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2010 年 9 月 23 日 

労働現場と精神障害者公開学習会講演録 
 
   
講師 神奈川労災職業病センター 川本浩之さん 
 
はじめに 
今紹介いただきました川本と申します。どうもはじめまして。「労働現場と精神障害者」

ということで、依頼されまして、どういう話をしようかなといろいろ考えてみました、資

料を作りながら。チラシにあるとおりどういうふうに精神疾患を発病した、あるいは職場

で働いていたけれどもぐあいが悪くなってクビになったりとか、休まざるを得なかったり

して、そういうときに何か役に立つ話になればいいと思います。 
自己紹介というか、団体紹介をさせてもらいます。神奈川労災職業病センターという民

間の、名前は何か役所っぽいですけれど、別に行政機関でも何でもありません。労災職業

病になって、普通であれば会社で手続きがされて安心して治療ができる、あるいは休んで

も一定の保障を受けられるという仕組みがあるわけなんですが、なかなかそういうふうに

スムーズにいかない場合がしばしばあります。そういうときに相談にのれるところが必要

ではないかということで、30 年以上前、1978 年ですから、そのころに神奈川で立ち上げま

した。中心になった方々は造船所の人とか、あと港湾、港で重い荷物を運んでいた方とか、

そういうことを通じてお医者さんとか弁護士さんとかいろいろ取り組みをされていた人た

ちです。駆け込み寺、だれでも相談できるような、支援できるようなところをつくろうと

いうことでできたセンターです。 
30 年前は、精神疾患で労災云々という話はなくて、その後もなくて、そのころは今言っ

た造船だとか港、あと石油関係で鉛中毒とか化学有機溶剤とかそういうお話とか、頸肩腕

障害とか、そういったものが主だったんです。80 年代にはアスベストにも取り組みはじめ

ました。石綿、これも今かなり大きく問題になりました。自慢するあれはないんですけど、

当時からアスベストは問題だということで、造船所でいっぱい使っていましたので、退職

者の方々の健康診断をやったりとか、そういうようなことをいろいろやっていました。 
90 年代くらいになると、きょう来ている方は皆さん私と同じかもうちょっと上の方なの

でご存じだと思いますけれど、当時出稼ぎの外国人労働者がたくさん日本にいた。今は南

米の人が中心ですけれど、当時はイランとかフィリピンとかパキスタン、バングラディシ

ュ、韓国から出稼ぎの人がいっぱい来て、そこでいろいろな労働災害、やはりけがをしま

した。けがをしたら普通はすぐ労災になるんですけど、日雇いだったりして全然補償もな

し。けがしたまま帰国せざるを得ないようなことがあったので、そういった相談も横浜の
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ほうで結構多かったです。多かったというか、自分らが寿町とかそういうところに行った

りしていたわけですけれど、そういうところで相談を受けたんです。 
ちょうど 2000 年前後くらいから精神疾患で過労、その前からいわゆる過労死、脳出血だ

とか心筋梗塞、心臓病とかいうものの相談もぽつぽつ来ていたんですけど、心の病気にな

る、精神疾患になってというのはやはりこの 10 年くらいの話です。いろいろな人が言って

いますけれど、自殺者が 3 万人を超えて云々という、98 年以降です。ちょうどそのころ有

名な電通で過労自殺判決が出ました。多分私と同い年くらいだと思うんですけれど、バブ

ルがはじける前くらいだと思いますけど、すごい働き方をしておった人が自殺して、その

ことで裁判所がこれはもう会社の責任だ、自殺は労災だと認める画期的な判決が出ます。 
それ以降そういう精神疾患でも労災になるのかということが初めて世間的にも知られる

ようになった。当時の労働省も慌ててふためいて、裁判所が先にそういうものを認め出し

たので、行政のほうが後追いだったんです。精神疾患でも仕事が原因としか考えられない

ということで相談が増えました。弁護士さんのところにご遺族が相談に行かれているんで

すが、うちのセンターには、割と療養中の方が自分がクビになりそうだから何とかならな

いか、後でやりますけれど、労災になったらクビにならないとかいうことを聞いたんだけ

れどとか、そういうことで結構治療中の方とかがたくさん相談に来られるようになったの

が 10 年くらい前の話です。 
それからの話ですので、先ほどちょっと出たんですが、障害者権利条約に限らず、何十

年も前から精神障害をめぐるいろいろな取り組みをされているような方は常識かもしれま

せんが、実際問題私がそういうものに関わり出したのはほんのこの 10 年足らず、せいぜい

10 年程度のことですので、なかなか不勉強な点も多くて、毎日毎日勉強させてもらってき

たというのが実際のところなんです。ただ、とりあえずちょっと言いました労災のことだ

とか職場におけるいろいろな法律の問題については一定程度経験を積ませてもらったので、

そういう話でお役に立てることも若干はあるかなと思ってお引き受けしたような次第です。 
そういうことなので、私は医者でも弁護士でもありませんし、そういう相談を受けて会

社と交渉してみたり、労働組合の人と一緒にというか、自分も組合の役員をやったりしな

がら交渉したり、あるいは一緒に何かやったり、監督署と話したり、お医者さんのところ

へ行ってちょっと話をさせてもらったり、患者さんと一緒に行って少し会社のほうと話し

たり、そういうふうなことをいろいろやっています。 
その上で、本当は事例を話しながらいろいろな制度のことを説明すれば一番わかりやす

くていいかなと思ったんですが、一定前提になることを知らないまま事例の話をすると話

がわけがわからなくなってしまうし、そこまで上手に話せないので、ちょっと申しわけな

いですけれど前半戦は、最初のほうは若干抽象的な話というか、制度的な話を先にさせて

もらいます。その後、事例の話をさせてもらったほうがわかりやすいかなと思いまして、

そういうふうなことでレジュメに沿って話をさせてもらいます。 
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早期発見早期治療は可能か？ 
イ 誰が何を「見つける」のか？ 
ロ 何を「治す」のか 
ハ 「継続」は悪いことなのか 
 
資料 1 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j44b.html 
厚生労働省  
第 5 回 職場におけるメンタルヘルス対策検討会（2010 年 7 月 8 日）議事録より 
椎名倫代さん 
（新日鉄ソリューションズ株式会社人事部健康・厚生グループシニア・マネージャー  

保健師） 
○椎葉委員 私は尾崎先生から大変勇気をいただきました保健師の一人でございます。よ

ろしくお願いします。私どもの会社は 2001 年から出来たのです。そ れから 10 年間メンタ

ルヘルス対策には取り組んできまして、それを通じて思うことがあったので今日お時間を

いただきました。 
 今日お手元に資料をお配りしていないので、口下手ですが、お聞きいただければと思い

ます。私どもの会社のメンタルヘルス対策ですが、いま現在出ている指 針、ガイドライン、

手引等と、ほぼ同じぐらいの内容で、一次予防から三次予防まで取り組んでいます。メン

タルヘルス対策の重要性は大企業に入る規模の会社 ですが、余裕は通常零細企業に比べて

はございますが、それでも昨今とても厳しくて、1 人倒れると周囲がカバーしなければいけ

ない度合いが非常に高くなって いますので、弊社としては「倒れない、倒せない会社にし

よう」ということで取り組んでいます。 
 一次予防、二次予防、三次予防も含めてなのですが、弊社の特徴としては健診後の事後

の面断を検査結果の有所見が有る無し関わらず全員会っていまして、そ の中で某メンタル

チェックツールを使いまして、それを基に 1 人当たり 30 分時間を設けまして、公私にわた

る状況を確認するような形で面談をやっているのが 特徴かと思います。 
 そのメンタルチェックを使っていますが、それに関しては、それで引っかかったとして

も、ほとんどの方はたまたま業務が忙しかった、たまたまご家庭でいろ いろなことがあっ

たというのが大半で、人間関係とかちょっとしたことであり、結果として医療機関につな

げるような例というのはほとんどないと言ってもいい くらいの割合です。 
 ほかにも一次予防としては社内研修も行っていますし、管理職には安全配慮義務を中心

とした活動もやっています。ただ、一方的に健康管理主体でやっても、 なかなか現場は動

いてくれないので、人事、労務、現場の関係者で意識統一をして取り組んでいくことが必

要だということで、採用から配属、業務配置、負荷、 ライン、評価、育成、それを全部ト

ータルで現在取り組んでいます。復職に関しても復職制度をきちんと設けて、これまで取
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り組んできました。 
 職場風土に関しても健康管理の切口ではなくて、人事の切口から 3 年に 1 回、全社的に

調査を行って、必要に応じた介入を行っています。それは手前味噌なの ですが、それなり

に充実した体制で取り組んできたと思うのですが、それでも現場によっては新規発生がゼ

ロでいっているところと、そうではないところがやはり差が出てくる。それはなぜかとい

うと、やはり現場がきちんと取り組む風土が出来ていない。弊社の場合は精神科医も雇っ

ていますし、保健師の数もほかの会 社よりも多くて、一次予防から取り組んでいます。専

門職がいくら専門職なりに頑張っても、現場がそういうことに面と向かって取り組む姿勢

がないと、いくら やってもうまくいきません。モグラ叩きに終わってしまうというのが実

感でございます。  
 今回、労働安全衛生法の法定項目の中に、ストレス疾患のスクリーニングという議題が

ございましたが、中途半端な職場の体制でそういうことに取り組むと、逆にかえって差別

というのですか偏見というのを助長するのではなかろうかというのを、非常に私どもは危

惧しています。 
 うつ病の医学的な概念、それが明確化されてからこういうことは行うべきであろうとい

うふうなことを私どもは考えており、ストレス疾患においては医療でやるべきなのか、会

社が会社なりのやり方でやるべきなのかというのは十分に議論をいただきたいと思ってい

ます。以上です。 
 
のっけから抽象的な話になってしまうんですけれども、そもそもさっき言いました腰痛

だとか普通のケガであればなおさらなんですけれども、よく病気になると早く見つけて早

く治療したほうがいいよとお医者さんも必ず言われます。一般的、世間でもそういうふう

に言われます。私もそういうことを労災に限らず、労働者の健康問題とかを言っていると、

血圧が高かったらやはりまずいから、きちんと計って薬を飲んだほうがいいですよとか、

糖尿病とかは自覚症状がなくて大変なことになるからきちんとお医者さんにかからないと、

とか言うわけです。ただ、正直言いまして精神疾患についていうと、ちょっと違う意見の

方も多いかもしれないですが、そういうことは本当にできるのかなというのが率直な思い

としてまずあります。 
要は早期発見・早期治療というのが何か大原則みたいに言われるんですが、果たして精

神疾患の場合それは本当なのかなと最近つくづく感じています。 
例えば資料 1 というのがちょっと長々と文章になってしまって、お持ちしたのがあるん

ですけれども、これは前置きが長いんですけれど、「厚生労働省第 5 回職場におけるメンタ

ル対策検討会議事録より」というもの。この 4 月に新聞に載ったからご存じの方はご存じ

だと思うんですけれど、会社の健康診断にうつ病の検診をやるんだ、それで自殺予防対策

をするんだと長妻氏が言い出して、もっと言うと、ライフリンクの清水さんらしいですけ

ど、そういうことを絶対やるんだと、職場の検診でうつ病テストをやれば自殺者は減るに
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違いないという、僕らに言わせればすごい思い込みがあって、そのことでこういう検討会

が開かれました。名前は「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」ですけれど、具体的

な中身としては職場で健康診断をどういう形で導入するかしないか、するにあたってはど

ういう問題が出てくるかという、そういう議論を、これは 5 回目ですけれど、7 回くらいこ

の夏まで、7 月までやっていました。一応全部議事録がホームページに載っていまして、最

近みんなそういうふうに載っているから便利は便利なんですけれども、この検討会の中で

いろいろな議論がされて、私も 2 回ほど傍聴させてもらいました。全部公開されて、昔は

こういうものは大体厚生労働省が自分の都合のいい学者さん、人を集めて、何か官僚役所

がつくった文章に沿ったような形で報告書をまとめてはいみたいなことが多かったような

んですが、最近はさすがにちょっとそういうやり方ではうまくないというふうになってき

ています。この検討会でもメンバー的には、かなりいろいろな人を呼んで、かつ最初から、

第 1 回目からほとんどの委員の方は職場の健康診断でうつ病を防ぐようなことができるわ

けないし、やるのは有害無益だ、といった意見の方が何人もおられるという非常におもし

ろい内容でした。 
その中で象徴的な、椎葉さんという新日鉄ソリューションズの保健師さんだそうなんで

すが、その人の発言がそのままです、このまま載っていますので大体このとおりしゃべっ

ていました。何を言っているかというと、新日鉄ではいろいろなことをやっていました。

メンタルヘルス対策、1 次、2 次、3 次、この説明は省きますけれど、とにかく厚生労働省

がやったほうがいいですよということはきっちりやっていました。零細企業よりは余裕が

ありますが、そうはいっても今は人が少ないのでなかなか大変な状況にあるので、とにか

くみんな倒れないように予防対策を一生懸命やっているんですというようなことを言って

いました。一番興味深かったのはこの 3 段落目のところです。定期検診をしてから所見が

あろうがなかろうが全員、30 分間メンタルチェックツールというチェックリストがあるん

ですけれど、具合が悪くないかどうか調べるんです。そういうものを使って 30 分間きちん

と、面談までしているんですと。引っかかる人ももちろんいます。ただ、引っかかっても

たまたま悩み事があったんだみたいな話で、医療機関につなげるようなケースはほとんど

ないと言っているんです。ではみんな元気かというと、ここには書いていませんけれど、

この後彼女は何を言ったかというと、実は悪くなった人もいるんだと。その人とこの面談

のときに引っかかった人は全然合わないんです、合うことはまずありませんと。要するに

チェックして具合が悪いからこの人の職場をきちんと見なければと思った人と、実際にう

つ病とかで休む人は大きい会社ですから当然何人かおられるわけです、その人とが一致し

ないんですと。だからいろいろ対策をしているんだけど、面談をしたところで必ずしもそ

れが一致しないんだから、椎葉さんは何を言いたいかというと、要するに厚生労働省が検

診したいと言うけれども、うちは検診のときにきちんと一人一人全員面接、面談までして

います。ところがそれと実際に具合が悪くなる人は合わないんだと。 
そういうことではなくて、いろいろ書いていますけれど、ふだんの日常的な予防対策が
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必要なんだと。それと、保健師とか専門家グループ、精神科医もいます、保健師もいっぱ

