
平成 30 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） （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 

 

平成 30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 

 

平成 30 年 6 月 6 日開催の平成 30 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。 

平成 30年度は、「働き方改革関連法案について」、「雇用類似の働き方に関

する検討会報告について」、「女性の職業生活における活躍の推進及び職場の

パワーハラスメント防止対策」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 4回開催し、高齢者対策、国際

労働政策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。 

平成 30 年度は、昨年度に引き続き、2 回開催し、自動車メーカーと電機

メーカーの人事・労務管理担当者からグローバル化、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。 

 

(2) 調査研究の委託 

 

次のテーマについて別紙 2（4）の諸先生に研究を委託した。 

 

① 「役務提供の多様性と法システムの課題」 

（主査：小西康之 明治大学教授） 

 

これまで、企業との関係において雇われて働くブルーカラー労働者やホワ

イトカラー労働者が役務提供の相当の部分を担ってきた。こうした就労実態

のなかにおいて、日本の法システムは、雇用関係が成立している労働者と使

用者との関係については労働法の適用対象としてきた。そして、この労働法

システムは、基本的には使用者に責任を負わせるかたちで労働者の労働条件

を確保する一方で、労働災害や失業といった一定の事故に対しては、個別の

使用者にのみ責任を課するのとは別の方法を採用して、労働者の保護を図っ

てきた。 

   しかし近時、情報通信技術（ICT)や AI、IoT等が進展しているなか、役務

提供の多様化が進んでいる。クラウドワーク（crowdwork)やアプリケーショ

ンを利用したオンデマンド・ワーク（work-on-demand via apps)などがその

典型例としてあげられよう。こうした流れは今後は一層、加速していくこと

が予想される。こうした役務提供の多様化とあわせて、役務提供者が複数の

役務提供先との間で契約関係を展開させること（副業・兼業）も増加しつつ

ある。このような役務提供の多様性に対して、これまでに構築されてきた労

働法システムの可能性と限界について議論する必要性が高まってきている

といえる。 

そこで、本プロジェクトでは、次のような観点から検討を行った。 

 第１に、近年では、役務提供が、具体的にどのようなかたちで行われてき

ているのか、そしてそうした多様な役務提供（とりわけ、典型的な雇用関係

とは捉えられてきていないもの）に対して、現在の法システムがどのように

受け止め規制しているのかを日本及び世界各国の状況を踏まえて検討した。 

   第２に、役務提供の多様化の進展によって生じている課題に対して、法シ

ステムがいかに対応すべきかについての検討を行った。 

これらの検討は、労働者概念を個別的労働関係と集団的労働関係で二分し    

て把握してきた伝統的理解の見直しを要請することになるかもしれない。さ

らに、労働法以外の他の法システム（たとえば、経済法や税法、社会保障法



等の法システム）による対応の是非についても考察することを要請する。諸

外国の動向も踏まえつつ検討を行った。 

   役務提供の多様化は労働者概念の再検討を要請するが、これはその相手 

方である使用者概念の再検討、さらには使用者を規制の名宛人としてきた労

働法システムの再検討を要請する。その際には、規制の実効性の観点からの

検討も必要となる。例えば、労働者と非労働者の中間的役務提供者を経済法

システムの規制に委ねた場合と労働法の規制を及ぼす場合とを比べて、役務

提供者の保護についていずれがより実効的か等の観点からも考察を行った。 

 

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」 

（主査：樋口美雄 慶応義塾大学特任教授） 

 

