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10━1　労働者のメンタルヘルスに関する
事業者の法的責任

労働者の健康に関する事業者の責任にかかわる主な法律は、「労働契約法」、
「労働基準法」、「労働者災害補償保険法」、「労働安全衛生法」である。

10
職場のメンタルヘルス・ケア

健康は、人が生活の質を維持し、高めていくうえで欠かすことのできな
い資源であり、一人ひとりが自分で守るべきものである。労働者にとって
も、もちろんこの原則が当てはまるが、労働の場には、労働契約上、労働
者個人では対応が困難なさまざまな問題、たとえば、仕事の質・量両面で
の負荷、作業環境、職場の人間関係などが存在する。
これらの問題を背景とした労働者の健康問題、とくにメンタルヘルス不
調の発生が、企業経営のリスクとなっており、メンタルヘルス対策は労働
者のみでなく、事業者にとっても重要な課題となった。
本章では、産業カウンセラーが職場のメンタルヘルス対策の協働者とし
ての役割を担ううえで必要な知識として、国の施策とその根拠となる法律、
メンタルヘルスケアの考え方と具体的な進め方、メンタルヘルスに大きな
影響を与えているストレスについて学習する。

学習のねらい

章
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ところで、労働者に対置される言葉としてよく用いられるものに「事業主」、
「事業者」、「使用者」がある。本章では便宜上おもに「事業者」を用いる。
事業者は、労働安全衛生法第 2条第 3号で定義されている用語であり、「事
業を行う者で、労働者を使用するもの」のことである。
これに対し、「使用者」とは、労働基準法第 10 条により定義される用語で
あり、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項に
ついて、事業主のために行為をするすべての者をいう」とされる。このなかの、
「事業主」とは、法人企業の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業主個
人を指し、労働安全衛生法における「事業者」および労働契約法第 2条第 2
項における「使用者」（「使用する労働者に対して賃金を払う者」）と一致する。
他方、「事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事
業主のために行為をするすべての者」とは、労働基準法が規制する事項につい
て実質的な権限を持っている者を指す。

10━1━1　労働災害補償と労働基準法・労働者災害補償保険法

労働者が働いてけがや病気などの災害が発生した場合の補償（労災補償）と
して、労働基準法に基づく災害補償制度と、労働者災害補償保険法に基づく労
災保険制度の 2つの制度が設けられている。メンタルヘルス不調についても、
それが労働災害といえる場合には、これらの補償制度の対象となる。
労働基準法は、第 8章で災害補償の規定を設け、労働者が業務上負傷し、
疾病にかかった場合には、その状態に応じて、療養補償、休業補償、障害補償、
遺族補償、葬祭料を支払うことを使用者に義務づけている。これは無過失賠償
責任である。業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則第 35条に
規定がある。
労働基準法に規定があっても、もし、その企業が倒産すれば、現実には労働
者は補償を受けられない。労災保険制度では、こうした使用者の無資力の危険
を克服するため、政府が管掌する社会保険制度の形をとり、労働者を使用する
全事業主から保険料を徴収して、被災した労働者や遺族に政府が直接保険給付
を行う方法をとっている。保険料の支払い義務は事業主のみが負い、労働者の
負担はない。なお、被災労働者が労災保険による給付を受けた場合には、使用
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者はそれに相当する労働基準法上の補償責任を免れる（労働基準法第 84条）。
保険給付の申請は、被災した労働者またはその遺族が所轄の労働基準監督署
長に対して行い、これに対し労働基準監督署長が支給または不支給の決定を行
う。労災保険給付は、「業務災害」または「通勤災害」に対し支給される。こ
れらのうち、「業務災害」とは「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」
と定義されている（労働者災害補償保険法第 7条第 1項第 1号）。業務災害か
どうかの判断は、業務遂行性（労働者が労働契約にもとづいて事業主の支配管
理下にある状態であること）と業務起因性（業務と健康障害の間に相当因果関
係があること）の 2点から判断される。民事上の損害賠償とは異なり、この
場合は、使用者の過失の有無は問題にならない。
厚生労働省労働基準局長は、労働基準監督署長の判断の公平公正さを担保す
るために、業務上疾病の認定基準を定めた多くの通達を出している。1999 年
に出された、①「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針につ
いて」（平成 11年、基発第 544 号）、②「精神障害による自殺の取扱いについ
て」（平成 11 年、基発第 545 号）の 2つの通達は、それまでは原則として業
務外と判断されていた、メンタルヘルス不調およびその症状としての自殺につ
いて、一定の要件を満たすものは業務上と認めるという大きな方針転換を指示
したものであった。
なお、①については、2011 年末に「心理的負荷による精神障害の認定基準
について」（平成 23 年、基発第 1226 第 1 号）が新たに通達され、①は廃止
された。新通達では心理的負荷の評価法が変更されており、別表１として「業
務による心理的負荷評価表」が示された。もっとも大きな変更点は、心理的負
荷として「特別な出来事」が 4項目設定されたことである（表10–1）。これ
に該当する、あるいは準ずると認められた場合には心理的負荷の総合評価は
「強」となる。その項目のひとつに「発病直前の 1か月におおむね 160 時間を
超えるような時間外労働を行った場合」が取り上げられており、長時間労働を
背景にしたメンタルヘルス不調を他に特別な事情がない限り労災として認める
という方向が打ち出されている。さらに、特別な出来事以外の心理的負荷の評
価についても、評価表で心理的負荷の程度「中」に該当するとされているもの
を「強」と評価する場合の具体例も示されている。メンタルヘルス不調による
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労災を出さないための活動を展開するうえで、参考としたい内容である。
図10–1に、厚生労働省が毎年公表している「精神障害等の労災補償状況」
の推移を示した。

