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◆  八重垣神社祇園祭 ◆

　匝瑳市の最大の祭り「八重垣神社祇園祭」は毎年8月4・5日に行
われます。
　八重垣神社を中心とした10町内から、約20基の神輿が繰り出さ
れます。笛・太鼓の軽快なお囃子に合わせ、担がれる神輿はこの地
方特有のスタイルで、「あんりゃぁどした」という威勢のいいかけ
声で練り歩く姿は、見ている者も心踊ります。また、祇園祭は神輿
の行列に冷水を浴びせかけるのも特徴です。
　従来女性は神輿を担ぐことは許されていませんでしたが、この祇
園祭では女人禁制の旧例が緩和されて、「女神輿」が繰り出される
ようになりました。この女神輿は、全国でも珍しい女性だけが担ぐ
神輿として注目を集めています。4日の夕方から威勢のいい女性達
により、男性達に負けじと各町内から10基の神輿が渡御されます。
　この祇園祭のハイライトは5日の神輿連合渡御です。10町内から
集まった神輿と囃子連が延々と連なって市街を練り歩きます。夕刻
4時過ぎに八重垣神社に次々と入る前には活気が最高潮に達し、担
ぎ手達の力の入った渡御が見られます。

そう  さ

今号の表紙（匝瑳市）
そう       さ

「職場におけるメンタルヘルス
対策と対応」
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27 年度に見直しを行った研修課程の中から、2課程をご紹介します。

27 年 4月に研修生推薦書の締切日を迎える、研修 10 課程をお知らせします。

ロジカル・ライティング研修
＊対象者を細分化し、次数を増加

　相手に納得感が得られる文章を作成するため
に、論理的で分かりやすい文章の組み立て方の
習得を図ります。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

　今号は「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」をテーマに特集を組み、立ち位置の異なる
視点でメンタルヘルスについて寄稿していただきました。
　身近な問題にも係わらず、知らないことばかり…。これを機会に、メンタルヘルスのことを考え
てみませんか。
　最後に、ご執筆いただいた皆さまには、ご多忙のところご寄稿いただきましたこと、また、編集
に際してご協力を賜りましたことに、心からお礼申し上げます。

内　容　　ロジカル・ライティングとは
　　　　　読みやすい文章をかく
　　　　　論理的な文章をかく
　　　　　説得力のある文章をかく

講師（予定）第１次・第３次
　　　　　　　（株）パトス　専任講師
　　　　　　第２次　（株）BCL
　　　　　　　代表取締役　別所　栄吾

期　間　　第1次　平成27年  9月28日（月）
　　　　　第2次　　　　　10月13日（火）
　　　　　第3次　平成28年  2月  4日（木）

折衝・交渉能力向上研修
＊科目の見直し

　折衝・交渉時における自己のスタイルを把握
し、相手と信頼関係を築きながら説得する能力
の向上を図ります。

内　容　　折衝・交渉の基本・事前準備の重要性
表現の仕方が交渉結果を左右する・
交渉における「聞く」ことの効果
交渉相手の理解と納得を得るために
折衝・交渉力をさらに強化するには

講師（予定）（株）話し方教育センター
　　　　　　　　専任講師　山崎　　宏

期　間　　平成27年11月11日（水）
　　　　　　　　　　　 12日（木）2日間
対象者　　すべての職員

締切日

4月23日（木） ・税務事務研修

・監査事務研修
・新任係長研修
・法制執務（基礎）研修

・滞納整理事務（初級）研修

・災害危機管理研修
・地方税総則講座
・簿記研修

4月30日（木） ・ハラスメント防止研修
・クレーム対応研修

5/26
6/1・2

第１次　5/11～13　　第２次　5/27～29
第３次　6/16～18　　第４次　9/2～4
5/11～13
第１次　5/13～15　　第２次　10/1・2・5
第１次　5/14・15　　  第２次　6/4・5
第３次　9/7・8
第１次　5/18～20　    第２次　6/8～10
第３次　8/3～5
5/19～21
第１次　5/19
5/21・22・28・29

研　修　名 期　　　間

◆PART 1 　   メンタルヘルスとはなにか、セルフケアとラインケア

………………………………………………　東京メンタルヘルス　所長　武藤　清栄 …… 3

◆PART 2 　   メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善　～皆で進める職場ドック～

…………………………　公益財団法人労働科学研究所　特別研究員　吉川　悦子 …… 7

職場復帰への支援　 ……………………　東京都職員共済組合　健康管理医　平井　康仁 ……  11◆PART 3

特　　　　集 「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」

ストレスと上手につき合う方法　 ……　総合心理教育研究所　代表取締役　佐藤　　隆 ……  15◆PART 4
（グロービス経営大学院教授・カナダストレス研究所研究員）
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羅　針　盤

平成 18 年１月 23 日に、八日市場市と匝瑳郡
野栄町が合併して誕生した匝瑳市は、平成 27 年
度に市制施行10周年という節目の年を迎えます。
九十九里の海、里山や全国屈指の植木のまちを象
徴する豊かな木々の緑、古くから開かれた土地柄
を物語る伝統・文化、そしてこの地にいきいきと
暮らす人々を基調とした、本市ならではのまちづ
くりを推進していくため「海・みどり・ひとがは
ぐくむ活力あるまち」を将来都市像として掲げ、
魅力と活力ある「新生匝瑳」のまちづくりに取り
組んでおります。

近年、地方行政を取り巻く課題として、少子高
齢化や情報化等への対応が求められる中で、特に
人口減少は地方自治体の経営にかかわる深刻な問
題となりつつあります。本市でも最重要課題と受
け止め、定住化対策や子育て支援対策等を総合的・
横断的に取り組んでいるところであります。こう
した、人口構造や社会情勢の変化、多様化する住
民のニーズに的確に対処していくためには、市民
と行政がそれぞれの役割と責任を分担し、共に考

え、共に行動するいわゆる「市民協働」がこれか
らのまちづくりには不可欠と考えております。

現在、本市では協働のまちづくりのための基本
的な方針を明らかにした市民協働指針の策定を進
めていますが、市民協働の実践をはじめ、これか
らの行政を担う職員の資質・能力として、私は「創
造力」「行動力」「共感力」が特に重要ではないか
と考えております。

創造力とは地方分権等行政の変化に柔軟に対応
し、新たな政策形成ができることであり、行動力
は、自分の仕事に対し常にチャレンジ精神と改革
意識を持って果敢に実行に移せる能力のことで
す。そして、共感力とは、組織人としてのコミュ
ニケーション能力はもとより、常に市民目線に
立った心配りができることであり、まちづくりの
パートナーである市民との信頼の絆を深めていく
上でも、大切な力だと考えております。職員には
自己のブラッシュアップに努め、なお一層活躍し
てほしいと期待しております。

市制 10 周年に向けて、そして、さらなる未来
へ向けて、市民の皆さんと協働してまちづくりに
全力で取り組んでまいります。

匝
そ う

瑳
さ

市長 　   太　田　安　規

市民協働のまちづくりに向けて

羅
針
盤
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特　集　「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応 」特　集

特集『職場におけるメンタルヘルス　対策と対応』
　仕事の内容や社会情勢の変化は大きく、かつ速くなり、働く人のストレスは増加し、こころの健
康づくりは身近なテーマとなっています。
　しかし、こころの病気については、十分には理解されていないのが現状です。
　そこで今回はメンタルヘルスについての解説、職場環境の対策、復職にあたっての注意事項等に
ついて、専門家の方にお聞きしました。

PART 2「メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善
～皆で進める職場ドック～」

公益財団法人労働科学研究所　特別研究員　吉川　悦子（よしかわ　えつこ）

PART 3「職場復帰への支援」
東京都職員共済組合　健康管理医　平井　康仁（ひらい　やすひと）

PART 4「ストレスと上手につき合う方法」
総合心理教育研究所　代表取締役　佐藤　　隆（さとう　たかし）

（グロービス経営大学院教授・カナダストレス研究所研究員）

PART 1「メンタルヘルスとはなにか、セルフケアとラインケア」
東京メンタルヘルス　所長　武藤　清栄（むとう　せいえい）
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「メンタルヘルスとはなにか、セルフケアとラインケア」　 　PART 1

　　東京メンタルヘルス　所長　武藤　清栄

メンタルヘルスとはなにか、
セルフケアとラインケア

（１）脳はこころをつくる工場
　私たちは、暮らしや生活の様々な場面で「こころ」という言葉を口にする。「こころ踊る」「こころが折れる」

「こころに傷がつく」「こころに響く」などである。では、こころとは一体何であろう。そしてそれはどこで
つくられるのか、この問いは、簡単なようで難しい。これまで宗教や哲学、さらには心理学や精神医学、最
近では脳科学がこころについて接近し、定義を与えている。それによれば、「脳はこころをつくる工場」。脳
という工場では、①感情　②思考　③記憶　④意欲　⑤意識　⑥自我意識　⑦知覚　⑧知能、これらのここ
ろの部品をつくっている。
　思うに、こころは想定された概念であり、これらの部品が統合されたものである。脳でつくられたこれら
の部品の統合的働きが、こころの働きであり、この調子が乱れた場合を、こころの病とかこころの不調と言っ
ている。しかし、これらの部品の働きがなぜ乱れてしまうのか、今の段階では脳内の血流の悪さ、血中のエ
タノールアミンリン酸の欠乏、脳内神経伝達物質の過少や過多などが指摘されているが、その原因やメカニ
ズムについては未だ不明なところが多い。
　歴史的には、紀元前 9 世紀、盲目の詩人ホメーロスが、初めてこころを発見したと言われている。それは、
コロンブスがアメリカ大陸を発見したような代物ではなく、内面の発見であった。一つは自分自身の内面、
もう一つは、相手の内面である。それがこころの発見である。古代インドのバラモン教の聖典「リグヴェー
ダー」の中には、「マナス」や「フリド」という言葉があるが、これらの言葉の中には、思う、考える、意
味する、感じる、などといったこころを意味するものがある。
　ただ、私たちはこころに支配されることはあっても、こころを発見することはむしろ少ないのではないか。
ましてや、心の働きを乱している不調者はなおさらである。時には冷静になって「何を考えているの？」「何
を感じているの？」「生き甲斐や働き甲斐は？」と自問他聞してみる必要がある。