  前年度までの調査研究においては、新技術とりわけロボットの企業におけ

る導入が雇用労働に及ぼす影響について、各種調査研究や考察に対するレビ

ューやインタビューなどによる企業における実態の把握を行った。欧米先進

国の議論にもあるように、ロボット化の進展が雇用機会の縮小をもたらすと

いう危機感は、我が国の場合も産業・企業の現場レベルではまだ希薄である

と思われる。その背景には、全体的な労働力不足基調に我が国経済が置かれ

ていることと同時に、ロボット導入に伴う投資コストの高さによって、まだ

その動きを本格化させていないことも背景にあると思われる。 

しかし、一方において、AI等に関する研究開発の進展は、生産分野のみな

らず事務、営業、サービス等の幅広い部門において作業効率化のツールやメ

ソッドの普及を拡大しており、これら部門の生産性向上の動きと相まって加

速化する可能性がある。このため、本年度においては、こうした AI 等の新

技術に焦点を当て、その利活用によって生じている若しくは生じる可能性の

ある、企業の労働現場レベルでの変化に関する調査研究を行った。 

具体的には、管理・事務・サービス部門を中心に、企業ヒアリングと実態

調査を行い、AI 等の新技術が職務内容や労働者に求められる職業能力にど

のような変化をもたらしているか、あるいはその可能性があるかについての

把握と考察を行った。また、とりわけ主要産業別労働組合にこうした新技術

の雇用労働に及ぼす影響についてインタビューを行い、産業レベルでの現状

認識を把握した。さらに、作業の合理化や人事管理の革新のためにこれら企

業等に導入されている、新技術の利活用によるツール・メソッドについて、

文献調査とプロバイダー企業等へのヒアリングにより実態把握を行った。 

これらを通じ、ME 化の導入による労働変化に関する先行的な研究成果を



踏まえ、この問題に関しての分析フレームの構築に資するため、必要な論点

整理を行った。 

 

③ 「産業保健専門職のコンピテンシー育成に関する研究（Ⅱ） 

（主査：矢野栄二 帝京大学名誉教授） 

 

 伝統的な正社員・終身雇用制を基礎としたわが国の雇用と労働の環境は大

きく変化し、雇用形態と身分の多様化、ワークライフバランスの推進、女性

管理職の増加、メンタル不調者の増加など、雇用・労働と健康を巡って次々

と新しい課題が生じている。これ対する産業保健は、会社の診療所的な機能

から、予防を中止にした健康管理が重視される時代を経て、企業経営の基礎

に従業員の健康を置く健康経営の基礎となるという考え方が生まれてきて

いる。 
しかしこうした課題に対して中心的に役割を担うべき産業保健専門職に

必要な能力・資質（コンピテンシー）とその育成については、いまだ十分明

らかになっていない。それにもかかわらず専門医制度や産業保健専門看護職

などの制度議論が行われており、目指すべき方向性を持たないそうした議論

はいささか危うさを含んでいる。一方、医学教育を含めた専門職教育につい

ては従来の“学”の体系に沿った教育ではなく、専門職に求められるコンピ

テンシーに基盤を置く、コンピテンシー基盤型教育が標準となりつつあり、

産業保健専門職の育成においてもそのような考え方が必要とされる時代と

なった。 
そこで、国際産業保健研究会は労働問題リサーチセンターの委託を受けて

平成 29 年度に新しい雇用・労働状況のニーズを分析し、それに対応し問題

解決できる産業保健専門職のコンピテンシーを明らかにしその育成を図る

ため、まず産業看護職のコンピテンシーについて内外の先行研究を踏まえた

調査を行い、結果を取りまとめた。この調査は従来の産業看護職に加え企業

の産業保健担当者に対しても産業看護職の必要性を調べたわが国初めての

調査となった。また産業医についてはこの分野の高度の専門職として、現場

での研究を踏まえた実績をとおして、そのコンピテンシーの全体像を明らか

にする研究を行いその学会発表を行った。平成 30 年度にはこれらを踏まえ、

産業医に求められるコンピテンシーを明らかにするとともに、産業看護職・

産業医それぞれの教育カリキュラムと教育成果の評価方法をまとめた。 
具体的には、①産業看護専門職のコンピテンシー研究の調査対象を拡大 

するとともに、解析の信頼性を高め、学術論文として成果を発表し、調査報

告書をまとめた。②産業医についても、実践例に基礎を置いたコンピテンシ



ーの全体像を明らかにした。③以上を合わせ産業保健専門職が持つべきコン

ピテンシーを醸成するための教育目標とモデルコア・カリキュラム、及び教

育技法を構築した。 
 

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、平成 30年 7月 20日開

催の平成 30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 「地域における労働組合運動の活性化に向けて 