10━1━2　労働契約法と安全配慮義務

上記の労災保険制度による給付では、精神的損害（慰謝料）をカバーできな
いことや、給付額が定型的に定められていることから、労働者が被った損害す
べてを補償することができないことがある。そのため、労災保険給付の請求
とは別に、民事訴訟により損害賠償請求することが認められている。これを、
「労災民訴」という。
被災労働者が使用者に対し損害賠償を請求する法的根拠としては、不法行為
責任（民法第 709 条、第 715 条、第 717 条など）の追及と、「安全配慮義務」
違反に基づく債務不履行責任（民法第 415 条）の追及の 2つがある。後者の
「安全配慮義務」は、1975 年の最高裁判所判決（陸上自衛隊八戸駐屯地事件）
により確立された概念であり、不法行為責任の追及の際には必要とされる被災
労働者による使用者の過失の存在の立証を必要としないという利点をもつ。こ
の安全配慮義務の考え方は、訴訟の場で、職場における健康問題についての損
害賠償請求を認めるかどうかを裁判所が判断する際の拠りどころとして定着し
た。しかし、当初、安全配慮義務について特段の規定はなく、実務上、「業務

表10–1　業務による心理的負荷評価表に示された「特別な出来事」

①生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務
上の病気やケガをした（業務上の傷病により６か月を超えて療養中に症状が急変し極
度の苦痛を伴った場合を含む）。
②業務に関連し、他人を死亡させ、または生死にかかわる重大なケガを負わせた（故意
によるものを除く）。
③強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメン
トを受けた。

（その他、上記①～③に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの）
④病前の１か月におおむね160時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれ
と同程度の（たとえば3週間におおむね120時間以上の）時間外労働を行った（休
憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合など、労働密度がとくに低い場合を除く）。
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に直接起因する健康障害を起こさないこと」として運用されてきた。したがっ
て、労働者のメンタルへルス不調が安全配慮義務上の問題となることは、まず
なかったといってよい。
この概念が、精神障害や過労自殺の事案にも及ぶことを明らかにしたのが、
2000 年に出された最高裁判所による「電通事件判決」である。最高裁判所は、
「使用者は、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」という新しい判断を
示し、使用者にか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
に、「使用者の注意義務の内容に従って、その権限を行使する」ことを求めた。
これらの判例によると、使用者は、健康診断などを実施し労働者の健康状態

