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P r o f i l e

最新労働法解説

講師●つまこい法律事務所 弁護士　佐久間大輔  （さくま　だいすけ）

　2015年に過労死等防止対策大綱が制
定されてから３年を迎えました。大綱に
基づく対策の推進状況等を踏まえ、勤務
間インターバル制度の周知や導入に関す
る数値目標を設定した新たな大綱が
2018年7月に閣議決定されました。週
労働時間60時間以上の雇用者の割合を
５％以下とすることや、労働基準監督署
による長時間労働の削減に向けた取り締
まり等の強化、職場におけるハラスメン
トの予防・解決のための取組等が新たに
示されました。
　働き方改革関連法等において、長時間
労働や過労死等の防止に向けた国の施策

が強化されている今、企業にはそれらを
知っておく責務があります。また企業責
任を認める裁判例がインターネット上で
公表されている現状では、労使トラブル
になった際、企業がそれらの裁判例を知
らなかったでは済まされません。企業が
講じる対策の重要性がこれまで以上に高
まっています。
　そこで本例会では過労死等の問題に詳
しく裁判例にも精通されている弁護士の
佐久間先生を講師にお招きし、これらの
現状をふまえて企業に求められている対
策等について解説していただきます。

1970年　生まれ
1993年　中央大学法学部卒業
1997年　弁護士登録
東京弁護士会所属
2013年　つまこい法律事務所開設。
労災・過労死事件を中心に、労働事件、一般民事事件を扱う。近
年は、メンタルヘルス対策やハラスメント対策など予防法務に注
力している。https://mentalhealth-tsumakoilaw.com/
所属学会　日本労働法学会、日本産業ストレス学会
・主な著書に「過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と
健康な働き方」（労働開発研究会・2014年）、「長時間労働対策の実
務 いま取り組むべき働き方改革へのアプローチ」（共著、労務行
政･2017年）など

過労死大綱の概要と企業が講ず
べき対策
ー過労死等の防止のための対策に関する大綱をふまえ企

業に求められている対策と実務とはー
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本定例会のポイント

長時間労働とストレス反応との関係

　仕事の要求度が高い、仕事の裁量度が低いという場合がストレス要因
になる。それが高じるとストレスが発生する。仕事の裁量度を上げるた
めに、例えば権限移譲して迅速に意思決定できるようにするなどが求め
られる。残業は、仕事の要求度を上げる要因と言われる。計画的な発注
と納期の設定、業務の見直し、要員確保は、仕事の要求度を下げる。納
期や人員に余裕が出ると仕事の裁量度が上がる。逆に短期で仕事をする
としたら裁量度が下がり、要求度は上がる。長時間労働とストレス反応
との関係を考えながら、各職場で改善策を考えてほしい。

具体的状況により定まる安全配慮義務

　安全配慮義務は具体的な状況（①労働者の職種、職務内容、②労務提
供場所、③年齢、経験、④健康状態）により定まる。特に裁判例が考慮
する年齢、健康状態といった個別事情も含めて安全配慮義務の内容が決
まる。その意味で安全配慮義務は漠としたものであり、何をすれば安全
配慮義務を履行したと言えるかが難しい。各職場で考えられる施策を実
行することが必要となる。

職場の支援・協力

　業務上のストレスについては、職場の支援が一番重要である。そし
て、事業場外の医療機関、相談窓口などにつないでいくことも必要であ
る。心理的負荷を生じさせる出来事に伴う問題、変化への対処という場
面に限らず、通常の日常業務を遂行する場面において、上司や同僚がス
トレスを抱えている労働者を支援･協力する態勢を構築することが、安
全配慮義務の内容となる。そのために従業員の変化を見極めることが重
要である。
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いがあります。この業種職種は、長時間
労働者が多いというのが前提になってい
ます。月平均の残業が80時間を超えるよ
うな事業場については全件が監督の対象
になっているというのが今の労働行政で
す。長時間労働者が多い業種職種だと国
が言っているということは、この業種、
職種に関しては、監督指導の重点業種職
種になってもおかしくないです。宿泊業
も重点業種になっています。

商慣習の見直し
　上記の業種職種以外は大丈夫かという
と、そうではありません。
　長時間労働が生じる商慣習がある場合
は、注意した方がいいです。大綱は、長
時間労働が生じている背景には、お客や
発注者からの発注等取引上の都合がある
と言っています。｢業種･業態の特性に応
じて発注条件･発注内容の適正化を促進
する等、取引関係者に対する啓発･働き
かけを行う」ということです。
　過労死防止法は、理念法、啓蒙法とい
う性質があるので、「啓発･働きかけ」と
いう言葉が使われています。これは企業
に法的義務を課すものではありません。
　ただ、発注条件、発注内容の適正化を
促して長時間労働を防止するというのは
法的義務である安全配慮義務の内容にな
ります。安全配慮義務は企業の損害賠償
責任を発生させる根拠です。商慣習で、
長時間労働が生じているなら、それを除
去するのが安全配慮義務の観点から求め
られます。

メンタルヘルス不調･過労死のリスク
　メンタルヘルス不調、過労死のリスク

　本日は、過労死等防止対策大綱に書か
れている内容から、企業が講ずべき対策
をお話しします。
　昨年７月にこの大綱が変更され、それ
が閣議決定されました。
　通読する必要はありませんが、30ペー
ジぐらいなので、ご興味ある人は一読し
てみてください。
　７月の変更の際に、新たに数値目標が
出来ました。それが報道されて注目され
ました。しかし、その数値目標は直ちに
企業を拘束するものではありません。本
日は、大綱のポイントをご紹介します。

