［第７巻 目 次 ］

●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九四九・四──

●一九四九・五──

二四四―働く年少者の保護について 改訂

●労働省婦人少年局 ●一九四九・七──

●労働省婦人少年局 ●一九四九・一二──

『年少労働調査資料第９集』●労働省婦人少年局 ●一九五〇・一──
二四五―サーカスに働く年少者 サーカスに働く年少者実態調査の報告

●労働省婦人少年局 ●一九五〇・二──

二四六―都内に於ける納豆売の少年少女の実態調査報告 年少街頭労働者実態調査のうち／
新聞発表納豆売の少年少女の実態

二四七―たのしく働くために『リーフレット 』●労働省婦人少年局 ●一九五〇・三──

二四八―輪タクに働く年少者 東京都における年少労働者の予備調査報告 ●労働省婦人少年局 ●一九五〇・三──

81

二五〇―靴磨新聞売を除いた業種に従事する街頭年少労働者の実態調査報告

●労働省婦人少年局 ●一九五〇・四──

『パンフレット 』●労働省婦人少年局 ●一九五〇・四──
二五一―ある夜の湖畔 月と猿との年少労働問答
二五二―働く年少者を護りましよう

●労働省婦人少年局 ●一九五〇・五──

二五四―働く年少労者を災害から護りませう

第百五十八号附録 ●労働省婦人少年局 ●一九五〇・五──
二五三―御存じですか？働く年少者の保護規定を。壁新聞№ 『週刊労働』

134

120

二四九―監督月報にあらわれた年少労働者の就労状況 自１９５０年１月至３月 ●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九五〇・三──

109

107

101
140

№6

●財団法人産業労働福利協会 ●一九五〇・六──

23

113

80

『年少労働調査資料第７集』●労働省婦人少年局 ●一九四九・八──
二四三―学びながら働く年少者 労働基準法による使用許可証明書をえて働く年少者の調査報告

1

資料番号──資料名 ●編著者名
（発行所）●発行年月──復刻版ページ

●労働省婦人少年局 ●一九四八・八──

二三四―鉄道連結手災害調査中間報告 年少労働者就業制限業務に関する特殊調査
『調査資料 １』●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九四八・五──
二三五―働くこどもの保護について

二三七―年少街頭労働者実態調査実施要項

二三六―年少労働者災害統計に関する一報告『調査資料第４輯』●労働省婦人少年局 ●一九四八──

No.

二三八―年少街頭労働者の実態調査報告 第一報告 ●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九四九・五──
二三九―サーカス団の実態について

●労働省婦人少年局 ●一九四九・八──

二四〇―年少労働者はなぜ危険有害な業務についてはいけないか
二四一―働く少年少女のメモ

10

9

『年少労働調査資料第６集』●労働省婦人少年局 ●一九四九・八──
二四二―働く少年少女のメモ 年少労働者の労働および労働態度調査の報告

28

18
143

142

№5
№18

52

32

30

№13

24

21

№5
№17

214 209

二五五―街頭に働く年少者 年少街頭労働者実態調査の報告
『年少労働調査資料第８集・改訂版』●労働省婦人少年局 ●一九五〇・八──
二五六―街頭年少労働者実態調査の集計表 靴磨、新聞売その他の業種に働く ●労働省婦人少年局 ●一九五〇・八──

227

二五七―働く年少者を護りましよう 第四回働く年少者の保護運動 ●労働省婦人少年局香川職員室 ●一九五〇・一一──
二五八―新規学校卒業年少労働者の初任給『年少労働賃金資料 』●労働省婦人少年局 ●一九五一・七──

●編＝藤田たき ●一九五一・一〇──

230

№1

147

『経済研究資料第 号』●農林省農業改良局研究部 ●一九五一・七──
二五九―農村婦人及年少者労働に関する調査 労働時間を中心に
二六〇―年少者と労働
270

66

［第８巻 目 次 ］

●労働省婦人少年局 ●一九五四・一──

二六九―労働基準法施行規則女子年少者労働基準規則改正資料『調査資料 号』●東京商工会議所 ●一九五四・五──
●労働省婦人少年局 ●一九五四・一〇──

二七四―年少労働者の災害実態調査『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五五・三──

二七六―製造業の小規模事業場実態調査『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五五・六──
二七七―年少者の産業災害について

