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過労死・過労自殺については、調査されておらず、公式の統計はありません。
厚生労働省の発表によると、過労自殺に係わる労災請求件数はリーマンショック後３年連
続で過去最高を記録しました。しかし、この背後にある、その何倍、何十倍もの労災申請に
至らない過労死・過労自殺や過重労働による健康障害の広がりについては、ほとんど把握さ
れていません。

何事も社会問題の解決の第一歩は実態を知ることです。
そのためには、2011年4月に発表された日本学術会議の「労働・雇用と安全衛生」に関す
る「提言」が言うように、「国は、過重労働対策基本法（過労死防止基本法）を制定し、過
重労働対策の基本を定め、過重労働に起因する労働者の健康被害の実態を把握し、過労死・
過労自殺等の防止を図る」必要があります。

過労死（過労自殺を含む）が社会問題化した1980年代末に実施された厚生労働省の脳・
心臓疾患による壮年期の「急な病死」の調査データから推計すると、当時の過労死の発症件
数は交通事故の死者数と大差がありませんでした。
交通事故死者数は1995年でも1万人を超えていましたが、2001年には9000人を割り込み、
その後、次第に減少し、2009年には5000人を切るまでになりました。
交通事故と過労死とは原因も責任もまったく異なりますが、この車社会において交通事故
の死者数が減少したことは注目されます。おそらくこれは、飲酒運転に対する罰則強化、シー
トベルト着用の義務化、道路交通法の遵守義務の強化、車の安全設計の改善などが進んだ結
果だと考えられます。

過重労働の防止についても、国はなにもしなかったわけではありません。
しかし、グローバル化や情報化、あるいは波状的リストラや成果主義の浸透といった新し
い過重労働環境が広がるなかで、過労死防止のための有効な施策が講じられなかったことが、
過労死がなくならず、若い世代に過労自殺が増え続ける事態を招いていると考えられます。

現在の日本には1955年に制定された原子力基本法から2011年６月成立したスポーツ基本
法まで40の基本法があります（失効したものを除く）。しかし、労働に関する基本法は一本
もありません。
労働基準法は36協定で無制限の残業を許しています。労基法にすべてを委ねるだけでは、

〝百年河清を俟つ″にひとしく、過労死の防止は何年待っても困難です。この現状を一歩でも
前に進めるために、過労死防止基本法の制定を100万人の署名で実現しましょう。

挨　拶

過労死防止基本法制定実行委員会　委員長
関西大学教授　森岡　孝二

実態を把握して有効な対策を講ずれば
過労死はなくせます
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私たちの家族は、ある日突然に長時間過重労働で過労に陥り命を奪われました。
　
1989年に東京・名古屋・大阪など各地域に「過労死を考える家族の会」が結
成され、1991年11月22日、勤労感謝の日を前にして「全国過労死を考える家族
の会」が結成されました。以来毎年この日には、全国の会員が東京へ集まり、厚
生労働省や地方公務員災害基金本部への要請をおこない、会員の早期労災認定と
過労死防止策を求めています。

私たちが労災認定をもとめていく中で、過労死を発生させた職場環境の実態が
明らかになり、大企業においても労働基準法や労働安全衛生法がまったく機能し
ていないことが分かりました。
労働基準法では1日8時間、週40時間を超えてはならないと明記しています。
すべての使用者が法定労働時間を守り、正しい働かせ方をしていれば、過労死は
発生しませんでした。私たち家族は、朝から夜遅くまで仕事に追い込まれ、死に
至る働き方を強いられて過労死した事実を、身を以って知っているのです。
過労死は個人の責任ではなく、社会のしくみの問題であり、労働法制と密接に
関係していることに気づかされました。

過労死を無くすには、もはや法による規制しか道はないと考え、弁護団から提
起された「過労死防止基本法」の制定をめざして、取り組み始めた次第です。
2010年10月13日、第１回院内集会「ストップ！過労死」は、超党派国会議員
30名（秘書含む）の参加があり、遺族の訴えを届けることができました。また
議員と団体からも基本法が必要であるご意見を戴きたいへん励まされました。
第2回院内集会は、「過労死防止基本法」制定実行委員会結成総会として開催し、
100万人署名のスタート集会として位置付けました。「制定」と100万人署名の道
のりは容易ではないと思いますが、皆様とともに国民的運動のうねりにしていけ
ば、必ず実現すると確信しています。何としても「過労死防止基本法」制定を実
現させ、過労死を根絶しましょう。

法律で過労死の防止を

全国過労死を考える家族の会
代表　寺西　笑子
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最高裁判所はすでに平成12年3月に下した電通過労自殺判決で、「労働者
が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のある
ことは、周知のところである。」と判示しています。

私たち過労死弁護団全国連絡会議は、過労死・過労自殺（以下、過労死等
といいます）の労災認定や、企業賠償責任の事件に取り組んできましたが、
司法の場においては、この最高裁判決をはじめ、労働者の心身の健康に対す
る安全配慮義務を認めた判決が多数積み重ねられています。
しかし、心身の健康を損なうことが「周知のところである」過重労働が未
だあとを絶たず、過労死等は増えることはあっても減ることがない現状が続
いています。

労働者の働く場における命と健康は、何ものにも代えがたいものであり、
過労死等を防止することは、国の施策の基本に位置づけられなくてはなりま
せん。またそれは健康な職場づくり、仕事と家庭が両立する労働条件づくり
のためにも不可欠です。

過労死防止基本法を定め、国として過労死等をなくすために必要な法令を
一層整備するとともに、行政、自治体、企業、労使が一体となって、労働の
現場から過労死等を根絶する実効性のある施策を強力に推進することが、今
ほど求められているときはありません。
私たち過労死弁護団全国連絡会議は、「全国過労死を考える家族の会」と
ともに、この法律の制定に全力を尽くすものです。

過労死弁護団全国連絡会議
代表幹事　岡村　親宜
代表幹事　水野　幹男
代表幹事　松丸　 正

今こそ過労死防止基本法の制定を
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ストップ！過労死 
なぜ過労死防止基本法が必要か 

2013年３月７日 
過労死弁護団全国連絡会議 
幹事長 弁護士 川人 博 

 

Q 基本法とは何ですか？ 
 

国政に重要なウェイトを占める分野について
国の制度、政策、対策に関する基本方針・原則
・準則・大綱を明示したもの 
　　　　　　　　　　（参議院法制局HPより）  

戦後の社会システムの限界と矛盾が明らか
になり、新たな時代に対応できるような理念
やシステムを構築することが求められている
からです。 

最近、基本法制定の動きが活発になっていま
す。その理由は、 

Q 現在どのような基本法がありますか？ 

・高齢社会対策基本法（平成７年１１月１５日）
・男女共同参画社会基本法（平成１１年６月２３日）
・少子化社会対策基本法（平成１５年７月３０日）
・自殺対策基本法（平成１８年６月２１日）
・がん対策基本法（平成１８年６月２３日）
・観光立国推進基本法（平成１８年１２月２０日）
・肝炎対策基本法（平成２１年１２月４日）
・スポーツ基本法（平成２３年６月２４日）

など約４０の基本法がつくられています。

Q 基本法と個別の法律の関係は？ 
 
基本法は、個別の法律の解釈や運用にあたっ
て、重要な参考となります。
ただし、基本法では、具体的な規制の内容を定
めることはしません。 

Q 今なぜ過労死防止基本法が必要なので
しょうか？ 

 

特に申請件数に注目

過労・ストレスによる健康破壊・死亡が大変深
刻であり、これ以上、放置することができませ
ん。 
労災申請と労災認定の推移（厚生労働省発表
による資料）  

なぜ過労死防止基本法が
必要か　第６回院内集会のPPT資料より
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自殺の原因・動機が勤務問題 
（内閣府） 

内閣府自殺統計と厚労省労災認定 

内閣府の自殺統計によれば、２０１１年の
勤務問題が自殺の原因・動機

2689件
厚労省の自殺の労災認定２０１１年度

66件
６６÷２６８９＝2.45%であり、氷山の一角  
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若者の労災申請・認定件数 
（脳・心臓・精神疾患・自殺２９歳以下） 

 
 ストップ！過労死は緊急焦眉の課題

過労・ストレスによる病気や死亡が深刻な
ことは明らかです

将来をになう若者にも広がっていることは
実に憂慮すべき事態
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Q 過労死防止基本法の３つの柱とは？ 