                  ──地域協議会を中心に」 

  （研究者：中村 圭介 法政大学教授） 

 ［研究の趣旨］ 

   本研究の目的は、活発に運動を進めている連合の地域協議会を複数取り

上げ、運動の実態を詳細に明らかにしたうえで、活発さを可能にする人的、

組織的な要因を探ることである。 

    連合は市長村を組織範囲とする２６０の地域組織（地域協議会）に専従の

役員と職員を配置している。連合総合生活開発研究所が実施した調査で

は地協の活動のバラツキが大きいことが判明しただけでなくバラツキと関係

のありそうな変数を発見することができた。専従者が加盟単組を積極的に

訪問している地協ほど、また部局体制を敷くなど組織体制が整ってい

る地協ほど、地域運動を積極的に進めていることがわかった。 

    本研究を企画したのは、活発に活動している地協を取り上げ、具体的な

運動実態、専従者の考え・活動方針、地協運営の工夫などを事例研究に

よって詳細に明らかにすることによって、地域における労働組合運動の活

性化のヒントが得られるのではないかと考えたからである 

   

② 「「働き方改革」が育児期女性に関する組織の高次学習に与える影響の

研究」 

  （研究者：安藤 史江 南山大学経営学部教授） 

 ［研究の趣旨］ 

    本研究の目的は、このところ取り沙汰されている「働き方改革」が、

働く育児期女性のマネジメントに関する組織の高次学習の実現に影響

を与えるのか否か、仮に与える場合にはどのような種類・程度の影響に

なるのかを探り出すことにある。 



既存の企業原理や価値観を転換する、いわゆる組織の高次学習を実現

させるためには、外部からの介入が不可欠であり、自力では非常に難し

いことと理解されている。ところが、現在、「働き方改革」という外部か

らの介入・圧力が生じている。 

そのため、「働き方改革」の実現に真剣に取り組む組織では、育児期女

性のマネジメントに関する高次学習も実現しやすい可能性がある。ただ

し同時に、その取り組み次第で得られる結果が変わる可能性は十分ある。 

そこで、本研究ではその取り組み方と、その結果としての育児期女性

に関する高次学習との関係の分析・考察を試みたい。 

 

③ 「純粋持株会社における労使コミュニケーションの現状と課題」 

（研究者：鬼丸 朋子 中央大学経済学部教授 

共同研究者：村杉 靖男 労働研究センター会長 

      奥田 龍一 UAゼンセン職員 

      中西 賢治 電機連合職員 

      霜田菜津美 法政大学大学院経済学研究科修士課程） 

 ［研究の趣旨］ 

   近年、わが国の労使関係は、純粋持株会社との間にいかにして実効

性のある労使コミュニケーションのチャネルを構築し、発展させてい

くか、という新たな課題と対峠している。純粋持株会社は、1997 年の

法改正以降、徐々にその数を増やし 、約 20 年を経過した 2015 年 3 月

31 日時点で 485 社にのぼっている。業種も、卸・小売業、製造業、サ

ービス業、金融業、建設業と多岐にわたっている。 

このような経営組織の改編の動きを企業別労働組合の側からとらえ

れば、純粋持株会社の役割たる「経営」の範囲を正確に理解したうえ

での対応が求められるようになることを意味する。すなわち、労働組

合の機能である雇用をはじめとした労働条件の維持・向上に対して、

純粋持株会社がどのような権限を持つか、傘下の企業子会社にどこま

で支配的影響力を及ぼすかという問題が浮かび上がってくる。影響力

の範囲によっては、労働組合として直接的に純粋持株会社との労使協

議や団体交渉等の意思疎通のチャネルを持たなければならなくなって

くるからだ。今日的な問題は、急激な経営組織の再編によって労働組

合の従来のカウンターパートが変容するかもしれないというこれまで

とまったく様相を異にする局面を含んでいる。そこで、本研究では、

純粋持株会社とその傘下にある企業の労働組合組織（企業別組合やグ

ループ労連組織）がどのような関係を目指そうとしているのか、また



どのような関係を持っているのか、特にグルーフ傘下の企業別組合に

果たしている役割は何か、労働組合という視点から、その現状と課題

を明らかにしたい。 

 

