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｢無期転換ルール｣を知っていますか。
無期転換ルールとは、改正労働契約法(平成 25 年 4 月 1 日施行)により、有期労
働契約が反復更新されて通算 5 年を超えたときに、有期契約労働者（契約社員、パ
ート、アルバイトなど）の申し込みによって無期労働契約転換されるルールです。
無期労働契約により、雇止めの不安を解消できます。申し込みをされた使用者（企
業）は断ることができません。
無期転換の申し込みは、５年後にあたる平成 30 年 4 月より行われています。
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契約期間が１年の場合５回目の更新後の１年間に、契約期間が３年の場合１回目の更新後の３年間に無期転換
の申し込み権が発生します。
無期転換ルール緊急相談ダイヤル

無期転換ルールを避けることを目
的として、無期転換申込権が発生
する前に雇止めをすることは、労
働契約法の趣旨に照らして望まし
いものではありません。

0570-069276
受付時間：月〜金 8：30〜17：15
相談窓口：東京労働局雇用・環境均等部
03-3512-1608（無期転換ルール）
03-3512-1611（有期特措法）
｢多様な正社員｣という働き方
非正社員として働く雇用者は、全体の約 4 割と

非正規職員・従業員の割合の推移
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が非正社員として働いていますが、平成 29 年労
働力調査では、その理由の一つとして「自分の都合
の良い時間に働きたいから」が 29.1％でした。
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いう高い水準です(平成 28 年）
。女性は、55.9％
55.9

16.3

22.1

近年、注目されている働き方に｢多様な正社員｣
があります。安定した雇用の下で、ワーク・ライフ・
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バランスを実現できる働き方です。転勤のない営
業職、限定された店舗で働く販売員、短時間勤務の
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参考資料：厚生労働省 HP、平成 29 年版男女共同参画白書

（年）

事務職など、配置転換や転勤、職務内容や勤務時間
などを限定した「多様な正社員」の普及を図ること
が望まれます。

日本のフェミニズム

女性のうつ病

北原みのり編
河出書房新社

野田順子著
主婦の友社

2017

フェミニズムとは、女の悔し
さと祈りが生んだ思想である。
廃娼運動、売春防止法、リプロ
運動、レズビアン運動…と性の
尊厳を求め戦った歴史がある。
夫の酒乱や DV に苦しめられ
ていた矢島楫子らが設立した
「東京基督教矯風会」をはじ
め、フェミニズムの歴史をわか
りやすく解説。

2018

女性が男性よりもうつ病に
なりやすいのは、女性ホルモ
ン分泌の変化が影響している
ことに加え仕事、家事、育児、
介護など 1 人で何役もこなす
などの負担の大きさも発症の
きっかけとなる。｢心が弱いか
ら｣｢頑張りが足りないから｣う
つ病になるというのは誤解。
う
つ病の正しい診断と治療を。

「家事のしすぎ」が
日本を滅ぼす

新着図書紹介

佐光紀子著
光文社 2017
家事をきちんとこなさなけ
ればならないというプレッシ
ャーが、日本人を苦しめてい
る。日本の家事の「当たり前」
は、世界の非常識。なぜ日本で
は男性の家事参加が進まない
のか。現代に合った、気楽で苦
しくない家事とのつきあい方
を提案。

町
モラルハラスメント
著 あなたを縛る見えない鎖

引き離されたぼくと
子どもたち

日経 BP 社 2014
リサ・アロンソン・フォンテス著
町
晶文社
2017

宗像充著
社会評論社

なぜモラルハラスメントは
起きるのか？どうして関係を
続けてしまうのか？どうした
ら関係を終わらせることがで
きるのか。モラルハラスメント
の事例を紹介し、そこからの脱
出方法を詳しく解説。モラルハ
ラスメントの罠から自由にな
るための米国発の指南書！

離婚により子どもから引き
離された父親。調停につぐ調
停、自助グループとの出会い、
ネットワーク結成、そして子
どもとの再会までの日々を描
いたノンフィクション。子ど
もの親権をどちらかの親に決
めないと離婚できない日本。
共同親権の実現を模索する。

WORK SHIFT
ワーク・シフト
リンダ・グラットン著

著者はロンドン・ビジネススクール教授で、日本政府
の『人生 100 年時代構想会議』の有識者議員にも起用
された国際的に権威ある研究者である。2025 年、私た
ちはどんな働き方をしているだろうか？自由で創造的な
人生を迎えるために、働き方を自ら意識し主体的に選択
し、シフト（転換）することを提案している。自分で自
分の未来を築く！
（プレジデント社 2013）

