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NPO法人労働問題研究所  INSTITUTE for WORKER’S HUMAN RIGHTS 
 

この度、2022年7月2日に開催された総会において、今年で４号になる IWHR研究年報の公刊に加えて、会員が自ら

の研究活動の中で得た貴重な経験だけでなく、広く労働運動における活動や、企業経営活動（人事労務担当者など）にお

ける労務管理に関わる経験や社会・福祉的活動、並びに労働行政に携わってきた方、社会保険労務士・司法書士・行政書

士等の業務の中で、さらにまたボランティア活動など幅広い社会的活動の中で得た貴重な経験等を記録し、それらの知見

を社会に広く公開することで社会活動の一層の発展に貢献するための議論の場を提供することが必要との意見に基づい

て、本誌を新たに公刊することにしました。 
公刊する形態については、NPO法人労働問題研究所の財政的理由から、当分の間、ホームページにおけるPDF形態で

行うことにいたします。この紙面には研究所が行う各種のセミナーの記録や研究会の報告なども掲載して、研究所の活動

を適宜公表することで、研究所の活動を広く社会に周知することにしました。 
掲載される投稿文書については、IWHR研究年報と異なり、原則として論文審査は行われませんが、主張の根拠が示さ

れていない場合、他者を根拠なく誹謗・中傷するものなどの場合、国際社会で認められた人権を根拠なく否定するものな

どについては、その部分の訂正をお願いし、応じていただけない場合には掲載をお断りすることがあります。また掲載さ

れた文章は執筆者ご本人の責任で、対応していただくことにいたします（反論等に対する回答など）。これらはいずれも、

論文を執筆される場合に最低限必要な配慮であると理解されるもので、経験のない場合には編集者までお知らせください。

ご執筆の支援をいたします。遠慮なくお申し出ください。会員外の方でも投稿は出来ますが、その際には、研究所の活動

に賛同いただき、支障のない限り賛助会員として登録をお願いします。 
 

[研究会報告] 

 

 
うつ病研究会の開催状況並びに社労士研究会の開催状況並びに中間報告掲載の趣旨について 
 
本報告は、「うつ病に罹患した従業員に対する処遇と復職をめぐる問題」を対象として、2017年8月25日に起ち上げら

れた研究会に設けられた、社会保険労務士による実務部会による中間報告である。研究部会のメンバーは、本研究会のメ

ンバーである藤村真彦氏により推薦された3名（高原祥子氏、枝川笑子氏及び長岡宏明氏）の4名から構成され、2017年

12月17日に第1回研究会が開催される運びとなった。2019年7月7日の開催まで、合計8回の研究会を終えて、各自の

担当について、それぞれ中間報告を2020年3月末までに提出し、それに基づいてさらに研究会を重ね、報告書を作成する

ことになった。 
しかしながら、COVID-19 の影響が研究会メンバーの各種補助金等の申請手続きなどの仕事を著しく多忙にし、中間報

告の原稿は予定通り提出されたものの、それらの全体を再検討し、本報告を完成させるための研究会を開催することが極

めて困難になった。そのために、各執筆者の報告内容には重複した部分や、欠落したと思われる部分などがあり、部会長

藤村真彦が可能と見なした調整を行って、この報告を公表することになった。従って、この報告は当初の意図された研究

対象、すなわち三重県内の中小・零細事業所において、社会保険労務士として活動する中で知見した経験から導き出され
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た「うつ病罹患従業員の処遇及び復職をめぐる扱い」の現状と、社会保険労務士の活動の中で可能な解決についてそれぞ

れの研究成果の一部を整理したものである。 
上記の理由により、本報告は極めて限定的な成果を表すものであって、部会長が今後開催されるであろう研究会におい

て欠落部分を補足して報告し、研究会のメンバーがその補足を受けて、三重県内の中小・零細事業所における対応の適正

な理解を可能にする一つの基本資料として予め示すとともに、三重県内中小・零細事業所の現況をある程度適正に表し、

この種の資料が貴重であり、重要であるとの観点から、ここに公表することにした。       部会長：藤村真彦 
 

高原祥子 

近年では、職場におけるメンタルヘルス問題は、大企業だけでなく、地方の小規模事業所においても大きな課題となっ

ている。 
厚生労働省が全国の約14,000事業所を対象に行った「平成29年労働安全衛生調査（実態調査）」によると、過去1年

間（平成28年11月1日から平成29年10月31日までの期間）にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労

働者の割合は0.4％、退職した労働者の割合は0.3％となっている。 
事業所規模別にみると、1,000人以上の事業所で連続1か月以上休業した労働者は0.8％、退職した労働者は0.2％であ

り、10人以上29人以下の事業所では、連続1か月以上休業した労働者は0.4％、退職した労働者は0.4％となっている。

事業所の規模が大きいほど休業した労働者の割合が高く、規模が小さくなるにつれて退職した労働者の割合が高くなると

いう結果となっている。 
また、メンタルヘルス対策への取り組み状況については、全体の58.4％がメンタルヘルス対策の取り組みを行っている

と回答している。取り組み内容の状況をみると、「ストレスチェックの実施（64.3％）」、「労働者への教育研修・情報提供

（40.6％）」「相談体制の整備（39.4％）」と続いている。 
常時 50 名以上の労働者が働いている事業所では、ストレスチェックの実施や産業医の選任、衛生推進者の選任、衛生

委員会の設置等が義務付けられている。つまり、メンタルヘルス対策を含む従業員の健康についての対策を講じる必要が

ある事業所となる。 
それに対して、50 名未満の事業所にはそのような義務はない。すなわち、50 名未満の事業所は、自主的な努力でメン

タルヘルス対策に取り組まなければならない。 
平成26年経済センサス（基礎調査）によると、三重県内の事業所数は83,092事業所、就業者数は876,974人であった。

