
令和元年度事業報告 
 

Ⅰ 法人の概況 

 

 1 設立年月日 

 

昭和 60年 4月（労働大臣許可） 

平成 22年 3月（公益財団法人移行） 

 

2 定款に定める目的 

 

本公益財団は、労働問題に関し、理論又は政策の両分野にわたる調査研究

を行い、その成果の普及啓発に努めるとともに、労働問題に関する調査研究

を助成し若しくは奨励し、又はこれらの調査研究に関する国際間の交流を促

進することにより、労働問題に関する調査研究の振興を図ることを目的とし

ている。 

 

3 定款に定める事業内容 

 

（1）労働問題に関する調査研究の実施  

（2）労働問題に関する調査研究に対する助成 

（3）労働問題に関する図書又は論文の表彰 

（4）諸外国との間における労働問題研究者の交流 

（5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

4 主たる事務所の状況 

 

東京都千代田区平河町 2丁目 3番 10号ライオンズマンション平河町 503 

 

5 役員等に関する事項 

 

［評議員］ 

冲永 寛子  （非常勤） （学）帝京大学常務理事 

加藤 丈夫  （非常勤） （独）国立公文書館館長 

櫻井 龍子  （非常勤）  元最高裁判所判事 



 

菅野 和夫  （非常勤）  東京大学名誉教授 

山根木 晴久 （非常勤）  日本労働組合総連合会総合組織局総合局長 

 

 

［代表理事］ 

冲永 佳史  （非常勤）  帝京大学学長、（学）帝京大学理事長 

             （公財）労働問題リサーチセンター会長 

青木 豊   （常勤）  （公財）労働問題リサーチセンター理事長 

 

［理事］ 

久谷 與四郎 （非常勤）  労働評論家（元読売新聞論説委員） 

諏訪 康雄  （非常勤）  法政大学名誉教授 

樋口 美雄  （非常勤） （独）労働政策研究・研修機構理事長 

 

［監事］ 

吉野 次郎  （非常勤） （株）北星コーポレーション顧問 

（元 ㈱北洋銀行副会長） 

河西 吾郎  （非常勤）  元（公財）介護労働安定センター監事 

 

 

〇 役員及び評議員の報酬に関する規程（別紙 1） 

 

 

  



Ⅱ 事業の状況 

 

令和元年度においては、前年度に引き続いて、「調査研究事業」、「調査研究

助成事業」及び「労働関係図書・論文の表彰事業（冲永賞）」を企画委員会の

審議を経て実施した。 

 

1 調査研究事業 

 

令和元年 5 月 31 日開催の令和元年度企画委員会における審議を踏まえ、

常設の研究会による調査研究及び委託調査研究を進めた。 

 

(1) 常設の研究会による調査研究活動 

 

①  21 世紀労働法研究会による調査研究の実施 

 

21 世紀労働法研究会（別紙 2（1））は学識者を中心に平成 19 年度に設置

したもので、労働問題に関する政策課題を長期的かつ総合的な視点から把握

し、その法的側面について問題点の整理を行い、政策方向について提言等を

行うことを目的に、研究活動を実施してきている。 

令和元年度は、「未来投資会議における高齢者雇用・就業の促進に関する

議論について」、「特定技能労働者の受入れ状況など改正入管法の現状と課題

について」、「雇用保険法等の一部を改正する法律案について」等のテーマに

ついて 3回研究会を開催して検討を行った。 

また、平成 25 年度に設置した、労働関係法令の立法経緯等に関する資料

の収集等を目的とする部会、（別紙 2（2））を 3回開催し、労働安全衛生法の

制定、育児休業法の制定、財形貯蓄制度等について関係者からのヒアリング

を行った。 

 

②  人事･労務管理研究会による調査研究の実施 

  

 人事･労務管理研究会（別紙 2（3））は学識者を中心に平成 23年度に設置

したもので、少子高齢化やグローバル化、非正規労働者の増大等によって大

きく変ろうとしている人事労務管理について、職場で生じている実情を調査

するとともに、これからの人事労務管理のあり方を検討し、必要があれば提

言等を行うことを目的に、研究活動を実施することとしている。 

令和元年度は、昨年度に引き続き、2回開催し、大手外食産業企業の人事・



労務担当者及び HR テクノロジーの専門家からグローバル化、ダイバーシテ

ィに対応した人事・労務管理等についてヒアリングを行った。 

 