１　長時間労働による健康リス
ク
重点業種･職種
　長時間労働による健康リスクは、働き
方改革関連法に応じて、皆様、対応なさ
っていることと思います。
　今回、過労死等防止対策大綱で重点業
種職種が、自動車運転従事者、教職員、
IT産業、外食産業、　医療業、建設業、
メディア業が指定されました。
　過労死等防止対策大綱は、2014年に過
労死等防止対策推進法（以下、過労死防
止法ともいう）が出来、同法に基づいて
作られたものです。最初に出来たのが
2015年で、３年ごとの見直しをすると定
められていましたので、３年後の昨年
（2018年）に変更がなされました。
　過労死防止法は基本的に強制力がある
法律ではありません。国がまず調査研究、
情報収集をしていきましょう、という法
律です。
　過労死防止法上は、重点業種職種につ
いても事案の分析を進めるという意味合
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ち、休職とか欠勤または退職することに
よる損失は、実は目に見えるリスクより
大きいと言われています。
　メンタルヘルス不調による休職が増え
ると、２年後から企業の業績が落ちると
いう、労働経済学者の研究結果がありま
す。２年後、ボディーブローのように効
いてくるというわけです。２年前に職場
で何が起こっていたかは、経営者は感知
できません。この目に見えないリスクを
どう抑えていくかが必要で、実はこちら
の方のリスクを回避することが求められ
ます。
　メンタルヘルス不調に陥って、休職、
退職するような個人だけではなくて、そ
れをカバーする職場、同僚にも負荷がか
かって、新たなメンタルヘルス不調を生
む、パフォーマンスが下がってそれで職
場全体の労働力が喪失することはありま
す。逆に休職や退職が減れば教育投資を
行った労働者の労働損失を防止すること
ができるし、職場が活性化することにな
ります。
　それにより、ワークエンゲージメント
（仕事への活力、熱意）の向上による企
業の持続可能な成長を計ることができま
す。少子高齢化の時代、人材不足と言わ
れている中で、企業のゴーイングコンサ
ーンにとって、メンタルヘルスケアや、
長時間労働防止が重要になってきます。
　その点について大綱は
｢仕事と生活の調和（ワークライフバラ
ンス）のとれた働き方ができる職場環境
づくり」、｢定時退社や年次有給休暇の取
得促進等」の ｢積極的な取組は企業価値
を高める」。
｢過労死等を発生させた場合にはその価

について、外部環境と内部環境に分けて
見ていきます。
　外部環境に関しては、
・長時間労働による残業代請求
・安全配慮義務違反に基づく損害賠償請
求
・労働基準監督官の臨検、企業名公表
・企業のイメージダウンによる株価の低
下や営業機会の喪失
　といった事項を挙げることができま
す。
　損害賠償請求で、判決で責任が認めら
れたら、数千万円以上の企業責任が発生
します。
　今後は、残業代にもかなり注意が必要
です。それは民法改正があるからです。
今後、消滅時効期間が５年に延びる可能
性があります。過労死をしたらその労働
者の損害が発生するかどうかが問題とな
ります。これに対し、残業代に関しては
企業全体の労働者が対象となるので、場
合によったら、数億、数十億という支払
額になる可能性があります。
　今後は損害賠償よりも残業代のリスク
のほうが大きくなることもあるでしょ
う。
　または臨検が行われて企業名公表とな
れば、厚生労働省のホームページにある
「ブラック企業リスト」に企業名が掲載
され、企業のイメージダウンが起きかね
ません。
　しかし、問題は、内部環境のリスクの
ほうだと思います。
　なぜかというと、外部環境リスクは、
存在が見えやすいのですが、内部環境の
リスクは目に見えにくいからです。メン
タルヘルス不調でパフォーマンスが落
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①については、計画的な発注、納期の設
定が必要であり、②③については、業務
の見直しが必要であり、④に関しては、
要員の確保が必要になります。
　こういった取り組みは安全配慮義務の
内容にもなります。
　ただ、この安全配慮義務を果たしたと
いうためには、何をすればいいのか、イ
メージがわかないこともあるでしょう。
　例えば、仕事の繁閑の差が大きければ、
生産や需要の平準化を図る。これは安全
配慮義務の話ではないのですが、各職場
で普段やっていること、思いつくことを
きっちりやるというのが、実は安全配慮
義務にもつながるのです。

長時間労働とストレス反応との関係
　長時間労働とストレス反応との関係を
見ます。何が過労死やメンタルヘルス不
調を生むのか、ということですが、スト
レスモデルによると仕事の要求度が高
い、仕事の裁量度が低いという場合がス
トレス要因になります。それが高じると
ストレスが発生します。
　仕事の要求度を上げているのは何か、
下げるにはどうしたらいいか。仕事の裁
量度を上げるために、権限移譲して迅速
に意思決定できるようにすることが求め
られます。
　残業は、仕事の要求度を上げる要因だ
と言われています。
　計画的な発注と納期の設定、業務の見
直し、要員確保は、仕事の要求度を下げ
るものです。これをやるとストレスが減
るということです。納期に余裕が出ると
か、人員に余裕が出るとしたら仕事に裁
量ができます。逆に、短期で仕事をすれ

値を下げることにつながり得る」。
と述べています。
　企業価値は、財務的に言うと、株主価
値と負債価値の合計ですが、株主価値と
いうと投資家が、負債価値は金融機関や
社債権者が対象となります。ただ、大綱
ではそういった人たちばかりでなく、取
引先とか消費者を含めた広い意味でのス
テークホルダーも含めて企業価値を高め
ると言っているんだと思います。

仕事と生活の調和推進のための行動指針
　大綱でワークライフバランスという言
葉が使われていますので、仕事と生活の
調和推進のための行動指針（ワークライ
フバランス指針）を見ていきます。
　これは少し前の指針ですが、その中で、
「健康で豊かな生活のための時間の確保」
と書かれています。
・時間外労働の限度に関する基準を含
め、労働時間関連法令の遵守を徹底する。
・労使で長時間労働の抑制、年次有給休
暇の取得促進など、労働時間等の設定改
善のための業務の見直しや要員確保に取
り組む。
・社会全体の仕事と生活の調和に資する
ため、取引先への計画的な発注、納期設
定に努める。

所定外労働（残業）が発生する理由
　2016年版の過労死等防止対策白書によ
ると、残業が発生するのは①顧客（消費
者）からの不規則な要望に対応する必要
があるため②業務量が多いため③仕事の
繁閑の差が大きいため④人員が不足して
いるため――となっています。
　ワークライフバランス指針によると、
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例を挙げています。

過失－予見可能性
　過重労働と脳・心臓疾患の関係を認め
る判例が積み重ねられてきていることが
報道されてきて、裁判所も顕著な事実と
言っています（大庄ほか事件･大阪高判
平23.5.25。｢現行認定基準が発出される
以前から過重労働と心臓疾患との関係に
ついては一般社会が認識するものとなっ
ており、とりわけ著名な訴訟事件につい
て過重労働と心臓疾患あるいは脳疾患と
の関係を認める判例も積み重ねられてき
て」おり、｢これら事件は一般にも報道
されてきたことは当裁判所に顕著な事実
である」。）。
　フォーカスシステムズ事件･東京高判
平24.3.22でも、人事管理部部長は ｢残業
時間が１か月当たり100時間を超えると
過労死の危険性が高くなり、精神疾患の
発症も早まるとの知見や、時間外労働を
1か月当たり45時間以下にするよう求め
る厚生労働省の通達等の存在を認識して
おり」、｢その地位及び権限から一郎の配
置転換を含む勤務状況の詳細及びこれに
伴う心理的負荷についても容易に認識し
得た」とされています。
　過労死防止法、大綱、白書は、予見可
能性の一資料になりえます。ですから、
企業がこれを知らないと言ってもそれで
免責されることはありません。予見可能
性は個々の企業、人事担当者というレベ
ルではなくて、一般人を基準にします。
ネットで拾える情報は一般人なら認識し
うるレベルだということになります。
　そのため、大綱の内容は知っておくべ
きなのです。全部読む必要はないので、