（２）メンタルヘルスとその現状
　メンタルヘルスは、こころの健康とか、精神保健と訳されている。1970 年代半ばまではメンタルハイジーン、
つまり精神衛生と呼ばれていた。しかし、ハイジーン（Hygiene）の語源はギリシャ語のハイジーア（Hygeia）、
つまりギリシャ神話の「衛生（健康）の女神」からきている。それに対して、ヘルス（Health）は、ギリシャ
語のホロス（Holos）からきており、病気だけではなく健康全体や、自己治癒力など、本来あるべき姿に戻る
といったイメージが含まれている。そこには、ハイジーンからヘルスへの力動的変化の経緯が見られる。
　ところで、ここ最近、日本人のメンタルヘルスは悪化の一途をたどっている。厚生労働省の患者調査によ
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ると、日本人の五大疾患（致死率が高いとか、有病率が高く、回復が遅いなど）の中で精神疾患は飛び抜け
て数が多い。病院やクリニックを受診して精神疾患とされている人だけでも 323 万人以上と言われている。
次いで糖尿病 237 万人、悪性新生物（癌）152 万人、脳血管疾患 134 万人、虚血性心疾患 82 万人と続く。
病院やクリニックを受診していない潜在的な不調者の数は、これらの 10 倍にも及ぶと推測されている。精
神疾患全体では、圧倒的に「抑うつ障害群（うつ病）」や「双極性障害（そううつ病）および関連障害群」
が多い。特に働くサラリーマンに顕著である。1,600 万人が加入している健康保険組合の調査によると、こ
ころの病の受診数は、ここ数年の間に 20％も増えた。直接的には仕事や職場のストレスに起因するのが大
半あるが、2008 年のリーマンショック後の景気低迷で、企業のリストラが進み、雇用不安の指摘も出ている。
抑うつ障害群や双極性障害だけでも 120 万人以上と言われている。

（３）国によるメンタルヘルス対策
　仕事や職場のストレスとして多く挙げられているものには、仕事の質や量、そして職場の人間関係がある。

（図 1）

　これがストレスの三大要因といわれてきた。そこで、2000 年 8 月には国も「事業場における労働者の健
康づくりのための指針」を出し、こころの健康づくりの計画の策定を勧めている。その手だてとして、（1）
セルフケア―労働者によるストレスへの気づきとその対処等　（2）ラインによるケア―管理監督者による
職場環境等の改善と個別の相談対応等　（3）事業場内産業保健スタッフ等によるケア―産業医・衛生管理
者、保健師、カウンセラー等による職場環境等の改善、個別の相談対応や紹介、セルフケアやラインケアへ
の支援、情報提供や教育研修等　（4）事業場外資源によるケア―病院やクリニック、さらには相談所やメ
ンタルヘルスのサービス機関等を指す。これらの事業場外資源は、直接サービスの提供、支援サービスの提
供、ネットワークへの参加等、これらを４つのケアと呼んでいるが、ここでは特にセルフケアとラインによ
るケアについて言及する。また 2006 年 3 月には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が追加され、
①メンタルヘルスについての衛生委員会での調査・審議　②メンタルヘルス推進担当者の選任　③健康情報

特　集　「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」
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「メンタルヘルスとはなにか、セルフケアとラインケア」

に関わる個人情報の保護と適正な取り扱い　④小規模事業場に対する対策と地域産業保健センターの支援な
どが盛り込まれた。さらに、2014 年 6 月には、ストレスチェックの実施が事業者に義務化され、2015 年
12 月から施行される。従来行われている一般健康診断とは異なり本人が受けたくない時は受けなくてもい
い。ストレスチェックの結果は、本人のみに通知されるが、過重労働などによる心身の不調があれば医師に
相談し、就業上の措置をしてもらう仕組みである。なお、この制度は、正規、非正規を問わず 50 人未満の
事業場では、当面の間努力義務とされている。罰則規定はない。

（４）セルフケア
　セルフケアは、自分で自分の心の健康をまもることである。それには、前述したように自分のストレスに
気づき、それに対処することである。（図 2）

　ストレスは、刺激と反応の２つから成り立っているが、ストレスへの気づきとは、まず反応に気づくこと
である。具体的には、身体や行動などの反応に気づくことであり、感情や思考、意欲など、いわゆる内面の
反応に気づくことである。それには自分の心身の状態や行動を、時間軸を念頭に置き、冷静に見つめること
である。たとえば、「2 週間位前から頭重感がある、ここ 1 週間程熟睡できない。」「他人を責めることがで
きない代わりに自分を責めている。」「職場では役に立たないと思い、居場所がないと考えてしまう。」「悲し
みや虚しさでいっぱい。」「仕事をする意欲も殆んどない。」といった反応（ストレス反応）に気づくことで
ある。気づいたなら対処をする必要があるが、身体の反応については、医療機関を受診することを勧めたい。
自責の念やマイナス思考に関しては、自己分析（冷静に自己解決すること）したり、カウンセリング（認知
行動療法）を受けることによって徐々に物事の見方や考え方を変えていく。悲しみや虚しさなどのネガティ
ブな感情も、思考のあり方に影響される。自分で対処できない時には、専門家の力を借りた方がいい。
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　次に刺激（でき事や人間関係）に気づくことである。というより刺激の受け止め方に気づくことである。
つまり、自分を思い通りにさせない刺激とは何なのかということである、たとえば、仕事で大きなミスをし
たこと（刺激）について、「この 3 年間の努力は何だったの？」「私の立場はもはやない」といったネガティ
ブな感情を伴った思考に気づくことがあるものだ。だがとるべき思考はそれだけなのか、それにそういう自
分をどう評価しているのかなど。自己分析やカウンセリングによって思考のあり方を点検してみるといい。
そのうち思考が徐々に変わっていく場合がある。「この 3 年間でいろんな出来事を体験し、成長した」「立
場は失っても仕事はやっていける」「落ち込む自分も許してやろう」などのような前向きな思考に展開する
ことがある。これが、刺激への対処であり、刺激に対する見方や考え方の変容である。刺激に対する対処は
これだけではない。ストレスとなる刺激そのものを軽減することも重要である。しかし、それは個人の力（セ
ルフケア）では困難な場合がある。そのためには、組織の力に頼らなければならない時がある。それがライ
ンケアである。

（５）ラインケア
　ラインケアは管理監督者が職場環境の改善を行なったり、部下の個別の指導や相談に応じたりすることで
ある。メンタルヘルスの領域では、部下から上司に相談することは少ない。したがって、上司が部下に声を
かけて話を聞くという事が通常のラインケアの姿である。その際、ふだんと違う部下や気になる部下がいた
ら、声をかけてみることである。しかし最近の部下は、そういう脈絡で声をかけられることを嫌ったり防衛
したりする傾向がある。「自分が仕事ができていないから声をかけられたのではないか。」「うつ状態と思わ
れているのではないか。」などと考え、上司と向き合うことを避ける傾向がある。また上司もその情況を識っ
ていて、声もかけない、関与もしないという姿勢が見受けられる。これが、今時の上司と部下の関係のあり
方である。こういった情況を打破するには、ふだんからのコミュニケーションや雑談などが下地になってい
ることが欠かせない。
　では、そのような雰囲気が醸成されていない場合はどうするのか。筆者としては、「関係言葉」を多用す
ることを提案したい。関係言葉とは、関係をつけたり、関係を調整したりする働きがある言葉である。「お
はよう」「今日はご苦労さん」「仕事が終わって安心したよ」「話しかけることに躊躇したんだけど…」「一生
懸命話を聞くけど、私に話しできそう？」などで、関係を演出する際、前置きとしてこの言葉を用いるとよ
い。部下が話し始めたら、相手の人格を尊重し、話の内容だけではなく、気持ちや感情にも耳を傾け、相手
を理解する。それが、傾聴である。それによって信頼関係も形成される。
　最近の調査によると、「人間関係が面倒」「向き合うと緊張する」「メールでないとコミュニケーションで
きない」といった風潮もあるが、ラインケアではそういった雰囲気を打破していきたいものである。
　それには、冒頭で述べた内面を大切にすることや、お互いの内面の発見を重要視した職場づくりが求めら
れるが、それは、病気だけを対象にするのではなく、人間関係の調整や人間理解といったことにも踏み込む
必要がある。「メンタルハイジーン」ではなく「メンタルヘルス」へ。そこには「本来あるべき姿に戻る」といっ
た自己治癒力や、考え方の柔軟性に富んでいる姿がある。そしてなんといっても、和気あいあいと社会に関
与し力強い勇気を持つことである。
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１．メンタルヘルス対策における職場環境改善の位置づけ
　職場のメンタルヘルス対策には 3 つの視点があります。メンタルヘルス不調者を早期に発見して適切な
対応をとる『二次予防』、重症化を防ぎ、スムーズに職場に復帰できるようにする『三次予防』、そして、メ
ンタルヘルス不調者を出さないための取り組み『一次予防』です。メンタルヘルス対策は、職場で働くすべ
ての人々に対して総合的な視点で取り組みを進めることが重要ですので、二次予防や三次予防だけでなく、
一次予防にも目配りをした対策を講じていく必要があります。

　職場環境改善は、メンタルヘルス対策の中では一次予防に位置づけられています（図１）。メンタルヘル

ス一次予防においては、①職場環境等の改善、②個人向けストレス対策（教育研修）、③管理監督者の教育

研修が科学的根拠により有効であるとされています。メンタルヘルス対策における職場環境改善では、職場

のストレス要因（仕事量や裁量権、人間関係や作業環境）を幅広い視点でとらえ、働きやすい職場環境づく

りを目指しています。個人向けアプローチの効果が一時的、限定的になりやすいのに比べ、職場環境改善を

通じたアプローチはより持続的な効果をもたらすといわれています。

「メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善　～皆で進める職場ドック～」　 　PART 2

　　公益財団法人労働科学研究所　特別研究員　吉川　悦子

メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善
～皆で進める職場ドック～

職場ストレスモデルとメンタルヘルス対策
職場環境等の
改善 個人向けストレス対策

管理監督者の教育研修

職業性ストレス要因
個人要因

ストレス反応 疾病疾病

緩衝要因

性別・年齢・性格
結婚生活の状況

仕事以外の
要因

上司・同僚、家族・
友人の支援

仕事のコントロール
仕事の量的負荷
職場のしくみ
役割葛藤、曖昧さ
対人葛藤
職場環境
作業条件　等

一次予防
ニ次予防

相談体制
早期治療 三次予防

心理的

身体的

行動面

ス
ト
レ
ス
関
連
疾
患

リ
ハ
ビ
リ・
復
職
支
援

抑うつ状態
心臓・脳血管疾患
アルコール依存
薬物依存
事故　自殺

National Institute for Occupational Safety and Health（米国労働安全衛生研究所）職業性ストレスモデルを元に一部改変

