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回答文書の送付について

平成 24年 6月 6日に厚生労働大臣あてにお渡しのありました要請

書につきまして、 F記 のとおり回答書を送付いたします。

記

回答書   10枚

以 上
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」 過労死弁護団全国連絡会議が第 2」回総会にて決議した「『過労

死防止基本法』の制定を求める決議」、日本労働弁護団が 2008

年総会にて決議した 「『過労死防止基本法』の制定と長時間労1011の

規制強イしを求める決議」に従い、「過労死防止基本法」を制定し、

それに伴う法整備等を行うこと。

¬O過 労死 ・過労自殺の発生を根絶するよう有効かつ具体的な諸政

策を直ちに実施するようにして下さい。

○ 働くことにより労働者が健康を損ない、そのかけがえのない

生命を失うようなことはあつてはならないと考えている。

○ 厚生労働省では、平成 18年 から 「過重労働による健康障害

防止のための総合対策」を定め、

①時間外労働の限度時間に関する、労働基準監督署の窓口での指導
など、時間外 ・休日労働の削減

②長時間労働者に対する医師による面接指導の実施など、労働者の

健康管理に関する措置の徹底

など、総合的な対策を実施している。

O また、長時間労働の抑制のため、平成22年 4月 に施行された

改正労働基準法で、 1か 月60時 間を超える時間外労働に対する

割増賃金率を50%に 引き上げるなど、法制度も強化している。

○ 過労死 ・過労自殺はあってはならないことであるので、
これらの対策の徹底に引き続き取り組んでいく。
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2 過労死、過労自死などにより労災認定を受けた労101者の事業主の

企業名を開示し、実効性ある過労死防止の対策を行わせること。

○ 企業名については、労働基準監督機関から労働基準関係法令に

違反しているとして是正勧告を受けたことの公表だけで、

信用低下を招き、各種の取引活動上で不利な取扱いを受けて、

その競争上の地位を害するとされている (平成 22年 1月 12日

最高裁決定 (上告不受理))。

このような判決等から、労災認定を行つた企業名については、
これを公にすると、企業の競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるため、開示することは適当でないと

考えている。

3

(1)脳 ・心臓疾患に労災保険を適切に運用するための緊急改善策とし

て、過労死弁護団全国連絡会議が 2003年 11月 21日 に提出した

「脳。心臓疾患の労災認定基準の改定を求める意見書」に沿つて、早急

に1図・心臓疾患の労災認定基準を再改正すること。

○ 現在の脳 ・心臓疾患の認定基準は、医学専門的な検討を経て策定
されたものであり、現時点でも適切と考えている。なお、常に最新の

医学的知見を把握することは重要であると考えている。今後とも

最新の医学的知見の収集に努めていきたい。
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(2)精 神障害、自殺に労災保険を適切に運用するための緊急改善策と

して、過労死弁護団全国連絡会議が本日提出した 畔青神β章害・自殺判断

指針改定意見書」に沿つて、早急に精神障害の労災認定に関する判断指

針を改正すること。

○ 精神障害の労災認定については、平成23年 12月 26日 に
らい理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定めた。
この認定基準は、最新の医学専門的な検討に基づいて、発病後の

悪化や評価期間の取扱い等について見直しを行つたものである。

(3)業 務による過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自

然経過を超えて増悪臥 脳、血管疾患が発症した場合には労災と認定臥

「著し<」 増悪することを認定の要件としない。

○ 脳 ・心臓疾患は、主に加齢、食生活等の日常生活上の諸要因により、
長年の生活の営みの中で徐々に血管病変等が形成、進行、増悪する
といつた自然経過をたどり発症する。このため、業務が相対的に

有力な原因となつて発症したというためには、医学経験則に照らして、
血管病変等がその自然経過を超えて 「著しく」増悪して脳 ・心臓疾患が

発症したことを要する。
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(4)業 務の過重性を、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する者

で、日常業務を支障な<遂 行できる者を基準とするのではな<、当言舛皮

災労働者を基準として判断されたい。

○ 脳 ・心臓疾患は日常生活上の諸要因によっても発症することから、
発症した疾患が業務上の過重負荷によるものかどうかを客観的に

評価して判断を行う必要がある。したがって、被災労働者と同程度の

年齢、経験等を有する者で、日常業務を支障なく遂行できる者を基準と
している。

(5)長 期間の疲労の蓄積の有無を判断する労働時間について、その労

働B寺間数にとらわれず、目安となつている労働時間に達していない場合

といえども、労lSlttPB5以外の要因を総合して、その過重性を認めるよう

柔軟な判断をすること。

○ 長期間の過重業務の評価に当たつては、疲労の蓄積をもたらす最も

重要な要因と考えられる労働時間について検討した上で、目安と

なつている労働時間に達していない場合も含め、労働時間以外の負荷
要因の評価と併せて総合的に業務上外の判断を行つている。
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(6)労 llt者の長B寺間労働を明らかにする資料がない場合といえども、