ば裁量度が下がり、要求度は上がります。
これをどう見直していくかが必要で、長
時間労働とストレス反応との関係を考え
ながら、各職場で改善策を考えてみてく
ださい。

過労死等防止対策推進の目的
　大綱は過労死防止対策推進の目的とし
て、人の生命はかけがえのないものであ
り、どのような社会であっても過労死は
本来あってはならない、と言っています。
　「社会」という言葉が出てきますが、「社
会」を「会社」と逆さにしても、意味の
ある文章になると思います。

２　過労死による損害賠償責任
の要件
発生要件
　次に、損害賠償責任の発生要件を見て
いきますが、法律論に深入りはしません。
　まず不法行為（注意義務違反）、債務
不履行（安全配慮義務違反）について、
著名な電通事件・最高裁判決は、不法行
為に関する判断です。ただ、裁判実務上
は、安全配慮義務違反とあまり区別され
ていません。
　ここで問題になるのは過失です。
　過失が認められる場合に責任が発生し
ます。過失が認められる前提として、予
見可能性が必要です。安全配慮義務を分
解すると結果の予見義務と、結果の回避
義務が存在します。予見義務は予見可能
性のあることが前提です。予見可能性は、
脳・心臓疾患、自殺が発生する健康状態
の悪化で足りるというのが裁判例の傾向
です。そういった結果の予見ができるの
かどうか、というところで、２つの裁判
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ておくことは努力義務かもしれません
が、知らないからといって免責されない
ということです。

国の施策
　国の施策については、実態調査をして、
過労死等の効果的な防止に関する研究、
過労死等に関する情報の収集、整理、分
析および提供をすることとされています
（第８条第１項）。
　過労死防止法上、それらの情報を知る
責務があるという程度かもしれません
が、防止研究などを知らないということ
は、企業の免責理由になりません。

事業主の法的義務は発生するか
　労基法、安衛法は取締法規です。その
ため、罰則をもって履行が強制されます
し、行政指導の根拠にもなります。これ
に対し、過労死防止法は理念法ですので、
努力義務にとどまります。
　とはいえ、労働時間、労働安全衛生に
関する法律の解釈、安全配慮義務の内容
が過労死防止法の目的や理念に沿った形
で解釈されていくことが考えられます。
要は過労死防止法により安全配慮義務が
高度化していくということです。

経営者個人の責任
　最近、特にパワハラの事件では、経営
者や、取締役の個人責任が追及されてい
ます。
　過労死防止法は、国民は、過労死等を
防止することの重要性を自覚し、これに
対する関心と理解を深めるよう努めなけ
ればならない（第４条第４項）と規定し
ています。

これからお話しすることをお聞きいただ
ければと思います。

３　過労死等防止対策推進法の
意義
目的
　過労死等防止対策推進法を見ていきま
しょう。
　目的は過労死等防止対策の推進（１条）
です。
　より具体的には、過労死等の不発生、
仕事と生活の調和、健康で充実して働き
続けることのできる社会の実現です。
　単に健康障害を発生させないというだ
けでなくてより積極的に仕事と生活の調
和や、健康で働いて持続可能な社会をつ
くるというのが法律の目的になっていま
す。

政府の義務
　法律の目的を達成するために政府にど
ういった義務が課されているかという
と、白書を国会に提出するとか、大綱を
定めるということになります（第６条）。
　過労死防止法は強制力がないので、事
業主は過労死防止策について、国などと
密接に連携して（第３条２項）、国や地
方公共団体が実施する過労死等防止対策
への協力（第４条第２項）することとさ
れています。
　こうした規定から、事業主には、政府
の作成した大綱や白書を知る責務がある
といえます。
　知っておく法的義務があるとまでは言
えませんが、予見可能性の一資料になり
ますし、安全配慮義務は法的義務ですか
ら、結局そこにリンクしてきます。知っ
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が、この裁判例は、パワハラ防止の体制
構築義務を認めているところが、特徴で
す。
　代表取締役にその義務を課して、それ
を履行していなかったということで、個
人責任が認められたという事案になって
います。

４　安全配慮義務をめぐる大綱
と裁判例
最高裁判決
　電通事件（最判平12.3.24－新卒２年目
の男性社員が徹夜を含む長時間労働によ
りうつ病を発病して自殺した事案）は皆
さんもご承知だと思います。
　判決は、労働者の心身の健康を損なう
ことがないよう注意する義務を怠ったと
し、使用者責任を法人である会社に認め
ました。
　この事件は最高裁が初めて過労死に対
して積極的な判断を示し、かつ企業に対
して１億円を超える責任を認めたという
ことで著名です。

具体的状況により定まる安全配慮義務
　安全配慮義務は具体的な状況によって
定まるものです。労働者の年齢、健康状
態等に応じて従事する作業時間および作
業内容の軽減等適切な措置を採るべき義
務を負っている、とする裁判例がありま
す（デザイン制作印刷会社事件･大阪地
判平22.9.29－40代男性のクリエイティブ
･ディレクターがうつ病を発病して自殺
した事案）。
　つまり、①労働者の職種、職務内容、
②労務提供場所、③年齢、経験、④健康
状態が考慮要素となりますが、特に裁判