いいます。専門家グループが一生懸命やっても現場が、現場というのは要するに職場自体

でなるべくストレスがないようにしようとか、何か起きればそういうことをきちんと対策

を打っていこうという取り組みをしていかなければ、幾らやってもうまくいきませんと。

だからもぐらたたきに終わってしまうというようなことも言われています。今回ストレス

疾患スクリーニングという、検診でチェックしようなんていう話が出ているけれども、彼

女の結論としては、中途半端な職場の体制でそういうことをやっても差別なり偏見を助長

するのではないか、何とかさんが具合が悪いらしいよみたいな話をはやらせる方向に向か

うのではないか、それはやはりうまくないのではないかということをこの検討会の中で一

定時間をとって話させてくださいということで、彼女が話をしたんです。 
似たような意見、ここまで具体的な言い方をされる方はそんなに多くなかったですけれ

ど、結構委員の方はこういうふうな言い方に近い、あるいは産業衛生学会という学会があ

るんですけど、そこの理事会の意見として検診に入れるのは反対ですというようなことを

わざわざ決議を上げられたりした。 
だからいろいろな意見があるし、早期発見・早期治療でよくなればもちろんいいんだけ

ども、そもそもそれは無理なんだと、仮にそれを見つけたところでその後の体制がきちん

となければ、やはりその人にとって職場で排除したり、あるいは職場そのものをきちんと

よくしていくみたいな方向にはならないのではないかというようなものがかなり多数意見

としてあるように思っています。 
私も相談を受けながら、例えばもうちょっと早く来たら何とかなったのにみたいな話も

実際多くて、早期発見・早期治療を全否定はしません。しませんけれど、何か平場で、と

にかく早く見つけて早く治療したほうがいいよと言うことは必ずしも正しくないのではな

いかなと思っています。 
やはりレジュメに若干書きましたけれど、だれが見つけるかということが大切なのです。

自分で自覚して治療して早くよくなる、これはいいことですけれども、自分は別に何とも

ないと思っているし、一生懸命仕事をしているつもりだし、もっと頑張らなくてはと思っ

ているときに、他人さんが「あんたぐあい悪いんじゃないの」なんていうことを言っても

まず治療にはつながりません。ですからどういうふうにしていくかはかなり議論してから

でないといけないのかなと思います。 
何を治すかということでいえば、当然ご本人が、具合が悪ければ自分で治療してよくな

るにこしたことはないんですけど、本人でなくて職場が悪いという場合がうちなどは多い

ものですから、本人を治すのでなくて会社を治さないと話にならないのではないかという

話も多いわけです。 
そういう場合、一概に早期発見・早期治療というと、何か本人が努力していないから治

らないみたいな、あるいは家族がよくないのではないかとか、そういうことではなくて、

明らかに仕事とか職場に問題があればそこを治すしかないし、それが不可能だったらそう
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いうところはさっさとやめるというのも、生活の問題はともかくとして 1 つの選択として

あるので、だれが見つけるかとか何を治さなければいけないかというのを抜きに、安易に

個人の早期発見・早期治療というのはうまくないのではないかなというのが私の考え方で

す。 
さらに言えば、ちょっとくらい長引いてもいいではないかというのが正直あります。早

く治さなければいけないというのは、それは 2 カ月で治るものを 1 年薬を飲めとはもちろ

ん思いません。でも、例えば、厚生労働省などは労災の判断指針という中身だけですけれ

ど、うつ病などは 1 年で治るよなんてさらっと書いてあるんです。では 1 年で治らなかっ

たらそれはうつ病ではないのか、本人が悪いのかという話になりかねないので、具合が悪

ければ悪いでゆっくり治るのであれば別にそんなに慌てることはないのではないかなと。

そういうことも含めてまず一人一人の方の状況に応じてやれることをやっていくしかない

のかなと。 
あまり原則的に早く見つければいいだとか、早く治ればいいとか、こうすればうまくい

く、そういう話がほかの労災職業病とか労働者の健康問題に比べても多くありません。ゆ

っくり一つ一つコツコツやっていくしかないのかなと実際思っています。 
 
 

法的知識とその限界 
イ 休職期間（就業規則） 
ロ 傷病手当金（健康保険） 
ハ 解雇制限（労働基準法 19 条） 
 

資料 2 
労働基準法 
第十九条 （解雇制限）  
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその

後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三

十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償

を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた

場合においては、この限りでない。 
  
第六十五条は産前休業、産後就業「禁止」規定 
 
第八十一条 （打切補償） 
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は

疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、
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その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 
 
七十五条は療養保障 
 
 
一応こうして法律的なことをいろいろあらかじめ知っておくと知っておかないとでは全

然違うことも多いのです。役に立つ話ももちろんしますけれど、その限界も含めて話を続

けたいと思います。 
資料はないんですけれど、ないのは理由がありまして、実は一番大事なのがこのチラシ

にもあるとおり、働いていて病気になった場合どうするかというときに、職を失う、どう

しようかというときによく相談でも来るんですけれど、法的にはどうなっていますかとい

う話をよく聞かれます。ところが順番的には後でやりますけれど、法的にはほとんどそう

いう役に立つものは残念ながらなかなかないんです。 
ないんですけれど、まず必ず調べてくださいよ、知っていますかと言ってやってもらう

のはいつまで休めるかという話です。休職期間がどのくらいあるか。それは就業規則、会

社の規則に決まっているので、それを確認してもらうのが一番です。もちろん 10 人以下だ

と就業規則がないとか、あってもどこかにしまわれていて、総務に聞いてもよくわからな

いとか、そういう会社もありますが、一応あるところはあるので、まず就業規則で半年な

のか、1 年なのか、1 年半なのか、2 年なのか、長いところだと 3 年とかありますけれど、

会社によって違いますので、あと在籍期間によって変えている会社も結構あります。1 年以

内だと 3 カ月とか、5 年だと 1 年とか、その人がどれだけ働いているかによっても細かく分

けていたりする会社もあるので、あと細かいことを言うと、休職に入る前に欠勤が何カ月

かあってとか、そういう複雑な会社もあるので、正確に一応いつまで在籍できるのかとい

うことは会社によって、人によっても全然違うので、まずそれを確認してください。仕事

を失わない云々でいえば一番だと思います。 
これがいろいろまちまちなのです。会社で決まっている場合もありますし、ない場合も

あります。場合によっては交渉次第で、半年だけれど半年といってもすぐだから、会社の

ほうにいきなり休職期間満了でクビではなくて、もうちょっとしたら治るから様子を見て

くださいと話をしてみたら、2～3 カ月だったらいいよとかいう会社も時にはあります。ま

ず休職期間を調べた上で、その間近になってから話してもさすがに間に合わないので、休

職期間がきれるちょっと前くらいに、それなりに前の時期に必要であれば会社とも話をし

て、いつまで在籍できるのかという話をしていくのがまず一番最初にやっていることです。 
そうはいっても、在籍していても給料が出ないことが多いのです。何か保険料だけとら

れるみたいなことになりかねないのです。そこで、いわゆる傷病手当金、健康保険に入っ

ていれば今は 3 分の 2 ですか、給料の、大体平均賃金の 7 割弱くらいの傷病手当金が健康

保険に入っていれば出ると。 
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往々にして派遣なんかのときによく問題になりましたけれど、厚生年金、健康保険に入

っていないと傷病手当金が出ません。これが入っていなかったりすると国保でやってねみ

たいにして、医療費は国保でやって、国民健康保険には傷病手当金がないので出ないとか、

うちの会社ではそういうのはないとか言われて、よく調べてみたら本当は入らなければい

けないんだけれど入っていないなんていう会社がよくあります。これはほかの病気でもそ

うです、別に精神疾患に限らずちょっと大きな病気とかけがをしてしまったときに出ると

出ないとでは全然違いますので、これがきちんとあるかなというのはあらかじめ知ってお

いて損は全くないです。 
法律がいろいろ変遷して、以前は 5 人以上の場合などいろいろ規定もあったんですが、

わかりやすく言えば、法人であれば株式会社だろうが有限会社だろうが大体が法人格をと

っていますので、個人商店でなければ強制的に社会保険に入らなければいかん。 
ところが社会保険事務所もいい加減だったので、保険料が払えないようなところは休業

しているように、会社自体がつぶれているかのように装って年金料とか保険料を払わない

でいいようにしていたとか、そういうところも結構ありました。今はだいぶ少なくなりま

したけれど、基本的に法人であれば健康保険に入らなければいけないので、手取りが減る

という問題がありますけれど、そういうものにはやはり入っておいたほうがいいかなと。

傷病手当金は万一何かあったときの非常に大事なものです。何かあったときに。傷病手当

金に限らず、障害年金なんかも入っていないと絶対出ないということはないみたいですけ

れど、なかなかスムーズにいかないのです。やはり大きな障害はあり得ない話ではないの

で、健康保険、年金は入っておいたほうがいいのかなという気がしました。 
株式会社、有限会社のくせにあまりにも入っていない会社が多かったので、実は 20 年く

らい前に、神奈川だけですけれど、神奈川県内の全社会保険事務所に言いつけて、おまえ

のところは偽装だ休職だ何だやって、まともに健康保険に入れないものだから大変な思い

をしている労働者がいるじゃないかと言って交渉したことがあるんです。 
当時は年金記録のことはさすがに思いつきませんでしたけれど、とにかくきちんと入ら

なければいけないものを入っていないではないか、おかしいではないかという話をしたら、

当時はけんもほろろでした。そういう会社もあるみたいなので社労士団体に頼んで入るよ

うに勧奨してもらっていますとかいって、入るようにといっても公的義務なのに何でそん

なことを民間の社労士さんを使ってやっている場合じゃないだろうとかいろいろ言ったん

ですけれど、全然ピンと来なくて、今はだいぶあれで問題になったのでそういうことは少

なくなっているようですけれど、法人であれば必ず入らなければなりません。 
ただ、確かに結構な保険料なので、いわゆる手取りが減ってしまうということで、労働

者自身が入りたくないとか、年金なんか幾らもらえるかわからないから入らないという方

ももちろんおられます。そこら辺でなかなかうまくいかなかった場合もあるんですけれど、

なるべく法律で決まっているからというのではなくて、万一のために入っておいたほうが

いいよねという話をだいぶ言ってきたような経過があります。 
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最初ちょこっと言いました労災になればクビにならないですよという話をさせて頂きま

す。資料は、労働基準法第 19 条解雇制限です。さっき言った休職期間とか傷病手当金の話

とかいろいろ細かいことを知っているんですけれど、この解雇制限の話はバシッとある割

には会社のほうは知らなかったりすることも時々あるので資料に入れておきました。 
非常に大事な法律だと思っています。セットになっているのは、妊娠中クビを切ったら

いかんというのと、産前産後のことです。労働基準法ができたときに、これは本当によく

できている法律だなといつも思っています。業務上で負傷して、あるいは病気で休んでい

るとき、あとその後 30 日間と産前産後の女子が云々という、子供さんが産まれるときにク

ビを切ったらいかんよという法律です。「但し云々」というのは滅多にないのでいいんです

けれど、とにかく労災で休んでいる間は、あるいはその後 30 日はできない。 
解雇しようと思ったらできますけれど、したけれど結局労災の人が治ってきて解雇はお

かしいではないかと言ったらまず間違いなく解雇無効となります。これは唯一使えると言

ったら言い過ぎかもしれませんけれど、精神疾患で、もしそれが、仕事が原因であるとい

うことが認められればクビにならない。 
いつまでもですか、ずっとですか、とよく言われるんですけれど、ずっとなんです。こ

こに書いてあるとおり休業している間はずっとです。これだけちょっと誤解があることが

あるんですけれど、仕事ができる状態だとうまくないんです。精神疾患に限らず治療しな

がら当然働く人はいますから、その場合は実は解雇制限に引っかからないんですけれど、

だから休まざるを得ない間は、あるいはその後 30 日はとりあえずクビにはできないよとい

う規定です。ただ、但し書きはどうでもいいと言いましたけれど、よく読んだら打ち切り

補償とかいうものを払ったらクビにできるみたいですよというのが但し書きであるんです。

よく読むと打ち切り補償というのは、ちょっと小さい字で書いていますけれど、3 年経過し

て、かつ平均賃金の 1200 日分。仮に 5000 円だとしても 600 万円。600 万円払ってクビに

する根性のある会社はあまりありません。あるいはもうちょっと賃金がよければ 1000 万と

かそんなものですから、これでクビになった人は僕は聞いたことがありません。そんな会

社はないと思うんです。お金を払える会社は。わざわざ労災が出ているのに、さらに自分

のところで 500 万、600 万積むような会社はあまりないですから、まずこれはそんなに気

にしなくてもいいので、もし労災にもしなれば、仕事が原因だということが認められれば

絶対クビにはならないと考えて大丈夫だと思います。 
これが唯一使える法律かなと私は思っています。ということは、労災にならなければ権

利を主張できないかというと、もちろんそういうことはありませんし、あと労災は、結構

認められ始めているんです。毎年 5 月くらいに厚生労働省が発表して新聞にも載りますけ

れど、去年だと精神疾患での労災請求について 800 件くらいの請求のうち、260 件くらい

認められています。260 ですか、全国でたったそれだけと言われるとそれまでなんですけれ

ど、ただ 20 年前だと、さっきちょっと言いました脳・心臓疾患の人でも認められたのが 20
～30 件なんです。 
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10 年前まで精神疾患で認められたのはゼロです。それで考えると、自殺を含めて、つま