③ 新労働政策研究会による調査研究の実施 

 

新労働政策研究会（別紙 2（4））は学識者を中心に令和元年度に新たに設 

置したもので、キャリア権を軸として労働政策の大きな方向付けを考え、雇

用労働政策への具体的な反映を図ることを目的に、研究活動を実施すること

としている。令和元年度は、労働政策の潮流変化と新たに必要な政策変化を

概略的に分析するため、製造業大企業・メガバンク・地銀・人材派遣業・中

堅製造業の 5 社の人事担当者からヒアリングを行うとともに学識経験者 3

名からヒアリングを行うなど 5回開催し、中間とりまとめを行った。 

 

 

(2) 調査研究の委託 

 

次のテーマについて別紙 2（5）の諸先生に研究を委託した。 

 

① 「働き方改革」をめぐる労働立法と今後の課題 

（主査：山川隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

 

「働き方改革」に関する労働立法は、昨年 6月の働き方改革関係法の成立 

を受け、同法の主要な柱の一つである時間外労働の上限規制（労働基準法の 

改正）が本年 4月から開始されており、また、もう一つの主要な柱である非 

正規労働者の不合理な労働条件格差の規制（パート労働法等の改正）は、来 

年 4月から施行が開始される予定である。これらの法改正については、す 

でに省令や指針等もほぼ出そろっているが、労使を交えた審議会での議論 

が短時間であったことなどにより、改正法の施行に当たり、企業や労使関係 

の現場において生じうる課題については、今後さらに検証が必要になると 

考えられる。たとえば、非正規労働者の不合理な労働条件格差の規制につい 

ては、労使間の交渉がいかなる意味を持つのかなどは、改正前の労働契約法 

20条をめぐる判例などにおいて言及されてはいるが、その具体的内容は必 

ずしも明確ではなく、実務上も大きな課題となっている。また、今回の法改 

正は、多くの事項にわたり、しかも従来の法規制からの変更の程度も大きい 

ため、これらについて、労働行政機関や裁判所が十分に実効性のある運用が 

できるかについても、改正法の具体的内容を踏まえて予め検討しておく必 



要があると考えられる。 

また、働き方改革関係法において実現された法改正事項以外にも、「働き方

改革実行計画」の中で言及された課題は数多く存在する。たとえば、パワーハ

ラスメントやメンタルヘルス対策の強化、兼業・副業の促進、女性活躍の一層

の推進、外国人材の活用強化、病気を抱えた労働者への支援の強化などである。

これらのうち、外国人材の活用強化については、昨年 12 月に入管法の改正が

実現し、本年 4月 1日から施行されているが、改正入管法をめぐって生じる法

理論的・実務的な論点については十分検討されていないように見受けられる。

また、パワーハラスメントや女性活躍の推進については、本年 5月現在、労働

施策総合推進法や女性活躍推進法の改正法案が国会で審議中であり、その中で、

取引先等によるハラスメントの規制など、新たな論点が議論されるようになっ

ている。さらに、兼業・副業の促進についても、単に促進を図るというのみで

は十分ではなく、労働時間・労働災害・失業給付など多面的な観点からの検討

が必要となっているところである。 

このように、「働き方改革」の内容は、極めて多岐にわたるものであるが、 

短期間のうちに多くの法改正等がなされ、あるいは今後も予定されていること

から、それらの現場での実施に当たっての論点や、改正法等の実効性確保のあ

り方については、さらなる検証や検討を進めていくべき点が残されていると考

えられる。そして、「働き方改革」をめぐる議論の中では、一部外国法につい

ての検討がなされたものの、全般にわたる詳細な比較法的検討が基礎となって

いたとはいいがたい状況にあり、今後の課題を検討するに当たって、改めて外

国法の検討を行うことは有益と考えられる。 

以上のような状況を踏まえて、本研究では、「働き方改革」の中で実現され、 

あるいは実現されつつある事項をめぐり、その運用に当たっての課題や新た 

に生じる論点、さらには実効性確保のあり方などについて、外国法における問 

題の処理状況の把握も踏まえた検討を行った。 

 