　こう定められているのに、事業主は何
もしていないのは問題です。事業主には、
安全配慮義務の一内容として実態調査義
務（予見義務）があります。経営者は、
会社法上の具体的善管注意義務として、
健康障害防止体制構築義務および長時間
労働抑制措置義務を負います（前掲大庄
ほか事件）。
　遺族が、過労死防止の重要性を自覚し、
これに対する関心と理解を深める努力を
怠った経営者個人にも損害賠償責任が発
生すると考えるかもしれません。
　20代の飲食店店長が長時間労働と上司
の暴行･暴言により自殺した事案（サン･
チャレンジほか事件･東京地判平26.11.4）
では、結論として、5795万円の賠償命令
がなされました。
　上司のエリアマネージャーのパワーハ
ラスメントというのは、勤務時間終了後
の深夜に業務に従事させる、休日に呼び
出して数時間仕事をさせる、遅刻したら
罰金を命じる、叩く、ライターの火を近
づける、暴言を吐く、という違法性が明
らかなものでした。
　代表取締役はパワハラをしていませ
ん。しかし、裁判所は、｢業績向上を目
指す余り、社員の長時間労働や上司によ
るパワハラ等を防止するための適切な労
務管理ができる体制を何らとっていなか
った」として、代表取締役を非難してい
ます。結論として、代表取締役にはパワ
ハラを防止しなかったことに関する個人
責任が認められ、5000万円を超える損賠
請求が認められています。
　前掲大庄ほか事件では、長時間労働抑
制措置義務が認められていて、健康障害
の防止体制構築義務があると述べました
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の豊富な熟年労働者に比して社会適応能
力が低いが、そのことをもって労働者側
の脆弱性の要素と考えることも相当では
ない」としています。
　新人ゆえの脆弱性があることを前提
に、安全配慮義務の内容が決まります。
　仕事の要求度の高低も、ベテランか新
人かによって異なります。新人の職務レ
ベル、職場集団でどんなストレス要因が
あるか、それをどう低減するかを考えな
ければなりません。
　教育研修や業務指導でキャリアアップ
を促す必要があります。不慣れな業務、
多忙な業務に就かせることがキャリアア
ップにつながるのかどうか。それを考え
る必要があります。若者に元気で働いて
もらうというのは、人口減少下で企業の
持続的成長のためにも必要です。甘やか
す必要はありませんが、厳しい仕事を指
示したら、それなりのフォローが必要で
す。
　真岡労基署長事件･東京地判平18.11.27
は、20代男性の営業社員が商談の独り立
ち、取引先との人間関係、業務上のミス
の連発、売上目標の不達成、月100時間
超の残業と睡眠不足により、適応障害･
うつ病を発病して自殺した事案です。
　自ら一人で商談に臨む業務は、入社半
年の新入社員に与える心理的負荷は小さ
くないのが一般的です。入社後６か月に
して初めて担当の取引先を与えられた営
業担当者が業務上の心理的負荷を負うか
どうかがポイントです。ベテランだった
らこなせたと考えてはいけません。
　こうした点について大綱は以下のよう
に述べています。
｢若年労働者が職場に定着し、安定的に

例がいう年齢、健康状態といった個別事
情も含めて安全配慮義務の内容が決まり
ます。
　安全配慮義務は個々人でその範囲が違
います。同じ労働者であっても状況が変
われば変わります。
　その意味でも安全配慮義務は漠とした
ものです。したがって、何をすれば安全
配慮義務を履行したと言えるか、という
ことは難しいです。
　新人、若手の事例を見てきましょう。
　メンタルヘルス不調が起きるのは、業
務上のストレスと、その労働者の脆弱性
のバランスが悪くなったからです。新人
には新人ゆえの脆弱性があります。新人、
新卒ということは社会人としての経験が
浅いわけです。企業の業務にも慣れてな
いかもしれませんが、そもそも社会人と
して未熟なのです。業務上の負荷や人間
関係への対処方法が未熟でストレス対処
力が十分ではありません。社会経験の豊
富な熟年労働者が対処できることでも対
処できないことがあります。
　それは脆弱性なのかというと、そうで
はないというのが裁判例です。
　以下の２例は労災の行訴で労災認定が
肯定された事案です。
　堺労基署長事件･大阪地判平21.1.14は、
20代男性の販売社員が新規繁忙店での不
慣れな販売業務、長時間労働、パート等
の教育などが心理的負荷となってうつ病
により自殺した事案です。
　裁判所は ｢社会経験の乏しい若年の新
入社員であり、業務上の負荷や人間関係
への対処が未熟である等、適応能力、ス
トレス対処能力が十分でない」から、「社
会経験の未熟な若年労働者は、社会経験
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に業務に邁進するよう繰り返し求め、休
みを取ることや早く退勤することに否定
的な発言をしていた」という事情があり
ました。男性も発症前に１か月当たり
100時間を超える残業をしていたとして、
企業と経営者の損害賠償責任を肯定しま
した。
　大綱はこうした点について、以下のよ
うに述べています。
｢長時間労働が生じている職場において
は、人員の増員や業務量の見直し、マネ
ジメントの在り方及び企業文化や職場風
土等を見直していくことが必要であり、
これまでの働き方を改め、仕事と生活の
調和（ワーク･ライフ･バランス）のとれ
た働き方ができる職場環境づくりを進め
る必要がある」。
　長時間労働を防止するうえで課題を抽
出する際に、中長期的な課題と短期的な
課題を区別する必要があります。短期的
な課題は、現に長時間労働になっている
人に対して、それを早期に是正するとい
うものです。中長期的な課題は、企業文
化、職場風土を変えることです。これを
ドラスティックに変えると必ず反発がで
ます。ですから長いスパンで取り組みま
す。
　大綱はこうも述べています。
｢過労死等の防止のためには、最高責任
者･経営幹部が事業主として過労死等は
発生させないという決意を持って関与
し、先頭に立って、働き方改革、年次有
給休暇の取得促進、メンタルヘルス対策、
ハラスメントの予防･解決に向けた取組
等を推進するよう努める」。
　トップが意識改革をすれば、是正、改
善がしやすくなりますし、予算も人的資

キャリアを形成していくため、入社間も
ない若年労働者が長時間に及ぶ時間外労
働を強いられることがないように、時間
外労働の削減等仕事と生活の調和（ワー
ク･ライフ･バランス）のとれた働き方の
促進や、メンタルヘルス不調の発生防止
等職場におけるメンタルヘルス対策の充
実を図る等、若年労働者の職場環境を整
備していくための取組を推進する」。
　ベテラン社員にとっては対処可能な問
題であっても、社会人として経験の浅い
新卒･若手社員にとっては業務上のスト
レスを負うことを認識せずに、業務軽減
等の措置を怠れば安全配慮義務違反とな
ります。