りご遺族を含めてですけれど、260 件認められているというのは 20 年前と比べられると大

きな前進です。あと 800 で 200 と考えると、たった 3 割ですかと言われればそれまでなん

ですけれど、3 割だったら調子の悪いイチローくらいかな、正直可能性はあるのかなという

ことです。うちに来る人は大体仕事が原因と思って相談に来られる方が多いからですけれ

ど、そういうふうに確信を持てなくても、もしかしたら労災になるかなくらいの人はどん

どん請求したほうがいいのかなと思います。別にお金がかかるわけでもないですし。ちょ

こちょこっと書いて、監督署が調べていろいろ聞かれたりしてうっとうしいことがありま

すけれど、労災の請求はぜひもっとしたほうがいいのかなと思っています。解雇制限もあ

りますので。800 というのは請求自体がものすごく少ないと思います。自殺者 3 万、3 万と

言っていますから、あれは警察発表でも勤務が原因という人は 4 けたいきます。病気が原

因といっても勤務が原因で病気になった人を含めてです。無職者といっても仕事をクビに

なったりやめてしまって無職になっているだけかもしれません。とにかく、3 万と比べても

800 というのはあまりにも少な過ぎるし、警察発表を見ても全然違うので、何千くらい請求

があっても。本当はおかしくないと思いますので、どんどん労災で実態が明らかになれば

いろいろな意味でいいのかなと私は思っています。 
 
 

復職のために 
イ 主治医ｖｓ産業医、社長 
ロ 管理職、同僚 
ハ 労働組合（企業内、地域） 
 
資料 3 
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂について 
平成 21 年 3 月 23 日 
メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰支援については、事業場向

けマニュアルとして、平成 16 年に作成された「心の健康問題により休業した労働者の職場

復帰支援の手引き」（以下、「手引き」という。）の活用を周知してきましたが、今般、別添

(PDF:298KB)のとおり手引きが改訂されましたので、お知らせします。 
なお、改訂版における主な改正点は下記のとおりです。 
1 休業前の段階 
円滑な職場復帰を行うためには、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等に

より、休業の開始から通常業務への復帰までの流れを明確にすることが重要であることか

ら、これらを基本的考え方として示したこと。 
策定された職場復帰支援プログラム等については、労働者、管理監督者等に周知するこ
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と。 
2 病気休業開始及び休業中の段階 
休業中の労働者が不安に感じていることに関して十分な情報提供や相談対応を行うこと。 
職場復帰支援に関する事業場外資源や地域にある公的制度等を利用する方法もあること

から、これらについての情報を提供することも考えられること。 
3 職場復帰の決定までの段階 
主治医による職場復帰の判断は、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否

かの判断とは限らないこと。 
より円滑な職場復帰を図る観点から、主治医に対し、あらかじめ職場で必要とされる業

務遂行能力の内容や勤務制度等に関する情報提供を行うこと。 
職場復帰前に「試し出勤制度」を導入する場合は、その人事労務管理上の位置づけ等に

ついて事業場であらかじめルールを定めておくこと。 
4 職場復帰後の段階 
心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることを

踏まえ、主治医との連携を図ること。 
職場復帰した労働者や当該者を支援する管理監督者、同僚労働者のストレス軽減を図る

ため、職場環境等の改善や、職場復帰支援への理解を高めるために教育研修を行うこと。 
照会先：労働基準局安全衛生部労働衛生課健康班（内線：5492） 
 
＜心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き全文＞ 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf 
 
前半戦がもうそろそろです。心の病気で休みました、会社も元気になるまで休んでいて

いいよ、別に自分のところはお金を払わないでもいいし、籍は一応とっておくよとなった

場合に、職場に戻りますよというときに使えるのが資料 3 です。これも実は平成 16 年から

あるんです。「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」という、やや

長ったらしいものが平成 16 年に密やかに厚生労働省でつくられました。これを相談に来る

方に見せて「知っています」という人はまずいません。だいぶ前にできたんですけれどま

ず誰も知りません。こういうものがきちんとあるんです。さらに去年の 3 月に改訂などし

てくれて、ホームページに載っているんです。ところが、これは一応ｈｔｔｐと載せてお

きましたけれど、これにたどり着くのが結構大変なんです。いろいろ厚労省のサイトで検

索とかやりますけれど、なかなかこれは出てこないんです。それが私が言うのもなんです

けれど、去年くらいかな、遅まきながらやっとこれのパンフレットができました。監督署

でもあるところはあるみたいですけれど、あまり目立っていません。 
だからマニュアルが出て 5～6 年たってからやっとパンフレットが出たわけですが、こう

いうものが実はあります。私は大体厚生労働省の悪口ばかり言って嫌われているんですけ
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れど、これは厚生労働省が出した労災関係、あるいは、労働安全衛生でも腰痛対策何とか

指針とかいろいろあるんですけれど、そういうものと比べても、ものすごくできのいい、

すばらしい手引きです。とみんなに言って褒めちぎっているんです。だから隠しているの

かもしれないです。去年監督署と交渉していたときに、毎年全監督署と交渉するんですけ

れど、ある監督署の人に「あれはそんなに評判いいですか」と言われて、「むちゃくちゃい

いですよ、渡したらみんな喜んでこれはすばらしいですね、会社とさっそく話をしてみま

すとか言ってみんな喜んでいますよ」と言ったら、案の定「いや、会社のほうにはあまり

評判がよくないんです」と。「うちの会社はそんなことできるわけないですよと、みんなに

言われるんです、評判そんなにいいですかね」と言います。監督署は会社と話をするのも

仕事ですからしようがないんですけれど、会社にとってはものすごく嫌な最高水準のレベ

ルの話です。 
例えば大体みんな仕事に戻ろうかなというときに話をするではないですか。それでは遅

いと書いてあるんです。もう最初から、休業開始のところからまずこういうものをきちん

とつくっておかないといかんのだということを言っているんです。さらに休み始めたら、

休んでいる間にきちんと情報提供、普通に元気でも 3 カ月も会社に行かなければ、いきな

り行ってもなかなかなじめないですよね。だから休んでいる間から会社でこんなことがあ

ったよとか、あんなことが変わったよときちんと情報提供しておきなさいとかえらく丁寧

なんです。さあ戻ろうという話になったらば、主治医の先生からオーケーのサインが出る

のはもちろんなんですが、その上で試し出勤のやり方だとか、あと産業医と実際会うのか

会わないのかとか、もちろん現場の管理者といろいろ調整してとか、そういうことが一々

細かく、細か過ぎて載せていませんけれど、産業医から主治医の先生にご意見をお伺いす

るための書式のひな形とか、そんなものまで全部載っているんです。そういうものできち

んと復帰をやって、だけれどうまくいかない場合もあります。だからちゃんと復帰後のフ

ォローも大事ですよと。主治医ともきちんとお話をしないとまずいかもしれませんよと。

もっと言うと、実は戻るあなたはいいけれど、周りの人が大変ということが多いわけです。

そういうことがないように、最後に書いていますけれど、管理者とか同僚の人もストレス

がかからないように職場環境を見直すようにやっていかないといけないですよと、そこま

でちゃんと書いてある。全文は一応 50 ページくらいありますけれど、こういう非常にすば

らしいものがありますので、職場に戻るというか、戻る機会がなくても、とりあえず休ん

で戻るか戻らないかわからないとしても、ある程度これは知っておいて損はないかなと。

これはもちろん法律ではありません。だからこれに従わなかったから会社はけしからんと

はちょっと言えないし、さっきも言いましたように、こんなことをやっている会社がどこ

にあるんですかというくらいよくできているので会社に評判が悪いんですけれど、厚生労

働省労働基準局労働衛生部労働衛生課健康班さんで担当で、照会先までありますので、こ

こから出しているやつだと。別にわけのわからない労働組合がつくったものではないんで

す、ぜひこれをちょっとやってください、このとおりにはできないと思いますけれどとか
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言いながらやってもらうのが一番かなと思います。 
そういうことでマニュアルはあるんですが、ただ言いましたように実際このとおりやる

というのは難しいと思います。よくあるのは、主治医はいいと言うけれど産業医はだめと

か、産業医はいいと言っても社長はだめと言っているとか、もっと言うと残念ですけれど

同僚の人があんな人戻ってきてほしくないと言っているとかいろいろあるわけです。そう

なるとあるいは労働組合があってもあまりというか、全然かかわってくれないとか、そう

いうところも結構あります。やはりこのマニュアルを誰が使うのか。ご本人とそれを支え

る人たちが職場内外にいるかいないか、そういうところが非常に大切なのかなというのが

あります。ただ、法律でいうと労基法 19 条、さっきの解雇制限の話と、あとこの職場復帰

の手引き、このふたつが一番使えるかなと思います。ちなみに手引きは別に労災だからで

はないです。労災の人だったらこうしなさいではなくて、メンタルヘルス不調により休業

した労働者みんなですから、仮に自分の責任というか、どう考えても仕事ではなくて家庭

のことで大変だった人だってこれは適用されますから、同じですから、区別していません

から。だからこれは会社の責任とかそういうものは関係なく心の病気で休んだ人が戻ると

きの手引きです。そういうことでいうとやはり労働基準法 19 条と、あと復職でいえばこの

手引きが非常に有効かなと思っております。 
大体前半の時間がもう 40 分以上たったと思いますので、これで。 

 
司会 では、ちょっと 15 分くらい質問時間をとって、その後休憩という感じにしましょう

か。何か質問。どうぞ。 
 

A 僕は今 52 歳なんですが、25 歳のときに東京でプログラマーをやっていて、連休のとき

地元の K 病院にそのまま入院してしまって、6 カ月後にもうクビを切られたんですが、以

前はそういう法整備がなかったからどうしようもないという話です。今さら言ってももう

時効だからどうしようもないんだけれど、東京でプログラマーをしておってちょっとおか

しくなって、連休中地元の K に戻って、K 病院にちょっと、眠らされたまま強制的に閉鎖

病棟に入れられて入院させられたのかな。一応傷病手当金とかそういうものは出ていたん

だけれど、もう 6 カ月たったあたりでクビを切られて。 
 
川本 法律的にいうと多分会社の休職期間が、法的には何の制限もないので恐らく 6 カ月

だったんですよね。半年で欠勤状態だったんで、それでもう復職が無理だったら自動的に

退職扱いというふうにされてしまったんだと思うんです。 
 
A ありがとうございました。 
 
B いわゆる会社の就業規則、法人の就業規則というのは効力の及ぶ範囲は何に基づいてい
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るんですか。社員との契約ですか。 
 
川本 適用範囲については就業規則そのものに多分書いてあると思うんですけれど、基本

的には働いている人みんなというふうに考えてもらって問題ないと思います。その会社の

中の人みんな。 
 
B その会社員。 
 
川本 そうです、そうです。 
 
B それは会社が勝手に決めるわけですよね。 
 
川本 そうです、もちろん労働基準法に反する就業規則は無効だとか、そういうものはあ

りますよ。そういうものはありますけれど、普通は労働基準法と同じか、それをちょっと

具体的にしてある中身が多いです。 
 
 
事例から 
イ 大企業 うまくいったケース 
ロ 中企業 何とかやっているケース 
ハ 小企業 とことん争えればよいのだが．．． 
 
川本 それでは、後半ということで事例の話を。大体事例のほうがおもしろいんです。お

もしろいというと語弊があるんですけれど、事例のほうが興味深い話で勉強にもなるんで

すが、その前に最後ちょっとはしょってしまったので、復職のほうで休憩時にご質問も受

けたので、ポイントを 1 点だけ追加させてもらいます。復職の話なんですけれど、さっき

言いましたように手引きは人事課なり総務課がどうすればいいかをすごく事細かに書いて

あるんです。ただ、それをやり切るような人事とか総務は実際非常に少ないです。少ない

ときどうするかということまではさすがに書いてないんです。あとさっきちょっと言いま

したけれど、労働組合のろの字も出てきません。組合は何も出てきません。だから期待も

されていないし、かかわることもないというので実態を反映しているし、残念ながらそう

いうことをやる気になる組合も極めて少ないので、ではそういう総務がなかったらどうす

るのという話が出てくるんです。 
そのときに後で事例でも見ますけれど、別に組合でなくてもいいんです。同僚であって

も上司であっても人事のいい人であってもいいんですけれど、誰かおひとり本当に本人の

立場に立って何とか戻ってもらおう、戻ったほうがいいだろう、会社にとっても本人にと
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ってもいいんだというふうに考えてくれる方だれかひとりがやる気になるかならないかが