図１　仕事のストレスモデルにおけるメンタルヘルス対策の位置づけ
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　厚生労働省が 2013 年に公表した第 12 次労働災害防止計画では、メンタルヘルス対策として、「メンタ

ルヘルス不調者を増やさないためには、労働者自身によるセルフケアをはじめ、管理監督者や産業保健スタッ

フによるケアなどにより、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期治療を進めるとともに、メンタルヘルス

不調になりにくい職場環境に改善していくことが必要である。」と指摘しています。

　さらに 2014 年 6 月に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に「ストレスチェック制度の創設」が

盛り込まれました。このストレスチェックは、①一次予防（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）を主

な目的とすること、②労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、③ストレスの原因となる職場環境の改

善につなげることの三点が挙げられており、職場環境改善によるストレス対策は、メンタルヘルス一次予防

において欠かせない取り組みとして、今後ますます重要性が高まっていくことが予測されます。

２．職場環境改善とメンタルヘルスの関係性
　仕事に関連したメンタルヘルス不調の発生には複合要因が関連します。長時間労働で仕事量が増えた、新

しい部署に異動になり仕事の内容が変わった、関係性の良くない上司と一緒に仕事をしなければならなく

なったなど、職場では仕事に関連するストレス要因が様々な形で存在しています。しかし、これらの要因単

独で、メンタルヘルス不調になり休職してしまうことは稀です。メンタルヘルス不調は単一の要因によって

起こるのではなく、多くのストレス要因が複合的に絡み合って影響を及ぼすのです。たとえば、仕事の役割

や量、仕事のすすめ方の指示や裁量度、サポートの状況、職場の物理的環境（暑さ、寒さ、音、光など）な

ど、身体的に負担の高い仕事かどうか、体調が心配な時に相談できる窓口があるか、心身の不調で休職する

ときに安心して療養に専念できる雇用条件であるか、雇用継続が保証される職場かどうかなど、多くの要因

が関連していると考えるべきです。そのため、メンタルヘルス一次予防として職場環境改善に取り組む際に

も、幅広い視点からみていく必要があります。皆がいきいきと楽しく、仕事にやりがいをもって、安全・安

心で健康的に働き続けるためには、働き方、働く環境など、働く人を取り巻く職場環境全体に目配りをしな

がら、多層な予防策を講じていくことが重要です。

　これらの複合要因に目配りをして、その職場で働く人々にとって働きやすい職場環境づくりを継続的にす

すめていくためには、労使が協働して、自主的に職場環境改善に取り組むことが重要になります。労働科学

研究所では、労使による自主的な職場環境改善をすすめるために、メンタルヘルスアクションチェックリス

ト 2）の開発や事業場での職場環境改善の技術的サポートなど、職場全体で取り組む職場環境改善を支援し

てきました。このような取り組みの中で、高知県庁で「職場ドック」が誕生し 3）、公務職場をはじめとした

全国の様々な事業場に広がりを見せています。

３．職場ドックの特徴とすすめ方
　「職場ドック」は、ストレスが少なく働きやすい職場づくりを目的とした職員参加型の職場環境改善です。

職場ドックは、職場におけるメンタルヘルス対策を PDCA サイクルにそって実施するところに特徴があります。

　職場ドックの具体的なすすめ方を図 2 に示しました。職場ドックは、一年間の安全衛生施策またはメン

タルヘルス活動のひとつとして取り組まれます。事務局（職場ドック全体をコーディネートする担当部局の

こと）により年度計画として策定されたのち、一定数もしくは全数など複数の実施職場を決め、職場ごとに

職場検討会などのグループ討議の機会をもち、職場の良い点・改善点を討論します。この職場検討会をスムー
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ズに実施するために、あらかじめ職場単位で職場ドックの担当者を決めておき、事前に職場ドックの意義や

すすめ方について研修を行います。そして、職場検討会でのグループ討議の結果をうけて、職場単位で年度

内の改善計画を作成し、期限までに改善を実施し、その成果を事務局に報告します。事務局は、全体の成果

をまとめ、成果報告会もしくは報告書・ウェブサイトなどで事業場全体に周知を図るまでが一年間での取り

組み内容となります。

　職場ドックでは、①職場の良好事例を基盤に幅広い視点での改善を見渡す（Plan）、②実施可能な改善策

を提案し、すぐ取り組める改善計画を作成する（Do）、③改善を実施し報告する（Do）、④改善の成果を確

認し（Check）、全体にフィードバックして、次年度の取り組みにつなげる（Act）といった、PDCA サイク

ルの手順が含まれることが確認できます。

　職場ドックでは、「改善」について特別な知識や技能を持たなくても、誰もが参加し実施できることを目

指しています。しかし、自職場の良い点を確認し、具体的な改善策を考え、優先順位づけするなど、幅広い

視点でとらえた職場環境を整理していくためには、しっかりとした道筋が必要です。そのため、職場ドック

では、職場で働く人々が自主的に職場環境改善に取り組むことができるように様々なツールを活用します。

職場は業種、業態でも大きく異なりますから、その職場で使いやすいようにツールをカスタマイズする必要

があります。職場ドックでは、①アクションチェックリスト（提案方式の改善項目が記載されているリスト。

各自の職場環境を幅広い視点で振り返る）、②良好事例写真集（すでに行われている職場での良い取り組み

を写真に写して見える化）、③ワークシート（グループ討議で良い点・改善点をまとめる）、④改善報告シー

ト（改善計画立案と成果報告を行う）、の４点のツールを基本に準備すると良いでしょう。

　職場ドックで使うアクションチェックリストは、メンタルヘルスアクションチェックリストを基礎として、

職業性ストレスの改善領域を表１のように整理しています。この 6 つの領域ごとに 4 〜 5 つの具体的な改

善提案項目をあげ、合計で 24 〜 30 項目のリストを職場の特性に合わせ作成し、活用しています。

「メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善　～皆で進める職場ドック～」

【各職場で実施すること】
各個人が職場の良い点・改善点
のメモ（職場ドックチェックリスト）

職場検討会で職場の良い点・改
善点のグループ討議 ( チェックリ
ストの結果を参考に）
・職場の良好事例から学ぶ
・職場で実施可能な改善策を提案する

改善計画の合意
改善計画書の作成と実施

改善後の結果と評価
（「改善報告書」の作成）

全体スケジュール

職場ドック担当者研修会開催時期
5月～ 6月

実施時期
8月

開催時期
２月

提出時期
12月初旬

中間点検

「改善報告書」を事務局へ提出

報告とフォローアップ
「職場ドック」表彰式・報告会

職場での「職場ドック」準備期間
・職場へ周知する・担当者を決める・スケジュールを決める

図２　職場ドックのすすめ方と職場検討会の様子
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　職場環境改善は、トップダウンでの実施、外部コンサルタントの助言、本稿で紹介した参加型職場環境改

善の手法が用いられるなど様々なバリエーションがあります。改善というと、問題点を明らかにして、そ

れを解決する方法が頭に思い浮かびますが、職業性ストレス対策においては、自職場の強みを確認しつつ、

ちょっとした工夫や改善を積み重ねていくことで、徐々に働きやすい環境が整ったり、職場のコミュニケー

ションが促進されたり、職場の一体感が強化されていく段階的な取り組みも重要になります。職場で働く人

がストレスをなるべく少なくして、いきいきと元気に働ける職場づくりを目指し、できるところから取り組

んでいくことが重要です。

文献
１．厚生労働省　平成 25 年労働安全衛生調査（実態調査）http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h25-46-50.html
２．吉川徹他 . 職場環境改善のためのメンタルヘルスアクションチェックリストの開発 . 産業衛生学雑誌 , 2007, 49.4: 

127-142.
３．杉原由紀．産業医の声：「元気な県庁」へ～職場ドックの取り組み～．産業医学ジャーナル．2011;34(5):86.

メンタルヘルスアクション
チェックリストの分類

職場ドックでの
改善領域名 具体的な内容

A 作業計画への参加と情報の共有 ミーティング・情報の
共有化

少人数単位の裁量範囲，過大な作業量の調整，
情報の共有

B 勤務時間と作業編成 ON/OFF のバランス ノー残業日などの目標，ピーク作業時の作業変更，
交代制，休日

C 円滑な作業手順 仕事のしやすさ 物品の取り扱い，情報入手，反復作業の改善，
作業ミス防止

D 作業場環境 執務内環境の整備 温熱 ･ 音環境，有害物質対応，受動喫煙の防止，
休養設備，緊急時対応

E 職場内の相互支援 職場内の相互支援 相談しやすさ，チームワークつくり，仕事の評価，
職場間の相互支援

F 安心できる職場のしくみ 安心できる職場のしくみ 訴えへの対処，自己管理の研修，仕事の見通し，
昇格機会の公平化，緊急の心のケア

表１　改善の技術領域と具体的な内容

写真　職場ドックによって取り組まれた職場環境改善事例の紹介

担当者不在でも対応を可能にしたマニュアルづくり 断熱板で冬の執務室内温度の確保

書類保管場所の整理・保管場所の見直し 救急措置や緊急時対応の周知
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「職場復帰への支援」　 　PART 3

東京都職員共済組合　健康管理医　平井　康仁

職場復帰への支援

はじめに
　近年、職域におけるメンタルヘルスの問題に注目が集まっている。メンタルヘルスの問題に注目が集まっ
ていることについては大きく 2 つの理由があると考えられる。1 つはメンタルヘルス不全による休職者の増
加である。国内の公務員を対象とした調査によれば、メンタルヘルス不全による長期病休者率は平成 10 年
に 272 人（10 万人率）であったものが、平成 25 年のデータでは 1219 人（10 万人率）となっており、管
理監督職あるいは同僚としてメンタルヘルス不全で休職・復職する職員と接する機会が増えていると考えら
れる。そしてもう 1 つが、メンタルヘルス不全の職員に対する対応の難しさがある。難しさというよりも
どうしたら良いか分からないというほうが実際であると思うが、管理監督者あるいは同僚として『何に気を
付けて労務管理したらよいかわからない』『どう接して良いかわからない』という疑問を持たれるのはある
意味で自然なことであるし、むしろ職員のことを心配していることの表れであると思う。
　本稿では、「管理監督者の視点」と「同僚の視点」の 2 つの視点から、メンタルヘルス不全の職員が復職
する際にどのように気を付けるべきか考えていきたい。