●労働省婦人少年局 ●一九五五・七──

二七八―年少労働の現状『年少労働広報資料第５集』●労働省婦人少年局 ●一九五五・一〇──

321
●労働省婦人少年局 ●一九五六・六──

二七九―働く年少者の労働状況『年少労働統計資料』●労働省婦人少年局 ●一九五五・一二──
二八〇―新聞配達児童の労働実態調査

352

333

316

297

（第５回）『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五五・三──
二七五―学びながら働く年少者 労働基準法による使用許可証明書をえて働く年少者の労働条件調査報告

237

163

25

●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九五四──

二七〇―働く年少者に働くことの喜びを！ リーフレット

働く年少者の保護運動結果報告

74

『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五四・一二──
二七二―年少労働災害調査 昭和 年 月

二七一―第八回

1

資料番号──資料名 ●編著者名
（発行所）●発行年月──復刻版ページ

●労働省 ●一九五三──

二六一―学びながら働く年少者 労働基準法による使用許可証明書をえて働く年少者の労働条件調査報告
『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五二・七──
二六二―日本における年少労働者保護施策のあらまし

18

． ． ．
の条約に基く調査
『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五三・八──

『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五三・五──
二六三―炭鉱に働く年少者の実態 調査報告
二六四―工業的事業に働く年少者の身体的適性に関する実態調査

二六五―働く年少者をめぐる発言 第七回働く年少者保護運動実施状況報告より ●婦人少年局 ●一九五三・一一──

二六六―危険有害な業務に使用されていた年少者『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五三・一二──
二六七―奄美大島の婦人・少年少女へ リーフレット

22

132

110

二六八―衛生上有害な業務を含む事業場に働く年少者の実態『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五四・三──

140

24

32

142

№48

二七三―危険有害業務の就業制限違反事件調査『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五五・二──

12

82

34

20

I
L
O

19

37

273

191
200

192

№47

31

33

227

29

36

［第９巻 目 次 ］
資料番号──資料名 ●編著者名
（発行所）●発行年月──復刻版ページ

二八一―年少労働実態調査『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九五七・三──
二八二―年少労働関係調査結果の概要

二八五―年少労働の問題を探る

●労働省婦人少年局 ●一九五八──

●労働省婦人少年局 ●一九五七・九──

●労働省婦人少年局 ●一九五九・一〇──

二八四―長欠就労児童保護活動手引 昭和三十四年四月 ●労働省婦人少年局 ●一九五九・四──

二八三―働く年少者のよいおばさんになりましょう リーフレット

1

二八六―最低年令未満児童の地域的労働の概況 昭和 年 月 ●労働省婦人少年局 ●一九六〇・四──

63

№70
130

『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九六一・六──
二八八―ラジオ・テレビ出演児童生徒実態調査 昭和 年 月

二八七―母子家庭の働く子供たち 中卒就職児童の就業状況と問題 ●大阪市未亡人連合会 ●一九六一・三──

4

6

48

『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九六二・八──
二八九―ゴルフ・キャディーの労働実態調査結果 昭和 年 月

36

37

7

50

●愛知県労政課 〔
● 一九六六〕
──

『年少労働調査資料第 集』●労働省婦人少年局 ●一九六四・二──
二九〇―漁業に従事する年少者の労働実態調査結果報告 昭和 年 月
二九一―年少労働問題

381

340

241
321

172
202

35

61

52

40

38

12

52

［第 巻 目 次 ］
資料番号──資料名 ●編著者名
（発行所）●発行年月──復刻版ページ

二九二―年少労働統計資料 昭和 年１９５２ ●労働省婦人少年局 ●一九五二・一一──
41

1

二九五―年少労働統計資料 昭和 年１９５７ ●労働省婦人少年局 ●一九五七・九──

31

二九六―年少労働統計資料 昭和 年１９５８ ●労働省婦人少年局 ●一九五八・一二──

32

昭和 年１９５９ ●労働省婦人少年局 ●一九五九・一二──

33

１９６１ ●労働省婦人少年局 ●一九六二・一──

１９６０ ●労働省婦人少年局 ●一九六〇・一二──

34

１９６２ ●労働省婦人少年局 ●一九六三・二──

220

二九七―年少労働統計資料

131

95

二九四―年少労働統計資料 昭和 年１月１９５６ ●労働省婦人少年局 ●一九五六・一──

二九三―年少労働統計資料 昭和 年１９５３ ●労働省婦人少年局 ●一九五三・一二──

27

315 265

二九八―年少労働統計資料
二九九―年少労働統計資料
三〇〇―年少労働統計資料

№9 №８ №７ №６

67

28

167

10