非常に大きいです。それは別に保健師さんとか産業医とか専門家である必要は全くなくて、

むしろそうではない人がひとりでもいれば復職は成功すると思います。 
それがなければ、残念ながらどんなにいい手引きがあったり、マニュアルがあったり、

制度があっても、戻るというのはなかなか難しいのが実際のところだと思います。だから

そのひとり、それは職場の中にいればもちろん一番いいんですけれど、病院のケースワー

カーの方だったり、ご家族だったりする場合もありますし、いろいろなパターンがあるん

ですけれど、本人とプラス何とか働きながら生活したいんだということできちんと戻れる

ような手伝いをする人がいるかいないかが実は非常に大きいのかなと思っています。そこ

まで極端には残念ながら手引きには書いていないんです。会社にきちんとやれよという手

引きだから当たり前なんですけれど、できない場合はそういう人ひとりを何とかみつけな

さいとか、そこまでは書いてないんです。 
けれど実は一番大事なことはそういうことかなと。研修とかをきっちりやって、そうい

う人がいなくても人事がきちんとやるべきだと書いてあります。ただ、そういう人事がい

ない場合、とにかく何とかしなければしようがない場合はそういう人をひとりみつけるの

がスタートで、いるかいないかで全然違うのかなと思います。 
ちなみにうちの労災職業病センターの所長は医師ですが、精神科医ではないんです。も

ともと専門は外科の先生なんですけれど、ただかなり年齢もいっているということもあっ

て、普通の治療は精神科医がやるんですけれど、復職のことについては所長がなぜか意見

書を書いたり診察したりします。その所長がある自治体で、おそらく発達障害だろうと精

神科医が考えていて、何回かプログラムみたいなものでやるんだけれど、例えば 1 枚紙に

文章をつくると、どうしても 1～2 カ所間違いが出てきてしまう。だから復職させないとい

うことを市役所のほうが言うのです。でも、それは人間なんだから、別に 1 文字、2 文字違

っているからといって、それはチェックして間違いを直せばいいだけなので、そんなこと

で仕事を失うのはおかしいのではないかということで、戻れるはずだということで、主治

医はもちろんそう言っていて、プラスアルファでセンターの所長が意見書を書いて、それ

で自治体のほうと交渉して何とか戻れたという話もありまして、自治体などではそういう

専門家には弱いので、専門家の意見書を大義名分にしましたけれど、それは小さい自治体

だからできたのかもしれませんが、大きい自治体になると、ある政令市ではリワークセン

ターとかいうものをつくって、ああいうところはたくさん心の病気で休んでいる人がおら

れますから、市のほうで専任の保健師さんを配置して、もちろん一遍に戻せませんから何

人かずつ何カ月かかけて戻るような仕組みをつくって、それなりに成果が上がっているそ

うです。 
そういうものをつくってうまくやっていくべきだというふうに、所長がその政令市のメ

ンタルヘルス対策検討委員会に入ってそういう意見を言って、実現してうまく働いている

みたいなこともありますので、その民間版ができればいいのではないかとだいぶ前から言
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っているんですけれど、なかなか民間版でそういうものがありません。こつこつと相談を

受けながらそれに近いことができればということで受けてきた相談の事例の話をしたいと

思います。 
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一番最初の事例が資料 4 の①です。本当の会社の名前も全部そのまま、最後の例以外そ

のまま書いています。 
資料には書いていませんけれど、彼はもともと自衛官で、実はそこでもいじめがあった

りして、それは置いておいて、やめざるを得なくなって、生麦運送というタンクローリー、

ガソリンを製油所からガソリンスタンドに運ぶというお仕事です。最初から結構大変だっ

たんですけれど、あるときに同僚とちょっととトラブルがあって、その同僚と何かあるか

というとそうではなくて、同僚をひいきにしている上司からいろいろといじめなんです。 
いじめ過労というのは何のことかというと、要するにニヤクコーポレーションという大

きな石油を運ぶ会社があるわけですけれど、そこが配車するわけです。このガソリンを例

えば埼玉県の何とかガソリンスタンドに運んでくれみたいなことを、自分のところでもや

っているんです。自分のところでもやっているんだけれど、プラス冬場とかで忙しくなる

とそういうところにいろいろ下請けに出したり、出稼ぎの人を臨時で雇ったりするんです

けれど、生麦運送は要は下請けの会社の 1 つなんです。ニヤクが発注するんですけれど、

その上司が彼にもっと仕事を割り当ててくれとやたら大変な仕事ばかりこのＭさんに割り

当てるようになったんです。普通は 2～3 カ所行けばおしまいなんですけれど、こっちに行

ってまた戻ってきたらまたあっちに行ってみたいに、要するに大変な仕事を割り当てるよ

うになりました。これはにわかには信じがたいんですけれど、毎月 200 時間以上の時間外

の勤務で、朝から晩までというより、2 時とか 3 時くらいから夜までですから、夜から、暗

いうちから暗いときまでずっと働かざるを得ないような、そういう勤務状況だったんです。 
彼以外の同僚も結構すごいようなんですけれど、もうちょっと少なくなるようにしてく

れなんて何回かお願いしたらしいんですけれど、嫌だったらやめればいいではないかみた

いに言われたようです。結局高血圧で倒れたりだとかいろいろして、一過性の脳梗塞で病

院に入院したりしたようなこともありました。これは労災を出せば間違いなく脳梗塞で労

災になるような労働時間だったんです。上司が病院にお見舞いに来たかと思ったら、休職

期間がありますから退院してもう復帰しないとクビになるよ、そんな退職強要みたいなこ

とを言って帰るような、そんな上司だったんです。事故も人身ではないですけれど起こし

たりしているようなこともありました。お医者さんはさすがに休むというかクビになる直

前なんですけれど、うつ病ではないかなと感じたらしくて、精神科にかかったらと言われ

たんですけれど、本人としてはお子さんも 3 人ほどおられて、ちょっと親御さんのぐあい

も悪かったりして非常に経済的にも何とか頑張らないとしようがないというような形で頑

張ってしまって、それで受診せずに 10 月にまた復帰するんです。 
ところが研修に行かされました。新しい車のいろいろな型があるらしくて、元請けのニ

ヤクコーポレーションに研修に行ってくれということになったんです。ところがニヤクの

研修をやる側が、ちょっと具合が悪いのではないですか、あなた、みたいな話になって、

その人から病院に行ってみたらみたいな話になったらしくて、ようやく研修が一応終わっ

てから精神科に初めてかかって、やはりうつ病ですよ、すぐ入院したほうがいいと言われ、
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診断書を渡されました。生麦運送に行って、実はこういう診断書なのでしばらく休まなけ

ればいけないみたいなんですけれどと言ったら、そういううつ病なんかの人間は使えない

とか言って、クビにするんだったらまだあれだけれど、賢いというかずる賢くて、もうや

めてもらうしかないから自分で退職願を書けというんです。ひな形もきちんとつくってき

て、こういうようなものをつくってこういうふうに書けばいいからと。本人は入院しなけ

ればいけない状態ですから、わからなくてしようがないかなとか思って書いて出したんで

す。自主退職の形でした。 
そうなんですけれど、さすがにちょっとおかしいなと思いつつ、ハローワークに行った

んです。本人は入院しなければいかんとか言われていますから、働けない状態だと雇用保

険はもらえないんですけれど、そうはいっても何とかしなければいかんということで職安

に行ったら、そこの人が結構いい人で、あなたこれは失業保険なんかもらう云々ではなく

て、そんなに具合が悪いんだったら相談に行ったほうがいいよと。病気で自主退職はちょ

っとおかしいのではないかということで、神奈川県に労働センターがあるものですから、

そこに相談に行ったほうがいいですよと言われて、それで労働相談に行ったんです。一応

監督署も教えています。 
先に監督署に行ったんです。自分で行ったんですけれど、よくある話なんですけれど、

ここが自分でやめるんだったら解雇ではないし、仮に労災になったとしてもさっきの解雇

制限というのがあるではないですか。労災になれば解雇制限だけれど、ずる賢い会社はク

ビにしないんです。こんな病気だし、ちょっと戻ってもしんどいからやめたらとか言って

ほのめかすわけです。自分でやめてしまうと解雇制限は関係ないですから、あくまでも自

主退職ですから。そういうものではちょっと監督署としてはどうしようもないし、法律違

反とは言えませんねとか言って、長時間労働とか労災申請の話も言ってきたんですけれど、

あまりとりあってもらえなかった。それで監督署はだめではないかということで県の労働

センターのほうに行ったという、そういう経過なんです。 
実はうつと診断される前に一度お連れ合いと一緒に監督署に相談に行っているんです。

すごい給料明細で、給料明細に残業が 175 時間とか書いてあるんです。きちんとそれを見

せて、幾ら何でもこんなに働いてまでお金は欲しくないですし、ちょっと大変過ぎるんで

すけれどもと相談に行ったんですけれど、川崎北監督署は何かあまり要領をえなかったら

しくて、それでそこはもう行くのをやめた。書いていませんけれど、実は 1 回あるんです。

そんな感じなので監督署は全然きちんとやってくれなくて、労働センターに行ったんです。 
それで初めて何とかこれは労災にしたほうがいいよと言われた。これも実は運がよくて、

神奈川県の労働センターは県の職員でよくやっているんですけれど、すごくよくやる人と、

めちゃくちゃ頑張り過ぎるくらい頑張る人もいれば、あまり一生懸命やらない人といろい

ろいるんです。たまたま僕もよく知っているすごく一生懸命やる人に当たったのがよくて、

これはとりあえず労災職業病センターに相談に行ったほうがいいよ、その上であまりにも

監督署はひどいから監督署に一緒に文句を言いに行きましょうとか言って、一緒にちょっ
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と文句も言いに行ったみたいなんです。結果として職業病センターに来られて、さらっと

「よこはまシティユニオン」と書いてあって申しわけないんだけれど、要は 1 人でも入れ

る労働組合というのが最近はやりで、20 年くらい前にこういうものができたんですが、そ

こに入って会社とも交渉したほうがいいよということで、組合にも加入してもらって会社

とも交渉しましょう、労災の請求もしましょうということで両方始めたんです。 
ところが、生麦運送さんは一応交渉に来て、弁護士さんと会社から何人か来て交渉した

んですけれど、そんないじめなどはしていないと。大体そうです。いじめがありましたと

いう会社なんてないですから、小さい会社の場合、私がいじめました、すみませんなんて

いう会社はないです。いっぱい働かせたことについては、これもよく言われるんですけれ

ど、本人がいっぱい稼げるから働かせてくれと言われたからそういうふうになったと言っ

て、でも本人が働きたいからといって 200 時間残業させていいんですかと言ったら、それ

はもちろん何も言えないんですけれど、本人が言ったから働かせただけだみたいに平気で

言って、だから労災にも協力しないと言われたんです。 
100 時間くらいだったら実は労災にならない場合があって非常にけしからんのですけれ

ど、200 時間とかいうのはちょっと論外なので、もう寝ている暇がないくらいですから、当

然これは労災になるだろうなと思いましたので、安心して労基署に行って、早くとにかく

労災にしろということで手続きをしました。 
もちろん労災になったんですけれど、なったからいいというものでもなくて、大体ガソ

リンを積んだタンクローリーを寝る暇もないような人が運転していると確かに危ない。当

時ちょうどスキーのバス会社で事故があってだいぶ問題になったんですけれど、やはり石

油でこういう話があるのはあまりにも、それは観光バスでも危ないですけれど、石油なの

でもっと危ないですからおかしいということで、国土交通省とか厚生労働省にもきっちり

申し入れをしようとか言っていろいろやったんです。非常に特殊な例だみたいな形で言わ

れはしましたけれど。 
実際ニヤクとか 3 つくらいしか石油を運ぶ会社は大手はないんですけれど、小さい会社

は大体仕事に波がありますので、振りますので、そういうところはかなりひどい実態があ

るなと。これはやはり労災認定もされたし裁判をやろうということで、実はニヤクコーポ

レーションと生麦運送両方に対して、生麦運送には解雇というか退職無効みたいな、地位

保全というんですけれど、退職強要だと、退職届は無理やり書かされたものだということ

で、それの裁判と、両者に対して過労でうつ病になったことの損害賠償の請求の裁判を今

やっています。1 年くらいになります。 
生麦運送が反論で言ってくるのは、例えばＡというガソリンスタンドに行ったことはだ

れがどうやっても否定できない。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄくらい行っているんですけれど、しかも

全部タコグラフという車が動いている記録がありますから、全部逐一残っているんです。

とまっている時間が当然あるわけです。それは本人に言わせれば、ガソリンスタンドに行

くけれども、そこで待機させられてちょっと待ってくれと言われたから待っているだけだ
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ということで、それは休んでいると一緒くらいならまだかわいらしいんですけれど、何か

