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特集

一年間に起きた社会・労働分野の変化と
課題がわかる貴重なデータブック

最新2016年版 第86集

大原社会問題研究所 編

――おもな内容――
序 章 政治・経済の動向と労働問題の焦点
≪特集１≫ 最低賃金の水準と位置づけの変化
≪特集２≫ 教育労働者の労働問題
――日本の公立学校教員を対象として

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

本年鑑５つの特徴

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」
と
「5つの基本テーマ」で構成、
収録。
❷特に重要なテーマについては、
「特集」でさらに
深く詳しく解説。
❸政治・経済・経営・社会保障などの視点からも論述。
❹理解が深まる豊富な図表とグラフ。
❺社会全体の動きやポイントになる出来事を
６つの分野に分けて「年表」で巻末に収録。

≪付録≫ 労働組合の現状 ／労働組合名簿／統計・事項索引／年表

ハーバード大学歴史学部教授
（日本近現代史、労働史）

アンドルー・ゴードン
推薦します

『日本労働年鑑』は、日本の社会、政治、社会政策
の現在と過去の変容に関心のある人にとって貴重な
情報源となります。過去50年で、おそらく今日ほど労
働問題とそこから派生する経済、教育、社会福祉、社
会運動の諸分野の課題が多くの人々の関心を呼んで
いる時期はありません。私がこれらの問題について調
べるとき、バランスのとれた詳しい情報源として最初に
参照するのは
『日本労働年鑑』
です。

■ディアローグ
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「働き方改革」？
労働判例この１年の争点

特集「兼業・副業」
■論文

「複業」の実態と企業が認めるようになった背景

■労働政策の展望 同一労働同一賃金論に寄せて
■書評

■論文Today
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兼業・副業をめぐる労働法の問題点と今後の課題
マルチジョブホルダーをめぐる社会保障の課題
― とりわけ被用者保険制度を対象とする比較法的検討

稲上

毅

加藤恵津子･久木元真吾著『グローバル人材とは誰か ― 若者の海外経験の意味を問う』 酒井 千絵
新屋敷恵美子著『労働契約成立の法構造 ― 契約の成立場面における合意と法の接合』 小宮 文人
徐 侖 希
有田伸著『就業機会と報酬格差の社会学 ― 非正規雇用・社会階層の日韓比較』
（契約に基づく）私生活の開示義務

河野

奈月

EU離脱と高度人材（英国から①）

苅谷

剛彦
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「ディアローグ：労働判例この１年の争点」
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【特集】保育の質の確保・向上を
◆保育の意味を考える―子どもの育ちを支えるための
保育を…………………………………………小林美希
◆変質する保育労働と改善への課題 …………小尾晴美
◆非正規化・雇用劣化する公営保育と自治体の役割
…………………………………………………上林陽治
◆子育て支援の保育現場で ……………………徳田武史
◆公共サービスの充実と安全・健康な保育職場づくり
………………… 豊中市こども未来部安全衛生委員会
◆フィンランドの保育サービス―女性の労働参加と子
育て支援……………………………………山田眞知子
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