図10–1　精神障害の労災補償状況
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（「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」のまとめ（厚生労働省）から作成）
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うち自殺請求件数
精神障害認定件数
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（請求件数） （認定件数）
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を把握したうえで、それに応じて業務の軽減など適切な措置を講じる義務を負
い、それらの義務を履行しなかった場合には、安全配慮義務違反として、損害
賠償責任を負う。使用者が損害賠償請求訴訟で負けないためには、現実の問題
として、管理監督者が、労働者の健康状態を把握し、健康状態に問題がある場
合には業務負荷による健康状態の増悪を防ぐための具体的な措置をとることが
必要となった。使用者は、労働契約上の義務として、「業務に直接起因する健
康障害のみでなく、業務と密接な関連を有する健康障害を起こさないように配
慮する」を負うものであって、この健康状態の中には、当然ながらメンタルへ
ルスの問題が入ってくる。
このような安全配慮義務は、判例法理として形成され、明文の規定がなかっ
たため、使用者、労働者双方に「労働契約には安全配慮義務が伴う」というこ
との理解を浸透させるうえで障害になっていた。そこで、2007 年に「労働契
約法」が新たに制定された際に、安全配慮義務が法律上明文の規定として定め
られることとなった。それが労働契約法第 5条の、「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」との定めである（2008 年施行）。これにより、
判例により確立された「安全配慮義務」、すなわち、「労働契約関係においては、
労働者が、労務提供のために設置する場所、設備、もしくは器具等を使用し、
また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・身
体を危険から保護するように配慮すべき義務」が、明文の根拠をもって使用者
に課せられることとなった。

10━1━3　労働安全衛生法

労働安全衛生法は、1972 年に労働基準法から分離する形で制定された。労
働基準法は第 42 条で、「労働者の安全及び健康に関しては労働安全衛生法の
定めるところによる」と定めている。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康
のために、事業者が最低限守らなければならない事項と実行することが望まし
いと考えられる事項を、事業者の公法上の義務として規定している。労働安全
衛生法第 3条第 1項には、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止
のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善
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を把握したうえで、それに応じて業務の軽減など適切な措置を講じる義務を負
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を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならな
い」と書かれている。
この法律は、その実行を担保するために、事業者に「安全衛生管理体制」の
整備を義務づけている（第 10条以下）。事業者は、この体制の構成員として、
事業場における安全衛生の最高責任者である「総括安全衛生管理者」を、また
かかる最高責任者を補佐して安全・衛生の技術的事項を担当する実務家とし
て、「安全管理者」および「衛生管理者」を、ないしは「安全衛生推進者ない
し衛生推進者」を選任しなければならない。さらに、常時 50人以上の労働者
を使用する事業場においては、健康管理のための産業医を選任しなければなら
ない。常時 50人以上の労働者を使用する事業者は、衛生管理者に、衛生にか
かる技術的事項を担当させなければならず、衛生管理者が労働安全衛生法の趣
旨に沿った活動を行うために必要な権限を与えなければならない。また、事業
者は、労働者の健康障害を防止するための対策等を調査審議し、事業者に対し
意見を述べさせるため、衛生管理者および産業医らを構成員とする「衛生委員
会」を設置しなければならない（第 18条）。なお、衛生委員会への付議事項は、
①労働者の健康障害を防止し、②健康の保持増進を図るための基本となるべき
対策、③労働災害の原因および再発防止対策で衛生にかかるもの、④労働者の
健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項である表 10–2に示
した 11項目である（労働安全衛生規則第 22条）。
さらに、事業者には、労働衛生管理体制を活用して、表 10–3で説明を加
えた「作業環境管理・作業管理・健康管理」（これを「労働衛生の 3管理」と
いう）と「労働衛生教育」を実施することも義務づけられている。

a．健康診断とその事後措置
健康診断は労働者の健康状態を把握することを目的として行われるが、労働
安全衛生法では、表 10–4に示した健康診断を行うことになっている。この
健康診断のうち法令で定められた有害業務に従事する労働者を対象とした健康
診断を「特殊健康診断」と呼び（特殊健康診断には、「じん肺法」に規定のあ
るじん肺健康診断も含まれる）、労働安全衛生法第 66 条第 1項で規定されて
いる健康診断は「一般健康診断」と呼ぶ。
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特殊健康診断の目的は、有害化学物質や有害エネルギーによって生じた健康
影響を早期に把握し、対策を講じることにより健康障害の発生を防ぐことであ
る。一般健康診断では、労働者の健康状態を把握し、就業上の措置の必要性の
有無を判断し、必要があれば適切な就業上の措置を行う。それが、一人ひとり
の労働者がその力を十分に発揮し、継続して働くことにつながっていくので
ある。
このように、健康診断は、その結果が健康管理に生かされてはじめて効果を
発揮する。そのため、労働安全衛生法は、事業者に対して、①結果の記録とそ
の保存、②受診者への文書による結果の通知、③結果に異常の所見のある者
について、産業医もしくはそれに代わる医師による就業上の措置に関する意見
の聴取、④医師の意見を勘案し、必要があると判断した者への、就業場所の変
更・労働時間の短縮などの就業上の措置の実施、⑤当該医師の意見の衛生委員
会などへの報告、⑥健康の保持が必要と判断した者への、医師または保健師に