タコグラフを見て、例えばこれは 30 分でできるはずだ、だけれど彼は 1 時間 15 分もかか

っているとか言って平気で反論して、30 分か 1 時間 15 分かは大した問題ではないんです

けれど、そういう細かいことで、いかに彼が残業代稼ぎのためにたらたら仕事をしていた

かみたいなことを言うんです。 
ところが、ガソリンスタンドに行って油を入れて、例えば 30 分で済むやつを 1 時間かけ

て入れるなんていうことは技術的にできないわけですよね。自動車ですから渋滞に巻き込

まれたら当然とまらなければいけないし、タクシーと違って、タクシーだったら例えば休

憩したいなと思って、そこら辺ではだめだけれど、公園とかにとまっているではないです

か。タンクローリーはそれができないんです。当たり前ですけれど、ガソリンを積んだ車

をそこら辺にとめて寝ているとかそういうことはできないんです。とめていいところと悪

いところがきっちり決まっているので、自分で調整したりするのが全然できないんです。

そういう形からいって時間外労働で残業代稼ぎに何かできるような状態ではもちろんない

んですけれど、そういうことをいろいろ言います。ニヤクはうちは関係ありませんの一点

張りです。そういうことで一生懸命裁判をやって、残念ながらなかなかうつ病が重くて。

2006 年に発症と書いていますけれど、監督署がいろいろカルテとかを調べたらもう 2～3
年前から、2004 年くらいからもう症状が出ているということで、もう 7 年くらい具合が悪

くて、休まざるを得ないようなふうになっています。ゆっくり休んでいたらいいよ、労災

も出ているからというふうに言っていますけれど、ご本人も大変だし、ご家族も。子供さ

んは幸いなことにいろいろ就職したりしてだいぶよくなっているんですけれど、お連れ合

いも非常に大変で、早く治ればいいなと。あと早く何とか会社的にきっちりさせられれば

いいなと思っています。 
タンクローリーとかいうのは、こんな話はすごいなとか思っていたら、現在神奈川新聞

とかに若干載ったのであれなんですけれど、サークルＫサンクスというコンビニエンスス

トアで働いていた人が労災認定されました。資料 4②－1 です。これも監督署に行っていま

す。お姉さんのところに最初この O さんから電話がかかってきたんです。お姉さんは 10 年

くらい会っていなかったんです。結婚して別々に暮らしていたので 10 年ぶりくらいに弟か

ら電話がかかってきて、「あんた、どうしているの」という話をしたら、「ちょっとお金が

…」と。お金かよという感じで、ちょっと借金があってみたいなことを言うんだけれど、

でも何かおかしいなと思ったらしいんです。単に「お姉ちゃん、金ないから何とかしてく

れ」という気楽な感じではなかったので、ちょっと大丈夫かなとか思って、義理のお兄さ

んと会って話をした。 
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お店に行ったら、どう考えても何か意識朦朧という感じで働いていたそうなんです。実

際彼の働き方というのは、基本は 2 シフト 16 時間でした。24 時間しかなくて、8 時間、8
時間、8 時間で大体 3 交代で 24 時間営業していますので。大体夕方から入って次の日の朝

までですから、16 時間働くような形だったんです。朝終わって、寝て、また夕方と。それ

がきっちりしていればいいんですけれど、アルバイトだったんですけれどメインのアルバ

イトみたいな位置づけでした。学生さんのアルバイトの人が突然休むみたいな話があるの

で、そうなったときにかわりに入ったりして、結局結果として残業が月 160 時間とか 200
時間とか、そういうふうな状況で働いているうちにだいぶ具合が悪くなってしまって、当

時は神経衰弱状態。何せ隣でお姉さんとお兄さんと本人の 3 人が事務所に来られたのです

が、本人はわからなくて話ができないような感じで、聞いたら「そうです」みたいなこと

を言うか言わないかみたいな、そんな状況だったんです。そんな状態ですから、よく仕事

をしていたと思うんですけれど、無理やりやめさせてきた。 
何で無理やりやめさせたかというと、コンビニといってもこれは個人商店なんです。サ

ークルＫサンクスの大きな直営はもちろんあるんですけれど、直営ではなくて鶴見の何と 

かさんがつくった個人商店なんです。そこで働いていたわけなので、そこの女性店長と、

あとその旦那とかいうのがいて、その旦那がまた非常に悪い。基本給 30 万なので、そんな

に悪くないといったら悪くないんですけれど、16 時間働いたら安いです。そういうので働

いていたんです。この旦那がおまえは 30 万分働いていないとか言って、恐喝していた、30
万払うんだけれど 27 万バックさせるみたいな、そういうことをこの年、2007 年の夏くら

いにされて、後でわかったんですけれど殴られたりして脅し取られたんです。 
あとお金が合わないんです。ああいうものはなかなかお金が合わないことがあるんです。

それもやはりおまえのペナルティだとか言って、結果として下手くそな字で 200 万円罰金

を払いますとかいう変な念書までつくられて、そんなものもあって店長がやめさせようと

しないんです。暴力を振るったのは旦那なんですけれど、店長も一緒になって借金がある

とか、この借金をお姉さん、お兄さんが払うんだったらやめてもいいけれどとか言って、

こんな念書があるとか言って、だれが見ても変な念書があって、200 万円罰金を払いますと

か、そんなものがあって、こんなやつと話してもしようがないということでお兄さんが救

出して、最初警察に行ったんです。鶴見警察が近くにあるので行って、警察もこういうや

やこしい話にかかわりたくなかったみたいで、賃金をもらっていないとかそういう話だっ

たら監督署だろうとか言って、またいい加減な警察が監督署に。さらにいい加減な監督署

が、これは刑事事件だろうと警察署に行け、とお互い行ったり来たりしていたところでい

ろいろ調べて、インターネットか何かでうちのセンターを知って、それで 3 人で相談に来

られたという経過だったんです。 
だから非常にややこしい話だったんですが、監督署に行ったときはやはりそんな話はあ

り得ないとか言われたんです。監督官は僕も知っている人なんですけれど、そんな罰金だ

の念書だの 16 時間以上働かされるとか、そんなことはあり得ないだろうとか言ってまとも
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にとり合ってくれなかったみたいなんです。それでこちらに来て、残業未払いはあるみた

いだからそれだけは受理してもいいよという話になって、それだけは申告しました。セン

ターではこれはとにかく労災を出しましょうという話をして、あと残業未払いもあるから、

それもきちんと監督署にやってもらいましょうということで両方取り組むことにしました。 
O さんは実は統合失調症だったようなんです。生活保護を受けてもらって、福祉事務所

のほうでいい先生を紹介してもらって、そこで診察しているうちに、神経衰弱状態という

のは病名ではないので、これは統合失調症と診断したわけです。統合失調症はなかなか原

因もわからないし、うつ病などは過労でなると、みなさん考えているわけですけれど、統

合失調症で労災になるかな、大丈夫かなと不安でした。結果としては認定されたのでよか

ったです。だから多分統合失調症であったんだけれども普通に働いておったのに、いじめ

そのものは結局労基署は判断を避けたんですけれど、そこにめちゃくちゃな長時間労働が

あったので症状が悪化した、それで神経衰弱状態になったということで認めたようなんで

す。原因不明だとかよくわからんとかいう話になるんですけれど、監督署も時にはいいこ

とをするなと思っています。 
ただ、サークルＫサンクス本部もひどいと思って両方交渉しようと考えました。個人事

業主さんのほうは、はっきり言ってその人もどうも具合が悪いみたいです。さっき言った、

脅して取ったというのは何かというと、実は上納金がすごいんです。例えば商品の値下げ

はできないんです。非常に問題になっていますけれど、勝手に半額セールとかはできない

んです。そのくせ売り上げの何割かは上に、本部に取られてしまうので、オーナー店はも

のすごく大変なんです。実はでっち上げ強盗被害も 1 回やったことがあるんです。10 万円

盗まれてしまいましたとか言えば、それで本部への上納が減るというんです。だからおま

え協力しろとか当時店長だった連れ合いの方に言われたんです。連れ合い店長時代に言わ

れたんです。警察に彼が行って強盗に遭いましたとか言ったけれど、いかにもうそくさく

て、おまえ何かうそ言っているだろうと警察にすぐばれて、そのことが原因で連れ合い店

長は店長を交代させられて、女性のほうが店長になったそうなんです。そんなこともやら

れた非常にひどい話です。その後本部にも言いました。月 3 万しか働いていないとか難癖

をつけられて、本部から彼に賃金が 30 万入るんです。本部からというのもこれまた変な話

なんですけれど、本部から賃金が 30 万入ってくるので、店長が 27 万出せとか言って取ら

れたというんです。だから 3 万しかない。月 3 万で幾ら 1 人だといっても暮らせないです

から、それでしようがないからサラ金だ闇金だというので、それでお姉さんのところでＳ

ＯＳの電話をしたという経緯なんです。 
これは 2～3 回ですけれど、最後の何カ月かだけなんですけれど、やはり大元は本部が悪

いということで本部に何回も要求書を出したり電話をしたんです。本部のほうも若干話は

してきたんだけれど、どうも店長とも会えないとか言い出して、1 人では会いたくないとか

言われて、本部としてもなかなか事実がつかめないとか言っていました。結局ちょっとあ

いまいな形にならざるを得なかったんですけれども、かなりコンビニそのもののいろいろ
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な問題があるのではないかということで、これは新聞などにも報道してもらったりしまし

た。 
アルバイトで何でここまで働いたのみたいな話ももちろんあるんですけれど、彼はもと

もと赤い車に乗ってドライブするのが趣味でしたみたいな人だったんです。全然そんな感

じではなくなるぐらいまでぐあいが悪くなってしまって非常に気の毒な状態でした。ただ、

一応その後福祉事務所の方ともいろいろ話ができて、いわゆる授産施設のところで働く、

といっても掃除したりそんなことしかないんだけれど、この後介護の資格も取って研修と

かに行ったりして、休みの日はボランティアで施設に行って働いたりしてぼちぼちやって

いるみたいです。だいぶよくなってきて、「酒とかはあまり飲まないんですか」とか言った

ら、「いや、ほとんど飲まない」と言っていたくせに、みんなで宴会か何かに行ったら、一

緒に出てビールを飲んで楽しくやれるくらいまでだいぶ快復してきた状態です。 
ただ、介護の施設といってもなかなか条件が厳しいので、すぐにパッとどこかに就職と

いうわけにもいかないので、いろいろ施設でボランティアをしたりしながら今何とかかん

とか 1 人で暮らしています。 
そんな形でいろいろなことはあったんですけれど、僕の反省で、もし最初に統合失調症

という病名がついてきたら多分労災は難しいだろうなと思って労災申請しなかったと思う

んです。やはり、病名で精神疾患、いろいろうつ病だったり発達障害だったり統合失調症

だったり今いろいろな病名をつけて来られるんですけれど、あまり決めつけないで対応し

ないと。ちょっと勉強すると何とかパニック障害はどうだとかこうだとか、ちょっと勉強

して偉くなったかなと思うこともあるんですけれども、あまりそういう病名に左右されな

いで、とにかく本人のいいような方向に持っていかないといけない。 
本当だったらサークルＫサンクス本体にきっちり対応させてとりたいし、店長の連れ合

いとかいうものも刑事告発しなければいかん話なんですけれども、本人があまりそういう

気がありません。あれは過去の話で、今は何とかこれから頑張れればいいとなっているの

で、あまり昔の話を取り上げてやるという雰囲気ではないんです。話としてはひどいです

けれど、結果今何とか本人も将来に向けて頑張ろうという感じになっているので、それは

それでいいのかなと思っています。 
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店長の悪口ばかり言いましたけれど、今どうしているのか知りませんけれど、そうした

ら店長さんからも相談が来まして、銀だこさん、中野にあるかどうか知りませんが、あっ

たな、そこらへんにありますけれど、銀だこさんチェーン店で店長さんがうつ病になって

しまったんです。資料 4③－1 です。 
彼は若いんです。30 過ぎかな。ホットランドという会社が経営してるんです。そこに入

って、最初見習いですぐ副店長で。よくできる人なんです。たこ焼きを作るのが上手なん

です。聞いたらあれにはやはりうまい下手がすごくあるらしくて、1 日で上手にやるアルバ

イトの人もいるんですけれど、大体 3 カ月くらいでみんな上手になるんだけれど、3 カ月た

ってもだめな人もいるそうです。そういう人はどうするんですかと言うと、それは焼かせ

ないで全部レジ打ちとか違うところに行ってもらうとか言っていました。何せ上手で、店

長として取り仕切るのも非常によくできる人でした。ところが職場がどんどん変わってい

るんです。3 カ月この店だと思ったら、5 カ月もうこっちで、またこっち、コロコロ変わっ

ているんです。ひょっとして私もいまいち性格が悪いから配転されるのかなと思ったら、

そうではなくて逆で、会社も賢くて、よくできる人はいまいちの店に回すんですって。売

り上げが伸びないから。そこに行って立て直させるわけです。申しわけないけれどアルバ

イトでよくできる人できない人がいるから、きちんともう 1 回面接して、ちょっといまい

ちの人にはやめてもらうとか、そういうことも含めてやって店を立て直すんです。そうす

ると伸びるんです。そんなに違いますかと言うと、全然違いますと。伸びたら別に彼が店

長でなくてもいいわけです。そうしたらまた何とか店に飛ばされて、それを繰り返すので、

いつまでたっても大変な仕事をやらざるを得ない。1 回自分からやめて、だけれどやはり仕

事もなかなかなくてもう 1 回入りました。彼は優秀だからすぐにまたリニューアルオープ

ンする店とかいまいちのところ、新店舗のところに次から次に行った。彼の賃金はいわゆ

る名ばかり管理職で定額なんです。店長手当はもちろんあるんですけれど微々たるもので、

そういうふうな形で朝 10 時から夜の 9 時まで店をやっていました。開店時間が 10 時から

9 時までで、当然朝は 9 時前くらいから入っていますし、9 時に閉店して、、11 時くらいま

でいろいろ後の始末とかをやらなければいけないので、そんな働き方をしていたんです。

一度具合が悪くなってしまったのですが、全く病識がなかったんです。どうも朝起きるの

がしんどいなとかいうことで、最初うつ病かなというくらいで、それが一度やめた理由で

した。具合が悪いというのでやめて、どうもうつ病だというのでちょっとだけクリニック

に行って、ちょっと休んだら治ったんでまあいいやということで、もう 1 回ホットランド

に入って、元店長ですから試用期間中にすぐに店長になったりして、それで横浜市内の店

に入ったんです。 
ここは、たこ焼き専門店なんですけれど、たこ焼きはそんなに儲からないので、その横

浜市内の店はほかのもの、要はかき氷と何か別のものも一緒に売る。しかも路面店という

らしいんですけれど、何とか百貨店の中の店ではなくて道路に面したよく目立つ場所だっ

たので、ぜひそこで頑張ってくれということになって、そこを新装開店することになった
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んです。彼は反対でした。要はそれでは回らない、今の人数でやるのは無理だと言ったん

