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まず楽しい活動，組合員も増にAKB48 をめざし今「TKB43」 上野邦雄 月刊全労連 220 2015.6
みんなが気持ちよく働ける職場をめざして 海井由紀美 連合 27‐9 2014.12
「組合に相談して良かった」と頼られる存在でありたい 藤田晶子 連合 27‐10 2015.1
自分の経験を伝えることで人の役に立てたらいいな 公門えつこ 連合 28‐2 2015.5

46．賃金闘争（含　生活改善闘争）
チャンス，労働組合再生への大奮闘を期待 牧野富夫 金属労働研究 132 2014.12
賃上げ，雇用安定をたたかいとり，春闘再生・組織拡大を
やり遂げよう

金属労働研究 132 2014.12

運動で〈賃上げで世直しを〉の世論を作り出し，それを強
化して，15 春闘を大きく前進させよう（討論）

金属労働研究 133 2015.2

財界の新たな成長戦略構築への暴走阻止を 金田豊 金属労働研究 133 2015.2
特集�15 春闘　実現しよう！　大幅賃上げと雇用の安定

月刊全労連 216 2015.2

総選挙結果と 15 国民春闘の歴史的な意義 井上久
方針に確信をもち，要求にこだわり，組合員とともにた
たかう

吉田千代

アンケートを軸にした職場での総対話で「賃上げ当たり
前」の職場世論を！

有馬晃浩

なかまがなかまを誘う，春のマスクプレゼント作戦 近藤宏一
「8MAN」で人間らしい雇用と暮らしを 出口憲次
建設労働者の賃金引上げ，社会保険適用を求めて 影山政行

人口社会減ストップ，だれでも希望の持てる静岡県に 林克 月刊全労連 217 2015.3
1715 円の賃金改善獲得　昨年を 500 円以上，上回わる 月刊労働組合 610 2015.5
パート時給 18・4 円引き上げ　月額換算では 1600 円のベア
に相当

月刊労働組合 610 2015.5

平均方式で 9778 円の賃上げ　厳しい経営状況の中で交渉を
展開

月刊労働組合 610 2015.5

特集�15 春闘総括から次の一歩へ

月刊労働組合 611 2015.6

賃上げは「人への先行投資」
イオンリテールワー
カーズユニオン

個別賃金要求が大きな力に A社労働組合（JAM）
中小にも広がったベアの流れ　格差やばらつきは拡大す
る傾向も
加重平均で 6161 円�　スト実施し数次の回答引き出す組
合も

安定的・継続的な賃上げの流れをつくろう！ 編集部 連合 9月27日 2014.12
2015 春季生活闘争では「賃上げ」「時短」「政策・制度」の
3本柱に全力を挙げて取り組んでいく

古賀伸明 連合 27‐11 2015.2

特集�職場力×地域力　2015 春季生活闘争

連合 27‐11 2015.2

「最低到達水準」を設定し「底上げ・底支え」「格差是正」
に全力で取り組む（インタビュー）

須田孝

長時間労働是正で「過労死ゼロ」へ　構成組織で特別条
項の上限規制を設定する（インタビュー）

新谷信幸

連合白書ダイジェスト
曽原倫太郎，鶴岡啓
之

「賃上げ」こそ，経済成長の源泉　トリクルダウンからボ
トムアップ型「春闘」へ

高木郁朗

地域の活性化には中小企業の活性化が不可欠　国民・市
民目線で地域に開かれた「春闘」へ

篠田徹
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特集�2015 春季生活闘争最前線

連合 27‐12 2015.3

一人ひとりの熱意で結果を引き出し社会に大きなうねり
をつくり出そう
「春闘」を考える公開講座に参加　賃上げで人材流出にハ
ドメを（インタビュー）

内村隆志

タウンミーティングで先駆け　企画運営を通じ運動強化
も（インタビュー）

土肥和則

連合・日本経団連　労使トップ懇談会 編集部
地域で市民を巻き込んで政治を動かし「官製ワーキング
プア」を解消しよう
みんなが幸せになるために「同一価値労働同一賃金」に
こだわる

吉井康富

「声」を聞いて「形」にする　組合員の組合員による組合
活動

小鷲良平

デフレからの脱却へ　ここからが正念場だ！（インタビュー） 神津里季生 連合 28‐1 2015.4
特集�賃上げで動く日本経済

連合総研レポー
トＤＩＯ

301 2015.2
賃金引上げの社会的波及をどう実現していくか 樋口美雄
賃上げは労働者の権利である 高橋伸彰
持続的賃上げに向けた課題 山田久

2015 年度日本経済の姿（改定） 連合総研
連合総研レポー
トＤＩＯ

301 2015.2

47．労働時間闘争
大幅増員と夜勤・長時間労働改善の取り組み 小林久子 月刊全労連 216 2015.2
合言葉は「残業代ゼロより過労死ゼロ！」　広がる共感の輪，
巻き起こる社会的うねり