復職支援におけるルール
　各論に移る前に、復職支援を行う上で第一に検討されるべきルール①②、およびその具体例を以下にあげる。

　文字だけ見ると「当然ではないか」と思われるかもしれないが、ここをきちんと復職前に確認しておくこ
とで、復職後にイレギュラーなことがあった際にスムースに復職が進められる。以上の各ルールおよび具体
例についても各論を読むことでより理解できるものと思われるため、是非参考にしてほしい。

復職支援　～各論～
　ここでは様々な疑問について 1 問 1 答形式で答えていきたい。

①　復職者は、管理監督者の指示のもと通常業務が可能である
　・ 主治医および産業医からの復職の許可がある
　・ 就業規則を順守できる（フルタイムでの勤務時間での出勤が可能である等）
　・ 上司から命令された業務ができる

②　管理監督者は、復職者の健康状況をみながら一定の配慮を行う必要がある
　・ 生命や健康にかかわる危険業務などは一時的に避ける
　・ 残業時間は漸増するように配慮する
　・ 以上の配慮期間として最長 6 か月程度を目安とする
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〇管理監督者の疑問

　復職するということは指揮命令系統に基づいて労務提供可能な状況であることを意味する。そのため、通
常通り働ける状態であると考えるべきである。そのため、復職直後であるから、と健康管理上の問題で「窓
口業務を禁止する」といった制限は一般的ではない。
　むしろ仕事内容については労務管理上の問題であるから、今の体調で任せられそうな仕事からやってもら
う、というやり方で良い。例えば、「電話対応はやってもらう」「当初は他部署との折衝業務はできなくとも
良いが、個別の案件は処理してもらう」などである。
　ただし、健康管理上の問題で配慮するものとして、
　・残業の制限
　・出張の制限
　・危険業務の制限
　以上を検討していただきたい。

　復職する、ということは毎日フルタイムで出勤できることは前提として考えるべきであるが、臨時の業務
である残業ができるかどうかは別の問題である。復職直後は通常のフルタイム勤務に慣れる期間をつくり、
徐々に残業時間を漸増する形で、健康に配慮すべきである。
残業制限例

　出張の際に心配なことは、出張先で何らかの健康上のトラブルがおきることである。そのため一番重要な
ことは、信頼できる医療機関（主に主治医）にアクセスできる状況にいられるかどうかが重要である。遠方
で宿泊を伴うような出張先で体調を崩すリスクを考えると、一定期間はこのような配慮を行う必要がある。
　あわせて危険業務がある場合の制限例を参考までに載せる。
出張制限例

Q1．仕事はどのくらいやらせて良いか？
A1．基本的には復職したのであれば通常通り働いてもらって構わない。ただし、危険作業、出張、

残業等については一時的に制限したほうが良い。

Q2．残業はどうしたら良いか？
A2．残業を一切禁止する期間を 2 か月、一日の残業時間を 2 時間までを 2 か月、といった形で徐々

に勤務時間を伸ばす配慮を行うことで健康にも配慮した形で通常勤務に近づけることができる。

Q3．出張はさせても大丈夫か？
A3．復帰直後に単独で宿泊を伴うような出張は制限すべき。出張も残業と同様のスケジュールで、

複数で宿泊を伴わない出張のみを行う期間を経てから単独でも行える出張へと移行すべきである。

復職から 2 か月間：残業禁止
2 か月から 4 か月間：1 日２時間まで可
4 か月以降：制限なし

復職から 2 か月間：宿泊を伴わない　複数での出張のみ可
2 か月から 4 か月間：宿泊を伴わない　単独での出張可
4 か月以降：制限なし
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危険業務制限例

　特別扱いする必要は全くない。例えば「体調が悪く仕事を休む電話連絡ができませんでした」といった場
合、「休職明けだから仕方ない」といった特別扱いのような対応はする必要はない。むしろこのような対応
をしてしまうと、周りの職員の士気が下がる、といった問題や、就業規則が守られていない、といった問題
が出てくるので、復職した以上は通常通りの労務管理を行うべきである。
　もちろんこのようなことがあった際は、健康管理を行う専門職である医師や産業医などに相談することが
望ましい。

　このような双方の意見の相違を作らないためにも、復職前の事前の確認が極めて重要になってくる。ここ
で重要なことは上司として「ここまでできなければ仕事ができるとは言えない」という復職可否の判断材料
の 1 つとなる線引きを引いて頂くことである。（もちろんその要求レベルが高すぎれば人事・産業医等から
そのむね指摘があるだろう。）
　そのうえで、復職後に「この仕事はできない」というのであれば、健康管理上の問題であるかを主治医あ
るいは産業医に確認したうえで、健康上の問題がないことを確認し、そのうえで、労務管理上の問題として、
指揮命令系統のもとに「この仕事をするように」命令することとなる。健康上の問題がなく「できない」と
言っているのであれば、今後は労務管理上発生した問題として、処理をしていただくことになる。

〇同僚の疑問

　「がんばれ」と言ってはいけない、という言葉が独り歩きしているせいで、このような疑問がうまれる。
なぜ「がんばれ」といってはいけないか。それは、病気になったばかりの「頑張っているのに全然結果が出
せない」時に、「結果が出てないぞ、もっと頑張れ」というと「もうこれ以上頑張れない自分はダメな人間
だ…」と思ってしまうために、「がんばれ」と言ってはいけない、と言われている。
　では復職した直後はどうだろうか。同僚から「これからまた一緒にがんばろう」と言われれば、職場から
許容された気持ちになるだろう。そのため、「一緒に」「がんばろう」と復職者に言うことは基本的には問題
ない。ただし最終的には言い方の問題なのだが、「お前がいなかった間、皆大変だったのだからお前もがん
ばれ」という突き放すような言い方は NG である。

Q5．「この仕事はまだできません」と言われたら？
A5． 復職直後であり、配慮可能な範囲であれば配慮することも検討する。もし、「その業務ができ

ないならできる仕事はない」という状況であれば、早急に産業医に相談した方が良い。

Q2．忘年会などの飲み会には誘って良いか？
A2．誘うこと自体は問題はないが、無理に誘ったりしてはならない。もし今後飲み会に誘ってほし

いかどうか確認したければ直接本人に確認すると良い。

Q4．病気休職明けに連絡なく休むことがあるが、特別に対応する必要はあるか？
A4．特別扱いする必要はなく、通常通りの労務管理をする

Q1．復職者に「がんばれ」と言ってはいけないか
A1．文脈によるが、基本的には問題ない

復職から 2 か月間：危険業務を禁止
2 か月から 4 か月間：高所作業などの生命にかかわるリスクの高い危険業務の禁止
4 か月以降：制限なし
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　誘うとお酒を勧めているようだし、誘わないのも仲間はずれにしているようで気が進まない、というのが
実際のところだろう。
　これについては「本人の問題」と考えて良い。つまり、お酒を主治医から止められているので、「飲み会
には行くがウーロン茶だけにしておく」というのも選択肢の１つであるし、「行くと飲んでしまうので、行
かないことにする」というのも選択肢である。この選択については個別の事情によるところが大きい。
　飲み会に来た場合に、周囲の人がお酒を勧めるのは論外だが、気を使って「ウーロン茶にしますか？」と
聞いたりすると良いだろう。
　いずれにしても復職前に「飲み会がある場合に声をかけてほしいかどうか」本人の意思を確認しておくと
確実である。また飲み会に参加する場合も、管理監督者が「飲み会に来てもお酒は飲んではならない」と先
に伝えておくことで、「飲み会に出たらお酒を飲まなくてはいけないだろうか」と考えている本人の気が楽
になる利点や同僚がお酒を勧めない理由となる利点がある。

　これから一緒に働く同僚として、体調は大丈夫なのか、どのようなことに注意したら良いか、どのような
ことを言ってはいけないのか、を知りたいのは当然である。このようなことを疑問に思うのも無理はない。
　しかし、病気のことというのは、特にメンタルヘルスに関することは、極めて個人的な問題でもあり、で
きれば触れてほしくない、という人も多い。この点については大きく２つのパターンに分かれる。
　1 つ目のパターンが、できるだけ病気のことは隠しておく場合である。この場合は、同僚からの理解が得
られづらく、支援も得づらい状況にはなる。そしてもう 1 つのパターンが、できるだけオープンにする場
合である。この場合は、同僚からの理解も得やすく、支援も得やすい状況になる。
　どちらもメリット・デメリットあるため、本人が選択する問題であり、同僚としては病気のことを隠され
ると情報がなく不安になるかもしれないが、それも仕方ないのである。この問題については、管理監督者に
事前に確認してもらうようにお願いするのが良いだろう。

復職支援　～まとめ～
　管理監督者として、休職していた職員が復職する
際の難しさには、「仕事はしてもらわないと困るが、
健康上の配慮もしなければならず、どうしたら良い
かわからない」というものがあるだろう。しかしこ
れは労務管理と健康管理という 2 つの視点から考
えれば問題が明確になることがご理解いただけた
と思う。労務管理の視点では、管理監督者が、職場
の実情によって配慮できるラインを設定すること
が重要であること、健康管理の視点では、「危険業務の制限」「出張の制限」「残業の制限」などの配慮を行
いながら通常業務に戻ることが重要であることを解説した。また同僚の視点では、日常で判断に迷うケース
を解説した。
　今回は、「管理監督者の視点」と「同僚の視点」の 2 つの視点からメンタルヘルス不全の職員が復職する
際にどのように気を付けるべきか考えた。休職者が復職する際に重要なことは、普通の職員として接し、特
別扱いせず、通常通り働いてもらうことである。ただし、病み上がりである、ということだけ頭の中に入れ
て頂きたい。
　本稿が、皆さまの業務に役立てば幸いである。

Q3． 病気のことは聞いても良いか？（管理監督者以外が）
A3．話したくない人もいるため根掘り葉掘り聞くことは望ましくない。
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総合心理教育研究所　代表取締役　佐藤　隆
（グロービス経営大学院教授・カナダストレス研究所研究員）

ストレスと上手につき合う方法

1：ストレス学の本質
　学術論文誌ネイチャーにセリエ博士が「ストレス学説」を発
表したのが 1936 年である。研究は「ネズミのストレス」だった。
それから約 80 年、医療検査機器の発達もあり「ストレス学説」
は飛躍的に向上している。
　変化しないのはネズミにも、人間にも共通する「ストレス反
応」である。脳の扁桃体の興奮である。これが脅威や不安に襲
われると、いわゆる「ストレス状態」となる。しかし、この反
応は、我々を危険から守る防衛であり、そのパターンには 2 種類ある。「闘争・逃走反応」だ。
　従って、うまく適応して生きていくためには、ストレスをなくすことではなく、「ストレスと上手につき合っ
ていくこと」が重要になる。