④ 「地方自治体における非正規労働者の組織化と処遇改善」 

（研究者：前浦 穂高 労働政策研究・研修機構副主任研究員 

 共同研究者：古谷 眞介 大阪産業大学経済学部経済学科准教授 

       上林 陽治 （公財）地方自治総合研究所研究員 

       青木 宏之 香川大学経済学部教授 

       徐  侖希 名古屋大学大学院法学研究科特任助教） 

[研究の趣旨] 

本研究の目的は、地方自治体に勤務する非常勤職員（以下、非正規労働

者）の組織化と処遇改善の実態を取り上げ、地方自治体の労働組合の機能

と組織化の意味を考察することにある。 

総務省の調査によると、地方自治体に勤務する非正規労働者数は 2005 

年に約 45.5 万人であったが、2016 年は約 64.3 万人となっており、増

加傾向を示している。この 10 年間で、地方自治体に勤務する非正規労働

者は 18 万人以上増加した。 

このように、正社員数と正規職員数が削減されるなかで、官民を問

わず、非正規労働者の活用が進められてきた。どちらの組織において

も非正規労働者は同様な問題を抱えているが、それらの問題への対応

を見ると、民間企業と公務とでは、大きく異なる。民間企業で働く非

正規労働者については、パート労働法と労働契約法の改正により、正

社員との間の不合理な処遇格差への是正が求められたりするほか、通

算で５年間勤務すれば無期雇用への転換が可能になったりする等の法

的保護が適用される。しかしどちらの法律も公務は適用外となってお

り、地方自治体に勤務する非正規労働者は上記の法的保護を受けられ

ない。地方自治体の非正規労働者が雇用の安定化と処遇改善を実現するに

は、地方自治体と非正規労働者で取り組む他はないと言える。ただし、そ

の非正規労働者が個人単位で雇用の安定化と処遇改善に取り組むには自

ずと限界があるため、集団的に発言する必要性があろう。本研究において、

地方自治体の非正規労働者の組織化に着目する理由はここにある。 

 

 

 

 



3 労働関係図書・論文の表彰事業（冲永賞) 

   