寺田弘 連合 27‐9 2014.12

48．リストラ・雇用対策
突然の事業所閉鎖，社会的に責任果たさせる闘い 津村訓孝 月刊全労連 217 2015.3
若者たちが就労闘争，150 日超える 是村高市 月刊全労連 218 2015.4
空白 1ヵ月未契約の「雇い止め」撤廃 西﨑勇次 月刊全労連 219 2015.5
中小企業にも広がるM&A 藤田弘赳 月刊全労連 219 2015.5
争議勝利から解雇撤回闘争へ！　いわき合同ユニオンは進
撃する！

西納岳史 月刊労働運動 298 2015.1

49．権利闘争
地域経済活性めざす共同の追求で要求闘争前進の風を吹か
せる

越後屋建一 月刊全労連 217 2015.3

非正規差別をなくし 20 条裁判勝利へ 大澤靖志 月刊全労連 220 2015.6
許せない業界秩序の破壊　全自交労連などの反対で中止に 本誌取材班 月刊労働組合 610 2015.5
特集�連合国際シンポジウム　質の高い公共サービスと労働組合の役割

連合 28‐1 2015.4

安心社会実現への公共サービス　労働組合の役割（講演） 宮本太郎

質の高い公共サービスと労働組合の役割（パネルディス
カッション）

氏家常雄　キース・
レイノルズ　マット・
ダイクス　吉田啓志

公務員制度改革（労働基本権問題）
50．政策制度闘争

中小企業支援強化と不公正税制の是正を 大久保寿行 月刊全労連 217 2015.3

2015 連合税制フォーラム（パネルディスカッション）
岸本周平　森信茂樹　
川島千裕

連合 28‐1 2015.4
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特集�安心社会へ　橋を架けよう　Part1　子ども・子育て支援新制度×生活困窮
者自立支援制度　どう生かす？　2つの新制度

連合 28‐2 2015.5

すべての子どもの育ちを社会全体で支える　画期的な政
策理念のパラダイムシフト（インタビュー）

榊原智子

実践的な就労準備，就労訓練へ　労働組合運動の智恵と
経験を（インタビュー）

宮本太郎

「働くことを軸とする安心社会」へ　2つの新制度の確実
な実施を（インタビュー）

平川則男

51．教育文化宣伝活動
「68 年 5 月」が人々の記憶に留まるべき所以 篠田徹 連合 27‐9 2014.12
労働運動に宿る二つの魂，労働正義と労働倫理 篠田徹 連合 27‐10 2015.1
待望の最新作は，実在した「名もなき英雄」の物語 篠田徹 連合 27‐11 2015.2
本当の主人公は労働組合の女性たち 篠田徹 連合 27‐12 2015.3
なぜこんな凄い人を知らないんでしょう？ 篠田徹 連合 28‐1 2015.4
たけしとタモリがグルメ旅をしたら 篠田徹 連合 28‐2 2015.5
報告�第 15 回労働関係シンクタンク交流フォーラム

連合総研レポー
トＤＩＯ

301 2015.2

職場の年齢構成の『ゆがみ』と課題 鈴木一光
電機産業の現場力 内田文子
最近のドイツ産業民主主義事情と新共同決定政策―ドイ
ツとEUの労働者参加ニューウェーブ―

高木雄郷

現場力向上に向けた社内コミュニケーションのあり方 下垣竜太
日本郵政の株式上場と海外の事例 藤川ちぐさ
講評 横舘久宣，前田充康

52．労働組合と政治
オナガ沖縄県知事誕生と共同力が生きた総選挙の全区勝利 宮里武志 月刊全労連 216 2015.2
総選挙後の情勢と今後の展望 五十嵐仁 月刊全労連 217 2015.3
7 年間継続した「憲法キャラバン」の大きな財産 西岡健二 月刊全労連 217 2015.3
安全保障法制改定法案に反対する会長声明 日本弁護士連合会 月刊労働組合 611 2015.6