表10–2　衛生委員会の付議事項（労働安全衛生規則第 22条）

①衛生に関する規程の作成に関すること
②法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
のうち衛生に係るものに関すること

③安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る）の作成、実施、評価及び改善に関す
ること

④衛生教育の実施計画に関すること
⑤法第57条の 3第 1項及び第57条の 4第 1項の規定により行われる有害性の調査
並びにその結果に対する対策の樹立に関すること

⑥法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果
の評価に基づく対策の樹立に関すること

⑦定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時
の健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は
処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること

⑧労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画に関すること
⑨長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する
こと

⑩労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
⑪厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生
専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち労働者の健康障
害の防止に関すること
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よる保健指導の実施、などを行うよう求めている。
就業上の措置は、健康診断で見つかった異常が業務に起因しているかどうか
には関係なく（すなわち、それがいわゆる「私病」であっても）、事業者は実
施しなければならないが、治療することは義務づけられていない。
その詳細については、労働安全衛生法第 66条の５の規定に基づいて公表さ
れている「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（健康
診断実施後の措置、公示第 6号、平成 18年 3月）に、必ず目をとおしておく
こと。なお、こうした文書は厚生労働省のホームページにアクセスすると簡

表10–3　労働衛生の 3管理と労働衛生教育

作業環境管理
　作業環境管理は、作業場所の物理的環境や有害物質の気中濃度を、主として工学的な
方法を用いてコントロールすることにより、労働に起因する健康障害の発現を防ぐとと
もに作業が快適に遂行できるようにすることである。作業環境管理を適切に行うために
は、作業場所の物理的環境（温度、湿度、照度、騒音、電離放射線など）や有害物質（有
害ガス、金属、粉じん、有機溶剤など）の気中濃度を一定の方法で測定することが必要
で、これを「作業環境測定」と呼んでいる。

作業管理
　作業管理は、作業時間、作業量、作業強度、作業方法、作業姿勢をコントロールし、
保護具を適切に使用することにより、労働に起因する健康障害の発現を防ぐとともに作
業が快適に遂行できるようにすることである。

健康管理
　健康管理は、働く人の健康状態を一定の方法で継続的に把握することにより、業務に
よる、あるいは業務に関連する健康影響（疾病を含む）の評価を行い、その結果に基づ
く事後措置を的確に実施して、労働者の健康の保持増進を図ることである。
　労働安全衛生法は、健康管理を進める具体的な方法として、健康診断（第66条）、長
時間労働者に対する医師による面接指導（第66条の８）の実施を事業者に義務づけて
いるほか、健康教育等（第69条）の実施も事業者の努力義務として規定している。

労働衛生教育
　労働衛生教育は、労働者が従事している業務が原因となって発生する疾病の予防に関
すること、業務に関する衛生のために必要な事項を個々の労働者とその労働者を直接管
理する作業主任者、職長などに教えることである。換言すれば、労働衛生教育とは、労
働者が従事する業務に関する労働衛生の３管理の具体的な知識を教え、それを実行させ
ることである。
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単に入手できる。厚生労働省の委託事業である「こころの耳（http://kokoro.
mhlw.go.jp/）」にアクセスしてもよい（厚生労働省が出している重要文書は
すべてこの方法で入手できる）。
ところで、2014 年の 6月に労働安全衛生法の一部改正が行われ、「心理的
な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）」を実施することが
新たに事業者の義務として規定された（50 人未満の事業場は当分の間努力義
務）。
これは健康診断とは別建ての条文として設定されており、健康診断時に合わ
せて行うことは差支えないが、その結果の取り扱いが異なることに注意が必要
である。施行は 2015 年 12 月 1日となっている。

b．健康教育
労働安全衛生法は、健康診断とは別に第 69 条で、「事業者は、労働者に対
する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措
置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない」と定めている。こ
の規定は 1988 年の労働安全衛生法の改正で新設されたが、メンタルヘルス対
策を、努力義務ではあるものの、法律上の事業者の義務として初めて位置づけ
たものである。
その内容は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（健康保