 

② 「AI等の新技術の進展に伴う労働態様と職業能力の変化に関する調査研究

（Ⅱ）」 

（主査：鬼丸朋子 中央大学教授） 

 

前年度においては、AI等の新技術の進展により職場における職務や課業、

更にはそれらを行う従事者の職務分掌等にどのような影響を与えていくかに

ついて、企業からのヒアリング調査に加えて、主要産別組合からの意見聴取

と討論を行い、問題点の析出と分析を行ったところである。また、継続的に



実施している文献の収集とこれら文献による問題点の指摘について整理し、

考察を行なった。この結果、労働界では模様見のところが多かったのに対し

て、先進的な企業では AI等の新技術による業務改善に対する問題意識は高ま

ってきていることが確認された。一方、文献研究等を通して、いわゆる RPA

（robotic process automation）に対する関心が高まり、導入する企業が急

速に増えていることが確認された。これらの新技術の矛先は、今後ホワイト

カラーの職務領域に大きな影響をもたらしていくと考えられる。 

このため、本年度においては、これらの問題意識を更に発展させた調査研

究を行うべく、産業界労使に対する新技術の進展に伴う労動態様と職業能力

の変化等に関するアンケート調査を実施したほか、これから社会人になる若

年層のこの問題に関する意識を探るためのアンケート調査等も併せて実施し

た。さらに、AIを備えたソフトウエアのロボット技術を定型的な事務作業の

自動化ないし効率化に活用していこうという RPAの先行的な事例を持つ企業

等に対する実地調査や文献調査を継続実施した。 

 

 

2 調査研究助成事業 

  

｢調査研究に対する助成事業実施要綱｣に基づき、令和元年 7月 26日開催

の令和元年度調査研究助成審査委員会における慎重な審査の結果に基づ

き、次の調査研究について助成した。 

 

① 「台湾炭鉱の職場史：瑞三炭鉱大楼資料と礦工リーダーが再現する普

遍性」 

  （研究者：中澤 秀雄 中央大学法学部 教授 

   共同研究者：嶋崎 尚子 早稲田大学文学学術院教授 

         張  龍龍 同助手 

         笠原 良太 同助手 

         清水 拓  同 大学院博士課程 

 ［研究の趣旨］ 

本研究は、台湾北部の基隆炭田で 1990年まで操業した「瑞三炭鉱」（戦

後台湾において最大産出量を誇った炭鉱）の関連文書群と、そこで働き現

在も炭鉱街に居住する労働者（礦工）リーダーたちの語りに基づき、台湾

炭鉱の職場状況を包括的に描き出す初めての試みである。瑞三炭鉱は日本

植民地時代には三井資本と顔財閥合弁の「基隆炭鉱」の一部として操業し

たが、台湾光復後は地元の李健興が企業化し、「組（班）」による請負によ



り労働現場が組織されていた。すなわち、瑞三炭鉱の労働・職場の態様と

歴史を明らかにすることは、植民地期から戦後に至る日台の労働現場比較

を可能にする研究素材を準備する意味も持つ。台湾で労働現場としての炭

鉱が注目されにくいのは、石炭が主として発電・製糖業に用いられたため、

日韓に比べ国民的思い入れを持ちにくい経緯もあろうし、経済史・労働運

動史の研究者が少ない事情も影響しただろう。このように本研究課題は、

研究を進めること自体が炭鉱・炭鉱マンの地位改善に寄与し、また地域再

生のための資源構築となる、という実践的効果が大きい。 

 