安全保障関連法案の閣議決定に対する事務局長談話
日本労働組合総連合
会

月刊労働組合 611 2015.6

延命ねらいの「大義なき総選挙」だが政治を変えるチャン
スと捉え連合の総力を挙げて取り組もう

古賀伸明 連合 27‐9 2014.12

特集�第 47 回衆院選　大義なき解散に真っ向勝負！

連合 9月27日 2014.12
アベノミクスが国民生活を破壊している　底上げで中間
層を守る（インタビュー）

枝野幸男　聞き手：
西野ゆかり

許すまじ，「安倍政治」の独善と危険な賭け（インタ
ビュー）

神津里季生

気持ちを切り替えてがんばろう（インタビュー） 神津里季生 連合 27‐10 2015.1
社会のつなぎ役として連合にしかできない役割がある（イ
ンタビュー）

神津里季生 連合 27‐11 2015.2

民主主義に「お任せ」はあり得ない（インタビュー） 神津里季生 連合 28‐2 2015.5
衆院選挙の最大の焦点は労働運動をめぐる攻防 小泉義秀 月刊労働運動 298 2015.1
特集�労働組合とこれからの政治活動

労働調査 542 2015.6

無党派層・民主党・労働組合 谷口将紀
労働政治の変容と第二次安倍政権 中北浩爾
NTT労働組合の政治活動および組合員の政治意識等 豊田弘
統一自治体選挙の取り組みと自治労の政治活動 竹内広人
労働組合の活動と政治活動 小山勉
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53．労働組合と社会問題，社会運動
介護保険制度の改定に深刻な懸念と処遇改善の必要性が明
らかに

佐賀正悟 月刊全労連 216 2015.2

長年の民主的教職員と市民の運動で中学校給食が実現 長島進一 月刊全労連 217 2015.3
沖縄の軽減負担に名を借りた基地機能強化・増強を許さな
い

長岡辰久 月刊全労連 217 2015.3

再稼働と福島切り捨ては許さない 斎藤富春 月刊全労連 218 2015.4
住民共同のたたかいがきりひらいてきたもの 津川知久 月刊全労連 218 2015.4
ベッドタウンを襲った広島土石流災害の支援活動と災害便
乗型復興計画とのたたかい

川后和幸 月刊全労連 218 2015.4

施設整備頼りでなく，情報公開，大規模開発の制限なども
必要

河和宏 月刊全労連 218 2015.4

被災自治体の復興事業に待ったがかかる現状 高橋昭博 月刊全労連 218 2015.4
特集�安心社会へ　橋を架けよう　Part2　「安心の橋」を架ける地域の実践

連合 28‐2 2015.5

障がい者が働ける場の拡大に向けて　社会全体で意識の
ステップアップを（インタビュー）

藤森久次

「すべての子ども」を「社会全体で育む」　ベースキャン
プの役割を果たしたい（インタビュー）

橋本達昌

学校を教育・福祉・労働のプラットフォームに　困難を
抱えた子どもたちに集中的な支援を（インタビュー）

中野和巳

新たな指針「仙台防災枠組」を採択 井上久美枝 連合 28‐2 2015.5
現代公益学会編『東日本大震災後の公益学と労働組合』（書
評）

呉学殊 連合 28‐2 2015.5

55．個人加盟組合
一緒に考えて要求作り，そして組織拡大へ 鎌田貞孝 月刊全労連 217 2015.3
宮城の被災地に広がる格差・貧困 安藤満 月刊全労連 218 2015.4

Ⅳ　経営労務

60．総　記
日本経団連『2015 年版経営労働政策委員会報告』批判 小越洋之助 月刊全労連 218 2015.4

技術が継承されず安全輸送が脅かされる
国鉄労働組合神奈川
地区本部

月刊労働組合 610 2015.5

15 年版中小企業白書を読む 早川行雄 月刊労働組合 611 2015.6
66．教育・訓練

いま求められる接客人材 高野登 企業と人材 1029 2015.7
68．安全衛生管理

特集�農業従事者の安全と健康

労働の科学 Feb-70 2015.2
安全な農作業のための課題 大浦栄次
農業の安全衛生をめぐる日韓交流の現状と意義 垰田和史
安全な農作業と人間工学 菊池豊
農薬中毒事故の未然防止と安全対策 田中茂

69-2．高年齢者雇用
特集�高齢者のための第 2の新人教育　実践編

エルダー 37-7 2015.7高齢者のための第 2の新人教育 山﨑京子
シニア社員を活性化するための研修設計 藤岡長道
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Ⅴ　労働・社会政策

70．総　記
特集�均等法制定 30 年―男女雇用平等への途

連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4
男女雇用機会均等法 30 年の歩み 中窪裕也
雇用における男女差別と法政策の課題 中野麻美
雇用分野のポジティブ・アクション 武石恵美子