表10–4　法定健康診断

一般健康診断
① 雇入時の健康診断
② 定期健康診断
③ 特定業務従事者の健康診断
④ 海外派遣労働者の健康診断
⑤ 給食従業員の検便

特殊健康診断
① じん肺健康診断
② 高気圧業務健康診断
③ 電離放射線健康診断
④ 除染等電離放射線健康診断
⑤ 四アルキル鉛健康診断
⑥ 特定化学物質健康診断
⑦ 鉛健康診断
⑧ 有機溶剤健康診断
⑨ 石綿健康診断
⑩ 歯科健康診断
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する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措
置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない」と定めている。こ
の規定は 1988 年の労働安全衛生法の改正で新設されたが、メンタルヘルス対
策を、努力義務ではあるものの、法律上の事業者の義務として初めて位置づけ
たものである。
その内容は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（健康保

表10–4　法定健康診断

一般健康診断
① 雇入時の健康診断
② 定期健康診断
③ 特定業務従事者の健康診断
④ 海外派遣労働者の健康診断
⑤ 給食従業員の検便

特殊健康診断
① じん肺健康診断
② 高気圧業務健康診断
③ 電離放射線健康診断
④ 除染等電離放射線健康診断
⑤ 四アルキル鉛健康診断
⑥ 特定化学物質健康診断
⑦ 鉛健康診断
⑧ 有機溶剤健康診断
⑨ 石綿健康診断
⑩ 歯科健康診断
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持増進のための指針、公示第 4号、平成 19年 11 月）として公示されており、
「トータル・ヘルスプロモーション・プラン（THP）」として知られている。
THP では、図 10–2に示したとおり、個々の労働者に対して「健康測定」
を行い、その結果に基づく心身両面からの「健康指導」すなわち、運動指導・
保健指導・栄養指導・心理相談を実施することになっている。トータルという
言葉には、「中高年齢者だけでなく若年者も対象とする」という意味と同時に、
「心身両面からの」という意味がこめられている。
THPでは、健康測定の結果、メンタルヘルスケアが必要と判断された場合
または労働者自身が希望する場合に、産業医もしくはそれに代わる医師の指示
のもとに心理相談担当者がメンタルヘルスケアを行う。THPは積極的な健康
づくりを目指す人が主たる対象であり、「ストレスに対する気づきへの援助」、
「リラクセーションの指導」などがその内容とされている。心理相談担当者に
は、メンタルヘルス不調者への直接的な対応はもともと期待されていない。そ
れは産業医もしくはそれに代わる医師の仕事なのである。
なお、THP にかかわる心理相談担当者など各種の人材（図 10–2）の養成
については、この指針の別表で定められたカリキュラムに従って、中央労働災
害防止協会が継続的に実施している。

c．快適な職場環境の形成
労働安全衛生法の第 7章の２の表題は「快適な職場環境の形成のための措
置」であり、その第 71 条の２で、「事業者は、事業場における安全衛生の水
準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適
な職場環境を形成するように努めなければならない」と定めている。
その措置として具体的にあげられているのは、①作業環境を快適な状態に維
持管理するための措置、②労働者の従事する作業について、その方法を改善す
るための措置、③作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施
設・設備の設置・整備の 3つで、④として①〜③のほか、快適な職場環境を
形成するための必要な措置が加えられている。
この規定の詳細については、「事業者が講ずべき快適な職場環境形成のため
の措置に関する指針」（労働省告示第 104 号、平成 9年 9月）として示されて
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図10―2　健康づくりスタッフと役割