そのうち、50 名以上の従業員がいる事業所数は2,553 事業所、就業者数は356,297 人、50 名未満の事業所は 80,206 事

業所、就業者数は520,677人となっている。つまり、三重県では50名以下の事業所が9割以上を占めている。 
県内のほとんどの事業所が 50 名以下であるという状況の三重県であるが、そのような小規模の事業所においては、限

られた人数で業務を担当していることが多く、人員やコストに余裕がないという話もよく聞く。 
地方の小規模事業所では、メンタルヘルス対策を担う専門の担当者がいない、休職者のためにすぐに代替要員を採用し

なければ業務がストップしてしまう、一方、代替要員を採用した後に休職者の復職が決まると復職後の担当業務を調整す

るのが難しいなど、大企業とは異なる状況にある。中小企業におけるメンタルヘルス対策やうつ病による休職後の職場復

帰支援策を考える際には、大企業のものをそのまま適用することは難しい場面も多い。 
そこで、50 名以下の小規模事業所において有効に活用できる、うつ病による休職後の職場復帰プログラムと職場復帰

プランの具体策と、職場復帰までの流れの中で社会保険労務士が担うことができる役割を考えていきたい。 
 

 職場におけるメンタルヘルス対策に関しては、担当者の問題と、職場復帰支援策の問題がある。 
2006 年 3 月に示された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「セルフケア（労働者自身の活動）」、「ラ

インによるケア（管理監督者による活動）」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア（事業場内産業保健スタッフ等に

よる活動）」、「事業場外資源によるケア（事業場外の様々な機関による活動）」の4つのケアにおける「事業場内産業保健

スタッフ等によるケア」に関し、事業者が講じる措置として「事業場内メンタルヘルス推進担当者」の選任を挙げている。 
指針は、事業場内メンタルヘルス推進担当者を「産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの実
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務を担当する」者として位置づけ、衛生管理者や常勤の保健師等から選任することを勧めているが、すべての事業場で選

任されることが望ましいため、50 人未満の規模や、保健師・看護師等不在の事業場では人事労務管理スタッフを充てる

ことも想定されている。 
また、うつ病などのメンタルヘルス不調により休職している労働者がいる場合、休職者が安心して治療に専念し、円滑

に職場復帰できるよう、休業の開始から通常業務への復帰までの流れとその手順、留意すべき事項を定めた「職場復帰プ

ログラム」を作成することが望ましい。 
厚生労働省による「～メンタルヘルス対策における職場復帰支援～改訂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。）によると、職場復帰支援プログラムとは、職場復帰支援についてあらかじめ

定めた事業場全体のルールのことをいう。 
 手引きによると、職場復帰支援の流れは以下のようになっている。 
  第1ステップ：病気休業開始及び休業中のケア 
  第2ステップ：主治医による職場復帰可能の判断 
  第3ステップ：職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 
  第4ステップ：最終的な職場復帰の決定 
    職場復帰 
  第5ステップ：職場復帰後のフォローアップ 
 では、小規模事業所におけるメンタルヘルス推進担当者の役割とはどのようなものなのだろうか。 
 

 先述したように、保健師・看護師等がいない事業場では、メンタルヘルス推進担当者に人事労務管理スタッフを充てる

ことも想定されている。 
 小規模の事業所においては、経営者の親族者が人事労務関係の業務を担当していることもある。そして、そのような場

合、同じ親族者が経理業務や事務的な業務を兼務していることも多く、カバーしている業務領域が非常に広い。さらに、

職場のメンタルヘルス推進についての専門的な知識がない場合は、膨大な他の業務に加えてメンタルヘルス推進の業務を

行っていくのは非常に困難であると言える。 
 そこで、適任となる人材が社内にいれば、その担当者がメンタルヘルス推進の業務を行うことになるが、適任者がいな

い場合に、社労士がその役目を担う可能性を考えてみる。 
  
2-1：メンタルヘルス推進担当者がいる場合 
メンタルヘルス推進担当者の主な役割 

 ①休職者およびその家族、主治医等との連絡を行う。 
 ②休職者の相談窓口として、不安・悩みの相談先の紹介などの情報提供や、職場からの連絡を行う。 
 ③所属長等と情報共有をしながら、休職者への支援を継続する。 
 ④休職および復職に関する社内手続きを行う。 
 ⑤職場復帰支援プラン（復職の意思を確認し、主治医の復職可能の判断が出された時点）を作成する。 
 ⑥職場復帰支援プランに沿って、通常勤務になるまでの就業上の配慮を行う。 
 
 2-2：所属長・上司・経営者の役割 
 ①休職者の職場環境について問題点を把握し、就業上の配慮を行う。 
 ②復帰後の従業員の状態を観察する。 
 ③職場内に休業の原因がある場合には、職場環境の改善を図る。 
 ④休職者と同じ職場で仕事をしている従業員に、声かけ等の配慮を行う。 

 
2-2-1：社内にメンタルヘルス推進担当者となる人材がいない場合 
次のように役割を分担して、休職者の職場復帰を支援できるのではないかと考える。 
メンタルヘルス推進担当者がいない場合のメンタルヘルス担当社労士の役割 
①休職前に休職者へ情報提供を行う。（不安・悩みの相談先の紹介などの情報提供や、休職中の注意点、連絡方法など。） 
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②休職および復職に関する社内手続きを行う。（必要な場合は、就業規則の見直しや、「休職願い」「復職願い」などの