地域医療の再生へ（講演） 長友薫輝 医療労働 580 2015.6
特集�「地方消滅」と「地方創生」を超えるヴィジョンを

生活経済政策 638 2015.7

「まち・ひと・しごと創生」への自治体の採るべき対応 金井利之
「地方創生」政策の問題点と方向性 坂本誠
地方創生戦略に求められる持続可能な地域づくりへの対
応

沼尾波子

地域の持続的発展を考える 高端正幸
72．賃金政策

特集�全国一律最賃制の確立を

月刊全労連 220 2015.6

最低賃金は，なぜ全国一律に引き上げなければならない
のか

萩原伸次郎

賃金底上げ，格差是正のために全国一律最賃制の確立を 斎藤寛生
最賃闘争本部を軸に全国で学習と運動を大きく展開 柳恵美子
時給 1000 円以上の全国一律最低賃金制と中小企業振興を
めざして

青池香子

港湾産業における最賃引き上げと産別協定順守の取り組
み

光部泰宏

神奈川最低賃金裁判　原告の悲痛な叫びを正面から受け
止め応える歴史的判決を！

福田裕行

5万筆署名に向けてチャレンジ！ 龍尾由美子
1年を通した最賃闘争めざして 嘉満智子
最賃地域間格差是正へ，昨年初の意見陳述実現 平良行雄

地域別最賃引き上げに全力を挙げよう！ 大泉敏男 月刊労働組合 611 2015.6
73．労働基準政策

監督，労働安全衛生，労災補償が三本柱　司法警察官とし
ての権限も

森崎巌 月刊労働組合 611 2015.6

76．社会保障政策

研究開発促進税制の意義とその効果
柿原浩明，米田紘康，
田村正興，山口道利，
馬欣欣

社会保険旬報 2603 2015.5. 11

裁判例の動向からみた介護保険 菊池馨実 週刊社会保障 2827 2015.6. 1
インドネシアの新しい医療保障制度・JKNの動向 安留孝子 週刊社会保障 2827 2015.6. 1
日本医業経営コンサルタント協会の医療分野の「雇用の質」
の向上への取り組み　1

田中豊章 社会保険旬報 2605 2015.6. 1

認知症の経済に与える影響 清家篤 週刊社会保障 2829 2015.6. 15
国民健康保険誕生におけるデンマーク問題 菅沼隆 週刊社会保障 2829 2015.6. 15

77．社会福祉・貧困・就業支援政策
若年・未婚・低所得層の住宅事情調査から見えてきたもの 稲葉剛 前衛 924 2015.7
住民・事業者・行政の連携による高齢者を支えるまちづく
り

連合総研
連合総研レポー
トＤＩＯ

303 2015.4

貧困の終着点・ホームレス状態 西岡誠 医療労働 580 2015.6
高齢者医療費無料化 5年間で医療費が下がった！ 折田眞知子 医療労働 580 2015.6
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79．労働判例・社会保障判例
電社内で痴漢を行った鉄道会社従業員に対する諭旨解雇の
効力

小畑史子 労働基準 Jun-67 2015.6

大阪府・大阪府（23 年度任用）事件
別冊中央労働時
報　

1479 2015.6

80．労働委員会
明泉学園不当労働行為再審査事件 中央労働時報 1187 2015.3

田井自動車工業事件
別冊中央労働時
報

1479 2015.6

大阪市（組合事務所団交）事件
別冊中央労働時
報　

1479 2015.6

＊沖縄県労働委員会年報　平成 26 年版
沖縄県労働委員会事
務局編

沖縄県労働委員
会事務局

2015.3

＊労働委員会年報　第 69 集
中央労働委員会事務
局編

中央労働委員会
事務局

2015.11

＊福岡県労働委員会年報　平成 26 年
福岡県労働委員会事
務局編

福岡県労働委員
会事務局

2015.9

Ⅵ　世界労働

90．総　記
非正規労働者国際会議を開催 布施恵輔 月刊全労連 217 2015.3
特集�戦争と民営化に立ち向かう労働者国際連帯闘争の発展

月刊労働運動 298 2015.1

11・2 労働者集会の総括を深め，戦争と社会丸ごと民営
化と対決する決戦の 2015 年へ

田中康宏

鉄道民営化反対のストライキに韓国民の広範な支持獲得 オム・ギリョン

自治体の民間委託中止し，直接雇用を！
ファン・ビョンチュ
ン

国際連帯で，戦争と民営化・非正規職化を阻止しよう 田中康宏
韓国の新自由主義，公企業民営化とパククネ政権（講演） キム・スンホ
11 月日韓鉄道労働者交流会
11・3 自治体労働者交流会
セウォル号特別法，真実究明と安全社会の建設に向けた
社会運動の課題