ですけれど、そんなものは全く無視されて改装に入ったんです。改装中は休みなのかとい

うと、もちろんそんなことはなくて、横須賀の店に行けとか、あっちに行ってくれとか、

改装中もほかのところを手伝ったりして、それで 8 月リニューアルオープンですというこ

とでやったんです。オープン後 1 カ月くらいはやはり全然休まないような状態で、夜中ま

で働かざるを得なくなりました。たまたまおなかの調子が悪いというので精密検査を勧め

られて、それで問題がなかったからよかったんですけれど、やはり朝どうも起きられない

ということで診断を受けたらうつ病だということなんです。 
よくできる人なので、自分で調べてどうも名ばかり管理職、店長だ、おかしいというこ

とで、残業代をきちんと払ってくれと。あと労災を出してくれという話を、やめないまま、

在職したまま、休職期間中にやったんです。行政書士さんに頼んでつくってもらって、会

社と話し合いも 2 回個人、自分でやったんだけれど、残業代は払いませんの一点張りだっ

たそうです。いろいろ調べて労働組合だとかうちのセンターみたいなものがあるというこ

とを知って、監督署にも自分で申告した後だったんですけれど、来ました。一人でも入れ

る労働組合に入ってもらって会社と交渉しました。会社もせこくて、監督署からの是正勧

告が結局出ました。残業代払いなさいよと出ているのに、それでも解決金で払いたいとか

言い出しました。弁護士が 2 人もくっついてきて、会社 2 人と弁護士 2 人と僕と本人で 4
対 2 で話をしていたんです。確かに記録はないんです。タイムカードとかはないんですけ

れど、本人が出退勤のレポートとかを書いていました。それに基づいて計算しました。た

だ、タイムカードがあるわけではないので、厳密に幾ら幾らというのは出せなかったので

すが、一定の解決金を払わせることができました。 
あと労災についても、新装開店の休みがなかったし、長時間だったのははっきりしてい

るので認められるだろうとは思っていたんですけれど、認定されました。あと会社のほう

に、ホットランドさんに労災の責任をとれと要求しました。最初はこんなものは仕事が

100％原因とは言えないだろうとか、これは弁護士らしい言い方ですけれど、長時間働かせ

たのは事実だけれど、長時間労働した人が必ずうつ病になるなんていうことはわからない

のではないですかと。それはそうでしょう、もしかしたら脳梗塞で倒れたかもしれないで

しょう、そんなものは関係ない、そんなに働かせているのはおかしいでしょうという話を

して、最初は嫌がっていたんですけれど、やはり一定の解決金を払って解決したいという

ことになりました。 
これははっきりしているのはサークルＫサンクスの場合は個人経営だったのでどうしよ

うもなかったんですけれど、銀だこはフランチャイズもあるらしいですけれど直営が多い

んです。もし彼と同じような名ばかり店長さんがみんな請求などされたら何百万で済む話

ではなくなるので、弁護士さんが賢くて、とにかく解決金を払うから何とかしてくれとい

うふうになりました。だから本人もそれはそれでしようがないと。もうやめる気だったん

です。もうやめますということで、それでいいのかなということでやりました。ただ、本
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当はそういう同じような店長さんもいっぱいいるし、あと労災にはうつ病にならなくても

いろいろ病気でやめる人も結構いるらしいので、そういう問題は会社としてもきちんと把

握して対策を講じてもらいたいという話をしてきました。運がよかったのは、ついた向こ

うの弁護士もそれなりに良心的な人だったのと、会社のほうの総務の人間も、昔労働組合

のことを若干はかじったことがあるらしくて、ある程度良心的で、解決できるものは解決

したいということでうまく解決できたのかなと思っています。彼自身は結構長引いて、あ

と半年くらいで何とかなりそうですと言っていたのに、1 年以上まだ休んでいます。一時期

は喫茶店みたいなものをつくりたいといろいろ言っていたんですけれど、なかなかすぐに

はならなくて、もともと演劇をやる人だったよね。劇団か何かに入ってどうたらこうたら

やっていたことがあって、今度はシナリオライターになろうかなとか言って一生懸命書い

ているという話を聞いています。一応元気にやっているということです。 
これのポイントなんですけれど、さっきちょっと言いましたけれど、1 回具合が悪くなっ

てやめているんです。そのとき一応うつ状態だけれど、うつ病と診断されているんです。

実は監督署は、うつ病だった人が労災申請すると、仕事をする前からでしょうということ

を言われます。彼の場合はうつ病になったんだけれどもう治っていますと。間が 2～3 年し

かないんですけれど、治っているから前のことは関係ありませんというふうに考えられた

ので、それはよかったかなと思います。 
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最後に事例の 4 つ目で元タクシーの人です。運行係。神奈川のタクシー会社なんです。

ドライバーも大変なんですけれど、運行係というのは無線で配車したり労務管理をする立

場の人です。結局労災だったんですが、この人も時間外 120 とか 130、140 くらいだった

んですけれど、今労災になったものばかり言いましたけれど、ところがこの人の場合は最

初労災がだめだったんです。だめで、いや、残業が 130 時間を超えていてだめというのは

おかしいだろうといろいろ言っていたんです。本人もですが、大変なのはご家族で、上の

子が小学校 2 年か 3 年で、下の子がまだ生まれてちょっとたったくらい、1 歳とかそんな感

じだったので、むちゃくちゃ大変な状態でした。1 歳や 2 歳の子を抱えてお連れ合いも働け

ないですから、それで小学生の子で、もう大変な状態。労災にならなくてどうしようと非

常に困りました。よくあるんですけれど、具合が悪くなる何年か前に家を買いましたとか、

マンションをとかいう方が結構多くて、この人も小さい家を神奈川の駅からけっこう遠い

ところに買われたばかりで、ローンももちろんあるんです。生活保護は難しいんです、無

理なんです。額によるそうですけれど。それで非常に難しくて、生活保護は受けられない

わ、休職期間がちょうど 1 年半で切れた後に相談に来られたものですから、大変な状態が 1
～2 年続いておったんです。結局最後の最後に労働保険審査会というのがあるんですけれど、

一番最後の審査会が何とか去年の 1 月にありました。そのときやっと本人が初めて、それ

まで監督署にも行っていない状態だったんですけれど、お連れ合いがかわりにいろいろ書

いたり一生懸命してくれていたんです。最後にやっとこれが最後だからというのもあって

本人も頑張って、いかに大変だったかを一生懸命訴えに行ったんです。30 分くらい。やっ

と話ができて、そうしたら何とやっと労災にしますという決定が届きました。非常に感激

して、ああよかったよかったと。なんと発症してから 2～3 年ぶりに労災になりました。 
はしょっていますけれど、最初 1 年半で休職期間満了のときに、これはもう労災だから

クビにするなと会社に要求しました。会社は割と大きなタクシー会社ですが、1 年半で休職

期間満了ですからクビですということであっけなくクビになってしまったんです。ようや

く労災になったので、さっきの労働基準法 19 条が適用されるということで、しようがない

から撤回しますということで全部撤回して、健康保険も復活して、おまけに一応就業規則

に労災の場合は 100％払うとなっているので、労災保険からは 8 割しか出ないんですけれど、

8 割だけではなくて会社が満額給料を払いますということになりました。つまり雇用関係も、

健康保険も復活して、給料もそんなに高くないですけれど満額出るという形で今 1 年半く

らいたつかな、まだ治療しています。やはり一番大変だったのは家族で、お連れ合いに言

わせると一番大変だったのは長男、上の子ですとか言っていました。当たり前ですけれど

親父さんが具合が悪くて、ちょっと年の離れた弟はまだ乳児だし、お母さんも何かぐちゃ

ぐちゃ言っているし、一番子供が被害者です。やっと家族みんなが何とか生活できるよう

になったということです。100％払うというからそれ以上会社からお金をどうこうという話

は今していませんけれど、解雇も撤回されたし、よかったかなと思います。 
細かい話はしませんけれど、本当を言うと最初の監督署の段階で認めてもおかしくない
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感じだったんです。理由を見ると。ということは、本当は一番最初のところで認められて

いたら、1 年 2 年苦労することは全くなかったはずなので、そういう意味でいうと画期的で

はあるんだけれど何で最初から認められない、裁判でひっくり返ったとかいうのであれば

まだわかるんですけれど、行政の枠の中でひっくり返ったわけですから。本当は一番最初

の段階で認められていたら全然違ったという思いもあります。 
そんなことでこれは労災をあきらめがちなんですけれど、ひっくり返ることも結構ある

ので、あまりあきらめないでとにかく仕事が原因かなと思ったらどんどん労災に出す。「駄

目元」と言ったら怒られますけれど、だめでもいいかなということで出しておけばいいと。

ただ、確かに認められないことが多いですから気をつけてください。時々あるのは「大丈

夫です、だめもとで出しましょう」と言って、「いいですいいです、どうせだめでしょう、

でも出すだけ出しましょう」と言うんですけれど、やはりだめというのが来たらショック

なんです。だから本人が出したいと言っても、だめもとでいいんですと言われても、一応

ちょっと無理かなというときは「だめというときちょっとストレスがあるから、もう一遍

考えてみましょうかね」と言って、あまり無理強いしてとにかくやろうやろうとは言わな

いようにはしています。本人も大丈夫ですと言って本当に大丈夫だなと思った場合はなる

べく労災に出すようにしています。 
今日のものはうまくいった例ばかり話しましたけれど、うまくいかないほうが数倍かそ

れ以上ありますので、その中でいい話を少しでも拾って広めていければなと思っておりま

す。大体時間だと思います。以上です。 
 

司会 では、せっかくですから、皆さんまだ質問とか意見とかおありだと思いますので、

ご質問のある方はどうぞ。 
 
C 貴重なお話をありがとうございました。精神疾患で労災が認められるか認められないか

の客観的な基準はないですか。 
 
川本 厚生労働省のほうでつくった認定基準、判断指針というんですけれど、長ったらし

いものが前書きについて判断があるんです。その基準に基づいて監督署は決定しています。

ただしそれが抽象的です。簡単にいえば仕事が原因で強いストレスがかかったことが客観

的に認められれば認めると。非常にあいまいですよね。例えばひどいいじめや嫌がらせだ

と認められることが多いんです。でも、ひどいかどうかは全然客観性がないです。さっき

の話だと、時間外だったら 150 なら認めるけれど 100 だとだめとか、そういうことは一切

書いていないんです。あいまいですね。 
 
司会 初歩的質問なんですけれど、労災というのは別に管理職でも関係ないんですか。 
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川本 そうです、役員だとちょっと難しいです。 
 
司会 重役とか常務とかだと。 
 
川本 ええ、名ばかり役員もありますけれど。有限会社とかで知らぬ間に人数が足りない

からおまえやっておいてくれみたいなことが本当にあるんです。小さい会社だと。実際資

金繰りまで含めてやっていたような人でも労働者だということで、精神疾患ではないんで

すけれど労災が認められた人もいるので、重役でなければ可能性はあるかなと。 
 
司会 もう 1 つ、非常に褒めていらした手引きなんですけれど、1 つは 16 年につくられて

平成 21 年、去年改訂された。今実は政府が障害者の権利条約を批准しようとしていて、厚

生労働省の中でも障害者に関する合理的配慮の議論を審議会でしていたりするんです。障

害者施策の中では障害者をもっと働かせようなどということで、知的障害などは結構就労

が伸びたという話もあるし、例えばキヤノンなどという大手の会社はむしろ積極的に精神

障害者を新規に雇って、そのための相談の人も置いている、そういう宣伝もしているとい

う流れは少し出てきているかもしれないなという気はしているんです。ただ、今障害者差

別禁止法をつくろうという議論が始まろうとしているんですけれど、その中で障害を持つ

労働者を障害を理由として解雇してはいけないという論理がこのご時世どこまで突っ張れ

るかなといって、そうすると労災ではなくて中途障害の人が結構いるわけです。別に精神

疾患ではなくても。例えば交通事故で身体障害者になったとか。そういう場合に、今まで

の仕事はできないけれどこういう仕事ならできるとか、その人に合わせた仕事をつくれと

か、そういう要求ができるような差別禁止法をつくりたいなという願いはこちらはあるん

ですけれども、やはり今やれた例では九州のほうで中途で失明した学校の先生が復職した

例があったと思うんですけれど、たしか裁判になりましたけれど、でも横浜では中途障害

の横浜市の外郭団体ですか、歯科衛生士の方の自力通勤できない人はだめとかそういう判

例も出ていますし、なかなか今のところ難しいなと思うんですけれど、私たち全国「精神

病」者集団のところに会員になろうというのは、自分はもう精神障害者だとある意味納得

してという感じで、クビになった話ずっと前という話になってしまうので、もはや手おく

れと。さっきおっしゃったように、そのギリギリのときは本当に支援者がいなければ何も

できないというか、何かできるんだったらそもそも発病している病人ではないという、そ

の辺の支援のシステムをどうつくっていくかというので実は私たちは権利主張センター中

野というものを細々と、これからできるだけネットワークを広げて、1 人ずつでもいいから

ちまちまやっていこうと思っているんですけれど、その辺のもうちょっと組織的なネット

ワークみたいな、例えば神奈川は労災職業病センターという社団法人があるけれど、多分

それは全国どこにでもあるわけではないですよね。その辺の組織的なネットワークづくり

みたいなものは何かあるんでしょうか。 
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川本 これから頑張ろうというのが結論なんですけれど、大きく分けるとやはり生活保障