社内様式を整える。） 
③職場復帰支援プランを作成する。 
 
2-3：社内担当者・所属長・経営者の役割 
①休職期間中に、休職者およびその家族と連絡を行う。 
②メンタルヘルス担当社労士と共に職場復帰支援プランを作成する。 
③復帰後の従業員の状態を観察する。 
④職場復帰支援プランに沿って、通常勤務になるまでの就業上の配慮を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成29年労働安全衛生調査（実態調査）を参考に執筆者が作成 

 

 

休業者 

社内担当

者 
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社労士 

同僚 
家族 

主治医 外部機関 

連携 

職場復帰プラン作成 

連絡 

配慮 

休職前の情報提供 

職場復帰プラン作成 

治療・診断 支援 
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出典：上記各表及び図は、平成26年経済センサス（基礎調査）による 
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枝川笑子 

 平成30 年 労働安全衛生調査（実態調査）（令和元年8 月発表） の結果の概況を見てみると、事業所調査において、

１メンタルヘルス対策に関する事項(1)メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所

の状況過去１年間（平成29年11月１日から平成30年10月31日までの期間）にメンタルヘルス不調により連続１か月

以上休業した労働者（受け入れている派遣労働者は含まれない。）がいた事業所の割合は6.7％、退職者（受け入れている

派遣労働者は含まれない。）がいた事業所の割合は5.8％となっている（表１）。 

 
【出典】：平成30年 労働安全衛生調査（実態調査） 
 
労働安全衛生調査（実態調査）とは、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状

況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、労働

安全衛生行政施を推進するための基礎資料とすることを目的とした調査である。 
「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所」の割合は59.2％と、平成29年調査より0.8%増加している。また、スト

レスチェックを実施した事業所の割合は、62.9％と、平成29年調査より1.4%減少している。ストレスチェックを実施し

た事業所のうち、ストレスチェック結果の集団ごとの分析を実施した事業所の割合は73.3％であり、このうち分析結果を

活用した事業所の割合は80.3％と、平成29年調査より7.7％増加している。 
「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者」の割合は

58.0%と、平成29年調査より0.3%減少している。 
 
一方、労働安全衛生調査（実態調査）の労働者調査は、１仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項(1) 仕

事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、

ストレス（以下「ストレス」という。）について相談できる人がいる労働者の割合は 92.8％［平成 29 年調査 91.8％］と

なっている。ストレスを相談できる人がいる労働者について、相談できる相手（複数回答）をみると、「家族・友人」が

79.6％[同85.3％]と最も多く、次いで「上司・同僚」が77.5％[同77.1％]となっている。（図1）また、ストレスについて

相談できる相手がいる労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は 80.4％［同 84.2％］となっている。実際に相談し

表１ 
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た労働者について、相談した相手（複数回答）をみると、「家族・友人」が76.3％[同81.7％]と最も多く、次いで「上司・

同僚」が69.7％[同71.0％]となっている。（図1） 

 
ストレスを相談する相手は上記のような、上司・同僚や家族友人といったところに集中した結果になっている。 
現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者の割合は

58.0%と、平成29年調査より0.3%減少しているが、半数以上の労働者が何らかのストレスを受けていることになる。 
また、実際の相談は、会社関係では上司・同僚、会社以外では家族・友人に対して何らかのアクションを起こしている

ことになっている。 
 現状では、顧問先から社会保険労務士に連絡があるときは、従業員からの相談があった時ではなく、すでに社長や人事

担当者の中で休業が長引く等困ったことが起きてからの相談あるいは、“辞めさせる”等のシナリオができている状態で

の相談を受けるのみである。 
 実際問題、顧問先の就業規則も「休業規定」はあるものの、最大で1年、ほとんどが復帰を見込めないようなら「退職」

扱いになってしまうものが多い。一部の大手会社にはうつ病発症の為の復帰プログラムの規程やリワークについての定め

があるようだが、一方中小企業において金銭的にも人材の余剰はなく、ギリギリの人員で回している。そのためうつ病発

症者が同じ職場・部署にいた場合、そして、その者が長期の休みに入ってしまうと、人材を新たに入れない限り、仕事の

フォローが自身に降りかかってきて、他の従業員にしわ寄せがきてしまい、負担が増えるだけである。企業側もその分の

労働日数の喪失を補填し、維持するために企業が受ける負担も大きなものになる。 
 また、メンタルヘルス疾患は、集中力の低下や決断力が鈍くなるため、仕事の効率低下とミスの増加も起こることにな

る。同じ部署の者はそのフォローも必要になることになる。 
金銭的な面でも負担はある。私傷病で休業する従業員（社会保険の被保険者）は、協会けんぽの健康保険加入者であれ

ば私傷病で3日連続して休むなら4日以降から1年半の間は「傷病手当金」の支給申請を受けることができる。その額は

月給相当額ではなく、だいたい月給の 3 分の 2 程度となる。しかもその間の社会保険料の負担は労使とも免除されない。

その為長期間の休業になると、会社のみならず、本人も社会保険料の負担が大きくなる。 
協会けんぽや健保組合での医療費の負担も大きなものになるだろう。 
最近では、使用者責任として損害賠償も考えられる。もし、自殺者が出たとしたら、企業にとって金銭に換算すると膨

大なイメージ悪化が起こり得る上に、訴訟リスクも避けることができないものなる。 
中小企業であるがゆえに人員も潤沢であるわけでないので、配置転換や転属などの就業に関する配慮がしにくく、上記

のことから本人も申し訳なく思い自主的に辞めていく人が出てくる。 
うつ病発症者の再就職は、しばしば決して寛解状態ではなく、雇用されても、「症状が出る→休職→辞める」を繰り返