１過労死はあってはならないことを、国が
宣言すること

２過労死をなくすための、国・自治体・事
業主の責務を明確にすること
３国は、過労死に関する調査・研究を行う
とともに、総合的な対策を行うこと  

 

Q 過労死防止という当たり前のことを、なぜ、
宣言する必要があるのですか？

働く人々のいのちと健康を守るという理念を
はっきりと国が基本法で定め、企業や国民への
強いメッセージを送ることが大切です。   

景気が良かったとき（例えばバブル経済の時
代）は、より多くの利益を追求して働きすぎ、
過労死（ＫＡＲＯＳＨＩ）が国際語になりました。

その後、景気が悪くなると、“生き残り”をス
ローガンにして、やはり長時間労働が続いて
います。 

加えて、不況が続き、精神的ストレスが職場
に広がり、上司などによるパワハラ・セクハラ
が後をたちません。 

この結果、健康破壊が一層深刻になっていま
す。  

Q 現在の法律だけでは足りないのでしょうか？

過労死防止基本法は、現在の法律にいわば 
“魂”を入れるような役割を持ちます。 過労死を
防止するという理念に照らして、各法律の解釈
と運用を行います。  

 

 

過労死防止基本
法の理念を個別
の法律解釈・運用
に 活かす 

・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働契約法
・会社法
・民法
・
・
・

Q 企業は不況脱出に精一杯で、過労死防止
のことまで配慮する余裕がないと思われま
すが・・・？

従業員のいのちと健康が損なわれている職
場では、活力ある企業活動ができません。 
健康な職場が企業の再生に不可欠です。  

 
私が残業をなくすことにこだわった
理由は、「仕事をもっと楽しみた
かったから」です。 

吉越浩一郎氏 著書『「残業ゼロ」の仕事力』
 （104頁） 
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小室淑恵氏　著書『6時に帰るチーム術』
 （15頁） 

業績悪化のときこそ「ワークライフ
バランス」 

 

 

 

ほかの会社みたいに仕事に始終追わ
れ、一度きりの人生を棒に振るような
人間になってほしくない。 

山田昭男氏著書『ホウレンソウ禁止で1日7時
間15分しか働かないから仕事が面白くなる』

（5頁） 

企業行動憲章 
－社会の信頼と共感を得るために－ 

一般社団法人日本経済団体連合会 
 

四、従業員の多様性、人格、個性を尊重す
るとともに、安全で働きやすい環境を確
保し、ゆとりと豊かさを実現する。 

Q 過労死に関する調査研究とは？ 

現在の政府のデータは、実態の一部を示してい
るだけです。働く人々の在職中の死亡や重度の
疾病など、国がリーダーシップをとって実態把
握に努めることが大切です。  

私は、決算数字だけでなく、すべての会社
が社員の平均残業時間、有給休暇の消化
率、社員の健康診断の結果、在籍中の死
亡者数とその原因、及び社員の平均寿命
といったデータを公表することを、国が義
務化すればいいと思います。 

吉越浩一郎氏著書『「残業ゼロ」の人生力』
（83頁） 

例）
自殺対策基本法成立以降、自殺統計のスピー
ドが格段に早くなり、また、自殺対策白書が報
告されるようになりました。
従来の自殺統計発表は、翌年の６月頃でした
が、現在は、速報値が１～２月に発表されます。 

田中滋氏外編著書『会社と社会を幸せにする健康経営』（108頁） 

Q 労働問題については政党間の意見の違い
もあるのではないでしょうか？

過労死をなくすという点で、国民の間でも国
会内でも一致しています。そして、個人にとっ
ても企業にとっても国家にとっても、たいへ
ん重要なテーマですので、この法律はきっと
成立すると確信しています。  

25
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浅倉むつ子（早稲田大学大学院法務研究科教授・労働法） 

新垣　進（琉球大学名誉教授） 

上野千鶴子（社会学研究者）

正規雇用と非正規雇用の格差が問題になっているけ
れど、正社員になったら過労死が待ってる、なんてあ
んまりだ。働きすぎはカラダにもココロにも毒。人間
は壊れる、というあたりまえの事実を認識してほしい。 

鵜飼良昭（弁護士、日本労働弁護団会長）

労働は、個人にとっても社会にとっても最も基本的で
重要な営みであり、国際的にも人間的な労働（ディー
セントワーク）の実現が求められています。

宇都宮健児（弁護士）

岡井　崇（産婦人科医） 

法制化は必要で、その促進活動に賛同します。なか
んずく、過労・ストレスからくる精神的負担及び障害
への発展に対する総合的なケアーの枠組みを作ること
の重要性を訴えたいと思います。

小山内美江子（脚本家） 

精神もおいつめられ、健康も害して過労死寸前という
話がいくらでもあります。だからこそ、過労死防止基
本法というのが、絶対に必要なのだと思います。

小野田正利（教育研究者） 

大谷昭宏（ジャーナリスト）

鎌田　慧（ジャーナリスト） 

過労死は罰則を伴う法律によって禁止すべきです。
木津川計（雑誌『上方芸能』発行人）

「過労死」がほんとうに死語になる日がこなければな
らないと思います。

木下武男（昭和女子大学特任教授） 

熊沢　誠（甲南大学名誉教授）

過労死防止基本法は、働きすぎゆえにかけがえのな
い家族を喪った遺族たちの果てしない無念と憤りが、
日本の労働の明日に不可欠な提案として結晶したもの
だ。もう誰ひとり過労死・過労自殺なんかさせるな。

齋藤友紀雄（「日本いのちの電話連盟」理事） 

いのちの使い捨ては許せません。

早乙女勝元（作家） 

佐藤昭夫（早稲田大学名誉教授・労働法） 

ジェームス三木（脚本家） 

ひとごとではありません。

茂　幸雄（ＮＰＯ法人 心に響く文集・編集局、福井県）

品川正治（経済同友会終身幹事） 

篠田節子（作家）

柴山恵美子（雇用政策研究者・元女子短大教授） 

島田晴雄（労働経済研究者・元慶大教授・現千葉商科大学学長） 

過労死は、起きてからでは遅い。大切な人を失う悲し
みを広げてはならない。過労死のない世の中を作ろう。

清水康之（ＮＰＯ法人自殺対策支援センター・ライフリンク代表） 

不条理な死を強いられる人がいない「生き心地のよい
社会」の実現に向けて、ともに進んでいきましょう。

竹信三恵子（和光大教授・ジャーナリスト）

辻井　喬（作家） 

堤　未果（ジャーナリスト） 

鳥越俊太郎（ジャーナリスト） 

暉峻淑子（埼玉大学名誉教授）

中　正敏（詩人） 

西谷　敏（大阪市立大学名誉教授）

野田正彰（精神科医） 

働くことは楽しいこと、生きることです。働くことが死
につながる異常な社会を変えましょう。

橋本左内（牧師・日本宗教者平和協議会理事長） 

広井良典（元厚生省勤務・千葉大学教授） 

過労死の防止そして十分な休日がとれることは、日本
社会が真に豊かな社会になるために必須の条件だと
思います。

藤森　研（専修大学教授） 

前野育三（関西学院大学名誉教授） 

水谷　修（水谷青少年問題研究所代表） 

かけがえのない命を奪う権利はだれにもありません。
命、国・企業すべての人々が守らなければいけない大
切なものです。

宮里邦雄（弁護士　日本労働弁護団前会長）

山田洋次（映画監督） 

映画製作の危険で、過酷な状況下に働く仕事仲間の
ためにも、この法律が一日も早く制定されることを願
います。

湯浅　誠（反貧困ネットワーク事務局長）

「NOと言える労働者」になるためには、それを可能に
する条件を社会が作らなければなりません。「過労死
防止基本法」制定の取組は、社会の取るべき責任か
ら逃げない、責任ある行動の一つだと思います。

吉越浩一郎（トリンプ・インターナショナル・ジャパン元代表取
締役社長）

過度の、しかも慢性的な残業を従業員に強いる様な
事は会社の経営者としてはあってはいけない事です。

脇田　滋（龍谷大学法学部教授／労働法・社会保障法）

和田　肇（名古屋大学大学院法学研究科教授・労働法）

賛同者とメッセージ（一部、敬称略）
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2010年
4月
過労死弁護団全国連絡会議と大阪過労死問題連
絡会が「過重労働対策基本法案」を共同提言。
この法案を骨子として、後に「過労死防止基本
法案」が作成される。

