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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2019年版 第89集

日本労働年鑑
法政
大学

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

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1≫ 長時間労働問題の現在
「特集」
と
「5つの基本テーマ」
で構成、
収録。
≪特集2≫ 社会保障制度改革と福祉の市場化
「特集」でさらに
̶̶介護保険と保育制度の改革動向をふまえて ❷特に重要なテーマについては、
深く詳しく解説。
第１部 労働経済と労働者生活
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。
第２部 経営労務と労使関係
❺社会全体の動きやポイントになる出来事を
第３部 労働組合の組織と運動
６つの分野に分けて「年表」で巻末に収録。

No.717 ²°²°ࢳ´ఌհ

ްΙ ¸µ²я«ሎǽࢳᩖ᠔ᝣ ±±¬²´´яᴥሎᣅᴦ

࿑ᪿȈࢲɁәЄࢍکȉ
Ǫ ɲʍʅɮ

Ǫం



Ǫ ᝲ୫Ôïäáù
Ǫ ʟɭ˂ʵʓˁɬɮ

әЄࢍکɁпͶᄑȽӦտ

܀ႎǽᐮˢ

٫ኄץᭉ

๏πɓȷފ

ᦂ

ᆀႎǽб႒

ᫌᐳᴩ܅ഈ

т͍ǽ߸ޫ

ᦂಐࢃ

ရႎǽխ

әЄᩖᴩ×ÌÂ

ʹᗵǽԩൗ

ඩˁඩәЄ

̾๖ˢ

ᑤӌᩒᄉ

ʹᗵǽǽՀ

ॴܤәЄ

۾ดᅊᅺފ

әΈᩜΡ

̹ႎǽᤍ܁

ᔌᐐˁིഈᐐ

ߴబǽᇊފ

әЄད

ᛴరϧˢ

ᯚᳮᐐәЄ

ຏǽǽኹ

ᐳഈጳ̿

జరǽǽ֚

۶̷ّәЄ

˹రǽ̝క

әЄኍ

ᕏǽ֪܁

˨ ਜ᪽ˁࢲ бΥ ᕻȊஓటɁ̷̜ʁʃʐʪǊȰɁͤፋȻᬆȋ

ࡀ៩ǽᚐ

țȲಐࢃ
Ǌʂɱʽʊ˂ˁʚɮɬʃȟȈސ٣ȬɞȦȻȉȻȈțɞȦȻȉɁȕȗȳ

ᦣజǽঔފ

̾وɁ٣۶ᆅሱȾ९șȦȻᴥʩʯʽʢʽȞɜḨᴦ

ࡺႎǽᅺފ

әЄኍᆅሱˁᆅεൡഫ

ᚐศ̷ǽ

Ȏ±··¸µ°²ǽూ̱᥆ᎃᮗԖ˨ᆀᇘ̢ ´¸²³

☎ °³µ¹°³¶²µµ

第４部 労働組合と政治・社会運動
第５部 労働・社会政策

≪付録≫ 労働組合の現状 ／労働組合名簿／統計／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。
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過労死・過労自死のない社会

【特集】

◆過労死等防止対策の課題とこれからの働き方・休
み方 …………………………………………高橋正也
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………………………………………………高見具広
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人間らしい労働と生活を
◆巻頭言：労働精神科外来の診察室から問う過労自
殺防止への提言 ……………………………天笠 崇
◆労研アーカイブを読む・51 職務評価と職務給
―新しい給与体系を求めて⑵ …………岸田孝弥
◆労研アーカイブを読む・52 人間の行動特性とヒ
ューマンエラーに関する各種モデル ……椎名和仁
◆凡夫の安全衛生記・38 「忘れてはいけない」労
働災害に関わって …………………………福成雄三
◆口絵 ディーセント・ワークを目指す職場・14
ベトナムにおける医療職場改善活動 ……仲尾豊樹