図１ 

【出典】：平成30年 労働安全衛生調査（実態調査） 
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すことになる可能性が高い。 
中小企業では上記の点からもこれらに対応していくことは困難である。 
前出の平成30年 労働安全衛生調査（実態調査） 結果の概況において、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業

所の割合は59.2％［平成29年調査58.4％］となっている。メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組

内容（複数回答）をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）」が62.9％
[同64.3％]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が56.3％[同40.6％]とな

っている。（図2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事業所規模別に見れば、 

図２ 

表２ 
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[出典]：平成30年労働安全衛生調査（実態調査） 
 
結果、中小企業において「うつ病」等メンタルヘルス疾患にかかる従業員に対して何ら対策を立てているところは少ない。 
 では、実際身近なところではどうなっているかを2018年4月から2019年11月の間に、三重県及び愛知県内の顧問先

の企業にアンケート調査を行い、アンケートに協力いただいた企業に所属する人事担当者あるいは従業員に対してアンケ

ート形式で聞取りをした結果、以下のようにまとめることが出来た。 
 
質問 

Q1.うつ病になった理由→長時間労働、人間関係(仕事)(家庭) 
Q2.休業したか、辞めたか 
Q3.会社に復帰プログラムがあるか 
Q4.就業規則等に休業等が規定されているか 
Q5.退職を求められたか否か 

 
○大規模病院（正社員600名弱 パート80名強） （2018.4.13 LINEにて質問回答） 

A1.人間関係 
A2.欠勤後の休職、復帰するが、約半数は退職 
A3.復帰プログラムはその人に合わせて作成 
A4.就業規則の休職期間、満了の取扱い記載あり。期間満了での退職の人もいる 
A5.1年は傷病手当受給して、社保の支払いが負担になり、結局退職。退職後も傷病手当をもらえること説明して辞めて

もらう 
女性の多い職場なため人間関係が難しい職場である。 
事務以外は国家資格保持者だからプライドも高い。 
医療関係は出入りが多い職場。 
医院内社労士は職場の規定をつくっており、この件に関しては、特に関与なし、外部委託もなし。 

 
○大規模外資系税理士法人（税理士だけで600人超 全国展開）（2018.6.17LINEにて質問回答） 

A1.結構長時間勤務（終電に乗れずタクシーで帰るくらい）いるが理由はわかない。ある日突然来なくなる人はいた。 

退社前にメールで業務報告するため残業時間は完全に管理されていた 
A2.それもわかない 
A3.あるかも知れないがわからない 
A4.わからない 
A5.－ 
体調を壊して休業している人はいる。 
転職しやすい業務のため、いやいや勤めている人はいない（あるいは少ない） 
 
○中小企業（50名ほど）（2019.11.23 LINEにて質問回答） 
A1.不明 
A2.休業のち傷病手当金ももらい復帰 
A3.なし 
A4.休業の規定のみ 
A5.もとめていない 
 
ほとんどの顧問先の会社に対して、休業の規定はあるが、メンタルヘルス不調に対する復帰プログラムまで規定してい

る事業所は中小企業ではなかった結果がでた。 
上記のような現状の中、はたして50人未満の会社の事業所で大企業並みの復帰プログラムを導入できるのだろうか。 
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では、どのような理由でうつ病を発症するのか。 
調査及び社労士としての職務上の経験から概ね以下の理由が考えられる。 
仕事に関すること  昇進、降格、失業、仕事の失敗、定年 
健康に関すること  月経、事故、からだの病気 
家族に関すること  妊娠、出産、子どもの就職・結婚、家庭内の不和・離婚 
お金に関すること  貧困、税金問題、相続問題 
状況の変化  旅行、引っ越し、転勤 
喪失体験  近親者との死別・離別、病気 

 職場内のストレスの上位は、以下の3つが多いだろう。 
「人間関係」 … パワーハラスメントや同僚内でのいじめ等、 
「仕事の量」 … 長時間労働等 
「仕事の質」 … 責任等 

 自身の仕事の状況プラス健康、家族、お金、状況の変化等で要因はひとつでなく、うつ病に至るような複合的なケース

が多いのではないだろうか。 
 うつ病等のメンタルヘスル疾患にならないために「ストレスチェック」が、労働安全衛生法の改正で、2015年12月か

ら毎年1回、労働者が50人以上の職場に義務づけられている。 
 職場環境改善ツールとして、ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に創設された。

この制度趣旨を踏まえ、労働者本人のセルフケアを進めるとともに、職場環境の改善に取り組むことが重要である。スト

レスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らかになる。 
 この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担

が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考え

られる。 
 集団ごとの集計・分析及びその結果に基づく対応は、規則に基づく事業者の努力義務とされているので、職場のストレ

スを低減させるため、できるだけ実施するようにする。 
職場環境等の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの職場環境を改善するこ

とで、労働者のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする方法である。改善の対象となる職場環境にはさ

まざまなものが含まれる。 仕事のストレスに関する代表的な理論である「仕事の要求度－コントロールモデル」では、

仕事の要求度（仕事量や責任など）と仕事のコントロール（裁量権）のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事

のコントロールを与えることが重要であるとされている。 
 
米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、職場環境等の改善を通じたストレス対策のポイントとして、 

1. 過大あるいは過小な仕事量を避け、仕事量に合わせた作業ペースの調整ができること 
2. 労働者の社会生活に合わせて勤務形態の配慮がなされていること 
3. 仕事の役割や責任が明確であること 
4. 仕事の将来や昇進・昇級の機会が明確であること 
5. 職場でよい人間関係が保たれていること 
6. 仕事の意義が明確にされ、やる気を刺激し、労働者の技術を活用するようにデザインされこと 
7. 職場での意志決定への参加の機会があること 