2017

安井

『知識よりも見識、学問よりも人格
人材よりは人物の養成を』

てつ

1870 年(明治 3 年)〜1945 年(昭和 20 年）

明治 43 年、世界宣教大会で日本に女子の最高教

より深くその使命を自覚するようになった。帰国の

育機関を建てようという計画がおこり、北米のキリ

途中に寄ったパリで、新渡戸稲造に出会う。日本の女

スト教プロテスタント諸教派の援助のもと、東京女

子教育の必要性を早くから示唆していた新渡戸と、

子大学は大正 7 年に開学した。初代学長は新渡戸稲

差別のない大学教育を日本の女子に与えたいという

造で、その後を継いだ安井てつは、第二代学長として

思いを強めていたてつ。｢二十年以来の胞友の如く｣

17 年間その任にあたり、建学の礎を築いた。良妻賢

と友人への手紙に記すほどの運命的な出会いだっ

母教育の打破を目指し、女子は女子としてではなく、

た。明治 37 年、シャム国(現在のタイ)から招かれ、

人間として教育するという教育方針だったという。

皇后女学校教育主任として赴任。3 年をこの国の貴

てつは、明治 3 年 2 月、代々槍術指南の家柄だっ

族女学校創立のため尽力した。熱心なクリスチャン

た旧古川藩士の安井津守・千代の長女として東京に

となったてつが、疎まれたために赴任させられたと

生まれた。明治 23 年に東京高等女子師範学校(現・

いう説もある。タイでの任期満了後にイギリスに再

お茶の水女子大学)を卒業。在学中に校長高嶺秀夫の

留学し、ウエールズ大学で学ぶ。翌年帰国し、学習院

教育学の講義を受け、教育とは実に神聖で楽しい仕

の講師などを務めた。

事だと思ったと、後年語っている。卒業後は母校で教

大正 7 年、東京女子大学創立。新渡戸稲造に要請

鞭をとったのが、教師としての第一歩だった。２年後

されて学監となる。5 年後、第二代学長に就任。自由

には盛岡の岩手師範学校に転じている。この時、盛岡

で清新な学風は多くの学生を集めた。家政学部は設

の女学校で教師をしていた羽仁もと子と知り合う。

けなかった。女性への職業教育のための学校ではな

すでに熱心なクリスチャンであったもと子である

く、一個の人格としての女性、自我に目覚めた女性を

が、てつはキリスト教には全く関心がなかった。２年

育てたいというのはてつの長年の願いだった。しか

後再び母校に帰り教鞭をとる。この頃てつが、樋口一

し、昭和 3 年以降社会主義弾圧によりたびたび学生が

葉のもとに和歌や｢源氏物語｣を習いにいっていたこ

検挙され批判を浴びた。てつは学生たちを深く思いや

とが、一葉の日記に記されているという。明治 29 年

り励ましたという。戦争が始まると様々な圧力を受け

家政・教育学研究を目的とする文部省留学生として

るが、学校の恩人である北米の人々と手を切ることは

イギリスに 3 年間留学する。留学の前には、外国生

できないと拒否し、敵国語である英語専攻部廃止の

活の長かった津田梅子の家に住み込んで準備をし

声にも反対を貫いた。70 歳で退職。明治・大正・昭

た。ケンブリッジ大やオックスフォード大で教育学・

和と激動の時代の中で女子教育に尽力し、敗戦の年に

心理学などを学ぶ。てつはこの留学で、生涯を支える

死去。東京女子大学は、今年創立 100 周年を迎える。

キリスト教の信仰を得るとともに、教育者としても

参考資料：｢教育に生涯をかけた婦人たち｣、｢先駆者たちの肖像｣、｢女
たちの 20 世紀・100 人」
、東京女子大学 HP
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近年、女子の大学への進学率は上昇傾向

《種類別進学率の推移》
大学（学部，男子）
大学（学部，女子）
短期大学（本科，女子）
大学院（男子）
大学院（女子）

にあるが、短期大学への進学率は低下して
いる。伸びていく女子学生の進学先は 4 年
55.6

制共学大学に向かっている。平成 10 年に
は 98 校あった女子大学は、共学化の波に

40

48.2

さらされ、平成 28 年には 77 校にまで減
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少している。
国立大学は奈良女子大学とお

0

（年）

茶の水女子大学の 2 校のみ。今後男女共同
参画社会の中でどのように存在意義を押
し出していくかが注目されている。

参考資料：｢平成 29 年版男女共同参画白書｣、｢武庫川女子大学研究レポート第 47 号｣

にゅーすＢＯＸ
仕事と不妊治療 両立難しい

児童虐待通告 6.5 万人 摘発は最多

働きながら不妊治療をした人のうち 16％が両立
できず退職していたことが厚生労働省の初の調査
で分かった。両立している人も 9 割近くが難しさ
を感じている。女性の一般的な治療で月経周期ご
とに 4〜7 日程度とされ、待ち時間で 2〜3 時間か
かることが多いという。厚労省は企業に勤務時間
の短縮や一時的な休職を認めるよう求めている。

警察庁の発表によると、昨年虐待を受けた疑いがある
として警察が児童相談所に通告した 18 歳未満の子ども
は、6 万 5,431 人（前年比 20.7％増）。統計がある平成
16 年から 13 年連続で増えている。虐待の内容でみると、
子どもに暴言を吐くなどの「心理的虐待」が全体の 7 割
を占め、このうち 6 割強にあたる 3 万 85 人が、子ども
の前で配偶者らに暴力を振るう「面前ＤＶ」だった。被
害者も過去最多の 1,168 人でこのうち 58 人が死亡。