平成 31 年 1 月 21 日開催の平成 30 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 

『障害者雇用と合理的配慮──日米の比較法研究』 

長谷川 珠子（福島大学准教授）著 

発行所 日本評論社 

（本書の概要） 

    序論では、障害者雇用政策をめぐる「雇用義務アプローチ」と「差別禁

止アプローチ」の違いを明らかにしている。 
 第 1章では、アメリカの差別禁止法制の歴史をたどり、1990 年に制定

された ADA（「障害をもつアメリカ人法」Americans with Disabilities Act, 

1990）の中身、とりわけ「合理的配慮」概念について検討し、差別禁止

アプローチの意義と限界、さらにその可能性について考察している。 

 第 2章では、日本の障害者雇用政策の歴史的展開をあとづけ、障害者

雇用政策および福祉的就労政策についてその現状を整理したうえで、今

後の日本の障害者雇用および就労政策の課題を明らかにしている。 

 第 3章では、近年のアメリカにおける新たな政策展開を追い、合理的 

配慮を一層有効ならしめるため相互関与アプローチが開発されたこと。

2013年から、連邦政府との契約条件として、新たに雇用率類似の制度

（「雇用目標設定制度」）が導入されたこと。 また、日本については、

2013年の障害者雇用促進法改正によって導入された差別禁止規定および

合理的配慮義務規定が、判例のなかで一定の効力を発揮しつつあること

などを明らかにしている。 

 「今後の課題」と題する終章では、第 1に差別禁止アプローチの実効性

を一層高める方法について、第 2に雇用義務アプローチと差別禁止アプ

ローチとの融合可能性について、第 3に「合理的配慮」概念の発展可能

性について立ち入った考察を加えている。 

    この著作は、障害者の社会的包摂がますます大きな社会的課題となる

なかで、その課題達成にとって大きな役割を担う障害者雇用政策を取り

上げ、日米の政策アプローチの差異のみならず、最近の一定の収斂傾向を

描き出し、障害者雇用政策の新たな可能性について考察した優れた作品

である。 
 



『日本の介護──経済分析に基づく実態把握と政策評価』 

     中村 二朗（日本大学教授） 菅原 慎矢（東京理科大学講師）著 

     発行所 有斐閣 

 （本書の概要） 

第 1章では、日本における要介護者の中長期な増加傾向、および 2000

年から導入された介護保険制度のプロフィールについて、簡明な説明が

加えられている。 

     第２章では、日本の介護保険制度の国際的特徴にふれながら、経済学 

からみた介護保険制度に関する研究テーマが提示されている。 

 第３章では、高齢者の世帯構造を取り上げ、子どものいる高齢者世帯 

における子との同居率は６割水準で安定的に推移している一方、過去 

の出生行動の結果、子どものいない高齢者世帯が増えていることを明 

らかにし、家族介護に傾斜した介護政策の限界を指摘するとともに、今 

後の老々介護の増加、さらに施設介護の需要の高まりについてふれて 

いる。 

 第４章では、施設介護のうち、特養および民間有料老人ホームの現状 

と問題点を探っている。特養については待機者が急増していること、そ 

の結果、特養への入所機会が生活保護など低所得層に集中しているこ 

と。また、民間有料老人ホームについてはいわゆる入居金が過払いにな 

っており、その一律廃止も政策的検討課題になるとしている。 

 第５章では、福岡市からの個票データの提供に基づき、要介護者の要 

介護度の進捗状況を明らかにするとともに、利用者からみた介護費用 

の実態を解明している。 興味深い事実発見のひとつとして、介護保険 

の利用率が低所得層と高所得層で高くなる U 字型曲線となっているこ 

とが明らかにされている。 

 第６章では、介護保険の導入が女性の労働供給に対していかなる影 

響を与えているかについて検討している。介護休業制度の効果も相俟 

って、介護保険の導入によって、労働供給に対するマイナスの影響が 

緩和されていることなどが明らかにされている。 

 第７章では、ケアマネジャーの地位と役割について立ち入った分析 

が行われ、その功罪が論じられている。 

 終章では、以上のような分析あるいは推計結果を踏まえ、今後の介護 

政策に関わる検討課題が提示されている。現物給付と組み合わせた現 

金給付の可能性について、都市部における施設介護の需要の高まりに 

ついて、民間有料老人ホームにおける入居金制度の見直しについて、介 

護人材の育成と確保に関しては、介護施設の地域間ネットワークの構 



築、介護人材の処遇改善、家庭内介護への報酬制度の導入、ケアマネジ 

ャー制度の改善などが提言されている。 

     この作品は、高度な統計解析の手法を駆使して、多くの事実発見を試 

み、日本の介護保険制度および保険利用者が直面している現状と問題 

点を包括的に明らかにし、それらを踏まえて、多くの有意義な政策提言

を行っている。 

 