をあげている。国際労働機関（ILO）は1992年の報告書で19の事業所のストレス対策事例から、職場レイアウトの改善、

人間工学的改善、チームワークや小グループ活動の活性化、作業のローテーション化が効果的であったとしている。  
 職場環境等の改善を行うことによりストレスの度合いが減少し、効果的であるようだが、人員的・金銭的余裕のない中

小企業でどれだけの会社が対応できるだろうか。 
 またストレスチェック自体50人以上規模の会社には義務付けられているが、それ以下の中小企業ではまだまだ任意の

ため実施しているところは少ないと思われる。 
 しかし、ストレスチェックだけがストレス度を測るものではない。簡単だが、わかりやすいサインがある。うつ病の可

能性がある業務上の6つのサインとして【ケチな飲み屋サイン】（人事・労務担当者のためのメンタルヘルス読本 鈴木

安名著より）がある。 
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  け：欠勤 
  ち：遅刻 
  な：泣き言をいう 
  の：能率の低下 
  み：ミス、事故 
  や：辞めたいと言い出す 
 特に能率の低下は必ず起こり、ほかの5つのどれかが加わればうつ病を疑っていいとのこと。部下にこのサインが生じ

たら、声かけをして話を聞き、身の周り情報収集をする。同僚も変化は感じることができるだろう。 
 あとは、3つの「い」を確認する。眠れない、食べたくない、疲れやすいというカラダの症状を聞き出して病院の受診

を勧める。あるいは、少し休みを与える、仕事の内容や責任の程度を考える。 
 ここで行動を起こすか否かが、休業・退職となるような疾患にまで発展させないラインになるのではないだろうか。 
 日頃から、上司、上長が部下に対して体や心の変化に気が付く、話かける等を心がけるだけでうつ病患者は減少させる

ことができるのかもしれない。 
最後に、調査から導き出された具体的な企業による改善例（社内研究により社員の意識改善が行われるようになった好

事例）を取上げよう。ここで取上げるのは社員数 68 名の運送業の事業所での改善例である。問題は上司、同僚、うつ病

に対する正しい知識がないことであった。そのため社内研修を行い、どのような方法を行うと良いか社内で検討し、コミ

ュニケーションを図るために「点呼時の一言声かけ運動」を行った。 
〜現状把握〜 
「こころの病」に対して、社内においてどのような認識を持っているのか無記名のアンケートで意識調査を行った。回答

結果の大半が「うつ病」の存在は知っていた。しかし「自分はかからない」「一生治らない病気」「例え病気になっても周

囲には言えない」というものもあった。  
〜社内研修〜 
アンケートの結果を受けて社長は「うつ病に対する正しい知識が必要」として、専門家による講師を依頼することにした。

専門的な知識を有しており講師としてもお願いできる人はいないか、インターネットで探す。そこで産業カウンセラーと

いう専門家の存在を知り、講師として派遣してもらい、管理職に向け「ラインケア」の研修を行った。研修後6か月が経

過し再度、社内において無記名アンケートを行った。その際「自分もうつ病になるかもしれないと自覚した」「顔色が悪

いよと声をかけてもらい気にかけてもらったことが嬉しかったのと同時に、体調管理を十分にしようと思った。」「一言声

掛けを行うことにより職場の雰囲気が明るくなった」などの意見があった。それぞれの体調に気にかける社内風土となり、

自らの健康管理にも意識が向くようになった。現在はうつ病などに、罹患した社員はいないが今後は予防を中心に行いな

がらも早期発見・早期治療につながるための休職制度・復職制度の整備も考えているところである。 
〜メンタルヘルス対策の情報収集〜 
社員がうつ病となり休職に入った時点で、人事部はメンタルヘルス対策の情報収集を行った。インターネットで検索をし

たが様々な情報があるため、当初はどの情報を信じて良いか分からなかった。その中で「こころの耳」を見つけ、このサ

イトを中心に情報の収集や書籍の購入・セミナーなどの参加を行った。その結果、社内の就業規則の整備と会社全体での

対策が必要であると判断した。  
〜社会保険労務士の活用〜 
社内において就業規則などを作成していたが、心の病に対応した休職・復職制度ではなかったと判断。そのためこの分野

に詳しい社会保険労務士と契約をし、就業規則の整備を行った。その際に「社内研修」「他部門間との連携」など他社の

取り組み事例なども指南してもらった。 
 〜社内研修から他部門間との連携まで〜 
経営者層及び「人事部」「健康管理部」「各支店」のそれぞれの管理職に対し、社会保険労務士が社内研修を行う。内容は

企業のリスクと他社事例の紹介、及び他部門間との連携が必要不可欠であるとのことであった。本社と各支店に地理的な

距離があるが、情報の共有は必至と判断。それぞれの支店において、売り上げ報告とともに、毎月社員の状況報告を挙げ

てもらう仕組みを作った。また休職している社員には同意を得た上で、「人事部」「健康管理部」「支店」の管理職で情報

を共有し、企業の対応時には産業医と社会保険労務士に相談できる体制を作った。また休職している社員には、本社の「健

康管理部」所属の保健師とメールや電話での相談を行うようにし、それらの情報も本人の同意を得た上で、「人事部」が

共有することとした。  
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長岡宏明 

 

 

労働契約においては、労働者から労務の提供を受け、使用者がそれに対して報酬を支払うことが基本原則になってい

る。 

一方、労働者は、使用者の指定する事業場に配属され、使用者の供給する設備・器具等を用いて労務の提供を行うの

が通常であるので、「使用者は、その報酬支払義務にとどまらず、労働者がその設備や器具等を使用し、又は使用者の

指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負って

いるものと解する。」（昭和59年4月10日最高裁小法廷判決【川義事件】）という、いわゆる「安全配慮義務」の考え

方が判例法理として導き出され定着していき、平成19年に新たに労働契約法が制定される際には、その第5条におい

て、次のように明文化されている。 

（労働者の安全への配慮） 

第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要

な配慮をするものとする。 

そして、この安全配慮義務の内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供の場所等、具体的状況によって異なるべき