被災者の家族や同僚等の陳述等により、長時間労働を認定すること。

○ 労働時間の把握に当たっては、タイムカー ド等の客観的な記録が

ない場合であつても、同僚 ・部下 ・家族等からの聴取などから、

被災者の労働時間を可能な限り把握している。

4 過労死の労災保険の申請事案について、労働基準監督署長 ・労

働者災害補償保険審査官の調査 ・審理体市」を抜本的に改め、現在

係属中の事案につき、できるだけ早期に業務上の決定をして下さ

い 。

○ 労働基準監督署では、従来から労災請求事案の効率的かつ

計画的な処理を行い、長期未処理事案の解消に努めている。

今後とも、迅速かつ適正な処理が徹底されるよう指示して

い そぎitい 。

○ 労働者災害補償保険審査官による審査についても、審査請求人

に対し、事案の概要や処分の判断理由を記載 した監督署長の意見

書を提示することなどで、審査請求の争点の的確な把握 ・整理に

よる処理の迅速化を図り、長期末決事案の解消を行つている。
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5

① 事業主である企業等に労災保険申請及び調査に必要な書類や

資料の提出を義務づけて下さい。

② 労働者の労/Ct時間を記録するように厳格に義務づけること。

①について

○ 事業主には、労災保険給付の請求手続に関して、必要な証明を

行うなどの協力義務がある。また、行政庁の命令に基づき必要な

報告や文書の提出義務があり、この命令に違反した場合には、

罰則が科せられる。

(参考)

◇ 労働者災害補償保険法 (昭和22年 法律第50号 )

第四十六条 行動キは、厚生労働省令で定めるところにより、鮒動者を使用する者、州動側食事務組合又は

第二十五条第一項に規定する団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ず

ること力で きる。

第五十一条 事業主が次の各号のいずれ力ヽ薦亥当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処

する。州動園食事務組合又は第二十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいず柚 こヽ該当する場合に

おけるその違反行為をした当該洲動保険事務組合又は当該団体の代表者又1劇し 、ヽ使用人その他の従業者

も、同様とする。

一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは自為の報告をし、又は文書の提出をせず、

若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 60

◇ 労働者災害補償保険法施行規則 (昭和30年 労働省令第22号 )
(事業主の助力鋤

第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが

困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から側険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみや

力ヽこ証明をしなければならない。
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②ついて

○ 労働基準法では、使用者は労働時間数を賃金の支払いの都度

遅滞なく賃金台帳に記入する義務がある。これに加えて、

労働時間等の労働基準法上の義務を果たすため、使用者は

労働時間を適切に把握 し、管理する責務を負つていることは

明らかである。

○ このため、厚生労働省では賃金台帳への記入義務の履行確保を

図るとともに、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関する基準」で、タイムカー ド等による客観的な記録を

基礎とする方法など、使用者が始業 ・終業時刻の確認や記録を

行う方法等を定め、労働時間の適切な管理が行われるよう必要な

指導を行つている。

○ 今後とも、労働時間の記録や適正な把握について、しつかりと

監督 ・指導を行つていきたい。
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6 業務上外の認定に当たっては、労災補償制度の趣旨に貝」して、被

災労lSt者とその家族の立場に立ち、懇切丁寧に調査、間き取りして

下さい。労災保険の申請者の供述録取作成にあたっては、代理人弁

護上の立会いを認めて下さい。

○ 調査等に当たっては、懇切 ・丁寧な対応を指示している。

今後ともきめ細かな対応に努めていきたい。

○ 聴取の目的は、もっぱら労災認定に必要な事実関係を

ありのままに把握することであり、そのような事実関係は、

被災労働者ご自身が具体的 ・詳細に承知されている事柄である。
立会人があると、被災労働者によつては、一部の事実関係の

陳述を差 し控えるおそれがあるため、事実関係を迅速、正確に

把握する目的で、立会いなしに被災労働者ご自身からの

聴取をお願いしている。

7 労働基準監督署長の業務上外決定処分については、具体的にそ

の理由を明記し、その説明に際しては調査を担当した調査宮、監

督官が直接立会い、説明して下さい。

○ 不支給決定をした場合には、支給要件の概要、不支給決定理由
のポイン ト、審査請求手続などについて、請求者等に対 して分か

りやすく説明するよう指示している。今後とも徹底していきたい。
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8 審査請求の審理に当たっては、原処分の基礎となった資料を、

審査請求者に開示するなど、労働基準監督署長、労働者災害補償

保険審査官は、現在、認定、審査手続き中の過労死労災保険請求

事件について、ただちに請求人に一切の記録、証拠を開示して下

さい。

○ 審査請求の審理に当たつては、審査請求の争点の的確な把握 ・

整理による処理の迅速化を図るため、審査請求人に対 し、事案の

概要や処分の判断理由を記載 した監督署長の意見書を提示して
いる。

なお、労働基準監督署長や労災補償保険審査官が労災認定の

調査や審査請求の審理のために収集した資料等について、

請求人に対して開示するかどうかについては、個人情報保護法に

基づき対応 している。

9 過労死、過労自殺に係る労災保険不支給処分の取消を求める行

政訴訟について、原告 (労災保険請求者)が 勝訴した判決に対し、

控訴、上告、上告受理申立をせず、被災労働者、遺家族の早期救

済を実現 して下さい。

○ 国が敗訴 した判決については1個 々の事件ごとに判決の内容を
十分検討 し、上訴の適否について、関係機関とも協議の上、対処
している。
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11 2006年 10月 24日 付け厚生労働大臣あて要請書のとおり、

過労死 ・過労自殺等の増大につながる、労働時間規制の新たな適

用除外制度 (日本版エグゼンプシ∃ン)の導入に絶対に反対です

ので、同制度を導入しないようにして下さい。

○ 自己管理型労働制については、平成 19年の通常国会に提出した

改正労働基準法案の国会提出までの過程で、この法案に盛り込む
ことを見送つたところである。
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