
過労死等防止対策推進シンポジウム
ご賛同・ご参加のお願い

8つの活動目標のご紹介

健康で働き続けることのできる社会へ。

過労死ゼロ 宮城県仙台市

https://www.karoushizero.jp/

https://www.karoushizero.jp/


活動概要
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過労について考え、発信し、過労死を防ぐ。
私たちは「健康で働きつづけることのできる社会づくり」に
寄与してまいります。
「過労死ゼロ」では、日々の仕事の忙しさから無理をして働くうちに疲労が蓄積
され、体調を崩された経験のある方や、過労で亡くなってしまった方のご遺族様
に向けた情報、すべての働く方々に知っておいていただきたい情報をまとめ、ウェ
ブサイトを中心に発信しております。
情報は随時更新していきますので、ご確認ください。

活動内容

活動
実績

活動開始 ：2018年1月
活動拠点 ：宮城県仙台市
WEB ：https://www.karoushizero.jp/

ウェブサイト運営
過労、過労死の抑止力となるよう
行政・民間等の情報を発信

シンポジウム参加
厚労省主催

「過労死防止対策推進シンポジウム」

学会参加
過労死防止学会

家族会参加
過労死のご遺族の生活などを
サポートするための意見聴収

国立国会図書館におけるすべての白書閲覧を要望・実現（2019年10月）

「過労死等防止対策白書」を含め、すべての白書を国会図書館のデジタルコレクション化し、全国の図書館から
誰でも閲覧できるよう、総務省「きくみみ宮城（独立行政評価局）」に陳情書を提出。
2019年10月に適用され、有用な情報を入手できる環境づくりに貢献いたしました。



ご賛同・ご参加のお願い
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「過労死等防止対策推進シンポジウム」に
ぜひご賛同・ご参加ください。
厚生労働省が全国各地で開催している「過労死等防止対策推進シンポジウム」。
過労死ゼロでは、このシンポジウムの認知度向上と賛同者・参加者増に向けて啓蒙活動
を行っております。
日々の労働による過労に苦しんでいる皆さまや、大切なご家族を亡くされたご遺族様は
ぜひご参加ください。同じ経験を持つパネリストの講話や、有識者の意見を聞くことで、
課題解決の糸口が見つかるかも知れません。

こんな課題を抱えている方は、ぜひご参加ください
現在「働きすぎ」に悩んでいる方
過酷な深夜残業、休日勤務などにより

今にも倒れそうな方や、そのご家族の皆さま

過労のため就労不能になった方
働き過ぎが原因で心身に不調を来たし、

休職や退職を余儀なくされた方

過労でご家族を亡くしたご遺族様
病死、自死問わず、過労が心身を蝕み
亡くなられ、残されたご遺族の皆さま

ご参考：開催実績と参加者数

開催年 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

2019年 112 110 122 84 82 44

2018年 115 73 120 61 77 91

2017年 77 135 179 75 67 85
過労死等防止対策推進全国センターホームページより

（単位：人）

主催 厚生労働省
協力 過労死等防止対策推進全国センター

全国過労死を考える家族の会
過労死弁護団全国連絡会議 等

主な内容
●弁護士等の専門家、有識者による基調講演
●遺族などによる体験談



運営目的と、8つの活動目標
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図書カードによる
過労死遺族への支援

過労死等防止対策推進シンポジウムの
公的機関への後援要請

「働き方を考える選書一覧」
作成要請

過労死防止対策推進を
テーマとした

全国読書感想文コンクールの開催
図書関係機関から

過労死遺族への支援要請

シンポジウム、コンクールの
各委員会を

全国の都道府県に設置
国立国会図書館における
すべての白書閲覧を要請

過労等による疾病・障害者の
通院にかかる

交通料金助成・割引を提唱

8つの活動目標

運営目的
「過労死ゼロ」では、８つの目標を活動の柱とし、関係各所と連携しながら、早期実現に向けて取り組んでまいります。

厚生労働省

文部科学省

厚生労働省「過労死等防止対策推進シンポジウム」ホームページより

が管轄する「過労」に関連した事業、活動への
当事者らの意見集約～要請
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●シンポジウム次第、会場案内図
●出席パネリスト紹介
●有識者による最新の統計・研究報告
●首長のメッセージ

活動目標①②
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1
図書カードによる過労死遺族への支援

図書関係団体や企業に対し、過労死遺族の
子どもたちに図書カードをプレゼントする支援
を要請。

過労死等防止対策推進シンポジウムの
公的機関への後援要請

過労死等防止対策推進シンポジウムで配布
するプログラムに、首長からのメッセージを掲
載するよう、公的機関へ後援を要請する。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」
来場者用パンフレット