の問題と、あと職場にどうやって戻すか、あるいは戻ってからどういう仕事、今お話にな

られたやれる仕事にどうやって配置していくかというそういう問題と 2 つあって、それが

別々な団体で連携があまりないんです。職場復帰で相談に来た人のうち労災なりなんなり

とにかくお金を、何とか生活保障が必要な場合と、はっきり言って労災など絶対無理で、

そうしたらもう会社と交渉してとにかく仕事をうまく調整させるしかない、仕事が原因で

はないけれど何とかしろという話をするという場合と大きく 2 つに分かれます。この 2 つ

を同じように当たり前みたいにできる形であれば、少しは前進できると思うんです。とこ

ろが、そういう人間だったり組織はあまりありません。一応あるんです。何とか安全セン

ターという形のセンターは全国に細々とあるんですけれど、今みたいな形でいわゆる組合

的な交渉をやれるところもあればやっていないところもあるんです。一方で組合が何とか

ユニオンとかいろいろ全国にあるんですけれど、その人たちは今度は労災補償の話は全く

知識がないに近いんです。生活保護だったり傷病手当金なんていうことはもっと知らない

んです。だから相談はいっぱいしているんですけれど、対応できていないみたいです。だ

からその 2 つの流れをどうやって一緒にできるかということで、実はことし年内くらいに

は東京で 2 つ、両方対応できるような支援センターみたいなものをつくりたいなという話

を進めているんです。何とかユニオンさんはいっぱいありますけれど、あまり悪口を言っ

ても、悪口にはならないと思うんですけれど、例えば東京で有名な何とかユニオンさんと

いうところは案外労災のことは一切できていなかったりするんです。新聞とかテレビにい

っぱい出て、解雇撤回だ何だと出ているのに、労災の話とか、もっと言うと精神疾患の話

とか、いじめ嫌がらせも相談が結構多いですよね。でも十分対応できていません。実は、

東京都の労働相談情報センターはよくやっています。ただし、そのことをものすごく一生

懸命やる何人かの方がおられて、その人たちがほとんど全部やっているに近いんです。だ

からそれではちょっとあまりだろうというので、何とか生活保障部分と会社との交渉部分

を一緒に対応できるような、1 つの団体ではなくてもいいからネットワークでやれないかと。

やはり人が多いのは東京だから東京でやって、全国各地のいろいろな話も情報をまとめて、

あるいは必要な人に提供できるような仕組みをつくろうではないかということを今相談し

ています。 
 
司会 生活保護でも結局あの区のあの人なら大丈夫とかいう、そういう組織的に福祉事務

所に相談に行けば大丈夫というわけではなくて、あの区のあの人のつてを頼っているとか、

そういう個人的なレベルで、とても組織的にきちんとできているところは、今伺って私は

労災関係は全く無知でやったことがないんですけれども、生活保護のほうは幾らかやった

んですけれど、そうすると本当に似ている状態なんだなというのがすごくよくわかったん

です。 
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川本 生保でも実際全然違いますよね。神奈川なので例えば東京都の町田市なんかとすぐ

隣の、一本道を隔てた大和市などは全然違うんです。だからあなた引っ越したらみたいな

話があります。だからそういうものを個人的な知識やつてではなくて、もうちょっと何か

組織的にできればと私は思います。 
 
B とりとめのない話になるかもしれませんけれど、制度改革推進会議でやはり厚生労働部

分で言うと、厚生省は医療、労働は昔の労働省だと、やはり自立支援法以来、障害者も働

け、働くんだという話になってきたんです。それはそれでいいことだと思うし、現に精神

の人で働きたいという人は結構ふえてきているし、また働いている人もふえているんです。

ただ、問題は残業何時間どころか、週 20 時間も厳しいみたいな、つまり医者から週 20 時

間くらいまでにしておいてくれと言われる人が結構いるんです。そうしたときに所得保障

の問題が出てくるんです。ちょっととりとめのない話なんですけれど、今失業者がふえて

いるわけではないですか。その人たちに雇用、仕事を与えることになると、つまり残業し

ている人たちは少しお休みしてくれないと困ってしまうわけですよね。そうしないと雇用

がつくれないという構造になっていて、精神障害者が働くということも含めてですけれど

も、結局単価が安ければ食っていけないという問題がどうしても出てくるでしょう。その

ときに全体の構造を見るときにやはり労働分配率がかなり下がってきてしまっているとい

う問題が一番大きいような気がしていて、その辺で見たときにもちろんいわゆる常勤にな

ってしまえば労働法での範囲に入ってしまってかなり保障される部分があると思うんです

けれど、そうではない部分との釣り合いのとり方に関して何か考えていることはあります

か。 
 
川本 釣り合いと言われるのは？ 
 
B 福祉的雇用というのは例えば工賃ということでもってやっていますけれど、そうではな

くて例えば福祉工場などがあった場合に最低賃金で使われるみたいなことが出てくるわけ

ですよね。それももしかすると要するに 1 年ごとの契約みたいな話も出てくるわけですよ

ね。そうしたときに正社員ではないわけではないですか。だから労働市場の柔軟化という

ことでもって、それはそれなりに企業が儲けるためにしようがないのかもしれないけれど、

ただ食っていくということに関して言えば生活者なり障害者がそのままではちょっと困る

かなと思っていて、確かに残業を 200 時間やるとかなり儲かるでしょうけれども、その分

をほかの人に仕事を与えたときにその人たちは食っていけるのかという問題があるわけで

はないですか。だからその辺の全般的な人数の配置というか、そういうことです。 
 
川本 自分も労働組合に関りながらですが、やはりそういう意味でも労働組合の責任がめ

ちゃくちゃ大きいと思います。例えば年休消化率はずっと半分くらいなんです。人により
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ますよ。年 10 日ある人もいれば 20 日ある人もいますけれど、もし完全消化すればちょっ

とぐらい残業してもいいですよ、しようがないですね。だけれど、仮に年間あと 10 日みん

な休めばどれだけ雇用できますかという話。だからそういうことをさっきの復職のときで

も全然何もやってくれないところが多いと言いましたけれど、せめて年次有給休暇なんて

別にどうということはないわけだから、残業代と違ってそれで給料が減るわけではないで

すから、有給であと 1 年 10 日休めば。例えば何百万人連合というのであれば、何百万の人

が 1 人 10 日ずつ休めばどれだけ人を雇えるでしょうか。せめてパートとか臨時雇用でもと

りあえずいいよと。休んだ分何とか人が足りないというのであれば、その分それで障害者

だろうが何だろうが雇えるわけです。男女雇用機会もそれと同じ話だと思います。確かに

子供さんが生まれて残業できませんという人より夜中まで働きますというほうが会社は都

合がいいです。だけれどそれは夜中まで働く人がいるから残業できませんというのがマイ

ナスになるのであって、みんな残業しませんということになれば、当然当たり前の話とし

て時間が来て帰るんですから、子供の世話をするか、親の介護をするか、そこらに夜飲み

に行くか、それはもう勝手な話です。そういうことと絡めて話をしないと、いつまでたっ

ても障害者とそういう非正規の人と失業者とか、少ないパイのとり合いみたいな話になっ

てしまう。一定恵まれている人を削るという話は確かにちょっと違うと思いますけれど、

せめて給料をもらえて休める日がこんなに残っているんだから、その日ぐらいみんなのた

めにきちんと休んでよという話くらいはしていいのではないかと思います。1 つの企業レベ

ルでは完全に年休を消化しましょうという会社があるんです。でもそれは本当にごくわず

かですから、本気になって取り組めば、その気になって全員年休をとりましょうと言って

やればだいぶ違うと思います。今は自治体ですら、昔は自治体だとあなたきちんととりな

さいと言われるところもあったりして、今はそういうことも言われないみたいです。その

くらい管理職の責任で年休を余らせたらマイナスだよというくらい厳しく法律なり、それ

こそ就業規則で管理職の成績として、有休を残したり、残業させるのは管理職のマイナス

要因なんだと、成果を上げていない証拠だというくらいやらないと、やってもらわないと

いかんのかなと思います。そんなに非現実的な話ではないと思います。年休をとることに

ついてあまり反対もないと思うんです。確かにいきなりどこかの国みたいに 2 週間以上と

るとか、それは難しいかと思いますけれど、だけれど別に月 1 回くらい休むのが絶対無理

な職場はそんなにないと思います。 
 
A 僕の知り合いで公務員とか精神疾患でやめてしまった人がいるんです。公務員と民間企

業と法関係はどうなっているんですか。 
 
川本 だいぶ違います。公務員の場合、労働基準法が適用されなかったりする面とかを含

めてだいぶ違いがあります。いい面と悪い面と両方あります。官民格差、いろいろな意味

で。 
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B 産業医と専門医の関係なんですけれど、この間というか、去年かな、日本病院地域精神

い学会である 1 人の会員の精神科医からクレームが来て、理事会で決議しましたけれど、

要するに精神は指定医という資格があるんです。指定医をとるためには資格要件があって、

研修も受けなければいけない。指定医というのは精神保健福祉法の中で患者の権利を守る

ためとしてつくられたはずなんですけれど、銃刀法のときに診察を受けなければいけなく

て、そのときに指定医で受けてくださいという話になったんです。話が違うではないかと

いう、つまり何でもかんでも精神に持っていってしまうみたいな話があって、それがちょ

っとおかしいのではないかと。銃刀法と精神保健福祉法と何の関係もないので、何なんだ

とかなり怒った声が来ましたけれど。というのは、現実に猟をしている自治体だと、害獣

というか、イノシシや何かを撃ったりする人が田舎に住んでいるんです。今まではその人

の周りにいる医者だれでも診断を受けてオーケーだったんです。ところが、指定医という

見たこともないクリニックだかに出かけて行って、それでオーケーをもらうんです。来ら

れた医者も困ったわけです。初めて見る人で、1 回でオーケーかどうかを判断しろという話

でしょう。むちゃな話で、精神科医がこいつは危ないやつ、危なくないやつと無理やり銃

刀法をきっかけにそういうふうに使われてきているというのが本当に嫌な感じがして、そ

れと同じ意味で、例えば産業医か何かよくわからないけれど、これも某県の自治体で実際

あった話なんですけれど、つまり心の調子が狂って休職になる、診断書を書いてくれと。

その県ではどういうことになったかというと、要するに心理テストの結果を全部つけろと

いう話で、これもつまり完全な個人情報、最後の個人情報みたいなところがあって、それ

を全部やった結果をつけろとは何事だという話になって、さすがにそれは撤回されたみた

いですけれど、そういうふうに何でも精神科医のところに持っていったら何とかなるみた

いな、それは非常にやばいなと思って、県も当然医者がいるんでしょうけれど、多分その

医者に問題もあったんでしょうけれど、そんなような変な風潮がありますよね。 
 
司会 ちょっと続けて質問の方、どうぞ。 
 
D いろいろ事件の話を聞かせていただきまして、非常に興味深かったです。一般の目から

見ると、新聞に企業名が出て、例えば名ばかり管理職などで非常に企業にとってペナルテ

ィになると思います。ですから一段と社会的な効果があるのかなと思いますけれど、先生

の場合、個別の事件で相談に来られて、まず相談に来られた方の個別の救済という目的が

あると思いますけれど、それとあわせてそういう世の中に啓蒙していこうとか、波及的な

効果を生み出していこうというお気持ちはやはりお持ちなんですか。 
 
川本 もちろんそうです。このつたないニュースも一応会員の皆さんには配って、新聞社

にも熱心な記者の方には送ったりしているので、これを見てこれをもうちょっと教えてよ

みたいな話はちょこちょこあるので。ただ、正直言うと、あまり政治的な動きとはかかわ
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らないことが多くて、特定の政党云々というのはもちろん論外ですけれど、そういうもの