５　長時間労働防止をめぐる大
綱と裁判例
経営トップからの意識改革
　労働安全衛生システムではまず、経営
トップが方針を立てることから始めま
す。方針を表明して、ＰＣＤＡサイクル
を回していきます。
　経営トップから意識改革をしなければ
なりません。これに関する裁判例があり
ます。
　印刷会社事件･大阪地判平24.2.8は、会
社経営者の秘書的業務と会社の庶務的業
務に従事していた60代男性が脳内出血を
発症した事案です。経営者個人も訴えら
れました。
　結論として、2519万円の賠償命令がな
されました。
　｢会社では、特に管理職以上につき恒
常的に長時間労働に従事することが当然
であるという雰囲気があった」こと、経
営者が ｢厳格な態度で、本社の管理職ら
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把握が必要です。
　2017年版過労死等防止対策白書で報告
されている研究結果をご紹介します（図
表１参照）。
　この表を見ると、「正確に把握されて
いる」のほうが「あまり正確に把握され
ていない」より数字がよくなっています
（週の残業時間とメンタルヘルス状況は
マイナス値が大きいほど良い数値）。正
確に把握するほうが、残業時間、メンタ
ルヘルスによい影響を与えることがわか
ります。
　大綱では以下のように述べています。
｢過労死等の防止のためには長時間労働
の削減や休息の確保が重要であるが、同
時にこれまでの調査研究において、労働
時間の適正な把握や職種ごとの特徴を踏
まえた対応が効果的であることが示さ
れ」ており、｢職場環境や勤務体制等を
含めてどのような発生要因等があるかを
明らかにしていく必要がある」。
｢（長時間労働を防止するためには）労働

源もつけやすくなります。
　長時間労働を放置し、それを許してい
た経営者は個人責任を問われるでしょ
う。

労働時間の把握
　長時間労働の改善を進めるには、労働
時間の把握が必要となります。予見義務
があるということからもそう言えます。
　自動車販売会社事件･福岡地判平
30.11.30は、30代男性の店長が達成不能
な営業目標の設定と長時間労働によりア
テローム血栓性脳梗塞を発症して高度障
害を負った事案です。
　予見義務である労働時間把握義務につ
いて、以下のように述べています。
　｢原告の健康状態及び労働時間その他
の勤務状況を的確に把握した上で、原告
に過度の負担が生じないよう原告の業務
の量又は内容を調整する措置を講ずるべ
き注意義務を負っていた」。
　予見義務を履行するために労働時間の
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　岡山県貨物運送事件･仙台高判平
26.6.27は、20代男性の新卒社員が適応障
害を発病して自殺した事案です。結論と
して、6941万円の賠償命令が出されまし
た。
　｢亡一郎の業務量や業務分配を見直し
たり、少なくとも亡一郎が担当していた
業務に優先順位を付け、不要不急の業務
については亡一郎にこれを行わせないこ
と」が必要なのに、それをやらなかった
ケースです。
　実施が容易とされたのは、以下の措置
です。
① ｢早朝出勤して亡一郎が行っていた清
掃業務について、これを全く行わせない
か又は頻度を減らして、より遅くに出勤
するよう指示すること」
② ｢残業を一定時間で切り上げさせて他
の者より積極的に早く帰宅させること」
③ ｢業務日誌の作成を中止させること」
　
　新卒ですから、一定期間、残業を抑制
するなどというのは現実的な措置として
必要となります。
　大綱は以下のように述べています。
｢各職場において、これまでの労働慣行
が長時間労働を前提としているのであれ
ば、企業文化等の見直しを含め、それを
変え、定時退社や年次有給休暇の取得促
進等、それぞれの実情に応じた積極的な
取組が行われるよう働きかけていくこと
が必要である」。
　各事業場の実情に応じた取り組みが必
要だということです。定時退社ができれ
ばいいのですが、現実はなかなかそうも
いきません。そこで、１日の残業を２時
間にするという制限もありうるでしょ

時間の把握が様々な対策の前提になるこ
とから、その把握を客観的に行うよう、
より一層啓発する必要がある」。
　改正労働安全衛生法66条の８の３が労
働時間状況把握義務を定めたこととも相
まって、労働時間適正把握ガイドライン
（平29.1.20基発0120第3号）に違反して長
時間労働を知らなかったといっても、免
責されません。
　働き方改革関連法というと、高度プロ
フェッショナル制度、時間外労働の上限
規制が注目されていますが、実務的には、
記録の保存が重要な改革といえます。労
働時間の状況の把握義務は安衛法で規定
されましたから、法的義務です。ただ、
違反しても罰則が課されません。
　しかし、記録を怠れば罰則が科されま
す。
　今回の働き方改革関連法は、規則まで
見ていくと、記録の保存がたくさん義務
づけられています。
　これは、労基署が臨検しやすいように
するということが理由なんだろうと思い
ます。こうした記録の保存がしっかりな
されていれば、働き方改革につながるで
しょう。
　また、仮に残業代の請求や、メンタル
ヘルス不調の損害賠償を請求されたとい
っても記録があれば、企業に責任はない、
ということの証明になります。しかし、
これをきっちりやらないとそれなりの制
裁があるということです。

長時間労働の是正
　次に、長時間労働の是正です。これは
結果回避義務になります。
　裁判例を見てみましょう。
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場を全件臨検するという方針です。この
数値目標は事業主を直接拘束するもので
はありませんが、臨検リスクが高まると
いうのは、この数値目標から見て取れま
す。
　過労死ラインは、月の残業が45時間を
超えると脳・心臓疾患の発症リスクが
徐々に高まり、80時間、100時間となる
と業務との関連性が強くなるというもの
です。
　45時間という基準は見逃されがちです
が、１か月45時間から１日２時間の残業
が数字として出てきます。
　白書には、平均的な１週間当たりの残
業時間が与える影響度という調査結果が
あります（図表２参照）。
　残業時間が５時間未満だと年間の年休
取得日数は－0.31と少し下がります。メ
ンタルヘルス状況は0.29ですから、少し
悪化します。右に行くごとに数値が悪化
しています。
　残業時間が増えれば、メンタルヘルス