10月13日	
第１回院内集会「過労死等防止基本法の制定を
求める院内集会」開催(衆議院第二議院会館)。
国会議員・秘書30名を含む約170名が参加。
過労死遺族から、過労死防止基本法制定に向け
た熱い思いが語られる。これを契機に、本格的
な実行委員会の結成に向けて「準備会」を立ち
上げ活動を開始。

2011年
11月18日	

第２回院内集会「過労死防止基本法制定実行委
員 会 結 成 総 会 」開催。ス ト ッ プ！ 過 労 死　
１００万人署名スタート（衆議院第一議員会館）。
国会議員・秘書１７名を含む２５０名以上が参
加。過労死防止基本法制定に向けた具体的行動
の第一歩を踏み出す。

ストップ！過労死
過労死防止基本法制定実行委員会

人はただ奴隷的に存在する安逸さに
なれてしまう。
人間の奴隷的存在について考えてみよう。
かつての奴隷たちは
奴隷船につながれて新大陸へと運ばれた。
超満員の通勤電車のほうが
もっと非人間的でないのか。
現代の無数のサラリーマンたちは
あらゆる意味で、奴隷的である。
金に買われている。
時間で縛られている。

上司に逆らえない。
賃金も大体一方的に決められる。
ほとんどわずかの金しかもらえない。
それも欲望すらも
広告によってコントロールされている。
肉体労働の奴隷たちはそれでも
家族と食事をする時間がもてたはずなのに。

1987年2月に過労死した八木俊
としつぐ

亜さんが書き残したメモ。八
木さんは総合広告代理店に勤め、43歳の若さで急性心筋梗
塞で死亡しました　※題は編集委員会

人間の存在について考えてみよう

これまでの主な取り組み
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2012年
1月21日	
全国6カ所（東京，名古屋，京都，大阪，神戸，岡山）で一斉街頭
署名。参加者137名・署名数1402筆。１００万人署名に向けて
具体的行動がスタート。ＮＨＫ・テレビ朝日・毎日放送・岡山放送・
朝日新聞・毎日新聞・大阪日日新聞・中日新聞・神戸新聞等が報道。

1月24日	
東京新聞朝刊コラム　鎌田慧氏が「過労死をなくそう―『全国過労
死を考える家族の会』や弁護士さんが中心になって、過労死防止の
基本法制定を求める署名運動が始まった。私はこの運動に大賛成で
ある。」

3月7日	
第３回院内集会「ストップ！過労死　過労死防止基本法の制定を願
う集い」開催（衆議院第一議員会館）。
国会議員・秘書16名を含む約190名が参加。この日までに集まっ
た４万筆の署名が確認される。衆議院調査局　厚生労働調査局から
も出席。

3月7日	
長尾敬衆議院議員が、衆議院厚生労働委員会において『マー君の作
文』を朗読した上で過労死防止基本法について質問。

3月31日	
朝日新聞「日本人脈記　安全第一“過労死　明日はなくそう”」で
過労死防止基本法の取り組みが紹介される。

私 の 娘 は、2008年4月1日、 居
酒屋チェーン店に入社し、神奈川県
横須賀市の京急久里浜駅前店に配属
され、2か月余り後の6月12日に過
労自殺で亡くなりました（当時26
歳）。

娘は、所定労働時間8時間、週休
2日制と説明されて入社しましたが、
実態はまったく異なっていて、営業
時間が勤務時間と言われ、平日は午
後3時から翌日の午前３時30分、週
末は午後3時から翌朝6時までの長
時間労働を強制されました。時間外
労働は、１か月140時間を越え、最
高７日間に及ぶ連続深夜勤務、休日
出勤、強制的なボランティア活動、

過重なレポート書き、経営理念暗記
テストなどを課せられ、十分な休憩、
睡眠がとれず、疲労困憊の状態で、
正常な判断力を失い、自殺で亡くな
りました。

死ぬ前に書かれた一連のレポート
には、五里霧中で、夢を書けと言わ
れても夢を思いだせない、疲れ切っ
た、へとへとだ、自分だけでなく他の
店員も疲れきり、余裕のない職場は
とげとげしい、思いやりのない職場
になっていると、書かれていました。

長時間労働の原因の一つは会社の
三六協定（時間外・休日労働協定）
にあるのですが、なぜ三六協定を受
け付けたのか、労基署の担当者に問

いかけました。ただ受け取っただけ
だと言います。そのように言うのは、
過労死の視点から見る法律が無いか
らだと思いました。まず人間らしく
あれ、生きよ、死なせてはいけない
という法律です。

その法律があれば、労基法全体の
読み方がガラッと変わってくるよう
に思います。法律第一の役人は、こ
の法律があれば、この労働条件で、
過労死はでないだろうか、という視
点で条文の一条一条を読むことにな
ります。そこから誠実な対応が生ま
れます。誠実な労基署になるために
は、過労死防止基本法の制定が必要
だと思います。

人間らしくあれ、生きよ、
死なせてはいけないという法律を　　　　　森　　豪

遺族の

声

全国一斉街頭署名
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6月6日	
第４回院内集会「ストップ！過労死　
過労死防止基本法の制定を願う集
い」開催（衆議院第一議員会館）。
国会議員・秘書57名を含む約270
名が参加。院内集会への出席議員数
が大幅に増加。過労死防止基本法制
定への動きが一気に広がる。

6月6日	
過労死防止基本法制定実行委員会会長の森岡孝二
氏が、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸
弁護士、全国過労死を考える家族の会代表の寺西
笑子さんとともに、小宮山厚生労働大臣（当時）
と面談、要請書を提出。

6月27日	
大阪府高槻市議会にて過労死防止基本法の制定を
求める意見書採択（全国初）。

6月29日	
大阪府八尾市議会にて過労死防止基本法の制定を求める意見書採択（全国２番目）。

7月14日	
朝日新聞「私の視点」に、森岡孝二『増える過労死　基本法制定し、防止急げ』が掲載。

2012年

第４回院内集会

小宮山厚生労働大臣（当時）に要請書を渡す

人が幸せになる仕事で
命を落とすことがないように

桐木　弘子
自動車販売会社に勤めていた息子は、新車販売店から

中古車販売店へ転勤になり、仕事内容が一変し、過重に
なりました。キャンペーン期間中の８月、９月の繁忙期
であったために周りの支援もないまま、いきなり即戦力
として働かされ、日中の気温が毎日３０度を超える外気
温にそのまま晒され、西日の入る劣悪な環境で時間に追
われ、気の張る仕事をしていました。

息子は、会社を愛し、暑い日も寒い日も懸命に働きま
した。まだ23歳なのに、「疲れました。」という遺書を
残さなければならない働き方があってはなりません。過
労死が親子を引き裂く悲しい社会は終わりにしてほしい。

毎日息子の様子を見ていながら、救うことができな
かった私はこの５年余り毎日自分を責め、息子の苦しみ、
無念を一日たりとて思わない日はありません。なぜ、あ
の時、息子を仕事から引き離さなかったのか、この痛み
はこれからも私の命が尽きるまで続きます。

今の労働基準法と労基署は私の息子を守ることができ
ませんでした。私たちのような悲しい親子がこれ以上増
えないように、一日も早い「過労死防止基本法」の成立
を願っています。そして、幸せになるための仕事で命を
落とす人がいなくなることを願ってやみません。

亡くなった息子の供養のために
吹上　了

私の息子は大学新卒入社４か月後の平成19年8月11
日未明に、自宅で就寝中、心臓性突然死で命を絶たれて
しまいました（当時24歳）。

私と妻は会社のみならず、長時間労働を放置していた
社長と専務取締役を被告にして裁判をし、京都地裁、大
阪高裁で勝訴し、現在最高裁で審理中です。

裁判に勝っても息子は戻ってこない、しかし、今後二
度と過労死が起こることのない様、一人でも多くの方々
に署名をいただき、そうすることによって、亡くなった
息子に対し、せめてもの供養と思い、署名に取り組み
5000筆を超える署名を集めることができました。署名
して下さった方々は、異口同音に過労死は絶対あっては
ならないと言って下さいます。

また、ご協力をいただいた方の中には、同じ年頃の子
供を持つ親の立場から、うちも人事ではない、心配して
いるような労働環境だから…というような言葉も耳に
し、過労死防止基本法の制定は今必要な法律に違いない
という思いを強くしている次第です。