論文 

『法人格を越えた労働法規制の可能性と限界』 

土岐 将仁（岡山大学准教授）著 

掲載誌 法学協会雑誌 

    第134巻5，6，8，9，10，11号 

この長大な論文は、グローバル企業を含む企業グループ経営の進展、業務

のアウトソーシングによる重層的企業形態やサプライチェーンの展開など

に伴って、労働者にとって直接の使用者とはいえない第３者企業に対して、

果たして労働法の規制が可能かどうか（これを、この論文では「法人格を超

えた労働法規制」と呼んでいる）について、最低賃金、労働安全衛生、差別

禁止、労働者派遣、解雇規制など多くの法制を取り上げ、ドイツ法、アメリ

カ法、日本法を広く比較の視野に収めながら検討を加えた、きわめて野心的

な力作である。 

 第 1 章では、日本でも近年、第３者企業を労働法規制の名宛人とすべき 

事態が生じていることを明らかにしたうえで、ドイツとアメリカを比較対象

国とする根拠、および本論文の検討課題が明示されている。 

 第２章ではドイツ法が、また第 3章ではアメリカ法が取り上げられ、第 4 

章では、それらの比較法的考察の主な結論、およびそれに基づく日本法への

示唆が論じられている。 

 （１）直接の使用者と第 3者企業の関係が業務の契約関係によるものか、ある

いは資本出資関係があるのかの違いによって、第３者企業に対する労働法

規制のあり方が変わってくること。 

 （２）第３者企業を労働法規制の名宛人とする手法については、アメリカが解

釈論によっているのに対して、ドイツと日本では制定法によっていること。

しかし、いずれが優れているかについては一概に断定しがたいこと。 

 （３）問題となる使用者の責任が制定法に根拠をもつ場合、その責任を第３ 

者企業に対して課す立法が正当化されるのは、第３者企業が直接の使用者 

と同等またはそれに準じる役割を果たしていること、および直接の使用者が

もたない固有の地位を第３者企業が有している場合である、と結論づけてい



る。 

 （４）日本の現行法の下では、注文者などの第３者企業に対して、解釈論によ

って法的責任を問うことは困難であり、特別の立法か CSR などのソフトロ

ー・アプローチに依拠せざるをえないとしている。 

   このように、本論文は、現代的文脈において、直接の使用者ではない第３ 

者企業の影響力が強まるなか、「法人格を超えた労働法規制」の可能性とい 

う大きな研究テーマを設定し、果敢に労働法の根本問題に挑んだ開拓者的 

な作品であるということができる。この課題達成のため、多くの法制を取り

上げ、独自の比較分析の枠組に基づいてドイツ法、アメリカ法、日本法を比

較検討し、刮目すべき多くの貴重な知見を提示している。また、当該テーマ

に関わる立法論という点でも政策的示唆に富むいくつもの提言を行ってい

る。 
 

4 その他 

(1) 理事会・評議員会の開催 

 

第 19回評議員会（定時）   平成 30年 6月 20日 

第 20回評議員会       平成 31年 3月 13日 

 

第 24回理事会            平成 30年 5月 30日 

第 25回理事会            平成 31年 3月 13日 

 

(2) 企画委員会・審査委員会の開催 

平成 30年度企画委員会           平成 30年 6月 6日 

平成 30年度調査研究助成審査委員会  平成 30年 7月 20日 

平成 30年度冲永賞審査委員会        平成 31年 1月 21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）  
 

平成 30 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  中央労働委員会会長 
 
（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  （公財）全国シルバー人材センター事業協会専務理事  

 

 

 



 (4)  委託研究 

  役務提供の多様性と法システムの課題 
主査 小西 康之  明治大学法学部教授 

  荒木 尚志  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

  李 鋌    韓国外国語大学法学専門大学院教授 

石﨑 由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 

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 

 
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 

主査 樋口 美雄  慶応義塾大学特任教授 
  大西 公平  慶応義塾大学特任教授 

阿部 正浩  中央大学教授 
鬼丸 朋子  中央大学教授 
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 

 
産業保健専門職のコンピテンシー育成に関する研究（Ⅱ） 

主査 矢野 栄二  帝京大学名誉教授 
村上 文   帝京大学法学部法律学科教授 

        井上 まり子 帝京大学大学院公衆衛生学研究科准教授 
        河野 啓子  四日市看護医療大学名誉学長 帝京大学客員教授 
        宋  裕妃  日産自動車横浜工場産業医 
        磨田 百合子 日立マネージメントパートナー保健師 
        岩井川庸伸  電機・電子・情報通信産業経営者連盟人事労務担当 



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。 
 

 
 
 


	【
	（主査：樋口美雄　慶応義塾大学特任教授）
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