う。
　そのために労働時間を把握し、残業の
手続きを整備した上で、長時間労働防止
の具体的な是正措置を現実に講じなけれ
ばなりません。
　大綱は、数値目標も示しています。
　前提として、月末１週間の就業時間が
60時間以上の雇用者が週間就業時間40時
間以上の雇用者に占める割合（総務省「労
働力調査」2017年）は、男性全体の15.0
％となっています。30～39歳では17.1％、
40～49歳では17.2％で全体より多くなっ
ています。
　大綱は、労働時間の数値目標（2020年
まで）として、｢週労働時間60時間以上
の雇用者の割合を５％以下とする」とい
うことを掲げています。４週80時間以上
の残業というのは、過労死ラインを突破
します。これはあくまでも国の数値目標
ですが、国が目標達成のために何をする
かというと、監督指導の強化です。労働
行政は月に80時間以上の残業のある事業
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　今回の月45時間、年365時間という上
限は、通常予見できる業務に対するもの
です。予見不可能な業務に対しては、年
720時間としています。予見可能なのに、
月45時間を超えて残業させるということ
になると、罰則が適用されることになり
ます。
　これからの三六協定はかなり精緻に考
えていかないと、刑事罰の対象になって
しまいます。
　次に、残業を行う場合の手続きが与え
る影響度を見ると、事前に本人が申請し、
所属長が承認する場合と、所属長が指示
した場合のみ残業を認めるという場合と
では、後者のほうが週の残業時間が減る
のですが、前者のほうがメンタルヘルス
状況はよくなります。企業の実情に応じ
て手続きも考えてください。
　
裁量労働制
　以下では裁量労働制についてみていき
ます。
　システムコンサルタント事件･東京高
判平11.7.28は、30代男性のシステムエン
ジニアが長時間労働により脳幹部出血を
発症して死亡した事案です。
　裁判所は、｢取引先から作業の完了が
急がされている本件プロジェクトのリー
ダーとして、太郎を業務に就かせている
以上、仮に太郎の業務がいわゆる裁量労
働であったことをもって、被告の安全配
慮義務違反がないとすることはできな
い」としています。
　プロジェクトのリーダーとして、取引
先から作業の完了が急がされている状況
の下で長時間労働をおこなうことは、仕
事の要求度が高いことがわかります。裁

状況が悪化し、それが加速します。そこ
で、先ほどから言っている残業を１日２
時間に抑えるというのが一応の目安にな
ります。
　次に、過労死等調査研究センターは海
外文献レビューをしていますが、ＨＰで
は、以下の知見が示されています。
①１日当たり３～４時間の残業をした労
働者は、残業をしなかった労働者よりも
冠性心疾患の罹患リスクが1.56倍高い
（Virtanen Mら、2010年）。
②週労働時間は35～40時間の対照群と比
べて、週労働時間が55時間以上の長時間
労働者群の冠動脈疾患と脳卒中の発症率
はそれぞれ1.13倍と1.33倍に増加した
（Kivimaki Mら、2015年）。
③週35～40時間働く女性（英国の自治体
職員）に比べて、週55時間を超える群は
2.7倍ほど、抑うつの症状が起こりやす
かった（Virtanen Mら、2011年）。

　②、③は週の労働時間が55時間です。
40時間を引くと残業が15時間です。週休
２日だとしたら、１日３時間の残業です。
１日３時間の残業をすると脳･心臓疾患、
抑うつの症状が起こりやすくなります。
たとえメンタルヘルス不調にならないと
しても、パフォーマンスは下がります。
これは目に見えないリスクです。
　働き方改革関連法は月に45時間、年
365時間の上限を設けました。現在の大
臣告示による延長限度基準には１週15時
間があります。残業が１日２時間、３時
間以上は健康リスクを起こしやすくなり
ます。三六協定で廃止される延長限度基
準をあえて設けることは１つのアイディ
アです。
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計31回あった30代のアルバイトが、深夜
労働、不規則な勤務形態、特に直前の長
時間労働により致死性不整脈を発症して
死亡した事案です。
　結論として、4866万円の賠償命令が認
められました。
　裁判所は以下のように述べています。
　｢翌日の作業開始までの時間が９時間
未満である場合には、帰宅するための移
動時間、次の出勤に要する移動時間や身
支度にかかる時間を考慮すると、自宅等
において５時間ないし６時間以上の睡眠
時間を確保することは困難であり」、｢労
務による疲労が回復しないまま次の作業
に従事することとならざるを得ない」。
　ここに出てくる睡眠時間数は過労死ラ
インと結びついています。過労死ライン
の80時間、100時間という数字は睡眠時
間からの逆算なのです。
　勤務間インターバルは、睡眠時間の確
保ができない点が問題で、５ないし６時
間の睡眠をきちんととることが重要で
す。時間外労働や深夜労働により勤務と
次の勤務との間に休息時間が付与されて
いるか、休日が確保されているかを安全
配慮義務として把握し、是正しなければ
なりません。
　勤務間インターバルについて、大綱は
以下のように述べています。
　｢勤務間インターバル制度は、働く者
が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るために重要である」、｢長時間
労働の削減や休息の確保につながる」。
　しかし、実態をみると、導入企業はご
くわずかです。
　特に深夜労働を伴う交替制勤務では、
労働者の疲労が回復するだけの十分な間

量があると言っても、要求度が高ければ
（納期が近ければ裁量も小さくなりま
す）、過労死は発生します。そこで、安
全配慮義務として、仕事の要求度を下げ
るにはどうしたらいいのかを考えなけれ
ばなりません。
　大綱は以下のように述べています。
　｢裁量労働制対象労働者や管理･監督者
についても、事業者に健康確保の責務が
あることから、事業者に対し、労働安全
衛生法令に基づき、医師による面接指導
等必要な措置を講じなければならないこ
と等について指導を行う」。
　裁量労働制や管理監督者だけでなく、
裁量的な労働の場合も、業務の遂行にお
いて期限が定められている等の制約があ
れば長時間労働を余儀なくされますの
で、労働時間を把握した上で健康管理を
しないと安全配慮義務違反となります。
　働き方改革関連法との関係では、新技
術、新商品等の研究開発業務が問題とな
ります。
　時間外労働の上限規制が適用除外にな
っていますが、研究職の長時間労働はよ
く見られます。労基法では適用除外かも
しれませんが、安衛法上では健康確保を
しなければなりません。裁量的な労働で
長時間労働をしてしまう職場文化、風土
があるのであれば、これは中長期的な課
題として検討していくことが必要です。
　
勤務間インターバル制度　　　
　勤務間インターバルについて、関連判
例から見ていきましょう。
　山元事件･大阪地判平28.11.25は、什器
の搬入出等の作業による９時間未満の勤
務間インターバルが発症前６か月間に合
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６　職場の支援･協力をめぐる
大綱と裁判例
　次に、職場の支援･協力をめぐる大綱
と裁判例についてお話します。
　ここでも新人を取り上げます。仕事の
要求度が高く、裁量度が低いという場合
には、ストレス要因になり、ストレス反
応を引き起こしますが、職場の支援はス
トレスの緩衝要因になります。増幅した
要因があっても、それを和らげる要因が
あれば、ストレス反応が生じないまたは
軽くて済みます。
　そういった意味で職場の支援は重要で
す。とくに支援が必要なのは新人です。