私たちの息子に起きた過労死という不幸は、この日本
からなくさなければなりません。過労死防止基本法実現
まで力を尽くしたいと思います。

遺族の

声
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父の死を経験して
下中　喜代美

私は現在、兵庫県豊岡市で弁護士として働いています。
私が弁護士を目指したきっかけは、父の過労自殺でした

（当時46歳）。
父は大型タンカーの新型舵取機の開発設計を命ぜら

れ、リストラのもと当初３人で取り組んでいた仕事を１
人ですることになったのです。帰宅は毎晩午後10時か
ら午前０時を過ぎ、私が最後に父に会った日は日曜でし
たが、その日も父は出勤し、深夜に身も心もぼろぼろに
なって帰宅したのです。父も死にたくない、悔しかった
に違いありません。

弁護士になって働き出した今、労働現場を見てみると、
日本における労働実態は改善されておらず、むしろ若年
層における過労死・過労自殺が増えています。毎年たく
さんの過労死・過労自殺が発生し、次々と裁判になって
いるにもかかわらず、日本の労働者が追い詰められなが
ら働いているという状況は改善されていないのです。家
族の死という悲しい事件が起こってから長年をかけ労災
申請や企業責任を追及しても死んだ人は帰ってきませ
ん。過労死・過労自殺を防ぐシステムが必要です。私の
父の事件が終わって13年たった今も、労働者の置かれ
ている状況は変わっていないのですから。

長男の死が無駄にならないように
岩田　徳昭

私の長男は、平成21年６月19日に、脳出血で亡くな
りました。まだ35歳という若さでした。

長男は、会社で経理の仕事をしていました。経理の仕
事は、特に月末と月初めが忙しく、この時期は毎日深夜
１時や２時頃に帰宅していました。平成20年１2月頃
には、会計システムに関するプロジェクトを任され、帰
宅が毎日深夜０時を過ぎることが多くなり、休日出勤も
していました。午前３時頃まで仕事をし、会社の駐車場
で寝て、コンビニ弁当を食べて、そのまま出勤したこと
もありました。

私と妻は、長男の体のことを心配し、「命には代えら
れないのだから、会社を辞めた方がいい」と話したこと
もありました。しかし、長男の仕事はますます忙しくな
り、ついに帰らぬ人となってしまったのです。

現在の日本で働く人たちが、きちんとした法律によっ
て守られ、過労死のない社会で働くことができるよう、
そして、男の死が無駄にならぬよう、私たちに何ができ
るかと考えました。今は、過労死防止基本法制定に向け
て、少しでも役に立ちたいと思い、多くの方々に署名を
お願いしているところです。

2012年

遺族の

声

日弁連人権大会で特別報告

8月7日	
厚生労働省から６月６日に行った要請に対する回答書を受領。

8月15日	
全国社労士連合会機関誌「月刊社労士」に金田修会長が巻頭言「過労死防止と社労士の役割」

8月28日	
川田龍平参議院議員が参議院厚生労働委員会で防止法について質問。
過労死防止基本法についての意見交換会開催。
国会議員・秘書19名を含め参加者57名。
内閣府政策統括官村木厚子氏と面談。

9月17日
神戸新聞<見る思う>に「過労死防止法で若者守れ」過労死
遺族の西垣さんの投書が掲載。

9月26日	
大阪府吹田市議会にて過労死防止基本法の制定を求める意見
書採択（全国３番目）。

10月4～5日	
日本弁護士連合会が人権大会で自殺問題に関して大会決議。
過労死を考える家族の会会員が過労自殺と基本法制定につい
て特別報告。
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私は、2000年3月に、公務員だった
夫を過労自死で亡くしました（当時46
歳）。2012年３月に息子の中学時代の
作文「命こそ宝」を、厚生労働委員会
で読んでいただきました。その中にもあ
りました息子の小学１年生に入学したば
かりの頃に作った詩です。

過労死で亡くなったみなさんの話を聞
くにつけ、こんな素晴らしい人々が過労
で命を落とさなければならなかった事実
に憤りを感じます。家族にとってはもち
ろんですが、社会にとっても、日本にとっ

ても大きな宝を失っているという事を感
じずにはおられません。働く者が大切に
される社会であってこそ、日本の未来は
輝くと思います。３月夫のまさに13回忌
に、息子の作文を取り上げてくださった
事は、私は天国からの夫の強いメッセー
ジに思えてなりません。「過労死をなくし
てほしい。自分の様な思いをこれからの
未来の人々に、こども達にさせないでほ
しい」という夫の声が聞こえてきます。

今、過労死をなくすために、過労死防
止基本法の制定を強く願っております。

10月22・23日
ＮＨＫ（Ｅテレ）「ハートネットＴＶ」が二夜連続で「相次ぐ若者の過労死」「若者を追いつめる“ブラック企業”」
を放映。街頭署名活動の様子が紹介された。

10月23日	
神戸市議会にて過労死防止基本法の制定を求める意見書採択（全国４番目、政令指定都市で初）。

11月10日
全国８箇所（札幌，仙台，東京，長野，京都，大阪，神戸，岡山）で第
２回全国一斉街頭署名活動。参加者128名・署名数1202筆。ＮＨＫ
全国放送をはじめ、テレビ、新聞が多数報道。

11月20日	
第５回院内集会「ストップ！過労死　過労死防止基本法の制定を実現
するつどい」開催（衆議院第一議員会館）。
衆議院解散の4日後であったため、議員の参加は少数に留まる。

11月29日	
全ての政党及び全ての立候補者を対象にアンケートを実施。最終的に
10政党から回答書（反対意見なし）。

12月21日	
京都府亀岡市議会にて過労死防止基本法の制定を求める意見書採択
（全国５番目）。

2013年
1月7日	
北海道新聞社説で「過労死防止　実効性ある残業規制を」

1月22日	
大阪過労死を考える家族の会が大阪弁護士会人権賞を受賞。

2012年

遺族の

声
これ以上、悲しい思いをするこどもたちをつくらないで！　辻田　加代子

大阪弁護士会人権賞を受賞

第２回全国一斉街頭署名（2012.11.10）

ぼくの夢
大きくなったら
ぼくは博士になりたい
そしてドラえもんに出てくるような
タイムマシーンをつくる
ぼくはタイムマシーンにのって
お父さんの死んでしまう
まえの日に行く
そして「仕事に行ったらあかん」て
いうんや
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2013年

3月7日
第６回院内集会「ストップ！過労死　過労死防止基本法
の制定を実現するつどい」（衆議院第一議員会館）。国会
議員と秘書51名を含め参加者約270名。
主要８政党から広く国会議員・秘書が参加。超党派によ
り過労死防止基本法制定を目指す方針を確認。

3月14日	
島根県出雲市議会・浜田市議会にて過労防止基本法制定
に関する意見書採択（全国６番目，７番目）。

3月22日	
島根県安来市、雲南市、太田市にて過労防止基本法制定
に関する意見書採択（全国８番目，９番目，10番目）。

3月27日	
島根県益田市にて過労防止基本法制定に関する意見書採
択（全国11番目）。

3月29日	
みんなの党の過労死防止基本法の勉強会に参
加。

4月３日	
川田龍平議員・参議院法制局職員と意見交換。

４月29日
　過労死家族の会有志が国連（ジュネーブ）
を訪問し、社会権規約日本政府報告審査に際
して、「過労死は国際人権規約違反」を訴え。

2004年に出張先の徳島で、くも膜
下出血のため亡くなった夫（当時35
歳）は、スポーツ紙の新聞社で働いて
いました。

今の日本社会では、残念ながら、長
時間労働やパワハラなど、本来あって
はならない労働環境の中で、責任感の
強い真面目な労働者が心身を病み、過
労死や過労自死に至るという不幸が起
きています。私たちはこの大きな社会
的損失に目を向け、もっと真正面から
取り組まなくてはなりません。過労死・
過労自死は、決して個人の側の問題で

はなく、改善しうる、システムの問題
であるということ、そして、「人ごと
ではない」「誰もが犠牲者になりうる」
という当事者意識を広く私たち国民が
共有し、過労死防止基本法が、社会全
体で企業を監視する役割を担うものに
ならなければなりません。

仕事が原因で、夫を、父親を亡くし
た私たち母子3人の暮らしは、激変し
ました。普通に約束されていたであろ
うささやかでも幸せな未来は、永遠に
手に入れることは出来ません。最高裁
で労災が認められたとしても、優し