労働者全員 とくに必要な労働者

実施者 運動指導

運動指導
担当者

●  運動指導プログラ
ムの作成（健康的
な生活習慣を確立
するための視点）

●  運動実践を行うに
あたっての指導

運動実践
担当者

運動の実践のための
指導

実施者 メンタルヘルスケア

心理相談
担当者

メンタルヘルスケア
の実施
●  ストレスに対する

気づきの援助
●  リラクセーション

の指導
●  良好な職場の雰囲

気づくり（相談し
やすい環境など）

実施者 栄養指導

産業栄養
指導担当
者

食習慣・食行動の評
価とその改善の指導

実施者 保健指導

産業保健
指導担当
者

勤務形態や生活習慣
に配慮した健康的な
生活指導・教育（睡
眠、喫煙、飲酒、口
腔保健、その他）

労働者

実施者 健康測定

研修を受け
た医師（事
業場内の場
合は研修を
受けた産業
医など）

● 問診
● 生活状況調査（仕事の内容、運動歴など）
● 診察
● 医学的検査（形態、循環機能、血液、尿、その他）
●  運動機能検査（筋力、柔軟性、敏捷性、平衡性、全身持久力、その他）
● 運動等の指導票の作成（スタッフへの指示）
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いる。
この指針では、④に関し、洗面所・更衣室などの清潔保持、食事スペースの
確保と清潔保持、給湯設備・談話室などの確保があげられている。健康管理に
関する事項としては、施設・設備の整備にかかわることが主で、健康管理その
ものについては触れられていない。したがって、職場環境に起因する健康影響
に関しては、同法第 66 条の健康診断と第 69 条の規定に基づく健康教育との
適切な実施によって対処することになる。
快適な職場環境の形成は、職場のメンタルヘルス対策の柱としても欠かせな
いものであり、法律の趣旨に沿った積極的な展開が必要である。
なお、作業環境と職場環境の違いについては、表10–5で説明を加えた。

d．「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
旧労働省は 2000 年 8月に、労働基準局長通達「事業場における労働者の心
の健康づくりのための指針」を出し行政指導を行った。しかし、5年を経過し
ても現実には、職場におけるメンタルヘルス問題への対応が的確にできる事業
場は限られていた。そこで、事業者に対する法的な強制力を持たせることを第

表10–5　「作業環境」と「職場環境」の違い

　「作業環境」とは、労働者が作業をしている比較的限定された空間の物理的・化学的・
生物学的な状況のことである。視環境、音環境、温熱条件、作業空間などは物理的な作
業環境であり、空気環境としては臭いやほこりなどの化学物質、細菌・ウイルス・カビ
などの生物体が問題となる。作業環境は、測定する物質やエネルギーの種類によって測
定の困難度は異なるにしても、原則として客観的で再現性のある方法で測定することが
できる。
　「職場環境」については、職場環境を構成する要素をどこまで取り込むかによって、そ
の内容が異なってくる。職場環境を構成する要素としては、作業環境・作業内容・作業
方法・作業時間・作業密度・作業チームの人員構成、チーム内の人間関係・チームの活
動性の高さ・作業の自律性の程度・職場の雰囲気などがあげられるが、広義に考える場
合には、賃金・労働時間などの労働条件や福利厚生活動状況なども、職場環境の構成要
素となる。したがって、職場環境を定義するためには、何を構成要素とするかを決める
ことが必要である。ただ、どのように定義するにしても、職場環境には、客観的に測定
ができる要素と主観的にしか把握できない要素が混在しており、どちらかというと後者
の占める割合が大きい。

10章産業カウンセリング本文 .indd   241 2014/10/03   11:44



242 禁COPY

一の目的として、厚生労働省は、2006 年 3 月に、労働安全衛生法第 70 条の
２第 1 項の規定に基づく指針として「労働者の心の健康の保持増進のための
指針」（健康保持増進のための指針公示第 3 号）を出した。 

労働安全衛生法が第 69 条第 1 項で、「事業者は、労働者に対する健康教育
及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的か
つ計画的に講ずるよう努めなければならない」と定めていることはすでに述べ
たが、この指針は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置のうち「労
働者の心の健康の保持増進を図るため必要な措置（メンタルヘルスケア）」に
焦点を絞って、それが適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケア
の原則的な実施方法を示したものである。健康保持増進のための指針公示第 4
号（THP の指針）とは内容が異なっていることに注意されたい。

この指針については節を改めて述べる。

10━2　「労働者の心の健康の保持増進の 
ための指針」

この指針の構成は表10–6のとおりである。
表の 2、「メンタルヘルスケアの基本的考え方」の①「心の健康問題の特性」

では、心の問題の客観的な測定方法が確立していないためその評価が容易でな
いこと、心の健康問題の発生過程は個人差が大きいためそのプロセスの把握が
難しいこと、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があること、心の健康
問題を抱える労働者に対して健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強
いこと、心の健康問題自体についての誤解や偏見があることを指摘している。
心の健康問題を抱える労働者に対する健康問題以外の観点からの評価の例とし
ては、怠けている、甘えている、協調性に欠ける、能力がないなどがあげられ
る。また、④では、労働者の心の問題の背後に、「家庭・個人生活等の職場以
外の問題」が存在する可能性があることにも注意を促している。

この指針では、メンタルヘルスケアを進めるための活動が、次の 4 つの部
分で構成されている（図10–3）。

① セルフケア
② ラインによるケア
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