サポートの開始時期
　サポートの開始時期について、見てい
きます。
　地公災基金東京都支部長事件・東京高
判平29.2.23は、20代の新任教員が小学2
年のクラス担任の業務による心理的負荷
を受け、うつ病を発病して自殺した事案
につき、公務災害を認めました。
　｢児童の触法行為の疑い（注：万引き
疑惑）という事柄の性質上、極めて慎重
な配慮を必要とし、確たる根拠がなけれ
ば児童の保護者等から強烈な反発を受け
ることも容易に予想され、経験の乏しい
新任教諭に判断を任せるのは荷が重く、
その対応には上司らから手厚い指導が必
要であると考えられるところ、一子に対
してそうした指導が行われた形跡はな
い」。
　労災認定基準は、心理的負荷を生じさ
せる出来事が発生した後に職場の支援の
有無を考えるのですが、万引き疑惑は既

隔が確保されていることが安全配慮義務
の内容になると考えます。
　疲労には、急性、亜急性、慢性があり
ます。急性疲労は休憩時間で取ります。
しっかり休憩しないと午後のパフォーマ
ンスは必ず落ちます。
　１日働いた疲れ、亜急性疲労は睡眠で
解消されます。亜急性疲労がたまると慢
性疲労になります。亜急性疲労を回復す
るには、前日遅くまで働いた場合に、午
前の半休は有効です。しかし、睡眠覚醒
リズムは乱れます。
　定時退社が無理なら、せめて２時間の
残業に抑えよう、といったのはこうした
リズムを考慮したからです。睡眠覚醒リ
ズムを乱さないというのは健康にも必要
ですし、パフォーマンスを上げるにも必
要です。深夜まで働いたから、翌日午前
は休み、というのが単発ならいいのです
が、それが常態化すると、生活リズムが
乱れます。そうすると、メンタルヘルス
不調が起きやすくなります。
　労働者数30人以上の企業における導入
目標（2020年まで）が定められ、勤務間
インターバル制度を知らなかった企業割
合を20％未満とする、とされています。
　深夜業、交代制勤務がある企業は、監
督指導が強化される可能性があります。
　もう１つの目標は、勤務間インターバ
ル制度（終業時刻から次の始業時刻まで
の間に一定時間以上の休息時間を設ける
ことについて就業規則または労使協定等
で定めているものに限る）を導入してい
る企業割合を10％以上とする、というも
のです。
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本人の長時間労働が改善されず、メンタ
ルヘルス不調が生じた場合、それでも損
害賠償請求が認められた裁判例がありま
す。なぜ認められたかというと、上司が
抱え込んで対応を間違ってしまったから
です。人事担当者や産業保健スタッフに
つないでいくことが必要です。これを上
司ができるようになるかというと、それ
には教育が必要です。プレーイングマネ
ジャーで忙しいということになると、な
かなか部下の一人ひとりまで目が届きま
せん。上司の裁量を広くしてあげること
も必要です。

労働者との意思疎通･連携　
　ほかの労働者との意思疎通･連携も職
場の支援の前提として、必要になります。
　マツダ事件･神戸地姫路支判平23.2.28
は、20代男性のバイヤーがうつ病にかか
り自殺した事案です。
　裁判所は、上司が ｢コミュニケーショ
ンを常日頃から図るなどしていれば、こ
の段階で、Ｃに対し、業務の状況を確認
するなどして、同人の業務の軽減化に取
り組み、また、その際の受け答えの様子
等から、体調面を含め同人の置かれた状
況を把握することは十分に可能であっ
た」と判断しています。
　亡くなった男性は、自殺する１週間前
から不自然な行動をとっており、変化が
表れていました。その変化を見逃さない
ことが重要です。いつもは真面目なのに、
業務が杜撰になってきた、快活な人が挨
拶もしなくなってきた、という変化をど
う見極めて、サポートすることが大事で
す。コミュニケーションを常日頃からと
っていないと見極めができません。

に発生しています。この場合の出来事と
いうのは、児童の保護者から猛烈な反発
を受けることを指します。出来事が発生
･拡大する前からの職場の支援･協力が安
全配慮義務の内容となります。出来事の
発生前からサポートする必要があるので
す。学級運営は教員にとって日常業務か
もしれませんが、新任教員には荷が重い
ことです。日常業務であっても、新人の
場合はサポートが必要なのです。
　行政訴訟では、出来事発生前からの支
援がなかった場合、それはストレス要因
になるという判断が示されています。当
然、安全配慮義務の場面でも、そうした
判断がなされます。
　大綱は以下のように述べています。
｢過労死等を防止するためには、職場の
みでなく、職場以外においても、周囲の
『支え』が重要である」。
　業務上のストレスについては、やはり、
職場の支援が一番重要です。職場以外と
なると、事業場外の医療機関、相談窓口、
友人などがありますが、それにつないで
いくことも必要になります。心理的負荷
を生じさせる出来事に伴う問題、変化へ
の対処という場面に限らず、通常の日常
業務を遂行する場面において、上司や同
僚がストレスを抱えている労働者を支援
･協力する態勢を構築することが、安全
配慮義務の内容となります。そのために
従業員の変化を見極めることが重要で
す。
　また、サポートというのは上司が解決
することではありません。職場以外の医
療機関、相談機関につなぐことが職場、
上司の役割です。
　上司が部下の手伝いをして、それでも
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休暇を１年間で１日も取得しておらず、
年次有給休暇をほとんど取得していない
労働者については長時間労働者の比率が
高い実態にある」（JILPT ｢年次有給休
暇の取得に関する調査」2011年）との調
査結果もあります。
　１年間で１日も取得していないという
のは、仕事の量的負担が大きく、年休を
取れるような状況ではないのであれば、
仕事の要求度が高いということになりま
す。それを下げる必要があります。その
ために年休を取りやすくする環境づくり
が必要です。
　疲れたら休む。これは経験則として、
皆さんご承知のことと思います。疲れて
も休めない、というのはストレスになり
ます。疲れたら休める職場環境を作って
ください。
　年休取得についても、数値目標があり
ます。
①年次有給休暇の取得率を70％以上とす
る。
②年次有給休暇の取得日数が０日の者の
解消に向けた取組を推進する。
　こうした経緯があり、働き方改革関連
法で、年次有給休暇５日分について使用
者の１年以内の罰則付きで時季指定義務
が盛り込まれました。
　時間外労働があるかもしれないけど、
月45時間、360時間まではない、という
ことであれば、中小企業の割増賃金率が
上がるとってもそれは60時間超ですか
ら、特に問題ありません。高度プロフェ
ッショナル制度でも、適用の職種がなけ
れば、特に関係ありません。
　しかし、年休の改正はどの事業場にも
適用があります。

