
 

 

 

 

 

 

 

 

「はたらきかた 

かいかく」って 

なあに？ 

 

中野区立中央図書館 中野区中野２－９－７ 03－5340－5070 

Ｖｏｌ. 53 

働き方改革関連法が施行され始めて 1 年が経

とうとしています。今回の改正で、一体何がど

う変わったのでしょうか？ そして私たちの働

く環境はこれからどう変わっていくのでしょ

うか？ 

改正のポイントを押さえて、これからの働き

方・暮らし方を考えてみませんか。 

2020 年2月29日発行 

中野区立中央図書館 

第5３回「個性ある図書館」展示 

 



働き方改革のことを調べるには 
 

働き方改革に関連するキーワード 

詳しく調べるために、「働き方改革」以外のキーワードで検索してみましょう！ 

法律の変化で、内容の全部や一部があてにならなくなることがあります。図書館で保存している資

料は過去を参照するために置いてある場合も多くありますので、現在に役立てたいときには出版年

に気を付けて探しましょう。 

働き方改革の主要な施策 

１ 長時間労働の是正 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

新しい人事労務管理 第 6版 佐藤 博樹ほか/著 有斐閣 2019 336.4/ア 

図解でハッキリわかる労働時間、

休日・休暇の実務 最新版 
佐藤 広一/著 日本実業出版社 2019 336.4/サ 

入門図解会社で使う労働時間・ 

休日・休暇・休業の法律と書式 
小島 彰/監修 三修社 2019 366.3/ニ 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

実例から学ぶパートタイム労働者の

トラブル解決と防止策のすべて 
小林 包美/著 第一法規 2019 336.4/コ 

3時間でわかる同一労働同一賃金入門 山口 俊一/著 中央経済社 2019 336.4/ヤ 

有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田 良則/著 自由国民社 2017 336.4/オ 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

60の先進事例で学ぶ本当の働き方改革    － 日経BP社 2017 336/ロ 

新しい働き方と暮らし方 

いま世の中を沸かせている 20 代のリアル

ライフ 

－ 枻出版社 2017 335.1/ア 

これからはじめる在宅勤務制度 毎熊 典子/著 中央経済社 2018 336.4/マ 

残業・有給休暇・生産性・長時間労働・非正規・同一労働同一賃金・テレワーク・

時間外労働・労働法・ライフスタイル・幸福論 

３ 多様で柔軟な働き方の実現 

 

 

２ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 



国・行政の取り組み 

 

●事業者向け 

国… 政府広報オンライン 中小企業も！ 働き方改革 

   https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/ 

厚生労働省 働き方改革特設サイト https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/ 

進めよう！働き方改革（動画）https://www.youtube.com/watch?v=c3gEoj2Wl4g 

働き方改革 長時間労働是正の勘所「日本現代ばなし」（動画） 

 https://www.youtube.com/watch?v=gMlDrkaho4A 

 働き方改革推進支援センターのご案内 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html 

 

都…TOKYO働き方改革宣言企業 https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/ 

 

●学校向け 

中野区…中野区立学校における働き方改革推進プラン 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/652000/d027343.html 

 

●労働者向け 

厚生労働省東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html 

＞労働基準監督署 ※中野区は新宿労働基準監督署の管轄 

 

 

参考室の事辞典や地域資料にも情報がある場合があります 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

有斐閣判例六法 

Professional 令和 2年版 01 
宇賀 克也/編集代表 有斐閣 2019 

R320.9/ユ

/19 

パートタイム労働ガイドブック 
東京都産業労働局 

雇用就業部労働環境課 

東京都産業

労働局 
2019 G80/D/19 

パートタイム労働ガイドブック 

事業主の方へ 

東京都産業労働局 

雇用就業部労働環境課 

東京都産業

労働局 
2019 G80/D/19 

 

役に立つかも！？ すかっとするかも！？ 小説のススメ 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子/著 新潮社 2018 913.6/アケ 

残業禁止 荒木 源/著 KADOKAWA 2019 913.6/アラ 

ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海/著 KADOKAWA 2015 913.6/キタ 

 

https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
https://www.youtube.com/watch?v=c3gEoj2Wl4g
https://www.youtube.com/watch?v=gMlDrkaho4A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/652000/d027343.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html


 

 

例えばこんな検索ができます。 （※２０２０年１月２４日時点のデータです。） 

データベース 記事情報 掲載誌 請求記号 

聞蔵Ⅱビジュアル 非正規の待遇改善、取り組み済み 

５０％ 改革に前向き企業でも 

／岐阜県 

朝日新聞  

2019年 11月 6日 朝刊 

岐阜・ 1 地方 29 面 

 

休日減らされ有休取得「うちでも」

残業規制も背景か 

朝日新聞  

2020年 1月 13日 朝刊 

生活 2 29面 

 

日経テレコン２１ 月８０時間超、「違反」残業なお３０

０万人、人手不足、管理職の負担増 

日本経済新聞 

2020年 1月 20日 朝刊 1面 

 

「ホワイト企業」認定欲しい、健康

経営・多様性など６分野評価、１９

年申請４００社超、運営の財団、働

き方・経営改善促す 

日経産業新聞 

2020年 1月 14日 15 面 

 

MAGAZINE PLUS 
AI問題と「働き方改革」を考える 

前衛 

2020年 1 月号 p.78～94 
雑誌 

数字は語る 働き方改革関連法の施行

で長時間労働の是正なるか 

週刊ダイヤモンド 

2019年 2月 16日号 p.28 
雑誌 

 

 

 

 

 

 

種 類 できること 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン 1975年 4月から当日までの日経 4紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物、約 32万人のプロフィール検索 

D1-Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報など 

関連のある過去のパスファインダー（調べ方案内）も見てみよう！ 

中央図書館 第 42 回「秘技！忍法 時短術！！～効率よくお仕事し time～」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201842.pdf 

東中野図書館 第 42 回「労働契約法」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath201842.pdf 

中野区立

図書館所

蔵の朝日

新聞・日

本経済新

聞では見

られな

い、地方

版の記事

が見られ

ます。 

過去 2ヵ月で検索 
「働き方改革」242件 

過去 1年間で検索 
「働き方改革関連」121件 

過去 3ヵ月で検索 
「働き方改革」180件 

中央図書館では、オンラインデータベースが使えます。 

利用したいときは、参考・地域行政コーナーまでお越し下さい。 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201842.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath201842.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201317.pdf
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