2：ストレスチェック義務化はメンタルヘルス向上のチャンス
　2014 年 6 月に労働安全衛生法が改正され、今年 12 月 1 日から、50 人以上の事業所にてストレスチェッ
クが義務化される。目的は「ストレスへの気づきを高める」ことだ。ストレスと上手に付き合っていくため
には、このストレスチェックが気づきを高めてくれる非常に良いチャンスとなる。
　従来、大企業では専門家の指導の下に「ストレスチェック」というものが実施されてきた。私たちも 20
年以上、多くの企業でストレスチェックを提供してきており、そのデータは 30 万件になる。このビッグデー
タを活用してアプローチすると、確実にメンタル不全や休職率が減少してくることを経年変化の中で確認し
てきている。
　この義務化をチャンスにしてほしい。たんに健康診断のためのストレスチェックとするだけでなく、この
結果をさらにラインケアやセルフケアに活かして、職員の方々が、日常遭遇するストレスと上手に付き合っ
ていくリソースとして元気度を向上させてほしい。

3：気づきの 3 つのポイント
　「うつ病の兆しチェック」と同様に、ストレスをもっと早い段階で気づき、上手に付き合っていくことが
必要だ。そのためには、3 つのポイントがある。
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【ストレスチェック重要チェックポイント】
①　仕事で一生懸命頑張っていたが、却下されてがっくりした時。
②　思いもよらぬ仕事が発生して、上司に早くやるように言われ、焦ってしまった時。
③　スキルがアップしなくて、努力しているのだが仕事がうまくいかない時。

　このような状況に遭遇したら、うまくコントロールしていかないと、やがて「うつ状態」や重篤なメンタ
ル不全へと移行していくと、最新のストレス科学は警告している。まず、気づいて、次に対処することにな
る。その中でも、重要なストレス症状の一つが「不眠」だ。次の表 1 のチェックをしてみよう。

【表 1：睡眠良好度チェック】
　あなたの睡眠の良好さを測定してみましょう。この 1 カ月の睡眠に当てはまるものがあれば「はい、いいえ」
で答えてください。

4：孫子の兵法に学ぶ上手な付き合い方
　気づいたら対処が必要になる。その仕方は「孫子の兵法」に学ぶことだ。なぜならば、ストレッサー（ス
トレスを起こす原因）とストレス反応の間には「認知」が入る。認知とは「感じ方」のことだ。全く同じ職
場で働いていても、非常に大きくストレスを感じる人とまったくストレスを感じない人がいる。なぜか ?…
この違いは「認知」によるものと考えられている。わかりやすく言うと、受け止め方、あるいは考え方の違
いだ。ここが著しくゆがんでいると、いくらリラクセーションをやっても、市販で提供されているようなス
トレス解消を実行しても、なかなか思った通りの結果が得られないことになる。
　そこで、孫子の兵法に学ぶストレスに克つ 6 つの方法を提供したい。
①　敵（ストレスの正体）を知り、己（自分自身の考え方のクセ）を知り、百戦（毎日のストレス生活）す

れば、危うからず（元気ですよ）
②　息抜きをする（腹式呼吸をしてみよう）
③　少し体を動かす（10 分くらい歩いてみる）
④　考え込まない。
⑤　人に話してみる。
⑥　産業保健スタッフ等、専門家に相談する。
　　以上は、ひとつのヒントだ。参照してほしい。

あなたの睡眠チェック はい いいえ
①　寝つけないことがある
②　夜３回以上目覚める
③　朝早く目覚める
④　よく夢を見る
⑤　朝起きたとき目覚めがすっきりしない

　３つ以上「はい」がある人は、ストレス状態と思われる。長く続くようなら健康相談が必要になる。
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【事例：ストレスと上手につき合う方法が必要だったセカセカ職員の川西さん】
　川西さんは自他ともに認めるセカセカ職員だ。周りの人が落ち着いている中で目立ってしまう。係長に昇
進してからセカセカ度は一層増加した。朝早くからセカセカ働き、かつ終了後も、フィットネスに通ってい
る。睡眠時間はナポレオンと同じ 3 時間が自慢だ。
　川西さんは、イライラし、すぐカッとなり、批判的かつ議論になる。周りからは、「働きバチ」「ワーカー
ホリック」等のニックネームで呼ばれている。
　このようなセカセカ川西さんだが、内面では「仕事ができなくなったり、周囲からの評価が落ちたりした
らどうしよう…」と不安定だった。そして、仕事が暇になり、落ち着いてくると気持ちが情緒的、感情的、
不安定になってしまう傾向があった。また、川西さんのセカセカ傾向が、職場で周囲の人にストレッサーと
なっている。
　動き回っている割には川西さんの仕事の生産性や能率は下がり、徒労に終始しているのが実態だった。身
体はだるく、職場に出ても頭がボーっとして、仕事に打ち込めない。
　もともとスポーツマンだった川西さんは、この問題の解決策として「身体を動かしてストレスを解消しよ
う」とトレーニングに励んだ。しかし 2 週間後、川西さんは心筋梗塞のために倒れてしまった。職場でフ
ルに働き、さらに深夜のフィットネスクラブでの運動が過剰となり、心身の破綻をまねいてしまった。
　セカセカ傾向の人は、本来リラクセーションが有効なのだが、さらに動きの激しいストレス解消を求めて
しまいがちだ。当然、心臓への過度の負担、高血圧などのリスクが高まる。川西さんにとって必要だったの
は、心身を休めるリラクゼーションだったのだ。

【簡単にできる効果的リラクセーションの代表的方法】
　そこで、ここで簡単にできる方法を紹介したい。

・腹式呼吸
　基本は腹式呼吸である。胸郭をなるべく動かさずに、お腹を意識して呼吸する。日常から意識してみてほ
しい。
　これにより、体の血液中の酸素の量を増加させ、免疫機能を向上させ、副交感神経の働きを活性化させる
ことができる。その結果、心身の自律神経のバランスを整え、落ち着きや心の安定をもたらし、ストレスを
軽減することが可能となる。

・深呼吸法
　不安や緊張状態では呼吸が浅くなる。ゆっくりと深く腹式呼吸をすると、緊張がゆるむ。鼻からゆっくり
吸って、口笛を吹くように長く出す。ゆっくりと落ち着いて、無理のない呼吸をすることが重要だ。

・ため息呼吸法（ヤレヤレハーッとしよう）
　大きなため息をつくように、一気に「ホット」息を吐く。安堵のため息と供に緊張のほぐれてゆくのを実
感出来ただろうか。できれば成功だ。

・片側鼻穴呼吸法（一方通行にしてみよう）
　右手の人差し指で右の小鼻を押さえる。鼻から息をすい、口からゆっくりと吐く。3 回行う。次に左手の
人差し指で左の小鼻を押さえ、3 回呼吸する。次に、指を使わないで片方の鼻孔から呼吸するイメージで同
様に行ってみてください。
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特　集　「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」

・ヨガ式鼻呼吸法
　両方の鼻脇を押さえ、左の鼻穴を閉じて右で吸いながら、心の中で 5 つ数えます。両方閉じて 5 つ数える。
右を開けて 5 つ数えて吐く。逆も行う。

・カウントブレス法（心で数をかぞえ、フーッとはこう）
　座禅で数息法あるいは数息観という。基本は 1~5 と心の中で数えながら鼻からゆっくりと自然に吸う。「臍
下丹田（お臍の下あたり）」に深く吸い、少し止め、口笛を吹くように 6 ～ 10 と心で数えながら口から吐
いて行く。この時、老廃物がぜんぶ外に吐き出されるような気持ちで吐く。

・筋弛緩法
　カウントブレスで息を吸いながら両手の拳を固く握る。息を吐きながら、ゆっくりと首から肩、肩から両
手にかけての力をぬいていく。その時に息を吸いながら、両手のこぶしを固くにぎり、息を吐きながら首か
ら肩、肩から両手にかけての力をゆっくりと抜いていく。緊張と弛緩を交互に 3 回繰り返す。

5：正しいエビデンス（実証効果）のある方法を職場で教えること
　素晴らしい研修や知識があっても、現実の職場でどのように適応させていけるか、という実践が重要だ。「第
1 次予防」に不可欠の「上手に付き合っていく方法」を職場で普及させるセルフケア研修を仕組化して、職
員の皆様を支援していく対策を導入することだ。
　私たちは、ハンス・セリエ博士のカナダストレス研究所と、このセルフケアに関する実証的研究調査を
40 年行ってきた。このノウハウを、ストレスチェック義務化を契機に多くの職場の人々に提供して喜ばれ
ている。

【良いセルフケアのための 5 つのチェック】
①　セルフケア研修で、教える内容が効果的なもので実証性が検証されているか ?
②　実行してもらい「つき合い方が」日常生活の中で無理なく実践できる内容なのか ?
③　その結果、職員の方々に本当に喜んでいただける内容になっているのか ?
④　継続的に飽きずに、実行できるのか ?
⑤　効果が可視化でき、わかりやすく検証できる内容になっているか ?
　ストレスチェック義務化後のアフターとして実施するセルフケアの中で「ストレスと上手に付き合う方法」
を組織として取り上げて、職員の皆様にお伝えいただければ、メンタル不全や休職者も減少してくる。生き
生きとした職場が生まれる。うれしい限りである。
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　私たちが日々の生活を営むために欠かせない、
道路、橋りょう、下水道などのインフラ施設や学
校、公民館、図書館、庁舎などの公共施設は、日
本全体で老朽化が進みつつあり、今後、これらの
施設の老朽化対策に多額の財政負担が予想されて
います。
　習志野市では、公共施設の老朽化問題にいち早
く着目し、具体的な対策の検討を続けてきまし
た。この問題については、平成 25 年 11 月に国
が「インフラ長寿命化基本計画」を公表し、国、
自治体、民間事業者に対して、適切な対応を促す
こととされ、国を挙げた取組みがスタートしまし
た。また、平成 26 年 4月には、総務大臣から自
治体に対して公共施設等総合管理計画の策定要
請がありました。
　本条例は、このような日本の将来の大きな課題
である公共施設の老朽化問題に対して、長期的な
視点に立ち、ぶれることなく、しっかりと取り組
むことを定めた理念条例です。本市不変のまちづ
くりの基本理念である文教住宅都市憲章に基づ
き、まちづくりを推進するために、老朽化が進む
公共施設の建替え、統廃合、長寿命化、老朽化対
策改修等の計画的な取組に関する基本理念を明確
にし、市と市民、事業者及び関係者の責務を定め、
それぞれが連携及び協働して、公共施設再生に取
り組むこととしています。
　また、公共施設再生事業の実施に関する基本的
事項を定め、効率的、効果的に事業に取り組むこ
とを規定することにより、持続可能な行財政運営