ことが明らかであると解されている。 

また、その後の判例法理の進展によって、この安全配慮義務には、事業場での危険作業や有害物質に対するものばか

りではなく、「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

配慮する義務」が含まれることについても、広く受け入れられている。 

 特にうつ病など心の病気回復のためには、ご存知のように、本人を支える周囲の人々のサポートが不可欠です。しか

し、社内規程などが未整備で会社や企業の方針が明確でなければ、上司や同僚もいつまで支援すればいいのか分からず、

不安感や負担感が増大し、業務に支障を来たす原因にもなります。一方、メンタル不調な本人も、「会社には迷惑をか

けられない。」と考え、休職をためらい無理を重ねて、余計に病状を悪化させてしまう傾向にある。 

 ギリギリの人員でやり繰りしていることの多い中小企業においては、一人のメンタル不調者をサポートするだけでも、

周囲の負担は無視できないほど大きい場合もあり、過重な負担や無用なトラブルから組織や従業員を守るためにも、あ

らかじめ、メンタルヘルス問題に対応できる就業規則の改訂や社内規程を整備しておくことが重要になると思われる。 

 

 

  うつ病などの心の病気になった従業員に対して休職を命ずる場合、実際に最も多いケースとしては、主治医から「○

○病のため〇ヶ月間の休養が必要」との診断書が提出される場合だと思われる。特にメンタルヘルス不調者の治療には、

心身ともにリラックスできる環境が重要であり、最低でも 2～3 ヶ月程度の期間をかけて、休養に専念できることが必

要になる。また、心にかかわる病気は目に見えないために、無理をすれば回復も遅れますし、再発の懸念も高まる傾向

にある。 

  私たち社会保険労務士は、職場の労働問題や社会保険の手続き等を通じ、日常的に企業の代表者や経営幹部、労務担

当の方々などと幅広く接し、経営にかかるさまざまな悩みや相談と真摯に向き合い、解決を図るべく奮闘している毎日

です。 

そして、私たちが接する機会の圧倒的に多い中小企業においては、人材不足もさることながら価格競争が益々激化し

ていく中で、現場の事業をいかに成り立たせていくかに精いっぱいの状況であり、労務管理や制度上の問題に関しても、

一応の理解はしていても、なかなか手が回らないというのが実態である。 

  そこで、一連のメンタルヘルス不調者への対応に関しても、産業医や専門職を置けない中小企業であっても最低限で

きる範囲のことは何なのかという視点から、まとめさせていただいたのが今回の企画であり、本章はそのルール作りに

該当する内容を考案してみた。 

以上のことを踏まえ、以下において「メンタルヘルス不調者に係る休職・復職に関する規程」（試案）の条文例とそ
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の逐条解説は次のものである。 

 

[参考] 

「メンタルヘルス不調者に係る休職・復職に関する規程」（試案） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規則は、社員（就業規則第○条に定める「社員」をいう。以下同じ。）のメンタル不調に係る休職及び復職に

関する取扱いについて定める。 

【解説】 

 ・ 中小企業の中には、社内のルールが不明確なため、実際にメンタル不調者が出ても、その対応に苦慮し、不調者が

欠勤や再休職を繰り返すことで現場が混乱し、会社の負担が増大してしまうというケースも少なくありません。 

 ・ あらかじめ、メンタル不調者にかかる規程を整備することにより、過重な負担や無用なトラブルを防止するととも

に、不調者の職場復帰に向けた取り組みにも資するものと思います。 

（適用の範囲）   

第２条 社員の業務外の傷病による休職のうち、うつ病その他の精神疾患をその原因とするものについては、就業規則第

○条の規定（休職に関する規定）にかかわらず、本規程を適用する。（第３章に定める「復職に関する定め」について

も同じ。） 

【解説】 

 ・ 休職制度は、労働基準法によって義務づけされた制度ではなく、会社が解雇を猶予する制度として任意に規定して

いるものであります。 

 ・ したがって、本規程は、就業規則に「休職に関する規定」を設けていることが前提となりますが、ほとんどの会社

は、就業規則にそのための規定が盛り込まれているものと思われます。 

 ・  一方、パート社員や契約社員等については、長期雇用を前提としておらず、パート就業規則や労働通知書にも休職

制度の規定がなく対象外としているケースが多くあり、その際には、本規程の適用除外になります。 

第２章 休職に関する定め 

（受診の勧奨及び休職の発令） 

第３条 心身の不調等により、業務の遂行に支障が出ている又はそのおそれがあると会社が判断した場合は、当該社員に

対し、必要に応じて会社が指定する専門の医師等（以下、「会社指定専門医」という。）による受診又は、主治医の休職

に関する意見の記載された診断書の提出を勧奨することができる。 

２ 社員が、うつ病その他の精神疾患を原因として、所属長に休職を申し出たとき及び、第1項により主治医の休職が必

要である旨の診断書が提出されたときは、会社は休職を命ずることができる。 

３ 前項の申出において、社員は、別紙１の「休職申出書」に休職が必要な旨の記載のある医師による診断書を添付して、

所属長に提出しなければならない。診断書には、休職期間の見込みが記載されていなければならない。 

４ 第２項の申出が行われた場合、会社は、会社指定専門医又は労務担当者等との面談を命じることができる。 

【解説】 

 ・ メンタル不調等により、業務パフォーマンスや勤怠関係に悪影響が出ているにもかかわらず、専門医の受診を拒む

こと等に対する備えとしての規定で、受診を促す際の根拠となります。 

 ・ 休職開始時の手続きについては、診断書の提出をも含め、あらかじめ明確にしておくことが大切です。 

 ・ 会社指定専門医や労務担当者等との面談の道筋を定めることにより、より客観的な判断基準の手掛かりと、不調者

のケアへの端緒とすることができます。なお、「労務担当者等」には、社会保険労務士等の外部の専門家も含まれま

す。 

 