かった夫は二度と帰って来ません。労
災認定闘争に明け暮れたこの8年間と
いう貴重な時間も、もう戻りません。

過労死・過労自死が起きてからの対
応では、遅すぎます。大切な家族を喪っ
た者として、このことだけは、皆さん
に強く訴えたい。命を削って働くよう
な人々を無くしたい。私たちのような
悲惨な思いをする遺族をこれ以上増や
さないためにも、過労死防止基本法制
定を切に願っています。

遺族の

声
「過労死」は人ごとではないんです　　　　　塚野　信子

14



「働き方を変えよう」の声が政治を動かしはじめています
京都ＰＯＳＳＥ代表　川久保　尭弘

「ブラック企業」が日本社会全体の問題 であると

認識されはじめています。ブラック企業問題が多く

の人、特に若者世代に強い関心を持たれているとい

うことは、多くの人が過労死・過労自死に追い込ま

れる恐怖を身近なものとして感じているということ

です。 就活中の学生や２０代、３０代の労働相談に

接していて感じるのは、本当に多くの人が働きすぎ・

過労の問題に強い関心を持っているということ、そ

うした状況をなんとかするにはどうすればいいのか

ということを考え始めているということです。彼ら

に過労死防止基本法の話をすると、皆口をそろえて

「それは絶対に必要だ。なんとしても作ってほしい」

と言います。署名に協力してくれる方も大勢います。

過酷な働き方を変えたいという声が、ブラック企業

で働いている方、就活生、就活生やブラック企業に

勤める子どもを持つ親、教員など本当に幅広い人た

ちから上がってきています。二度にわたる国会での

質問と長時間労働の抑制への言及は、こうした声が

少しずつですが確実に政治を動かし始めたことを示

しているのかもしれません。若者自身によって若者

の労働問題を解決することをめざして設立された

NPO法人POSSEは、今後も現場から現在の労働問

題の実態と問題点を広く社会に発信していきます。

そして、過労死防止基本法などの必要な対策の制定

を求めて大きく世論を喚起し、取り組みを広げてい

こうと思います。

過労死のない社会をめざす学生たち
えだまめの会　青柳　拓真

2012年4月、私は何の気なしにインターネット

のページを見ていました。するとKAROSHIという

言葉が目に飛び込んできました。読み進めると、過

労死はもはや輸出語となってしまっている、とあり

ました。これが本当なら、この広い世界で何故「日

本でだけ」過労死が起きているのだろう？　私は過

労死について学習してみることにしました。

過労死問題に関わっている団体を調べているうち

に、私は過労死についての院内集会が行われること

を知り、参加してみました。そこで過労死家族の会

の方や弁護士の方から過労死が起きる原因や、日本

の労働環境の劣悪さなどについて実際にお話を聞き、

自分がどれほど無知だったのか気づかされました。

知れば知るほど、その実態に胸が痛み、何かしなく

てはと焦りのような気持ちが芽生えました。

友人と話すと、同じような問題意識を抱えている

人が多くいました。しかし、過労死という問題に、「学

生」というアクターはこれまでほとんど存在してい

ませんでした。だったら我々がその先陣を切ろう！

と私たちは学生団体として「えだまめの会」を設立

しました。

「えだまめの会」が目指していることは、多くの学

生に過労死について知ってもらい、学生としての意

見を発信する場を作ることです。「将来の労働者」で

ある「学生」が何も声を上げないままでいいわけが

ありません。自分たちが、自分たちの子供が、社会

人になったときには、大切な家族や職場の同僚とビー

ル片手にえだまめをつまむ、そんな当たり前の幸せ

を真に「当たり前」に出来る社会を作るため、「学生」

として出来ることをこれからおこなっていきたいと

思います。

過労死のない社会へ

活動はじめた
学生･若者たち
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　労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、
周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法
六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の
健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定め
ているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするもの
と解される。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる
業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に
蓄積して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負うと解する
のが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有す
る者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。

電通過労死事件とは
　1991年、大手広告代理店の電通で働く大嶋一郎さん（24歳）が、長時間労働とパワハラにより
入社してからわずか1年5か月で自宅で自殺したことについて、両親が会社に対して起こした民事
訴訟。会社は全面的に争ったが、1審東京地裁は原告完全勝訴、2審東京高裁は一郎さんにうつ病
親和性ないし病前性格があったことを根拠に3割の減額を行ったが、最高裁は、上記のように過労
死事案における使用者の安全配慮義務について判示したうえで、過労自殺した労働者の性格等を
理由に減額することは原則として許されないとした。過労死・過労自殺事案における指導的判例
となっている。

朝日新聞2012年7月14日付

電通過労死事件最高裁判決（2000年3月24日）より抜粋

16



過労死関連記事　新聞掲載一覧
2011年

産経新聞
　過労死の国・日本　第１部　繰り返される悲劇
　　8月 8日（１）なぜ死ぬほど働くのか
　　8月 9日（２）米紙が１面で取り上げた
　　8月10日（３）24時間働かせても合法
　　8月11日（４）23年前と状況変わらず
　　8月12日（５）ILOに期待できない
産経新聞
　過労死の国・日本　第２部　復興の犠牲者たち
　　10月25日（１）美談で済まされぬ「英雄」
　　10月26日（２）原発労働の対価と代償
　　10月27日（３）津波被害との闘いの果て
　　10月28日（４）「中越」は教訓となったのか
　　10月29日（５）「なぜ主人が派遣された…」
産経新聞
　過労死の国・日本　第３部　若者に迫る危機
　　12月26日（１）鬱病からの自殺蔓延
　　12月27日（２）獲物にされた「正社員」
　　12月28日（３）重圧…心を病むSEたち
　　12月29日（４）無理解が招く「狭き門」
　　12月30日（５）「基本法」で根絶目指す 

2012年
朝日新聞（夕刊）
　　3月30日　ニッポン人脈記・安全第一
　　　　　　　第10回　過労死　明日はなくそう
東京新聞
　過労社会　防げなかった死
　　5月26日＜上＞　急成長ワタミ「労使一体」
　　5月27日＜中＞　外食大手「うちだけじゃない」
　　5月28日＜下＞　命より大切な仕事って

東京新聞
　　7月25日　7割過労死基準以上　残業協定　大手100社調査
東京新聞
　　8月 8日　過労死認定111社　半数なお長時間残業容認
神戸新聞
　　9月17日　過労死防止法で若者守れ
毎日新聞
　　10月7日　ストーリー：「過労自殺」する若者
　　　　　　　倍増した20代の労災申請
毎日新聞
　　10月25日「過労死防止基本法：神戸市議会、
　　　　　　　制定へ意見書採択、政令市で初
産経新聞
　続過労死の国・日本　命を守る経営
　　10月27日（１）社員の健康は企業財産
　　10月28日（２）意識転換「従業員こそ顧客」
　　10月29日（３）徹底した時間管理の「功罪」
　　10月30日（４）社員家族の病気予防重要
朝日新聞
　　10月30日　過労死のわけ知りたい
　　　　　　　 遺族ワタミ経営陣に面会求める
毎日新聞
　　11月24日　衆院選：過労死アンケート実施へ　遺族や弁護士ら
読売新聞
　若者Ｓ・Ｏ・Ｓ
　　12月 7日（上）「おかん、ごめんなさい」激務・重責
　　12月 8日（下）「ブラック企業」横行　劣悪な職場環境
東京新聞
　　12月12日　過労死防止、４党が公約
産経新聞
　　12月22日　過労死防止基本法の制定を　京都・亀岡市議会

2013年
東京新聞

1月9日　過労死企業
名　開示訴訟　国「ブ
ラック企業と風評」
遺族「企業利益なぜ
優先」

朝日新聞
　働く 追い詰められて
　　2月 1日（１）ＳＥ業界「死の行進」
　　2月 8日（２）入社半年「予選」の重圧
　　2月15日（３）正社員の座　過労と引き換え
　　2月22日（４）役所勤め 残業にのまれる
　　3月 1日〈反響編〉潰れる社員、切り捨てか
　　3月 5日〈経営の立場から〉残業ゼロ、企業も社員も万歳
神戸新聞
　過労死の現場から
　　3月 1日（１）「うつ自殺」認定少なく
　　3月 2日（２）赴任２ヵ月で練炭自殺
　　3月 3日（３）自発的出勤　証言届かず　
　　3月 4日（４）ブラック企業　使い捨てられる若者
　　3月 5日（５）黒塗り　明かさぬ企業名
　　3月 6日（６）対策急務　防止法制定を
産経新聞
　　4月29日　過労死遺族「思い伝える」　国連事務局きょう訪問