　先ほどの新任教員の場合、周囲からの
声かけはあったのですが、「大丈夫です」
と対応していたようです。しかし、当人
が「大丈夫です」と言っていたから支援
は必要ない、ということではありません。
「大丈夫です」と言っていたからといっ
て、支援を拒否したわけではない、と裁
判所は明確に述べています。特に若手に
は遠慮、強がりの場合があります。その
ため、丁寧に接しないと、変化を見極め
られない結果となります。自殺を予測す
るのは、上司にとって難しいことですが、
変化を見極めるというのは、上司にもで
きることだと思います。
　大綱は以下のように述べています。
　「上司、同僚も労働者の不調の兆候に
気付き、産業医等の産業保健スタッフ等
につなぐことができるようにしていくこ
となど、相談に行くことに対する共通理
解を形成していくことが必要である」。

　相談に行くことに対する共通理解を職
場で浸透させて、上司と部下とのコミュ
ニケーションを取ることが重要です。当
然に発見できる部下の変化を見逃して、
うつ病による自殺が発生したのであれ
ば、安全配慮義務違反は免れません。

７　過労死等防止対策を実行す
るには
年次有給休暇
　過労死等防止対策を実行するには、先
述の通り、トップの方針表明から始まり
ます。
　年休について、大綱は、取得率が５割
以下と指摘しています。
　｢いわゆる正社員の約16％が年次有給
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体制整備等を促進する」。
｢産業医等の産業保健スタッフ等の役割
分担を明確にしつつ、衛生管理者等との
連携を図りながら産業保健のチームとし
て対応する」。
｢過重な長時間労働やメンタルヘルス不
調等により過労死等のリスクが高い状況
にある労働者を見逃さないようにする」。
　相談体制の１つとして、相談窓口の設
置がありますが、それについて大綱は以
下のように述べています。
｢相談窓口は、単に設置するだけではな
く、労働者のプライバシーに配慮しつつ、
必要な場合に労働者が躊躇なく相談に行
くことができるよう環境を整備していく
ことが必要である」。
　特にハラスメントについては、相談体
制構築義務が安全配慮義務の内容となり
ます。相談に来てもらうためには、プラ
イバシーに配慮する、と大綱でも書かれ
ていますが、相談をしたからといって、
不利益な取り扱いを受けないと周知する
ことも重要です。これは相談体制を実質
化するための担保となります。こうした
周知をしないと、形式だけ窓口を作って
も相談に来ないでしょう。
　産業医や衛生管理者は職場巡視をしま
すが、上司も職場を見渡して部下１人ひ
とりとコミュニケーションをとり、積極
的な声かけをすることで従前からの変化
を発見する。そして、発見したら、相談
窓口につなぐことが重要です。

ストレスチェックの集団分析
　ストレスチェックの集団分析について
も数値目標があります。
　｢ストレスチェック結果を集団分析し、

　しかも年休管理簿の作成も義務づけら
れます。管理簿の作成を怠れば罰則が科
されます。
　年休は計画的に取得して、疲労回復し
てもらってください。
　
相談しやすい環境づくり
　相談しやすい環境づくりということ
で、実態調査義務について見てみましょ
う。
　東芝事件･最判平26.3.24は、40代女性
のプロジェクトリーダーが長時間労働や
業務負荷によりうつ病を発病して休職し
た事案です。結論として、損害賠償金･
賃金約6400万円（遅延損害金含む）の支
払命令がなされました。
　裁判所は ｢使用者は、必ずしも労働者
からの申告がなくても、その健康に関わ
る労働環境等に十分な注意を払うべき安
全配慮義務を負っている」と述べていま
す。これは最高裁として、初めて言った
ことです。
　特にメンタルヘルスについて、以下の
ように述べています。
　｢（使用者）に申告しなかった自らの精
神的健康（いわゆるメンタルヘルス）に
関する情報」については、｢労働者本人
からの積極的な申告が期待し難いことを
前提とした上で、必要に応じてその業務
を軽減するなど労働者の心身の健康への
配慮に努める必要がある」。
　そのために、相談活動が重要です。
　この点について大綱は以下のように述
べています。
｢医師による面接指導や産業医等の産業
保健スタッフ等による健康相談等が確実
に実施されるよう、事業場における相談
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　これで私の話を終わらせていただきま
す。御清聴どうもありがとうございまし
た。
（本稿は平成31年１月31日（木）に開催
しました第2793回労働法学研究会例会の
講演録を加筆・整理したものです。文責・
編集室）

その結果を活用した事業場の割合を60％
以上とする（2022年まで）」。
　ストレスチェックでは、個人検査と面
接指導の事後措置が法的義務で、集団分
析は努力義務になっています。
　ストレスチェックを実施したら集団分
析をもっと活用したほうがいいです。
　しかも集団分析の結果は、予見可能性
の一資料になります。実態調査義務を履
行する意味でも、集団分析結果を活用し
ていく必要があります。

企業から労働組合への働きかけ
　集団分析結果を活用するには、労使の
協力が必要です。
　安衛法は労使の協力が前提になってい
ます。労働組合から企業に働きかけても
いいのです。大綱は以下のように述べて
います。
｢過労死等の防止のための対策は、職場
においては第一義的に事業主が取り組む
ものであるが、労働組合も、職場の実態
を最も把握しやすい立場にあることから
主体的に取り組む必要があ（り）」、｢事
業主への働きかけや労使が協力した取組
を行うよう努めるほか、組合員に対する
周知･啓発や良好な職場の雰囲気作り等
に取り組むよう努める」
　過労死等の防止のための対策は、職場
においては第一義的に事業主が取り組む
ものである、というのは、事業主が安全
配慮義務を負っているからです。
　大綱は閣議決定されていて、行政レベ
ルでは最高レベルの文書です。そこを捉
えて、大綱をいかに活用すべきかを考え
てほしいです。これは経営者を説得する
際の材料にもなるでしょう。
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25545272 検索
文献番号検索

開発：株式会社 TKC ／販売：株式会社労働開発研究会

月々で計算
するとたった
2,000 円！

ご購読者様はぜひ EX+ をご利用ください（無料で利用可）。
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