 

 

 

（休職期間等） 

第４条 同一の精神疾患等による休職の期間は、次のとおりとする。 
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勤続年数 休職期間（最長） 

勤続1年未満 3ヶ月 

勤続1年以上5年未満 6ヶ月 

勤続5年以上 1年 

２ 職場復帰してから３ヶ月以内に同種の疾病により再び休職した場合は、その前後の休職期間は通算する。ただし、雇

用前に原因のある疾病については初回に限り通算しないものとする。 

３ 第1項による休職期間は、勤続年数に算入しない。 

４ 休職期間中は、原則として賃金は支給しない。ただし、会社が必要と判断したばあいには減額して支給することもあ

る。 

５ 第３条第２項の休職の発令により休職し、本条第１項の休職期間が満了しても、就業が困難な場合は、休職期間の満

了をもって退職とする。 

【解説】 

 ・ 勤続年数に応じた休職期間の上限を、それぞれ定めています。 

  ・ 復職する度にその前の休職期間がリセットされてしまうと、同じ疾病で何度も休職することが可能となり、会社の

負担も重くなってしまうことから通算規定を設けています。 

 ・ 後々のトラブル防止のため、休職中の処遇についてもきちんと明記しておきましょう。 

 ・ 所定の休職期間を経ても十分に回復せず、復職させても業務の遂行が困難な万一の場合に備えて、自動退職の規定

も設けておきましょう。 

（報告義務等） 

第５条 休職者は、療養の回復に専念するとともに、会社が求めた場合には、主治医の意見書や書面、電子メール、電話

その他の手段等により、回復状況について報告しなければならない。  

２ 専門医受診費用、カウンセリング費用、診断書作成費用等、その他治療や休職に係る報告、諸手続等に係る費用につ

いては、休職者本人の負担とする。 

【解説】 

 ・ 休職中、全く連絡がとれず、休職者の回復状況が不明で対応に支障をきたすことのないように、報告義務について

明記しておくと安心できます。また、休職者の症状や状態によっては会社の負担になるケースもありますので、複数

の手段を併記しておくことをお勧めします。 

 ・ 休職制度は、一般的に使用者が解雇を猶予するための制度であることから、社員が休職の必要性等を訴求する責務が

あることに鑑みれば、それにかかる費用については、通常社員負担であることを明記しています。 

（窓口）  

第６条 休職者及びその家族並びに主治医等との連絡は、労務担当者において行い、労務担当者は定期的に休職者と連絡

をとるよう努める。また、労務担当者以外の者が休職者等と連絡をとる必要が生じた場合は、休職者に通知し、労務担

当者はその方法及び連絡者等を調整する。 

【解説】 

 ・ 前条と同様の趣旨で、休職者の連絡窓口についての規定です。会社によっては、総務であったり人事であっても構

いませんが、現業でない部署のほうが良いと思われます。 

 ・ 会社の状況によっては、代表者が直接労務担当者の任にあたることもありますが、基本的には同様の職務内容にな

ります。 

  ・ 「労務担当者以外の者」ついては、社会保険労務士や臨床心理士等の専門家を想定していますが、その場合には、

あらかじめ休職者に通知し了解を得ておく必要があります。 

（リワーク支援の利用） 

第７条 休職者について、主治医が職場復帰のための活動を開始することを了解した場合は、医療機関等の実施するリワ

ーク支援を利用することができる。 

２ 医療機関等の実施するリワーク支援の一環として、職場でのリハビリや通勤訓練等を行うことができる。この場合、

賃金（交通費を含む。）は支給しない。 

３ 本条のリワーク支援の利用を会社が認めた場合には、当該期間は、第４条第１項の休職期間から除外するものとする。 

【解説】 
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 ・ 事業場外資源によるケアの一環として、各自治体や医療機関が行っている「リワーク支援」を利用する際の規定を

設けています。   

  ・ リワーク支援については、比較的長期に及ぶケースも想定されることから、休職期間のカウントから除外し、安心

して支援が受けられる体制づくりが必要になります。 

第３章 復職に関する定め 

（復職の申出等） 

第８条 休職者が復職しようとする場合は、別紙２の「職場復帰申出書」に主治医による職場復帰可能であるとの診断書

を添付して、所属長に申し出なければならない。 

２ 前項の診断書が提出された場合でも、会社は休職者に対し、会社指定専門医の受診を命ずることがあり、命じられた

休職者はこれに従わなければならない。 

【解説】 

 ・ 復職が可能か否かを判断するには、最低限の根拠が必要になります。主治医の診断書を提出させることは、その第

一歩であり必須の条件です。 

 ・ 主治医による復職可能判断は、「日常生活を送れるレベルか否か」の基準が多いため、提出された診断書の客観性

を検証したり、内容を確認するためにも、場合によっては会社指定専門医の受診も命じることとしています。 

（復職の判定基準等） 

第９条 前条第１項の手続きにより本人から復職の申出があったとき、又は会社が当該休職事由がなくなったと判断した

ときは、復職を命ずることができる。 

２ 職場復帰の可否の判断基準は次のとおりとする。  

一 復職に対し十分な意欲を示していること    

二 通勤時間帯に安全に通勤できること 

三 業務に必要な作業ができること 

四 適切な睡眠覚醒リズムが整っていること 

五 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復していること 

３ 会社は、前項及び前条第１項の診断結果から得られた情報に基づいて、復職の可否や復職時期、軽減措置の有無や内

容、その他必要事項について決定するものとする。 

【解説】 

 ・ 職場復帰の可否については、個々のケースに応じて総合的な判断が必要であり、定型的な基準を示すのは難しいと

思われます。しかしながら、「担当業務が遂行できる状態までの回復」については、一応の目安として、５つの判断

基準を明示しています。  

  ・ ただし、本人の意向はできる限り尊重するにしても、主治医等の意見や本人の態様等から判断して、最終的に職場

復帰を決定するのは会社であることも、誤解を避ける観点からも、明記しています。 

 