北海道新聞2013年1月7日付
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過労死防止基本法制定を
求める意見書を採択した市議会

（2013年4月30日現在）

2012年
大阪府：高槻市・八尾市・吹田市
兵庫県：神戸市（政令指定都市）

京都府：亀岡市

2013年
島根県：浜田市・出雲市・安来市・雲南市・大田市・益田市

（※）　市町村や都道府県などの地方議会は、公益に関する事項について意見書を
採択して国会又は関係行政庁に提出することができます（地方自治法99条）。
　国民や住民にとって重要な問題について地方議会の意見という形で国政へ
の反映を図る、民主的な制度として活用されています。
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過労死防止基本法　Ｑ＆Ａ

過労死はなぜ、どんな疾患とし
て起きるのでしょうか？

過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つ
となって、脳・心臓・呼吸器疾患、精神疾患などを発病し、
死亡または重度の障害を残すに至ることを意味します。
また、過労死の一形態である過労自殺（自死）は、過労
により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっ
てはうつ病を発症し、自殺してしまうことを意味します

（「過労死110番全国ネットワーク」ホームページより）。
過労の要因には、長時間労働、不規則な勤務、拘束時

間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務、深夜勤務、
厳しい作業環境での業務、精神的緊張を伴う業務、異常
な出来事などがありますが、なかでも長時間にわたる過
重な労働は、睡眠不足と疲労の蓄積を招き、健康を損ね
る恐れが大きいと言われています。

過労死はいつ頃から問題になっ
てきましたか？　また、現状は
どうなっているのでしょうか？

過労死という用語は、1970年代の後半に、労災・職
業病に取り組む産業医たちによって使われ始めました。
1982年には「過労死」をタイトルにした本（細川汀・
上畑鉄之丞・田尻俊一郎『過労死――脳・心臓系疾病の
業務上認定と予防』労働経済社）が出版されています。

深刻な社会問題として広く知れ渡るようになったの
は、労災認定や企業補償を支援する弁護士グループが中
心になって1988年に「過労死110番」全国ネットが
開設されたときからです。

それから今日までに四半世紀が経過し、過労死の労災
認定に関しては行政でも司法でも一定の前進がありまし
た。しかし、厚労省が毎年6月に発表している「脳・心
臓疾患と精神障害などの労災補償状況」に関する資料で
は、過労死の労災請求件数は減るどころか、過労自殺を
含めると、大幅に増えつづけています。

労働者全体の平均労働時間は
減っているのに、過労死が多発
しているのはなぜでしょうか？

最近の労働者1人当たりの年間労働時間は、総務省「労
働力調査」では約2100時間、厚生労働省「毎月勤労統
計調査」では約1800時間になっており、1980年代末
と比べると、いずれも300時間あまり減少しているこ
とになります。しかし、これはパート、アルバイトなど
の短時間労働者の著しい増加が平均労働時間を押し下げ
た結果にすぎません。正社員の男性労働者に限れば、い
までも週平均52時間、年間ベースでは2700時間あま
り働いています。

なお、「労働力調査」は早出・居残りを含め労働者が

実際に就業した時間を集計しているために賃金不払残業
（サービス残業）を含んでいますが、「毎月勤労統計調査」
は事業所の賃金台帳をもとに支払労働時間を集計してい
るために、賃金不払残業を含んでいません。

厚労省の過重労働対策では、残業（時間外・休日労働）
が月100時間、2 ～ 6 か月平均で80時間を超えると過
労死などの健康障害のリスクが高くなると言われていま
す。月80時間の残業は週60時間の労働が続く状態を意
味します。最近の「労働力調査」によると、週60時間
以上の労働者は約500万人（自営業者や家族従業者を
含めると約600万人）にのぼっています。このように
相変わらず賃金不払残業を含む長時間労働が蔓延してい
ることが、過労死がなくならない最大の理由です。

近年、若者の間で過労自殺が増
えているのはなぜでしょうか？

近年は、狭義の過労死（脳・心臓疾患）に比べて過労
自殺（精神障害）が増加しています。なかでも若者の過
労自殺が増え続け、40代から30代、20代、10代へと
下がるほど、過労死に比べ過労自殺が多いことです。

正社員が絞り込まれ、採用抑制や厳選採用が続くなか
で、若い社員のあいだでは、新卒入社早々から訓練や指
導や援助がほとんどないまま、過大な仕事を与えられ「即
戦力」として働かされる状況が拡がり、うつ病などの精
神障害を発症するケースが増えています。また、酷い働
かせ方をして乱暴に使い捨てる「ブラック企業」が横行
し、職場のいじめ・パワーハラスメントが多発している
ことも、若者を自殺に追い込む一因になっています。

過労自殺の事案においては、たいてい、過重労働とパ
ワハラが重なっています。最近の職場では、過大なノル
マと成果主義の圧力のもとで、上司が部下に苛酷な働き
方を強いる状況が日常化しています。こうした状況をな
くすためにも過労死防止の対策が重要になっています。

専門職である医師や教師、公務
員にも過労死がありますが、ど
ういう背景があるのでしょう
か？

専門職である医師や看護師や教員の労働時間はとりわ
け長いことが知られています。これは「世のため人のた
め」の仕事だからというだけではありません。勤務医は
夜勤や宿直業務があるうえに近年は深刻な医師不足が重
なって、平均労働時間は週60時間を超えています。教
師の平均労働時間も週60時間を超え、仕事量と心理的
負荷の両面から、うつ病などの精神性疾患で休職する教
師の増加が深刻な問題になっています。

公務員の過労死も増えています。地方公務員の労働時
間も長いのですが、霞ヶ関に働く国家公務員は、月平均
35時間の残業を行い、月80時間以上の残業をしている
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者が7.6％いるという調査もあります。
国民のためのよりよい医療や福祉、教育や行政のため

にも、これらの分野での過労死の予防が緊急の課題に
なっています。

労働時間は法律で週40時間、1
日8時間と決められているのでは
ないでしょうか？

労働基準法によると、使用者が労働者に命ずることの
できる最長労働時間は、1週40時間、1日8時間となっ
ています。しかし、同法36条により、使用者が労働者
の過半数を代表する労働組合などと時間外・休日労働協
定を結び、労働基準監督署に届け出れば、何時間残業さ
せても罰せられません。

厚労省は、この36協定で認められる労働時間の延長
の限度を、1週15時間、1か月45時間、1年360時間
などとするガイドラインを定めています。しかし、法的
拘束力はなく、実際には、但し書きの「特別条項」を盛
り込むことで、1週30時間、1か月100時間、1年間
1000時間を超えるような延長を認めている企業も多
く、労基署もそうした協定をそのまま受理しています。
しかも、規模301人以上では3割、全規模合計では7割
の事業場が36協定さえ結ばずに残業をさせています。

新興国との競争が強まっている
今日では、過重労働の防止は困
難ではないでしょうか？

先進国はすべて新興国との競争に直面していますが、
韓国を除けば、日本ほど労働時間が長い先進国はありま
せん。ドイツ、フランス、イタリアなどの男性フルタイ
ム労働者と比べると、日本の男性正社員は１週で約10
時間、１年で約500時間も長く働いています。

これには年次有給休暇も関係しています。EU諸国で
は年間30日前後の有給休暇が付与され、その9割が消
化されていますが、2012年に日本の企業が付与した有
給休暇日数は、労働者1人平均18.3日で、そのうち実
際に取得された日数は9日、取得率は49％でした。

新興国との競争が労働条件の切り下げ圧力になってい
ることは否めませんが、そうであればあるほど、国の法
律や政府の政策の出番です。もちろん、労働組合もその
本来の役割が期待されています。

長期にわたって不況が続いてい
る状況では、企業は過労死防止
に取り組む余裕などないのでは
ないでしょうか？

過重労働による疲労の蓄積や、うつ病などのメンタル
不調で従業員の健康が損なわれている職場では、従業員

の士気が落ち、生産性が上がらず、企業業績は拡大でき
ません。それどころか、従業員の療養休務や病気休職や
死亡は企業にとっても大きな損失です。

最近は、企業の持続的成長を図る観点から、従業員の
健康に配慮した経営手法として「健康経営」が注目され
ています。これは従業員の健康を企業と社会にとって欠
かせない資本とみなし、健康への投資を促し、生産性の
低下を防ぎ、医療費を抑えて、企業収益の向上を目指す
ことが目的です。