に左右されないで、地域なり地道な活動がいいのだみたいな方向性があるので、必ずしも

政治的な効果は十分ではないかなとは個人的には思っています。ただ、やはり地道な取り

組みが結果として政治家の方などの関心を呼んで動いていただく方がいれば、それはそれ

でいいのかなみたいに思っています。あと裁判は影響が大きいです。裁判を幾つか、さっ

きのタンクローリーでもやっている。裁判は結果がはっきり出るので、それが一定は必ず

報道されるので、そのことは非常に大きい意味があるかなと。単に個人救済だけではなく

て。 
 
E 私は練馬区にある精神病院の職員で、組合で委員長をやっているんですけれども、話の

中でいろいろ伺って、きのうもちょっと話していた人は、陽和病院の中で 3 年前に入院し

ている方が職員を刺して殺したという事件があったんです。そのときに刺したところに行

った看護師、女性なんですけれど、自分も包丁で切られて、つい 1 時間前まで話していた

同僚がおなかを切られて腸が出て横たわっている中でいろいろな手配をやった本人で、働

いていたんだけれど、やはりうつになって休職して、今職場復帰しているということなん

だけれど、考えたら労災ですよね。 
 
川本 可能性は高いと思いますね。 
 
E 病院としては一生懸命やってはいるような感じなんだけれど、この指針の中で戻ったと

ころの管理職とか同僚労働者への教育というのが徹底していないから、やはり戻った人が

非常に浮いてしまったり、つらくなったり、なかなかうまくいかないということできのう

いろいろ話をしたんです。ですから戻った後の取り組みを常日ごろからやっていく必要が

あるなとすごく思ったんです。労働安全衛生委員会を今労使で作り出して、軌道に乗り出

しているんですけれど、そこの中でもこの問題は常日ごろから取り組む必要が非常にあり

ますよね。 
 
川本 そうですね。 
 
E どういうふうにしていいかというのは、この労働安全衛生委員会にしてもそうなんです

けれど、私たちの組合は上部がなくて、地域の人たちと相談したりしているんだけれど、

なかなかどこに何を聞きに行ったらいいだろうということがなくて、そういう中できょう

のお話もすごく参考になりましたし、東京で支援センターみたいなものをつくるというこ

とであれば、ぜひそういう中でさらにいろいろ連絡がとれればいいなと思っています。 
それともう 1 点、陽和病院は就業規則がありまして、就業規則を労使でやっているんで

すけれど、その中に傷病の 3 カ月、6 カ月、1 年とか休業期間がありますよね。1 年たって
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も治らない場合はそこで終わりですというものがあるんですけれど、傷病の場合はやめた

後も傷病手当が一定出ますよということであまり気にしていなかったんです。だけれど、

やはり本人の気持ちから考えていけば、それはもっと 1 年半とか延ばしたほうがいいのか

なと。正直言ってわからないけれど、そういうものもちょっときょうのお話の中で伺った

んですけれど、それはどうなんでしょうか。 
 
川本 さっきの 1 つ目の話で言うと、ちょっとはしょってあったんですけれど、メンタル

ヘルスでは 1 次予防、2 次予防、3 次予防といいまして、2 次予防というのがよくやってい

る相談窓口をつくりましょうとか、早期発見・早期治療の世界で、1 次予防というのがいわ

ゆる予防対策で、働きやすい職場づくりと書いてあるんです。ところが、働きやすい職場

づくりというのはすごく抽象的であいまいではないですか。ストレスのない職場づくりと

言うのは簡単なんだけれどあいまいなんです。結局さっきの委員の方々も言っているんで

すけれど、やはり 3 次予防なんです。3 次予防とは何かというと職場復帰なんです。具体的

に具合が悪くなった人が戻れる職場づくり、戻って気持ちよくというか、ストレスは当然

あるんだけれどもやれるという、その人にとっていい職場はやっぱり周りの人にとっても

いいだろうということで、それは全体のためになるよと。具体的で非常にわかりやすい。

何とかさん最近また調子悪いみたいよということのないようなことをやっていけば、では

そこでそうやっていたらうちもこんな問題があるから何とかしてようみたいな話につなが

る。会社全体でやるとすれば漠然と働きやすい職場をつくりましょうというよりは、その

人がよければなんですけれど、言い方は悪いけれど、なるべくその人をネタに、その人が

働きやすい職場、もしその人が自分の職場に来てもやれるよねという視点で取り組んでは

どうでしょうか。ぜひそういう形で長く働き続けられるようになればと思います。 
2 つ目の就業規則の問題なんですけれど、すごく古い会社で、就業規則なんか 50 年くら

い見直していなかったみたいな会社の就業規則を見る機会がありました。昭和 30 年か何か

の就業規則で、結核については長く休職期間がある。今ちょっと問題になっていますけれ

ど、当時結構かなり重いし、だけれどきちんと治療すれば治る可能性があるということで、

しかもいろいろな層の方がなったというのが恐らくあるみたいで、普通は 1 年だけれど結

核は 2 年とかいうのがある会社であったんです。ああ、なるほどなと。では、精神疾患は

言ってみれば元気になれば働ける可能性が高いわけだから、場合によったら、精神疾患に

限らず、ちょっと時間がかかるけれど何とかなるよという場合は、少し特別に長くするよ

うな規定を設けられないのかなとそれを見たとき思いました。なるほど、昔はそういう会

社もあったんだなということで。珍しくなかったんでしょうね。多分そういうふうなひな

形があったんでしょう。あと治療しながら働かざるを得ない場合もほかの疾患でもありま

すよね。血圧とか糖尿とか。だからそれと同じようにうつの薬はちょっと長くなるけれど

飲んでもらうにしても働ける場合は、少し休職についてゆるやかに運用したいものです。

普通 1 回それをとったら 2 回目はだめとかいろいろごちゃごちゃ言うところもあるけれど、
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運用を少し緩やかに疾病の種類によっては協議するみたいな規定をつくります。具体的に

これとこれとこれというのが難しければ、休職期間については協議の上で場合によったら

延長するみたいなものを別項目で設けておけばいいわけです。場合によったら延長もあり

得るみたいな規定をつくればいいのかなと思います。 
 
司会 前労働安全衛生法の規則に精神障害者差別欠格条項があって、精神障害により自傷

他害の恐れのある場合は就労禁止というのが最近は心身の故障というふうに、精神障害と

いう言葉はなくなったと思うんですけれど、労働安全衛生法上例えばこの人はちょっと働

かせると危ない、危険だと。別に周囲に危険というのではなくて、その人にとって。そう

いう場合に業務命令として精神科に行かされたという人の話を最近聞いたんです。その根

拠は労働安全衛生法なんですか。 
 
川本 いや、私はお手紙でもいただいていたので調べたんですけれど、ちょっと正直よく

わからないんです。そういうことは多分ないと思います。安全衛生法を根拠に云々という

ことはないと思います。今の話で言えば。あと正直それほど、ちょっと会社の悪口の話が

多かったですけれど、総論としては会社も役員レベルで精神疾患になる人がいるというの

もあってか、杓子定規にあまり法律がこうだからこうだよというほど厳密に対応してこな

いところが多いですよね。むしろケースバイケースでして、何とかさんが職場で実際どう

なのという話で、法律がこうだからこうだよという…… 
 
司会 では別に法的に精神疾患者がいまだにとても差別されていて、そういう取り扱いを

受けざるを得ないというわけではない？ 
 
川本 ないと思います。逆に法律がないにもかかわらず当たり前のようにやられる嫌がら

せとか差別とかのほうがむしろ多いと思います。法律などの根拠があれば逆に言いやすい

わけですよね。法律に沿ってそれは違うではないかとか、そうだという議論はできるんで

すけれど、そうではない議論のほうが多いです。現実的にどうなのという。そういう気が

私はします。 
 
司会 ありがとうございました。 
 
B いい会社悪い会社と言いますけれど、いい会社はそれなりにいい扱いしているのかなと

思うのは、銀行に勤めていた人で傷病手当をもらって、働く意思がなければ打ち切られる

わけですけれども、もう 1 回復帰しますということを言えば、また働かせてもらえる会社

もあります。結局その方はもう働けないと思うけれども、一応働く意思があるということ

にしていましけれども、だから企業の場合、ブランド企業といわれるような大きい会社ほ
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どやはりそれなりにきちんと手厚くしているんだなという感じが 1 つイメージとしてある。 
 
川本 一般的に。 
 
B だからさっきお尋ねした就業規則とは何なんだという話は、結局会社の格によって就業

規則もきちんとまともと言ってはおかしいけれど、結構きちんと人権に配慮されているの

かなというところがあるし、それは例えば法律で縛ることはできないかもしれないけれど、

一定程度スタンダードというのは労基署に届ける以外はないんですか。 
 
川本 ないです。残念ながら、割と老舗の会社の総務のように一定度量のあるような会社

は割合的にはやはり減ってきていると思います。総務がしようもない弁護士とかしようも

ない社労士さんに丸投げです。まあ規則はこうなっているけれど、ここで荒立てて新聞に

書かれるよりは何ぼか払ってやめてもらえませんかみたいなことを、ある意味ずる賢いの

かもしれません。でも、絶対ここだけの話にしておいてくださいねと言ったり、その人の

ため、あるいは会社に傷がつかないためにやるくらいの度量のある企業はどんどん減って

いるのが残念ながら私の実感です。ひどい会社になると、そういうことをやると株主から

と責められるとか、背任ではないかとか。それはそうですよ。そんな規則にもないことで

融通するのはやはりおかしいといったらおかしいです。だけれど、「株主のために会社をや

っているのか」「そうです」に近いようなことを総務の人間がもう言う時代になっている。

残念ながら。だからそういう意味で言うと、弁護士もいわゆる経営派はまだましなんです。

そういう事件ばかりやっているので労働組合に理解があるんです。一番たちが悪いのはや

はり食えない弁護士。いまは企業合併とかで何百人と弁護士を雇ってやるような事務所が

あるではないですか。ああいうところの弁護士がだんだん仕事が減ってきているので、何

でか知らないけれど我々のような弱小労働組合が係争している事件にまで雇われて来るん

です。要は書類を書くのが 1 枚幾らみたいな世界です。労働組合とか労働者の権利を全く

知らないそういう弁護士がお金稼ぎとしてそういう事件にまで首を突っ込んでくるように

なってきているらしいんです。だからそういうことで非常にうまくないなという気がしま

す。 
 
A この不況下企業自体儲けるのに必死になっている。 
 
川本 そうです、余裕がないんです。法律で縛るというのも 1 つのやり方であるし、あと

は地道にいろいろやっていくしかないのかなという気もします。 
 
B 法律ではないとしても、厚生労働省の通達くらいの話でもって何とかしてもらいたいあ

る程度のスタンダードくらいは。 
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A 世界中で同一賃金、世界中でこういう障害者なども含めて話にならんと、おさまらない

のではないかと思うんですけれど。 
 
川本 国際機関、ＩＬＯだとか何とかありますけれど、それこそＩＬＯ条約もどれだけ批

准しているのという話にどうしてもなってしまうので、やれることはやるしかないですね。 
 
F うつ病などの精神疾患は再発する可能性が高いと聞いていますが、仮に休職した後、職

場へ復帰しても、そういった人はもう働くことをあきらめてしまって、精神の障害年金 2
級をもらう道を探ってみたりするのもいいのかなというふうに考えるのですが、川本先生

のお考えは。 
 
川本 もうそこは個人の選択だと思うんです。さっきうまくいった例の中でも、例えばタ

クシー会社の運行係に戻ろうなんてあまり思っていないようです。戻る気はないんだけれ

ど、一応籍だけ置いておいてというやり方ですよね。だけれど、一方でそれなりに事務的

なこともできる人なので、運行係は無理でももうちょっと別の本社勤務などで戻れるので

はないかというのも実はあって、やめても労災は出続けるし、退職しても問題ないんだけ

れど、保険料もそれなりにとられるけれど在籍しておけばという状況に持っていったとこ

ろもあるんです。一方でこんな会社に戻りたくないし、この仕事もちょっとどうかなとい

う場合は当然選択肢としてやめてしまってもいいのかな、別に問題はないのではないかと

いう気がします。ただ、別に仕事でなくてもいいんです、障害年金をもらって、このこと

で日常的に、例えばこういう勉強してみたいとか、遊びでもいいんですけれど、何かこう

いうことをやってとりあえずかつかつでも生活できて、このことが好きと。さっきのシナ

リオライターにしても、本当にシナリオライターになれるわけがないと思いつつ、でもそ

ういうことをやってみたいというのが彼はあるみたいなので、ではそれでちょっとやって

みたらと。家族も親御さんがいるくらいだから何とかなるのかなみたいなので、何かあれ

ばあとは本人の選択かと思います。ただ多いのはやはり病気でしんどくて、仕事もしたい

けれどできなくて、個別にこれをやりたいというのがない状態で本人が選択だから好きに

すればというのは、それはちょっと人間として冷たいかなと私は思います。何かあればあ

とは本人の選択でお任せしていいのかなと思います。何もない状態で、とりあえずお金が

出ているから治療に専念しておけばいいですよというのはちょっとやはりうまくないので

はないかなという気がするんです。 
 
F 障害年金をもらいながらというの働くというのは？ 
 
川本 できるんです。もちろんそれは一定の時期の調整とか何とかあるみたいですけれど、

特に問題ない範囲であれば大丈夫です。生活保護していたらパチンコに行ってはいけない
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のかと言う人もいますけれど、雑音はほっておいて、言われるようにきちんとやれば。聞

いていたら勉強する人が結構多いです。次のステップのために。 
 
A 障害年金 2 級だと月 6 万 6000 円しかない。これでは食っていけないです。 
 
川本 そういうことはもちろんあると思う。それはそうなんですけれど。 
 
司会 済みません、後片付けの時間がありますのでそろそろ、川本さん、本当にありがと

うございました。雨の中、遠方からどうもありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