（試し出勤） 

第10条 会社が必要と認めた場合は、復職後一定の期間について、就業規則で定めた勤務時間を適用せず、試し期間として、

個別に定める「職場復帰支援プラン」を適用することがある。 

２ 試し出勤は、原則として元の職場で行う。ただし、元の職場での実施が困難と会社が認める場合には、別の場所で実

施できるものとする。また、会社は、定期的に会社指定専門医との面談を命じることができる。 

３ 試し勤務期間中の給与については、その勤務状況に応じて個別に定めるものとする。 

【解説】 

 ・ 復職後は、いきなり第一線で通常業務に就くというわけにはいかないのが実情であることから、助走期間としての「試

し出勤」（「慣らし出勤」とも言う。）の規定を設けています。 

 ・ この試し出勤は、法定上必須ではありまんが、長期休業していた社員にとっては、就業にかかる不安の緩和や、自分

の状況を確認しながら慣れていくことができるので、再発防止の観点からもお勧めです。 

 ・ この期間は、通常の業務内容と異なることから、その処遇についても個別対応としています。 

 

（復職後の待遇） 
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第 11 条 休職者が復職する場合は、原則として現職復帰とする。ただし、再発の可能性等やむを得ない事情があると会

社が判断した場合は、他の職務に変更する場合がある。 

２ 前項の決定について、社員は正当な理由なく、これを拒むことはできない。 

３ 復帰後１ヶ月以内に、同種の疾病により、連続して５日以上欠勤した場合、又は通算８日以上欠勤した場合には、再

休職を命じることができる。 

【解説】 

 ・ 職場復帰に関しては、全く新しい環境への適応にはやはり心理的負担感も増大することから、原則として、元の職

場が相応しいものと考えます。 

 ・ 復職後も欠勤を繰り返してしまうケースが続出すると、本人にとっても辛いことであり、現場の他の社員のモチベ

ーションへの懸念もあることから、再休職に関する規定も明記しておいた方がいいでしょう。 

（主治医・家族等との連携） 

第12条 主治医、家族その他社外の者からの情報収集又は情報提供は、原則として本人の同意を得てこれを行う。 

２ 主治医、家族その他社外の者からの情報収集に当たっては、その使用目的に同意を得た上で行い、その目的以外に使

用しない。 

【解説】 

 ・ 社員の健康にかかる情報に関しては、個人情報の中でもとりわけセンシティブな情報であり、慎重な取り扱いが求め

られます。 

 ・ 社員の健康情報等を主治医や家族等から収集するに際しては、その利用目的と必要性を明らかにした上で、本人の承

諾を得るとともに、厳正で的確な取り扱いが必須であります。 

 

別紙１ 

令和  年  月  日 

休 職 申 出 書 

 

 

                    殿 

 

 

                                申出者氏名             ㊞ 

 

 

私は、「                 規程」第○条に基づき、休職の申出をします。 

なお、別紙のとおり、休業見込み期間の記載された医師の診断書を添付します。 

 

別紙２ 

令和  年  月  日 

 

職 場 復 帰 申 出 書 

 

 

                殿 

 

 

                             申出者氏名             ㊞ 
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私は、「                 規程」第○条に基づき、職場復帰の申出をします。 

なお、別紙のとおり、職場復帰が可能であるとの意見の記載された医師の診断書を添付します。 

[完] 
 

研究所からのお知らせ 
2022年度の特別セミナーは、予定しておりました陳一氏の8月開催が、COVID-19の影響により、予定された時期に

日本を訪問できず、昨年に引続き中止となりました。12 月に予定されていました根岸忠氏の特別セミナー（定住外国人

の社会保障）も3月25日午後1時30分から（ウインクあいち1105号室）まで延期されることになりました。第八波が

早く収まるよう願っています。 
この間、理事長尾崎正利氏は海外調査・講演として、9月にタイ国（バンコク・日系企業の労務管理及び労使関係調査）

及び10月にブラジル（サンパウロ・CIATEコラボドレス・シンポジウムでのスピーチ、日系人移住者の送出し業者の動

向調査など）を行いました。収集した資料やヒアリング調査結果などは、これまでと同様、当分尾崎個人の下に置かれま

すが、最終的に研究所に整理のうえ保管されることになります。 
このインターネット版は、メールアドレスを登録いただいている会員の皆様方には来年1月中に添付ファイルでお送り

いたします。また PDF 版がホームページに掲載する予定になっております。登録されているメールアドレスで届かなく

なっている会員も相当数ございますので、新しいアドレスをお知らせいただけるようお願い申し上げますとともに、登録

されていない会員の皆様方も、この機会にぜひメールアドレスの登録をお願いいたします。 
この電子媒体での新たな試みに対して、ご意見などお聞かせください。今後の参考にさせていただきます。 
ozaki20020720_0914@yahoo.co.jp までお願いいたします。 
  