イ・ホジュン

11・12 三浦半島教組有志とセシリーさんの交流会

セシリー・マイアト
クルス，三浦半島教
労部会，沼田祐子，
動労千葉国際連帯委
員会

ドイツ機関士労組はダラ幹と対決し，ストライキに決起
ラーベン・ブロン
シュタイン

91．アジア
非正規の格差是正，雇用安定を要求　闘いが労働運動を活
性化

田島恵一 月刊労働組合 610 2015.5

分立・競合を乗り越えて民主的ナショナルセンターの確立
を

中嶋滋 連合 27‐9 2014.12

民主的なナショナルセンターがついに船出を果たした 中嶋滋 連合 27‐10 2015.1
工夫に満ちたUAゼンセンによる活動家養成講座 中嶋滋 連合 27‐11 2015.2
嬉々として必死に学ぶ姿に感動　大人気の「パソコン教室」 中嶋滋 連合 27‐12 2015.3



92 大原社会問題研究所雑誌　№690／2016.4

広がり，強まる連帯支援の輪　芽吹きつつある成果に注目！ 中嶋滋 連合 28‐1 2015.4
教育機会の不公正・不平等　その壁を砕く労働運動の力を
信じて

中嶋滋 連合 28‐2 2015.5

民主労総全国労働者大会に 3万人が結集 大森民雄 国際労働運動 460 2015.1
民主労総の新執行部がスタート 大森民雄 国際労働運動 461 2015.2
民主労総が 4月先制的ゼネストに始動 大森民雄 国際労働運動 462 2015.3
少子高齢化に直面するシンガポール　先進国入り目指すマ
レーシア

中川隆生 世界の労働 Jun-14 2014.12

インドネシア社会労働事情―その問題点と政策上の課題― 勝田智明 世界の労働 Jun-14 2014.12
92．中近東

特集�戦争・民営化と闘う中東の労働者　労働組合の国際連帯で中東侵略戦争を阻
止しよう

国際労働運動 461 2015.2
侵略戦争・内戦下の労働運動　
第二革命に向かう展望示す
独裁支配打ち破る闘い
エルドアン政権打倒の闘いへ

93．ヨーロッパ
移民の社会統合をめざす 矢作ルンドベリ智恵子 連合 28‐2 2015.5
新自由主義と闘う労働者 国際労働運動 460 2015.1
東西ヨーロッパに拡大するストとデモ 城山豊 国際労働運動 462 2015.3

95．北アメリカ
米国は残業代支払い拡大の方向に 布施恵輔 月刊全労連 218 2015.4
米国で最賃引き上げの社会的運動が前進，労組の賃上げ交
渉を後押し

全労連国際局 月刊全労連 220 2015.6

全米自動車労組が 12 年ぶりに賃上げを要求 山崎憲 月刊労働組合 610 2015.5
トラムカ会長おおいに語る 原均 月刊労働組合 611 2015.6

97．オセアニア
医療職場における「いじめ」撲滅の取り組み 中村鈴枝 月刊全労連 216 2015.2

98．国際労働運動
ふたたびスト権，労働組合権を考える 布施恵輔 月刊全労連 219 2015.5

99．ILO，国際機関
世界の労働安全衛生の現状と課題 町田静治 世界の労働 Jun-14 2014.12

海外進出企業と人権・労働分野の課題
高巖，荒井由希子，
小林雅宏，熊谷謙一

世界の労働 Jun-14 2014.12

ILO 訪問記：創価大学グローバル・プログラム
栗山涼香，森浩祐，
広川祐美

世界の労働 Jun-14 2014.12

第 12 回　労働時間に関する基準―パートタイム労働条約― 田口晶子 世界の労働 Jun-14 2014.12

Ⅶ　歴史

108．労働運動史（日本）

総評運動と社会党と私（インタビュー） 富塚三夫
大原社会問題研
究所雑誌

679 2015.5

1954 年日鋼室蘭争議　（2） 伊藤晃 月刊労働運動 298 2015.1
109．労働運動史（外国・国際）

山家悠平著『遊郭のストライキ―女性たちの二十世紀・序
説』（書評）

杉山豊治
連合総研レポー
トＤＩＯ

304 2015.5

110．社会主義運動史（日本）
日本社会党青年部再考　『NO!�9 条改憲・人権破壊』（明石書
店，2007 年）をもとに（インタビュー）

高見圭司
大原社会問題研
究所雑誌

680 2015.6