経営状態の厳しい中小企業には
過重労働の軽減は困難ではない
でしょうか？

労働時間統計を見ると、以前は大企業のほうが短かっ
た労働時間が、いまでは中小企業のほうが短くなってい
ます。また、かつては、大企業に多いホワイトカラー労
働者（非現業職）のほうが、中小企業に多いブルーカラー
労働者（現業職）より短いのが普通でしたが、いまでは、
ホワイトカラー労働者のほうがかなり長時間働いていま
す。過重労働の軽減は必ずしも中小企業のほうが困難だ
とは言えません。

むしろ中小企業の経営状態の方が、個々の労働者の仕
事の成果に影響されますから、仕事の能率の向上が重要
になります。そのためには、労働者の心身の健康が維持
されることが不可欠です。

自営業者の過労死はどう考えた
らよいのですか？

社会全体に働きすぎが蔓延するなかで、過労死は、労
働者にかぎらず、自営業者や中小企業家でも起きていま
す。不況の長期化や経済活動のグローバル化のなかで、
自営業者や中小企業家が過労に陥りストレスを蓄積し、
過労死に至ることがあります。その意味で、過労死は、
単に労働者だけの問題ではなく、自由業従事者、会社役
員なども含めた、日本の勤労者全体にとって解決すべき
問題となっています。

過労死防止基本法（仮称）とは
どんな法律でしょうか？

過労死の防止に関する基本理念を謳い、①過労死が
あってはならないことを国が宣言するとともに、②過労
死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確に
し、③国が、過労死に関する調査・研究を行うとともに、
総合的対策を行うことを定める法律です。この法律を制
定することにより、過重労働と過労死を防止し、仕事と
生活を調和させ、健康で人間らしく働き続けることので
きる社会の実現に寄与することを目的としています。

日本には現在、高齢社会対策基本法、男女共同参画社
会基本法、少子化社会対策基本法、食育基本法、住生活
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基本法、自殺対策基本法、がん対策基本法、肝炎対策基
本法、東日本大震災復興基本法、スポーツ基本法など
40ほどの基本法がありますが、労働分野の基本法は一
本もありません。それだけに過労死防止基本法の制定に
各方面から大きな期待が寄せられています。

いま、なぜ、過労死防止基本法
の制定にとりくむ必要があるの
でしょうか？

過労死の防止が叫ばれるようになってずいぶん経ちま
したが、事態は好転するどころか、最近では過労・スト
レスによる健康破壊と死亡が大変深刻になっており、こ
れ以上放置することはできません。

労働時間は1週40時間、1日8時間を超えてはならな
いという労働基準法の定めが遵守されていれば、過労死
はなくなっているはずです。しかし、労基法の時間規制
は36協定の抜け道があるために十分に機能していませ
ん。労基法に“魂”を入れるためにも過労死防止法の制
定が求められています。

しかも、昨今の雇用情勢のなかでは、労働者は、いく
ら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出る
のは容易でありません。また、個別の企業が、労働条件
を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバ
ル経済のなかで、自社だけを改善するのは難しい面があ
ります。このように、個人や家族、個別企業の努力だけ
では限界があるため、国が法律を定め、総合的な対策を
積極的に行っていく必要があるのです。

「過労死はあってはならないこ
とを国が宣言」し「過労死をな
くすための、国・自治体・事業
主の責務を明確にする」ことに
は、どういう意義があるので
しょうか？

過労死防止基本法の基本的理念は、次の最高裁判決に
よってすでに確立しています。

｢労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状
況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄
積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあること
は、周知のところである｣。「使用者は、その雇用する労
働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、
業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して
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
務を負う……、使用者に代わって労働者に対し業務上の
指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務
の内容に従って、その権限を行使すべきである」（電通
青年過労死事件の最高裁判決、2000年3月24日）。

これは、直接には使用者の責務（安全配慮義務）につ
いて述べたものです。

また、厚労省が定めた「賃金不払残業の解消を図るた
めに講ずべき措置等に関する指針」は「賃金不払残業は
労働基準法に違反する、あってはならないものです」と
明言しています。これと同様に過労死があってはならな
いということを国が宣言することにより、過労死を防が
なければならないという認識を、国・自治体・事業主を
はじめとした広く一般に行き渡らせ、過労死を防止する
ための取り組みを促すことができます。

自治体（地方公共団体）は、国と連携して法の理念に
もとづいて、地域の実情に応じた過労死防止の施策を策
定し、実施する責務を負うとともに、過労死防止の重要
性に対する人々の理解の促進や、過労死に関する情報の
収集のために努める責務を負っています。

過労死防止基本法ができると、
どのような調査・研究が行われ
るようになりますか？

過労死が社会問題になって久しいのに、過労死・過労
自殺についての公式の統計は未整備です。

厚労省は毎年6月に「脳・心臓疾患と精神障害の労災
補償状況」を発表していますが、これは労災請求と労災
認定の状況を把握したもので、過労死･過労自殺の総数
や過労疾病の全容を把握したものではありません。

過重労働に起因する健康障害については、労災関係の
情報だけでなく人口動態や医療・保険関係の情報も含め
て、広く情報の収集、整理、分析および提供を行うこと
が求められています。

関連分野では、2006年に自殺対策基本法が成立し、
自殺の動機・原因、年齢・職業の区分による警察庁の統
計が格段に整備され、その発表時期も早くなりました。
そして、たとえば大学生について「就職失敗」による自
殺が年々何件あるのかもわかるようになりました。

なにごとも問題解決の第一歩は問題の所在や深刻さを
理解することです。その意味で、基本法の制定によって
過労死問題の調査・研究が進むことは、過労死防止対策
のためにも大きな意義を持っています。

これまでの過重労働対策は不十
分だったのでしょうか？

政府は過労死問題が深刻化するなかで、労働基準法や
労働安全衛生法の趣旨にもとづいて、過重労働の解消や
防止のためにいくつかの施策を講じてきました。しかし、
他方において長時間労働が温存されてきたために、過労
死防止対策やメンタルヘルス対策では充分な効果を上げ
ていません。

政府の過重労働対策で一定の前進があったと評価でき
るのは、サービス残業における賃金不払および割増賃金
不払の是正ですが、これも長時間残業自体は容認してい
る点で過重労働対策としては大きな問題を残しています。

Q12

Q13

Q14

Q15

過労死防止基本法　Ｑ＆Ａ

21



議員立法によって過労死防止基
本法を制定することはできるの
でしょうか？

議員立法とは、国会議員の発議により成立した法律の
ことです。過労死をなくしたいという多くの国民の声を
個々の議員に届けることができるなら、過労死防止基本
法の理念に対する理解と共感が広がり、議員立法の実現
につながる可能性が高まります。その動きは、「全国過
労死を考える家族の会」を中心としたこれまでの署名活
動や議員要請や院内集会の積み重ねによって、いまや確
実に大きな流れになっています。2006年に成立した自
殺対策基本法も議員立法によるものでした。

過労死をなくすことはすべての働く者の願いです。従
業員の健康問題に苦慮する経営者の支持を得ることも可
能です。これまでの院内集会にも、主だったすべての政
党の議員と代理の秘書の方々が来場され、基本法に賛同
する立場から挨拶をされています。過労死防止という一
点で幅広い合意が可能な基本法であれば、今日の政治情
勢のもとでも、議員立法として成立させる条件は大いに
あります。

地方自治体の議会が「過労死防
止基本法の制定を求める意見
書」を採択することに、どのよ
うな意義があるのでしょうか？

市町村や都道府県などの地方議会は、地方自治法に基
づき、公益に関する事項について意見書を採択して国会、
または関係行政庁に提出することができます。そのこと
が直ちに法律の制定に結びつくわけではありませんが、
地方自治体の議会で「過労死防止基本法の制定を求める
意見書」が採択されれば、当該選挙区から選出された国
会議員は、その実現への期待を受けることになります。
そして、多くの自治体で意見書が採択されることは、世
論の広がりが目に見える形にもなり、過労死防止基本法
の成立を後押しする大きな力になります。

現在までの到達点を言えば、2012年中に大阪府の高
槻市、八尾市、吹田市、兵庫県の神戸市（政令指定都市）、
京都府の亀岡市の各市議会で意見書が採択され、2013
年3月には、島根県の浜田市、出雲市、安来市、雲南市、
大田市、益田市の6市議会においても採択されています。