Ⅿ字カーブほぼ解消
女性が出産や育児によって職を離れ、30 代に働
く人が減る「Ⅿ字カーブ現象」が解消しつつある。
総務省の労働力調査によると、30〜34 歳の労働力
率は 30 年前に 5 割程度だったが、平成 29 年には
75.2％になった。働く意欲のある女性が増え、子育
て支援策の充実が背景にある。人手不足下の景気回
復で、企業が女性の採用を増やしている面もある。

液体ミルク 解禁へ
乳児用液体ミルクの国内販売が、今夏にも省令改正され
解禁される見通しになった。液体ミルクは常温で一定期間
保存でき、湯で溶かして冷ます必要もない。災害時の備蓄
への利用や育児負担の軽減につながると期待される。

ストーカー被害 DV 被害 過去最多
昨年 1 年間に全国の警察が把握したストーカー被
害は 2 万 3,079 件で過去最多。ストーカーの被害者
は年代別で 20 代が最も多く全体の 3 割強を占めた。
リベンジポルノの被害相談も、統計を取り始めた平
成 26 年以降最多の 1,243 件。ＤＶ被害も 14 年連続
で増加し、過去最多の 7 万 2,455 件に上った。

女性給与 24 万 6,100 円 最高更新
厚生労働省が発表した平成 29 年賃金構造基本統計
調査で、フルタイムで働く女性の所定内給与の平均が
24 万 6,100 円（前年比 0.6％増）となり、4 年連続過
去最高を更新。
男性のフルタイム労働者の平均は 33 万
5,500 円（同 0.1％増）で、男性の給与を 100 とすると
女性は 73.4。雇用形態別では正社員が 32 万 1,600 円
と前年から横ばいだったのに対し、非正社員は 0.5％
減の 21 万 800 円で賃金格差は広がった。

「初産時に職あり」過去最高の 45％
平成 27 年度に第 1 子を出産した女性のうち、有職
だった人の割合が、前回調査（平成 22 年度）より 11.3
ポイント上昇し 45.8％と、過去最高を更新したこと
を厚生労働省が公表。
第 2 子出産時の有職女性は 12.1
ポイント増の 39.7％となり、働きながら子育てを続
けている女性が増えていることもうかがえる。

選択的夫婦別姓 容認 42.5％
内閣府の家族と法制度をめぐる世論調査で、夫婦別
姓を選べる「選択的夫婦別姓制度」を導入してもよい
と考える人の割合が過去最高の 42.5％（平成 24 年比
７ポイント増）。導入する必要がないが過去最低の
29.3％（同 7.1 ポイント減）。政府は「国民の意見が
大きく分かれている」として導入には慎重な姿勢。

女性議員 産休「不十分」8 割

育児休業 1 年以上の取得 理想と実態にズレ

内閣府の初の全国調査で、女性地方議員のうち、
8 割以上が出産や介護のための休業制度が不十分
と感じていることが分かった。議員は法的な産前
産後休業などの制度の対象外で、議会ごとに欠席
の理由として出産を認めるなどしている。

東京都の保育ニーズ実態調査では、68％の親が希
望する育児休業の期間は 1 年以上だが、実際に 1 年
以上とれたのは 51％。保育サービスは 52％が公立
認可保育所の希望だが、実際の利用は 17％等、希望
と実態に差がある現状が浮き彫りとなった。

練馬区 認知症への理解を深める新たな研修プロ
グラム「Ｎ-ｉｍｐｒｏ（ニンプロ）を開発」
東京大学大学院、区内介護サービス事業者・コンビ
ニエンスストアおよび練馬区との協働によるプロジ
ェクトチーム「ねりまコンビニ協働プロジェクト」が
平成 30 年 3 月に「N-impro（ニンプロ）
」を開発。同
月 12 日（月）に完成発表・体験会を開催した。N-impro
とは、コンビニを認知症の方への支援拠点とするため
に、コンビニ内で起きる認知症の方との対応で悩むシ
チュエーションを抽出し、その事例を皆で考える研修
プログラム。今後普及を目指す。
図書･資料室利用案内

日本の赤ちゃん 死亡率最低
国連児童基金（ユニセフ）の世界各国の
新生児死亡率報告書によると、日本の死亡
率が最も低く「赤ちゃんが最も安全に生ま
れる国」とされ、一方パキスタンは最悪で
日本の約 50 倍の高さ。新生児（生後 28 日
未満）の死亡は予防可能だとして、死亡率
が高い国々への支援を訴えた。死亡率の高
い 10 か国中 8 か国は、貧困や紛争がはび
こるサハラ砂漠以南のアフリカだった。

利用時間／午前 9 時〜午後 9 時 30 分

休館日／年末年始（12 月 29 日〜１月 3 日）