② 「インドネシアにおける賃金構造・内部労働市場調査―労働組合の調

査能力強化と熟練形成を目指す企業内賃金テーブル確立に向けてー」 

  （研究者：水野 広祐 京都大学東南アジア地域研究研究所名誉教授） 

 共同研究者：Aryana Satrya インドネシア大学経済ビジネス学部講師、 

同大学社会保障研究センター所長 

         Surya Tjandra  アトマジャヤ大学法学部講師、 

TradeUnion Right Center所長 

  ［研究の趣旨］ 

インドネシアでは、毎年最低賃金をめぐって政労使が対立してきた。最

低賃金が労働運動の最も重要な課題となるのは、一つには、インドネシア

の最賃が、インドネシア社会全体の賃金カーブの中央あたりに設定されて

いるため、大変多くの労働者の賃金を規定していること、そのため、非常

に多くの労働者の賃金は最賃そのものであるからに他ならない。そのため、

労働運動としてもこの最賃引き上げは組合員の切実な要求であり、かつ労

働組合の発展を規定する重要な要因となってきた。これに対し政府は、

2015年最低賃金に関する政府規則第 78号を出して、毎年の最賃の上昇率

は経済成長率プラスインフレ率と定めた。これに対して労働組合はこぞっ

て反対し、以前の制度にもどすよう求め、毎年、最賃決定時にはデモを繰

り返している。組合が 2015年政府規則第 78号に反対するのは、これによ

って最賃引き上げ率が抑えられるからであるが、他方、各企業内で賃金カ

ーブを交渉する能力を欠いていることもその理由の一つである。 

    本研究は、労働組合（時には企業と共に）と共に、組合員の賃金調査や、

内部労働市場調査を行って、熟練形成の在り方や賃金との関係を研究す

ることにより、インドネシア企業における賃金カーブの形成、さらに熟練

形成や従業員の能力向上についての実態調査を実施しようとするもので

ある。この過程で、労働組合の賃金や内部労働市場の把握についてのエン

パワーメントを行い、労働組合の企業に対する交渉能力の向上を図ろう



とするものである。 

 

③ 企業の採用活動の外部化と採用成果に関する実証研究」 

（研究者：西村孝史 首都大学東京大学院経営学研究科准教授） 

  共同研究者：島貫智行 一橋大学大学院経営管理研究科教授 

   ［研究の趣旨］ 

本研究は、新卒一括採用が崩れていく中で人事部門における採用機能 

 の外部化とそれが採用成果に与える影響、さらに外部化に伴う人事部門 

の変化に注目する。2018年 10月に経団連は、2021年春入社以降の新卒者

を対象とする就職・採用活動のルール、いわゆる倫理協定を廃止すること

を正式に決めた。このことは人的資源管理論から見た場合、大きく 3つの

意味がある。1つ目は長期雇用を支えていた新卒一括採用が変わることで

日本企業の人事管理の在り方がこれまで以上に変容する可能性である。2

つ目は、通年採用がそこで増加し、「新卒を対象とした労働市場」がこれ

まで以上に長期間にわたって成立する可能性である。3つ目は、人事部門

の役割の変化である。 

    そこで本研究は、質問票調査により企業の採用代行サービスの活用実

態とそのインパクトを捉え、日本的な人事部門の役割を捉えなおすこと

を目的に（１）新卒採用における採用代行サービスの活用実態の把握、（２）

企業における採用機能代行のインパクトの検討、（３）外部化によって人

事部門がどのような人員配置になったのか、どの機能が残っているのか

の３点を明らかにする。 

 

④ 「産業集積地における「境界のないキャリア」に関する社会学的研究：

都市と地方における同業者ネットワークの役割に着目して」 

  （研究者：松永伸太朗 長野大学企業情報学部助教） 

   共同研究者：永田大輔 明星大学ほか非常勤講師 

   ［研究の趣旨］ 

本研究では、都市部のアニメ産業と地方における観光地の不動産業で 

企業横断的に働く労働者へのインタビュー調査を通して、地域労働市場

における企業に囚われないキャリア形成の実態を明らかにする。とりわ

け、対象とする産業で働く労働者が強固な同業者ネットワークを形成し

ていることに着目し、それが彼らのキャリア形成にとってどのような意

味を持つのかを調査研究から解明する。 

    雇用の不安定化の進行などを背景として、労働者のキャリア形成に関

して、一つの企業に依存するのではなく、企業を横断しながらキャリアを



築く「境界のないキャリア」に注目が集まるようになって久しい。「境界

のないキャリア」研究では、企業にコミットせずにいかにして間断なく働

き続けることが可能なのかが重要な問題となっている。だが、そうした研

究の中では、暗黙に都市のエリート層を対象とした研究が中心を占めて

おり、都市と地方の差異や、ノンエリート層のキャリア形成の在り方が等

閑視されてきた。 

    本研究では、同業者ネットワークが実際にどのような役割を労働者の

キャリア形成に対して果たしているのかに着目し、「境界のないキャリア」

論の射程を再考するための端緒を築くことを目指す。 

 