皆さんがお住まいの自治体でも、「過労死防止基本法
の制定を求める意見書」の採択に向けて、動き始めてく
ださい。実行委員会にご連絡いただければ、喜んで、方
法や手順などに情報を提供させていただくとともに、必
要なお手伝いをさせていただきます。

過労死防止基本法の制定を求め
る「100万人署名」にはどん
な意義がありますか？

法律は立法府である国会での決議によって成立しま
す。私たちは国会に対して請願署名という方法で声を伝
えることができます。署名によって多くの国民から賛同
の声を集め、広く紹介議員に託し国会に届けるなら、国
会での決議につながっていきます。

2011年11月以降、家庭や職場や街頭や地域で集め
た「100万署名」は、2013年4月現在、40万筆を超
えています。署名活動はこれからも基本法の実現まで続
けていきます。皆さんの声を国会にぜひ届けてください。

過労死防止基本法の制定に賛同
する個人や団体は、どのような
協力ができるのでしょうか？

私たちは、過労死防止基本法の制定を実現するため、
「100万人署名」を集めています。あなたにも以下の①
～⑥をひとつでも多く取り組んでいただけますよう、心
からお願いします。

①まず、あなた自身が署名をしてください。
②家族、友人、知人に署名を呼びかけてください。
③家族、友人、知人にも署名用紙を渡して、署名を集

めてくれるよう訴えてください。
④あなたのブログ、ツイッター、フェイスブック、ホー

ムページなどでこの署名のことや取り組みのことを知ら
せ、協力を呼びかけてください。

⑤過労死、過労自殺に関する学習会や集会を開催して
ください（要請があれば講師を派遣します）。

⑥「賛同者」としてお名前を公表させてください

なお、署名用紙は「“ストップ！過労死”実行委員会」
のホームページ〈http://www.stopkaroshi.net/〉「署
名のお願い」コーナーからプリントアウトしてご利用く
ださい。

Q16

Q17

Q18

Q19

過労死防止基本法　Ｑ＆Ａ
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第1章　総則

(目的)
　第1条　この法律は、近年、我が国において勤労者が
業務による過労・ストレスが原因の一つとなって脳・
心臓疾患や精神障害を発症して死亡する過労死が多発
していること、まじめで誠実な勤労者が過労死で命を
落とすことは遺された家族にとっても、その勤労者を
使用する使用者にとっても大きな損失であることにか
んがみ、過労死の防止に関する基本理念を定め、国及
び地方公共団体並びに使用者等の責務を明らかにする
とともに、過労死対策の基本となる事項を定めること
により、過労死防止対策を総合的に推進し、あわせて
過労死のおそれがある勤労者とその親族等に対する支
援の充実を図り、もって仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与
することを目的とする。

(定義)
　第2条　この法律において「勤労者」とは、労働基準
法の定める労働者、家内労働法に規定する家内労働者、
労働者災害補償保険法に基づき特別加入をし得る中小
事業主や一人親方等のほか、広く自らの勤労によって
生計を立てる者をいう。
　 2　この法律において「使用者」とは、労働基準法の
定める使用者、家内労働法に規定する委託者のほか、
広く勤労者を使用して事業を行う者をいう。
 　3　この法律において「過労死」とは、勤労者の従事す
る業務による過労・ストレスが原因の一つとなって脳・
心臓疾患や精神障害を発症して死亡することをいう。

(基本理念)
　第3条　過労死は、あってはならない。
 　2　過労死防止対策は、業務による過労・ストレスや
ハラスメントが過労死を招くことにかんがみ、これら
が勤労者の心身に与える影響や、ワーク・ライフ・バ
ランスに関する調査研究も踏まえて実施されなければ

ならない。
 　3　過労死防止対策は、国、地方公共団体、使用者、
使用者団体、医療機関、過労死防止等に関する活動を
行う民間の団体その他関係する者の相互の密接な連携
の下に実施されなければならない。

(国の責務)
　第4条　国は、前条の基本理念にのっとり、過労死防
止対策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
　第5条　地方公共団体は、第3条の基本理念にのっと
り、過労死防止対策について、国と協力しつつ、当該
地域の勤労状況に応じた施策を策定し、実施する責務
を有する。

(使用者の責務)
　第6条　使用者は、第3条の基本理念にのっとり、国
及び地方公共団体が実施する過労死防止対策に協力す
るとともに、その雇用する勤労者が過労やストレス、
ハラスメント等によって心身の健康を損なうことがな
いよう必要な措置を講ずる責務を有する。

(使用者団体の責務) 
　第7条　使用者団体は、第3条の基本理念にのっとり、
使用者の自主的な取組を尊重しつつ、勤労者の生命・
健康の維持・向上を図るための自主的な活動に努める
ものとする。

(過労死防止対策啓発週間)
　第8条　国民の問に広く過労死防止についての関心と
認識を深めるため、過労死防止対策啓発週間を設ける。
 　2　過労死防止対策啓発週間は、毎年11月16日から
同月23日までの1週間とする。
 　3　国及び地方公共団体は、過労死防止対策啓発週間
の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければ
ならない。

　この「過労死防止基本法案」は、当実行委員会に参加している弁護士
たちが、これまでに制定された各種の「○○基本法」と名のつく法律を
参考に、独自に作成したものです。
　決してこれがベストと考えているわけではなく、議員立法が行われる
際のたたき台として、国会議員、各種団体、多くの国民の皆様の間で議
論が深められ、よりよい法案ができることを願っています。

2013年4月16日
ストップ！過労死　過労死防止基本法制定実行委員会

過 労 死 防 止 基 本 法（案）
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(過労死防止対策基本計画)
　第9条　政府は、過労死防止対策の計画的な推進を図
るため、過労死防止対策の推進に関する基本的な計画(以
下「過労死防止対策基本計画」という。)を定めなけれ
ばならない。
 　2　過労死防止対策基本計画は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。

一　長期的に講ずべき過労死防止対策
二　前号に掲げるもののほか、過労死防止対策

の計画的な推進を図るために必要な事項
 　3　内閣総理大臣は、過労死防止対策基本計画の案に
つき閣議の決定を求めなければならない。
 　4　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が
あったときは、遅滞なく、過労死防止対策基本計画を
公表しなければならない。
 　5　前二項の規定は、過労死防止対策基本計画の変更
について準用する。

(法制上の措置等)
　第10条　国は、この法律の目的を達成するため、必
要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。
 　2　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な
財政上の措置を講じなければならない。

 （年次報告)
　第11条　政府は、毎年、国会に、我が国における過
労死発生の概要及び原因並びに政府が講じた過労死防
止対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければ
ならない。

第2章　基本的施策

(調査研究の推進等)
　第12条　国は、過労死の防止に関し、調査研究を推
進し、並びに情報の収集・整理・分析及び提供を行う
ものとする。
 　2　国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資
するための体制の整備を行うものとする。

(理解の増進)
　第13条　国は、広報活動等を通じて、過労死の防止
等に関する使用者及び勤労者の理解を深めるよう必要
な施策を講ずるものとする。

(医療提供体制の整備)
　第14条　国は、過労死のおそれがある勤労者に対し

必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、必要な
施策を講ずるものとする。

(勤労者及びその親族等に対する支援)
　第15条　国は、過労死のおそれがある勤労者が過労
死に至ることのないよう、当該勤労者及びその親族等
に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずる
ものとする。

第3章　過労死防止総合対策会議

(設置及び所掌事務)
　第16条　内閣府に、特別の機関として、過労死防止
総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
 　2　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一　過労死防止対策基本計画の案を作成すること。
二　過労死防止対策について必要な関係行政機

関相互の調整をすること。
三　前二号に掲げるもののほか、過労死防止対

策に関する重要事項について審議し、過労死
防止対策の実施を推進すること。

(組織等)
　第17条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
 　2　会長は、内閣官房長官をもって充てる。
 　3　委員は、厚生労働大臣、厚生労働副大臣、同政務
官、その他内閣官房長官が指定する者をもって充てる。
　その他内閣官房長官が指定する者については、勤労
者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表
する者のうちから、内閣官房長官が各1名を任命しなけ
ればならない。
 　4　会議に、幹事を置く。
 　5　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総
理大臣が任命する。
 　6　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員
を助ける。
 　7　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営
に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
　第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を超
えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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