のもとで、時代の変化に対応した、適切な市民サー
ビスを提供できる公共施設の再生整備の推進を図
ることを目的とするものであります。
　主な内容は、第 1条及び第 3条では、公共施
設再生基本条例の目的と基本理念について定めて
います。公共施設再生の取組は、20 年を越える
長期の計画であるため、その目的や基本となる考
え方、事業目標等が、合理的な根拠がなく根本か
ら変わってしまっては、その間の投資効果の低減
や、効果的・計画的な経営資源の活用が阻害され、
市民負担の増加を招くことも懸念されます。そこ
で、この条例では公共施設の再生という長期間に
わたる取組の中で一貫して守られるべき基本的理
念や基本的事項を定めています。
　また、第 4条から第 6条では、市と市民、関
係者及び事業者のそれぞれの責務について定め
ています。とくに第 5条は重要であり、厳しさ
を増すことが予想される社会情勢の中で、現在の
世代である私たち市民が、負担を先送りすること
なく、公共施設の再生に積極的に取り組むことが
必要であるため、現代の市民による未来の市民に
対する責任を明らかにしたものです。この第 5
条の制定にあたっては、時間をかけて議論が行わ
れ、「公共施設の整備は、行政が責任を持って行
うべきであり、市民に責務を課すのはおかしい」
との意見がありましたが、建物を新しくするだけ
でなく、持続可能な行財政運営の下で、時代の変
化に対応した公共サービスを継続的に提供する
ことにより、誰もが住みたくなるような魅力ある
まちづくりを推進するという理念を伝えること
ができました。

【 問い合わせ 】財政部 資産管理室 資産管理課
　☎ 047—453—7365

習志野市

財政部  資産管理室  資産管理課

習志野市公共施設再生
基本条例
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○ 導入経緯等について
　ごみ分別アプリケーションサービス（以下「ご
み分別アプリ」）は、新たな市民向けの施策として、
利便性の向上やごみの正しい分別及び排出を推進
するため、ごみの出し方、分け方などの情報を容
易に検索できるスマートフォン対応のアプリとし
て導入したものです。
　現在は実証事業として、鎌ケ谷市清掃事業協同
組合の全面的な協力のもと、試作アプリの無料配
信を実施しているところです。実証事業の期間は
平成 26 年 11 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日
までで、この期間中に課題等を抽出し 4月 1日
からの本格運用に活かしていきます。

○ 機能・使い方等について
　ごみ分別アプリは iOS と Android に対応。住
所を設定することで自宅地域のごみ収集日がカレ
ンダーに表示されます。
　メニュー画面を見るには、ホーム画面左上の 3
本線のアイコンをタップします。すると「ごみ分
別辞典」、「ごみの出し方」、「よくある質問」、「拠
点MAP案内」、「お知らせ」等のメニューが表示
されます。
　例えば「ごみ分別辞典」では、処分したいもの
について 50音別で排出方法を検索することがで
きます。粗大ごみや家電 4品目など集積所に出せ
ないものについても、処分の仕方について案内し
ます。
　「ごみの出し方」では、燃やすごみ、燃やさな
いごみ、プラスチック製容器包装類等ごみの種類
ごとに、出し方を確認することができます。
　「拠点MAP 案内」では、粗大ごみ処理券の販
売店や使用済小型家電の回収場所等を、現在地ま

たは地区から選択して検索し、位置情報について
電子地図上で確認することができます。
　また、アラート機能により今日出せるごみの種
類が通知され、出し忘れの防止にも役立ちます。

○今後の展望について
　ごみ分別アプリに搭載された機能の中で特に注
目すべきなのは、市や関連団体からの情報をリア
ルタイムで発信できる「お知らせ」機能です。
　現在、市からの情報発信は、主に新聞折込で配
布する広報紙で行っていますが、近年、新聞を購
読しない家庭が増えてきていることから、新聞購
読の有無にかかわら
ず、住民に直接タイ
ムリーなお知らせが
できるこの機能には
大きな期待を寄せて
います。
　例えば、家庭から
出る不用品等の交換
を支援する掲示板と
して活用すれば、広
報紙よりも迅速な交
換が行えるでしょ
う。また、電子地図
に観光地情報や防災
拠点情報などの表示
を加えれば、より利
便性が向上します。
普段行政との関わり
が希薄な若い世代と
自治体をつなぐコ
ミュニケーション
ツールとして、この
アプリの可能性につ
いて、今後も引き続
き研究を重ねていき
ます。

【 問い合わせ 】
　クリーン推進課　☎ 047—445—1141

鎌ケ谷市

クリーン推進課

ごみ分別アプリの
配信について

＜表示画面サンプル＞

地域情報
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県内情報

　南房総市では、平成 23 年度より日本一おいし
いご飯給食を目指し、週 5 日間毎日ご飯を提供す
る完全米飯給食を実施しています。「地産地消の
推進」、「和食中心の献立」、「大人が責任をもてる
食」を重点として学校給食を提供しています。
　「主食が変われば献立が変わる。献立が変われ
ば食材が変わる。」本市の給食には、パンや麺は
一切出ませんが、自然豊かな南房総市の食材を使
い、この地域で昔から食べられてきた和食が提供
されます。
　市教育委員会では、「食は文化」の考えのもと、
学校給食を通して、昔からこの地域で食べられて
きた食を子どもたちに伝えていくと同時に、子ど
もたちの故郷南房総市への誇りや強い想いを育て
ていきたいと考えています。

大人気 ! 南房総市「給食レストラン」!!
　本市の給食に対する考えを伝えたい、そして自
慢の給食を味わってほしいと、平成 24 年度から

「給食レストラン」を始めました。　
　小学校・中学校・コミュニティセンターを会場
に、期間限定・食数限定で、学校給食センターが
その日に提供している給食を食べられるという企
画です。
　参加者からは、「おいしくてやさしい味の給食
を今後も提供してもらいたい」という味や健康に
関する意見や、「子どもが喜ぶ味やメニューを出
すことが良いことなのか考えさせられた」といっ
た家庭の食を振り返るような感想が多く見られま
した。
　「給食レストラン」は、来年度も開店する予定
です。皆様のご来店をお待ちしております。

南房総市の給食の取組が 1 冊の本に !
「日本一おいしいご飯給食」出版
　南房総市のご飯給食の秘密は、書籍「南房総市
日本一おいしいご飯給食」に掲載しています。学
校給食の理念や給食のレシピはもちろん、給食食
材を提供してくださっている地域の生産者の方が
登場し、子どもたちへの思いを語っています。
　定価 1,200 円で絶賛発売中です。ぜひ手に取っ
ていただければと思います。

さらなる地産地消を目指して
　日本一おいしいご飯給食認定農家
　南房総市は、学校給食における地産地消率
100% を目指しています。市内の子どもたちが口
にする学校給食は、地元の農家の方が育てた食材
で賄いたいと考えています。
　今年度、地産地消をさらに推進するため、「日
本一おいしいご飯給食認定農家」の取組を開始し
ました。市教育委員会が、学校給食に協力してい
る農家の方へ、認定証と認定シールを贈呈すると
いう取組です。認定証は玄関等に飾り、認定シー
ルは直売所等で野菜を販売する際に添付していま
す。この認定証や認定シールを通して、また農家
の方々のネットワークにより、学校給食の取組が
拡大していけばと考えています。
　地産地消率 100％の「日本一おいしいご飯給食」
を目指し、今後も取組を続けていきます。

【 問い合わせ 】
　教育委員会子ども教育課　☎ 0470—46—2966

南房総市

教育委員会

「日本一おいしいご飯給食」
を目指して
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地域情報

　焼津市における情報システムの課題として、端
末機器及びサーバ機器の Windows XP 及び 2003 
Server のサポート停止に伴う対応に迫られてい
た。平成 25 年度において、この課題を解決して
いくにあたり、導入コストの削減、事務の効率業
務の改善等を図りつつ、コストパフォーマンス、
省エネ化、今ある情報資産の活用を前提条件とし
た。加えて、スマートフォンや iPad 等の普及拡
大により、大手企業では時間と場所を選ばず仕事

ができる環境に変わりつつある現状を踏まえ、将
来的なワークスタイルの変化にも対応できる点も
視野に入れた。
　平成 25 年初夏に発売された Windows8 タブ
レット（以下「タブレット」と言う。）の登場が
この方針の転機となった。今まで使用していた
ノートパソコンは、自席での使用を重視し、持ち
出し等多方面での利用についての運用は、全く考
慮しない状況にあった。今回登場したタブレット
は携帯性に優れ、Intel 製 CPU を搭載し、Office
ソフトが標準装備されていながら、価格は従来使
用していたノートパソコンよりも安価で高性能で
あった。しかし、携帯性が優れている半面、自席
での活用に課題があった。そのため、課職員でタ
ブレットの使い勝手を体感し、「タブレットに欠
けているものを補完し、タブレットに備わる機能
を活用する」という視点で検討し、以下の構成を
考えた。

静岡県焼津市

総務部 情報政策課

フレキシブルな
ワークスタイルの実践
～ Windows8 タブレットの利活用～

通常時（自席） デスクトップパソコンとして使用
【構成：キーボード、マウス、モニタ、有線 LAN 接続】

移動時（会議室） コンテンツビューアとして使用

外出時（庁外） VPN 接続と認証機能で通常時と同等の通信環境を提供
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県外情報

　通常時（自席）の構成機器一式を持って各課に
出向き、以下の説明を行った結果、最終的に
75％の職員の賛同を得ることができた。

１）出勤時は電源を入れるだけ。
２）タブレットの着脱は簡単（ワンタッチ）。
３）21.5 インチ TFT を設置するため、表示エリ

アは今までの約 3 倍に。
４）防犯対策もセキュリティも大丈夫。

　同時期に基幹系システムの端末も調達時期で
あったため、構成を最小限とするため、端末機器
を VESA マウントタイプに変更し、CPU 切換を使
用したモニタ、マウス、キーボードを共有する方
式を採用した。
　タブレットの価格に関しては、前回（平成 20 年）
調達時と比較して、5 年間のトータルコストで約
3,000 万円の経費削減も実現できた。