広く周知し、深く関心を持たれるきっかけに！

過労死遺族の子どもは心の傷が非常に大きく
受け止めきれないまま大人になることも…

20歳

20歳まで支援

図書カード5,000円分を毎年プレゼント
日本図書館協会、日本図書普及㈱などから

本との
出会いは… 知識を深め、将来の可能性を広げる

傷ついた心を癒し、健やかな成長を助ける
悲しい過去と向き合い、前向きになるきっかけに

PROGRAM

文部科学省 全国知事会
全国市長会 全国町村会

後援

2019年開催時にメッセージを寄稿いただいた首長の皆さま

宮城県知事 村井 嘉浩氏 福島県知事 内堀 雅雄氏 仙台市長 郡 和子氏

参考

宮城県、福島県、仙台市ホームページより

都道府県労働局
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活動目標③④
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4
「働き方を考える選書一覧」作成要請

地域図書館に「働き方を考える選書一覧」の作成、
および選書展示とシンポジウムの案内を要請する。

過労死防止対策推進をテーマとした
全国読書感想文コンクールの開催

「働き方を考える」をテーマにした、全国読書感想
文コンクールを開催。各都道府県のシンポジウム
会場で表彰し、啓もう活動の一環とする。

「働き方を考える選書一覧」

●選書の展示
●シンポジウム案内の設置

働き方を考える選書一覧

全国読書感想コンクール
テーマ：働き方を考える

厚生労働省主催

各都道府県シンポジウム
内閣総理大臣賞・厚生労働大臣賞・文部科学大臣賞・
都道府県知事賞・金賞・銀賞

開催

地域図書館が作成

選考

表彰

国民的な啓蒙活動に発展、
防止・抑制活動の一助に

全国の地域図書館
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活動目標⑤⑥

7

5
図書関係機関から

過労死ご遺族への支援要請
図書関係機関によるコンクールや研修会開催など、
過労死遺族への 間接的な支援を要請する。

シンポジウム、コンクールの各委員会を
全国の都道府県に設置

シンポジウムと読書感想文コンクールの委員会を
各都道府県に設置し、開催に向けた連携を行う。

課題

日本図書館協会
日本図書普及
図書館振興財団
図書館司書

図書関係機関
・生活費に対する不安
・住宅ローンなどの不安
・教育、進学への不安
・老後、介護の不安
・メンタルヘルスへの不安

過労死ご遺族

支援

ご遺族が健やかに前向きに生きるため、
図書を通じた情報提供や研修会などを要請

読書感想文
コンクールの開催

コンクールは全国で開催し、
毎年のシンポジウムで表彰する。

読書感想文
コンクールの運営

効果的な運営に向けて、厚労省と
文科省共催での運営を要請

司書研修会の
定期開催

「働き方を考える選書一覧」作成を
図書館司書の皆さまへ要請

過労死等防止対策推進シンポジウム実行委員会

●県政だより等への告知掲載
●首長、有識者等の出席調整
●パンフレット制作の連携
●当日の運営サポート

都道府県に要請

読書感想文コンクール選考委員会

●開催告知～募集
●応募作品とりまとめ
●作品選考、賞決定
●表彰式等の運営サポート

公立図書館に要請

47
都道府県
に設置
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活動目標⑦⑧
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7
国立国会図書館における
すべての白書閲覧を要請

過労死等防止対策白書含め、すべての白書を国
会図書館のデジタルコレクション化し、全国の図書
館から誰でも閲覧できるようにする。

過労等による疾病・障害者の
通院にかかる交通料金助成・割引を提唱
過労による傷病者等の自宅から遠方の医療機関
までの往復交通費の助成や割引の制度実現を提
唱、社会復帰を支援する。

社会復帰を支援

2019年
目標達成

https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/JGOV-hakusyo.php

課題
白書が買えない理由
●予算がない
●置場所のスペースがない

※東北の県立図書館への独自調査による

活動
総務省「きくみみ宮城（独立行政評価局）に
国会図書館のデジタルコレクション閲覧の
陳情書を提出

導入後
2019年に全国での閲覧が可能に
●地域図書館での購入不要、予算軽減に貢献
●白書予算は選書委員会での良書購入予算に

遠距離通院
助成制度（仮称）

傷病や障害者手帳の有無や種別に関係なく
過労による傷病者、精神障がい者の医療機等
への通院にかかる交通費を割引する助成制度。

過労による傷病者の現状
医療機関への移動が、精神的・金銭的に負担大

運賃割引を導入している公共交通機関は半数未満…

遠距離通院助成制度の適用範囲
旅客機 旅客船 電車 バス タクシー

通院の負担軽減 安心して療養に専念 障がい者差別解消

特に
精神疾患の
場合は
過酷…



ご支援·お問い合わせ
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国民の皆さま、政府、行政、議員、関係機関の皆さまの
大きなご支援を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

本件の提言に関するお問い合わせは、ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。

https://www.karoushizero.jp/

https://www.karoushizero.jp/
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