3 労働関係図書・論文の表彰事業（冲永賞) 

   

令和 2 年 1 月 23 日開催の令和元年度冲永賞審査委員会における慎重な

審議の結果に基づき、次の図書 2点と論文 1点を表彰した。 

 

図書 

『戦後労働立法史』 

島田 陽一（早稲田大学教授） 菊池馨実（早稲田大学教授）  
竹内（奥野）寿（早稲田大学教授）編著 
発行所 旬報社 

（本書の概要） 

本書は、戦後の労働立法の歴史に関し、戦前の立法史の把握を前提に、

幅広い領域の労働立法を対象として、それらの成立や展開の過程及び背景

事情を描き出すとともに、各立法の意義、問題点、今後の課題などについ

て検討したものです。 

    本書の構成は以下のとおりです。 

まず、第Ｉ部は、「戦後労働立法史の歴史的前提」として、戦前における

労働立法について、その歴史的前提（第１章）、労働市場立法（第 2 章）、

雇用関係立法（第 3 章）、労使関係立法（第 4 章）についてそれぞれ検討

しています。  

第Ⅱ部は、第Ｉ部の検討を基礎として、第二次世界大戦後における主要な

労働立法について、それぞれの担当執筆者が、基本的に 1つの法律を 1

つの章で検討しています。具体的には、労働基準法、労働契約法、最低賃

金法、賃金の支払の確保等に関する法律、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（均等法）、短時間労働者及び有期

雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート・有期法）、労働安



全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、職業能力開発促進法、雇

用保険法、労働組合法、労働紛争処理法、公務労働法の計 14 分野の法律

について、15 の章にわたって検討しています。なお、労働基準法につい

ては、概観と労働時間規制の 2つの章で取り扱っています。 

 本書は、わが国の労働立法史について、戦前の立法史の把握を前提とし

て、いわゆる労働三法のような基本的な法律に限らず、幅広い領域の労働

立法を対象に包括的に検討し、これを 1冊の書物にまとめています。労働

立法史の全体的な把握を容易にする業績として、学界や社会への貢献は大

きいものがあります。 

また、本書は、第 I部の戦前の立法史の把握の中で、戦後の立法との連

続性がみられることや、それぞれの時代の雇用システムとの関連性がみら

れることなどを指摘しており、こうした把握を踏まえて、第 II 部で検討

される戦後の労働立法史をより広い視点からとらえることが可能として

います。そして、各章における各法律の立法史の検討の中でも、現行法の

評価において、また、今後の立法政策の検討において有益な論旨が展開さ

れており、新たな法律の制定や既存の法律の改正が目まぐるしく展開され

る現代社会において、高い価値が認められます。 

  
『岐路に立つ自営業──専門職の拡大と行方』 

   仲 修平（東京大学助教）著 

発行所 勁草書房 

 （本書の概要） 

本書の序章において、課題が明らかにされています。戦後日本社会にお

ける働き方として重要な位置を占めてきた自営業が 1980 年代後半から急

速に減少してきていますが、現在の日本社会で自営業が働く場として一定

の役割を果たしており、また、技術革新の波などによって新たな活動の場

が広がる可能性も考えられることから、その実態を明らかにすることの重

要性を指摘します。本書でとくに注目して分析しているのは、自営業の中

で自営専門職と呼びうる層です。研究方法は計量社会学で、時系列的分析

が可能な SSM調査データが主たる分析対象となります。 

第 1 章では、自営業者の概念規定とサーベイでの測定上の定義を明確 

にしています。また、外国と日本の研究動向から、日本における自営業の

実態を解明する上で重要な論点を抽出しています。第 2章では、自営業へ

の参入と退出の分析を行っています。ここでの主要な発見は父親が自営業

者だと本人も自営業者になる確率が高いということです。この章の分析結

果からは、OECD 諸国で議論されてきた失業の受け皿としての自営業の役



割は認められないことが指摘されています。第 3章では、自営業者の中の

職種に注目した分析を行い、自営専門職が社会全体での専門職の増加を上

回るペースで増加していることを指摘しています。第 4章では、自営専門

職がどのような経路を経てその職に至るかを分析しています。専門職とし

ての経路をたどるものも相当数いますが、それ以外の多様な経路をたどっ

ているものも見いだされることが明らかにされています。第 5章では、自

営業者内の職種による所得格差についての分析を行い、自営専門職とその

他の自営業の間の所得格差は、近年拡大傾向にあることを見出しています。

第 6章では、専門職に焦点を当て、自営業者と雇用労働者の間の所得格差

を分析しています。この分析においては、自営業者は職業満足度が高いも

のの、所得という側面では必ずしも高所得を得ているわけではないことが

指摘されています。終章では、自営専門職に焦点を当てることによって、

今後、自営業という働き方の役割が変わっていく可能性を指摘しつつ、現

状は、その実現見通しが明らかでない「岐路」にあるという認識がしめさ

れています。 

本書は、激しい社会変動の中で大きく変容しつつある日本の自営業につ 

いて、自営専門職に着目するという視点にたち、自営業と雇用労働者を相

互に比較しつつその歴史的変化を分析する優れた研究であり、利用可能な

調査データを対象に、様々な統計分析手法を駆使して丁寧に事実に迫って

います。重要性が高まっていながら、従来、十分な研究が行われてこなか

った領域に踏み込んだ研究で、今後の研究の進展が期待されます。 

 