　タブレットの導入により、会議のやり方が変わ
りました。タブレットによる参照が一般的となり、

「紙からの脱却」が進みました。会議資料の製本
にかかる作業負荷が激減し、紙の購入量と古紙等
の排出量は、いずれも前年比 10％以上の削減を
実現できました。

　TFT モニタの画面サイズを従前の約 3 倍にした
こと、タブレットと 2 画面が利用できる構成とし
たため、作業効率が大幅に向上しました。

　持ち運びが可能なタブレットは、窓口における
市民サービス業務において、画面を見ながらの応
対が可能になり、きめ細かい説明が可能となりま
した。加えて、カメラ機能を活用した外国人との
通訳や手話サービスも始めました。

　 タ ブ レ ッ ト を 最 大 限 活 用 す る た め、Active 
Directory 関連基盤の更新も同時期に実施しまし
た。最新サーバ OS が提供している機能を取り込
み、VPN 装置と電子証明書を組み合わせ、イン
ターネット回線から接続できる経路を設けまし
た。課長職以上の管理職は、庁舎外や自宅からタ
ブレット経由で市役所内にあるシステムに接続が
可能で、個人所有のスマートフォンから自分の
メールやスケジュールを確認できます。
　昨年 9 月から庁舎内に公衆無線 LAN（Wi-Fi）
環境を整え、庁舎を利用する住民へのサービスを
始めました。庁内には無線 LAN 設備がないため、
自席以外の場所からは Wi-Fi 経由で内部システム
を利用する方法も構築しています。

　このようなインフラ面の整備で、庁内、庁外の
どこからでも時間や場所にとらわれずに仕事がで
きる環境が実現しました。今後も、タブレットを
TPO に応じて使い分け、外出先での情報発信や
住 民 向 け サ ー ビ ス へ の 更 な る 活 用 を 実 現 し、
BYOD で更なる利便性の向上を目指しています。
フレキシブルなワークスタイルを実践するための
ツールとして職員に活用していただけるよう、努
めていきたいと考えています。

【 問い合わせ 】
　総務部 情報政策課　☎ 054—623—4791



クリエイティブ房総　第 89 号24

　前号に引き続き行政不服審査法の改正を紹介したいと思います。前号では、審査請求への一元化、審理員
による審理や第三者機関への諮問手続の導入について説明しましたが、本号では、その他の主な改正点を見
ていきたいと思います。
①　不服申立期間の延長
　処分に対して審査請求をすることのできる期間が、これまでは処分のあったことを知った日の翌日から起
算して 60 日でしたが、改正により３か月に延長されることになりました（18 条）。また、請求期間外でも
不服を申し立てることができる例外的な場合として、改正前は「やむを得ない理由があるとき」とされてい
ましたが、改正後は「正当な理由があるとき」とされ、認められる場合が広がりました。
②　審査請求人の権利の拡充
　審理手続において、審査請求人等の申立てがあった場合には請求人等に口頭で意見を述べる機会が与えら
れますが、今回の改正により、口頭意見陳述の際に、審査請求人等は、審理員の許可を得て、処分庁等に対
して審査請求に係る事件に関して質問をすることができるとする質問権を認める規定が置かれることになり
ました（31 条 5 項）。
　また、審査請求人等は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し提出書類等の閲覧を求めることがで
きますが、改正により、閲覧だけではなく、謄写も求めることができるようになりました。さらに、処分庁
等から提出された書類等に限らず、第三者から提出された書類等も閲覧、謄写を求めることができる対象と
なりました（38 条）。
③　審理手続の計画的遂行
　審理の遅延を防ぐため、審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をす
るまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされました。そして、標準審理期間を定めた
ときは、審査庁等の事務所において備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとされ
ました（16 条）。これは、行政手続法 6 条の申請に対する処分における標準処理期間を参考にしたものです。
　さらに、審理すべき事項が多岐にわたるなど複雑な事件について、審理員が争点・証拠の整理を行うこと
ができるよう、あらかじめ審理関係人を招集し、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うこと
ができるようになりました（37 条）。この規定は、複雑な事件において、審理員が審理関係人から口頭意見
陳述や物件の提出要求の申立てをするかどうかといった審理手続に関する意見の聞き取りを行い、これから
行うべき審理手続の採否をあらかじめ審理員が判断することができるようにするためのものです。
　公正かつ迅速な審理を行うため、審理手続を計画的に進める必要があることから、これらの規定が置かれ
ています。
④　情報提供及び公表
　審査庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関す

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

行政不服審査法の改正について
～審査請求人の権利拡充と審理の迅速化～
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る事項やその他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならないとされました（84 条）。また、審
査庁は、裁決等の内容や不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされました

（85 条）。
　これまでの行政不服審査法にはこれらの規定は置かれていなかったことから、努力義務規定ではあります
が、制度の活用や充実のために望ましい改正であるといえるでしょう。
⑤　不服申立前置の見直し
　行政処分に不服がある場合に、不服申立てをするか、あるいは不服申立てをせずに直ちに出訴するかは、
原則として国民が選択できることになっています。しかし、その例外として、不服申立てに対する裁決を経
た後でなければ出訴ができない場合があり、このような不服申立前置を定める個別法が 96 法律ありました。
この不服申立前置については、国民の裁判を受ける権利を不当に制限しているとの批判もあったことから、
裁判所の負担等も勘案しつつ、行政不服審査制度改革の一環として見直しがなされました。その結果、児童
扶養手当法や建築基準法といった 47 法律で不服申立前置が廃止されることになりました。他方、49 法律
では、不服申立前置が一部存置または全部存置されることになりました。ただし、不服申立前置を存置する
ものは、国税通則法や国民年金法等に基づく処分のように大量の不服申立てが行われ、直ちに出訴されると
裁判所の負担が大きくなると考えられる場合など、不服申立てを前置することに意義がある場合に限定され
ています。
　なお、今回の不服申立前置の廃止や縮小は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
において不服申立前置を規定する個別法を一括して改正することにより行われますので、その点にも留意す
る必要があります。
⑥　行政手続法の改正
　今回の行政不服審査制度の見直しの一環として行政手続法も改正されました。その理由は、不服申立てと
いう事後救済に関する手続を定める行政不服審査法が改正されたことに併せて、行政処分が行われる前の国
民の救済手段の充実を図る手続を整備するためであり、主な改正点は以下のとおりです。
　法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、当該行政指導が法律の要件に適合しないと思
料する場合には、当該行政指導をした行政機関に対して、その中止等を求めることができるとされました（行
政手続法 36 条の 2）。これは、行政指導を受けた者が
行政機関に対して当該行政指導についての再考を求め
る申出をすることができるとする法律上の手続を定め
るものです。また、国民が法令違反の事実を発見した
場合、行政側に対し是正のための処分や行政指導を求
めることができるようになりました（行政手続法 36 条
の 3）。これは、国民が行政側に対し適正な権限行使を
促すための法律上の手続を定める規定です。
　なお、地方公共団体が行う行政指導や条例・規則に
基づき行う処分には行政手続法第 2 ～６章の適用はな
く、各地方公共団体の行政手続条例の規定が適用され
ますが、行政手続法の改正を受けて、各地方公共団体
も行政手続条例にこれらの手続等を規定するための改
正をするかどうか検討する必要があるでしょう。

新法・法改正の解説
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

再任用の拒否と取消訴訟・国家賠償訴訟
（東京地裁平成 22 年（行ウ）第 411 号再任用拒否処分取消等請求事件

平成 25 年 7 月 8 日判決・判例地方自治 388 号 20 頁）

（Ａ）地方公務員の再任用制度は、地方公務員法 28 条の 4、同法 28 条の 5
で規定され、定年退職者等について、地方公共団体の任命権者が 1 年を超
えない範囲で任期を定めて常勤又は短時間勤務の職に採用をすることがで
きるとした制度であるということは知っているね。

（Ｂ）はい。ただ、このような制度ができた理由を教えてもらえますか。
（Ａ）理由は二つあると言われている。一つは年金支給年齢の引き上げに伴っ

て、無年金期間が発生する職員の収入確保の途を設けること、そしてもう
一つは退職職員の知識 ･ 経験を即戦力として活用することにより自治体サービスの向上等行政の効率的運
用を図ることだ。

（Ｂ）再任用にあたっては、どのような基準があって、どういった手続が取られるのでしょうか。
（Ａ）地方公務員法上は、「従前の勤務実績等に基づく選考により」としか規定をしていないが、通常各自治

体は同法に基づく条例を定め、さらに要綱等により具体的な選考手続と基準を定めて選考にあたっている
はずだ。

（Ｂ）そうした要綱等に違反して再任用が拒否されたとして、裁判所で取消しを求めることはできるのでしょ
うか。

（Ａ）再任用の拒否について処分性はなく、その取消しを求めることができないとされている。いわゆる君
が代訴訟においても争われており、最高裁判決の原審である東京高裁平成 21 年 10 月 15 日判決（判例
時報 2063 号 147 頁）においても同じ結論になっている。

　　取消訴訟の対象とされる行政事件訴訟法 3 条 2 項にいう処分とは、行政庁による公権力の行使として

Ａは総務課長、Ｂは総務課人事担当職員

（事案の概要）
　保母の職種の職員として地方公共団体Ｙに採用されたＸは、その後社会福祉事業団に派遣され、同事業
団が運営を委託されたＹの設立したＣ福祉園で、利用者の生活支援に従事してきた。
　定年を迎えるにあたって、ＸはＣ福祉園長に対し、「再任用申込書」を提出したが、4 か月ほどして再任用
は不採用となる旨告げられた。Ｙには、再任用について、①従前の勤務実績が優良であること、②任用に
係る職があり、かつ、その職務の遂行に必要な知識と技能を有していること、③健康で、かつ、意欲を持っ
て職務を遂行すると認められること、とした選考基準があり、また、再任用選考にあたっては、所属長が
再任用申込者と面談を行った上で再任用職員推薦書を作成し、さらに局による面接を受けるといった手続
が定められていた。
　Ｘの再任用拒否について、Ｙは、X の職務遂行力、取組姿勢に問題があり継続的指導にもかかわらず改
善しない、あるいは組織支援力にも問題があること等を理由としていた。
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行われる国民の権利義務の範囲を形成しまたはその範囲を具体的に確定する行為をいうとされている。し
かし、再任用制度は、定年等によりいったん退職し、身分を失った地方公務員を、新たに選考を行った上
で職員として任用するもので、その前後において身分上の連続性はなく、また、採用選考の申込者全員を
必ず合格させなければならないものとは解されないことから、採用選考の申込者に対し、職員としての採
用を求める法的権利が与えられていると解することはできない、というのがその理由だ。本件の判決も同
様の考え方で、再任用拒否の取消しを求める訴えについては却下している。

（Ｂ）そうすると、再任用拒否について、自治体は自由に決められるということになるのでしょうか。
（Ａ）たとえ取消訴訟は認められないとしても、国家賠償請求訴訟において自治体が損害賠償責任を負担す

る可能性はある。
（Ｂ）行政事件訴訟法も国家賠償法も、同じ「公権力の行使」という要件になっているのに、国家賠償請求

だけが認められる場合があるのはどうしてでしょうか。
（Ａ）両方の法律の考え方の違いということになるだろうね。国家賠償法は、「公権力の行使」という要件に

ついて、行政処分に限らず認めているんだ。
（Ｂ）国家賠償請求が認められるためには、「故意または過失によって違法に」損害を加える必要があります

ね。どのような場合にこれが認められるのでしょうか。
（Ａ）先ほど言った再任用の理由あるいは制度設計からすると、選考基準があったとしても、自治体が退職

者等の再任用をするかどうかは本来自由なはずだから、採否に関しては相当程度の裁量があるとされて
いる。

（Ｂ）相当程度の裁量が認められるということになると、再任用拒否が国家賠償法上違法とされる場合とい
うのは非常に少ないのではないでしょうか。

（Ａ）そうともいえない。例えば、福岡高裁平成 25 年 9 月 27 日判決（判例時報 2207 号 39 頁）は、認定
された事実から見て面接審査の評価があまりにも不合理であったことを理由として、裁量権の逸脱・濫用
があったとされ、 1 年分の給与及び期末勤勉手当、さらに弁護士費用を損害として認めている。

（Ｂ）本件は、結局どのような結論になったのでしょうか。
（Ａ）本件では、Ｙが主張した多くの事実のうち、「その主要な部分については、おおむね被告が主張するよ

うな事実があったというべき」として、採否の判断に係る裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないと
判断して、国家賠償請求についても棄却している。

　　もっとも、この事案についてＹ側に事前にできることがあったということもできる。というのは、Ｙ
が主張した事実については、その判決で一部が認められていない。例えば、職務遂行能力の判断に関す
る入所者に対する「配薬ミス」や入所者の「自傷他害行為を制止しなかった」事実については、その一
部についてＸの関与が明らかではないとして判決上認定されていない。また、再任用にあたって所属長
の面接を実施していないといった手続上の問題も指摘されている。主張が認定されないということにな
ると、裁量権の濫用といわれるリスクが高まるし、適正手続が強調される昨今、こうしたミスが致命的
になることもあるんだ。

（Ｂ）では、Ｙとしては具体的にどのような対策をとっておけばよかったのでしょうか。
（Ａ）やはり正確な、できれば客観的な記録を取っておくべきだったのだろうね。こうした記録は、再任用

の場合だけでなく、人事考査や分限、懲戒にあたって必要とされるものでもある。
日時や状況が明らかではない、記憶に頼った主張は、裁判所では通用しない可能
性があることを理解しておいた方がいいだろう。あわせて、自分の所管業務にお
いて踏むべき手続を正確に把握しておく必要がある。

（Ｂ）後日争いになる可能性のある業務に関しては、それに対応する備えが必要と
いうことですね。よく分かりました。

自治判例情報
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市の花　コスモス 市の木　つつじ
茂原市マスコット

キャラクター「モバりん」

写真で見る

育てよう！笑顔と自然と文化のまちを

茂  原  市
　茂原市は千葉県のほぼ中央、東京から70 キロ圏内に位置し、気候温暖なとても
住みやすいまちです。1952 年（昭和 27 年）4 月1日の市制施行以来、古い歴史と
伝統を持ち、豊かな自然環境と優れた工業技術をもった企業にも恵まれて、外房の中核都市として発展してまいり
ました。
　平成 25 年 4 月には首都圏中央連絡自動車道が開通し、都心へ 1 時間、成田・羽田両国際空港にも1 時間と利
便性の向上が図られました。
　また、関東屈指と自負しております七夕イベント「茂原七夕まつり」を毎年 7 月
下旬に開催しており、多くの人出でにぎわい、工夫を凝らした様々な七夕飾りとた
くさんの催しものを楽しんでいただいております。ぜひ一度お立ち寄りください。
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〒 297-8511　茂原市道表１番地　茂原市役所

TEL 0475-23-2111（代）　　http://www.city.mobara.chiba.jp

「茂原桜まつり」
　茂原公園は「日本さくら名所 100 選」に選ばれている桜の名所です。河川沿いの桜も見事で、「桜まつり」期間
中は各種イベントも開催されます。夜には弁天湖を中心にライトアップされ、湖畔に桜が浮かび上がり、幻想的な
雰囲気が訪れた方々を魅了しています。

「茂原七夕まつり」
　茂原市最大のイベントです。今年も7 月 24 日 ( 金 )
から 26 日 ( 日 ) の 3 日間、盛大に開催される予定です。
　お年寄りから小さなお子さんまで、みんなが楽しめる
工夫を凝らしたイベントが盛りだくさん。華麗な「もばら
阿波おどり」、迫力ある「YOSAKOI 鳴子おどり」、各種
ステージなど数多くのイベントが開催されます。

「秋まつり」
　勇壮華麗な神輿渡御が茂原駅前で行なわれる熱気あ
るおまつりです。

「産業まつり」
　茂原市では、地元の新鮮な農産物をはじめ、地元商
店も出店し、盛大に開催されます。

茂原公園夜

もばら阿波おどり

YOSAKOI 鳴子おどり イベント風景

一宮川
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27 年度に見直しを行った研修課程の中から、2課程をご紹介します。

27 年 4月に研修生推薦書の締切日を迎える、研修 10 課程をお知らせします。

ロジカル・ライティング研修
＊対象者を細分化し、次数を増加

　相手に納得感が得られる文章を作成するため
に、論理的で分かりやすい文章の組み立て方の
習得を図ります。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

　今号は「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」をテーマに特集を組み、立ち位置の異なる
視点でメンタルヘルスについて寄稿していただきました。
　身近な問題にも係わらず、知らないことばかり…。これを機会に、メンタルヘルスのことを考え
てみませんか。
　最後に、ご執筆いただいた皆さまには、ご多忙のところご寄稿いただきましたこと、また、編集
に際してご協力を賜りましたことに、心からお礼申し上げます。

内　容　　ロジカル・ライティングとは
　　　　　読みやすい文章をかく
　　　　　論理的な文章をかく
　　　　　説得力のある文章をかく

講師（予定）第１次・第３次
　　　　　　　（株）パトス　専任講師
　　　　　　第２次　（株）BCL
　　　　　　　代表取締役　別所　栄吾

期　間　　第1次　平成27年  9月28日（月）
　　　　　第2次　　　　　10月13日（火）
　　　　　第3次　平成28年  2月  4日（木）

折衝・交渉能力向上研修
＊科目の見直し

　折衝・交渉時における自己のスタイルを把握
し、相手と信頼関係を築きながら説得する能力
の向上を図ります。

内　容　　折衝・交渉の基本・事前準備の重要性
表現の仕方が交渉結果を左右する・
交渉における「聞く」ことの効果
交渉相手の理解と納得を得るために
折衝・交渉力をさらに強化するには

講師（予定）（株）話し方教育センター
　　　　　　　　専任講師　山崎　　宏

期　間　　平成27年11月11日（水）
　　　　　　　　　　　 12日（木）2日間
対象者　　すべての職員

締切日

4月23日（木） ・税務事務研修

・監査事務研修
・新任係長研修
・法制執務（基礎）研修

・滞納整理事務（初級）研修

・災害危機管理研修
・地方税総則講座
・簿記研修

4月30日（木） ・ハラスメント防止研修
・クレーム対応研修

5/26
6/1・2

第１次　5/11～13　　第２次　5/27～29
第３次　6/16～18　　第４次　9/2～4
5/11～13
第１次　5/13～15　　第２次　10/1・2・5
第１次　5/14・15　　  第２次　6/4・5
第３次　9/7・8
第１次　5/18～20　    第２次　6/8～10
第３次　8/3～5
5/19～21
第１次　5/19
5/21・22・28・29

研　修　名 期　　　間

◆PART 1 　   メンタルヘルスとはなにか、セルフケアとラインケア

………………………………………………　東京メンタルヘルス　所長　武藤　清栄 …… 3

◆PART 2 　   メンタルヘルス一次予防のための職場環境改善　～皆で進める職場ドック～

…………………………　公益財団法人労働科学研究所　特別研究員　吉川　悦子 …… 7

職場復帰への支援　 ……………………　東京都職員共済組合　健康管理医　平井　康仁 ……  11◆PART 3

特　　　　集 「職場におけるメンタルヘルス　対策と対応」

ストレスと上手につき合う方法　 ……　総合心理教育研究所　代表取締役　佐藤　　隆 ……  15◆PART 4
（グロービス経営大学院教授・カナダストレス研究所研究員）
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◆  八重垣神社祇園祭 ◆

　匝瑳市の最大の祭り「八重垣神社祇園祭」は毎年8月4・5日に行
われます。
　八重垣神社を中心とした10町内から、約20基の神輿が繰り出さ
れます。笛・太鼓の軽快なお囃子に合わせ、担がれる神輿はこの地
方特有のスタイルで、「あんりゃぁどした」という威勢のいいかけ
声で練り歩く姿は、見ている者も心踊ります。また、祇園祭は神輿
の行列に冷水を浴びせかけるのも特徴です。
　従来女性は神輿を担ぐことは許されていませんでしたが、この祇
園祭では女人禁制の旧例が緩和されて、「女神輿」が繰り出される
ようになりました。この女神輿は、全国でも珍しい女性だけが担ぐ
神輿として注目を集めています。4日の夕方から威勢のいい女性達
により、男性達に負けじと各町内から10基の神輿が渡御されます。
　この祇園祭のハイライトは5日の神輿連合渡御です。10町内から
集まった神輿と囃子連が延々と連なって市街を練り歩きます。夕刻
4時過ぎに八重垣神社に次々と入る前には活気が最高潮に達し、担
ぎ手達の力の入った渡御が見られます。

そう  さ

今号の表紙（匝瑳市）
そう       さ

「職場におけるメンタルヘルス
対策と対応」