論文 

『労働関係における個人情報の利用と保護：米仏における採用を巡る 

  情報収集規制を中心に』 

河野 奈月（明治学院大学専任講師）著 

掲載誌 法学協会雑誌 

 第133巻12号 第134巻1，2，3，5号 第135巻1，11号 

  （本論文の概要） 

本論文は、労働関係における個人情報の利用とその保護のバランスをい 

かに図るべきかという極めて現代的な課題を検討するために、労働者の採

用の局面における個人情報の収集に関して、アメリカ・フランス・日本に

おいてどのような規制がなされているのかを比較法的に分析し、今後の日

本における規制の方向性について示唆を得ようとするものです。 

  第一章「問題の所在」では、労働関係における個人情報の収集・利用の

必要性と保護の要請が採用選考の場面で先鋭化すること、日本法において



は、三菱樹脂事件最高裁判決により採用局面における使用者の情報収集の

自由が広く認められましたが、現在は様々な法規制が導入され、法規範の

整序が必要になっていることを指摘しています。そして、本稿における具

体的検討課題を、①個人情報の利用の要請と保護の要請を論ずる際の、要

請「内容」自体の解明、②個人情報の利用と保護の要請を調整する「手法」

の検討、の 2つに整理しています。 

 第二章は比較対象国である「アメリカ法」の、第三章は「フランス法」

の詳細な検討です。第四章「総括」では、米仏両国の情報収集規制の特徴

をまとめた上で、日本法についての検討の方向性を示しています。第一の

課題である個人情報に関する利用と保護を必要とする要請の「内容」につ

いては次の点が明らかにされています。まず、「個人情報の利用の要請」

としては、第 1に、自由な情報流通の確保という要請があるが、この点に

ついて米仏に差異があること、第 2に、公共の利益を保護するために一定

の者の就業を制限する必要があり、そのために情報の収集・利用が要請さ

れる側面があることが指摘されます。日本では、これらの点について、十

分に認識されてこなかったことが指摘されています。他方、「個人情報の

保護の要請」に関しては、米仏ともに、①情報秘匿の要請、及び②情報利

用の防止の要請が議論され、この点は日本法でも認識されているが、職業

安定法は情報秘匿の要請を個人情報一般について広く認めており、これは、

労働関係の特殊性を情報秘匿の要請を低下させる要素と位置づけるアメ

リカ法と異なっていること、また、利用防止の要請については、米仏では、

差別禁止規制に由来するのに対して、日本は差別禁止規制は少ないなかで、

広い利用規制を行っていることなどが指摘されています。 

 第 2 の課題である、個人情報の利用の要請と保護の要請の「調整手法」

に関しては、日本では個人情報保護法が存在するなど、基本的にはフラン

ス型の情報収集制限型規制が基盤となっていること、採用局面における使

用者の情報収集の自由を制約する法規範が多数存在するものの、促進型と

制限型の規制が乱立し、その相互関係は不明確であることなどが指摘され

ます。筆者は、情報収集・利用促進型規制と制限型規制のそれぞれについ

て、各論的検討を加えて今後の法政策の方向性を示しています。 

本論文は、個人情報保護が大きな関心を集める中で、労働者の採用場面

に焦点を当てて米仏との比較法研究を行うことにより、情報利用の要請と

保護の要請の対立を踏まえた調整作業が必要であることを明確に指摘し

た点で、重要な学術的貢献をなしたと言えます。この分野におけるアメリ

カ法・フランス法の規制に関する初めての包括的研究であり、日本法の課

題についても、詳細かつ有益な指摘を行っています。 



4 その他 

(1) 理事会・評議員会の開催 

 

第 21回評議員会（定時）   令和元年 6月 19日 

第 22回評議員会       令和 2年 3月 5日 

 

第 26回理事会            令和元年 5月 29日 

第 27回理事会            令和元年 6月 19日 

第 28回理事会       令和 2年 3月 5日 

 

(2) 企画委員会・審査委員会の開催 

令和元年度企画委員会            令和元年 5月 31日 

令和元年度調査研究助成審査委員会   令和元年 7月 26日 

令和元年度冲永賞審査委員会         令和 2年 1月 23日 



（別紙 1） 

役員及び評議員の報酬に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人労働問題リサーチセンターの役員及び評議員

の報酬に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（報酬の種類） 

第２条 常勤の役員（以下「常勤役員」という。）に対しては、本俸、通勤手当及

び賞与を支給する。 

２  非常勤の役員（以下「非常勤役員」という。）のうち代表理事及び監事に対

しては、非常勤役員手当を支給する。 

３  非常勤役員（代表理事及び監事を除く。）が理事会又は評議員会に出席する

場合には、1 日につき 20,000 円の出席謝金を支給する。評議員が評議員会に

出席する場合も同様とする。 

 

（報酬の月額等） 

第３条 常勤役員の本俸の月額は、750,000 円までの範囲内で評議員会が別に定

める額とする。 

２  非常勤役員手当の月額は、代表理事の場合にあっては 300,000円までの範

囲内において、監事の場合にあっては 50,000円までの範囲内において、評議

員会が別に定める額とする。 

 

（報酬の計算） 

第４条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支給する。 

２  常勤役員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。 

３  常勤役員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

４  第１項又は第２項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日か

ら支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のとき

は、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。 

５  非常勤役員手当の計算については、第１項から前項までの例による。 

 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用する常勤役員に対し、1 ヶ月

の通勤に要する運賃等に相当する額を支給する。 

２  前条第４項の規定は、通勤手当の計算に準用する。 



（賞与） 

第６条 賞与は、6月 1日及び 12月 1日（以下これらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在籍する常勤役員に支給する。 

２  賞与の総額は、本俸の月額の 3ヶ月分とする。 

 

（報酬の支払方法） 

第７条 役員及び評議員に対して支給する報酬は、法令に基づきその役員の報酬

から控除するべきものの金額を控除し、その残額をその役員の指定する銀行

その他の金融機関の本人名義の口座に振り込むことにより支払うものとする。 

 

（報酬の支給日等） 

第８条 第２条第１項及び第２項の報酬（賞与を除く。）は、毎月 22日にその月

額を支給する。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日前

において、その日に最も近い支給可能な日に支給する。 

２  常勤役員に対する賞与の支給日は、基準日が 6月 1日に係るものについて

は同月 29日、基準日が 12月 1日に係るものについては同月 15日とし、その

支給割合はそれぞれ 1.5 ヶ月分とする。ただし、その支給日が休日又は金融

機関の休業日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い支給可能

な日を支給日とする。 

 

（退職手当） 

第９条 常勤役員が退職（死亡による退職を含む。次項において同じ。）した場合

には、その者（死亡により退職した場合には、その遺族）に退職手当を支給す

る。 

２  退職手当の額は、常勤役員の在職期間（常勤役員となった日の属する月か

ら退職した日の属する月までの年月数による。）1 年につき当該退職した日に

おける俸給月額に相当する額として計算（在職期間に 1 年未満の端数がある

ときは、当該期間については月割りにして計算する。）し、その合計額の範囲

内において、評議員会が定める額とする。 

 

附  則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 



（別紙 2）  
 

令和元年度 調査研究会委員一覧 
 
（1）21世紀労働法研究会 

  中心メンバー 
   主査  菅野 和夫  東京大学名誉教授 
       阿部 正浩  中央大学教授 
       荒木 尚志  東京大学教授 
       稲上  毅  東京大学名誉教授 
       北浦 正行  （公財）日本生産性本部参与 
       諏訪 康雄  法政大学名誉教授 
       清家  篤  日本私立学校振興・共済事業団理事長 
       仁田 道夫  東京大学名誉教授 
       濱口桂一郎  （独）労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 
       水町勇一郎  東京大学社会科学研究所教授 
       山川 隆一  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
 
（2）21世紀労働法研究会部会 

   主査  菅野 和夫  東京大学名誉教授 
       稲上  毅  東京大学名誉教授 
       仁田 道夫  東京大学名誉教授 
 
（3）人事・労務管理研究会 

  中心メンバー 
   主査  今野浩一郎  学習院さくらアカデミー長 
       上野 隆幸  松本大学教授 
       梅崎  修  法政大学教授 
       佐藤  厚  法政大学教授 
       西村 孝史  首都大学東京准教授  
       村木 太郎  （社福）南高愛隣会理事 
              （一社）若草プロジェクト統括理事 
（4）新労働政策研究会 

  中心メンバー 
   主査  諏訪 康雄  法政大学名誉教授 

石川 茉莉 （独）労働政策研究・研修機構  



アシスタント・フェロー（第４回～） 
       岩田 克彦 （一社）ダイバーシティ就労支援機構代表理事 

宇佐川 邦子（株）リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター長  
岡崎  淳一 東京海上日動火災保険顧問 

 酒光 一章 （元）厚生労働省 政策統括官 
 下村 英雄 （独）労働政策研究・研修機構  

キャリア支援部門主任研究員 
 両角 道代  慶應義塾大学法科大学院教授（～第３回） 

       山田 久  （株）日本総合研究所 副理事長 
 
 (5)  委託研究 

   「「働き方改革」をめぐる労働立法と今後の課題」 

主査  山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

荒木 尚志  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

池田 悠   北海道大学法学部准教授 

石崎 由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 

植田 達   常葉学園大学法学部専任講師 

神吉 知郁子 立教大学法学部准教授 

桑村 裕美子 東北大学法学部准教授 

河野 奈月  明治学院大学法学部専任講師 

島村 暁代  信州大学経法学部准教授 

髙橋 奈々  東海大学法学部講師 

仲  琦   労働政策研究・研修機構研究員 

土岐 将仁  岡山大学法学部准教授 

富永 晃一  上智大学法学部教授 

成田 史子  弘前大学人文学部講師 

朴  孝淑  神奈川大学法学部准教授 

 

 「AI 等の新技術の進展に伴う労働態様と職業能力の変化に関する調査研究(Ⅱ)」 

主査   鬼丸 朋子 中央大学経済学部教授 

     田口 和雄 高千穂大学経済学部教授 

中村 章   産業社会研究センター代表 

北浦 正行 産業社会研究センター研究主幹・日本生産性本部参与 

田所 薫   産業社会研究センター主任研究員 

 

 



事業報告の附属明細書 
 
1 定款で定める事業内容について補足すべき重要な事項 
 

なし 
 
2 事業の状況について補足すべき重要な事項 
 

なし 
 
3 許認可について補足すべき事項 
 

なし 
 
4 事業の実施状況についての補足すべき事項 
 

なし 
 
5 役員会等に関する補足すべき事項 
 

 なし 
 
6 正味財産増減の状況並びに財産の増減の推移についての補足すべき事項 

 
基本財産並びに事業安定資金及び管理運営資金に関する規程に基づき 

事業安定資金の取崩しを行った。 
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