
 

令和 2 年６月１日 

行政関係各位 

過労死防止対策推進 

「過労死ゼロ」 

 

「過労死ゼロ」の健全な社会を実現する為の 

「八つの目標」支援に関する要望書 

 

 急啓 私たちは感染症被害による国難を経験し、大きく自分たちの労働文化を見直すき

っかけを得ました。不要不急の提供と消費の上でギリギリの状態で成り立っていた日本文

化に、少しばかりの風穴が開いたように感じます。しかし、これは終わりではなく、始まり

に過ぎません。社会変革と技術革新の騒々しいスピードと共に、私たちは一見豊かで平和な

文明を獲得したように見えますが、その背後では人生の根幹を揺るがすような「過労」状態

が蔓延し、時には国の宝である「人の命」が奪われております。民が死ぬ事は、未来が死ぬ

事と同じ。この国の民が健全な社会で幸福を追求する為に、私たちはより「過労死」という

現実課題と向き合わねばなりません。 

 この国の命を守る為、尊厳を守る為、未来を守る為、私たちの活動が続きます。「過労死

ゼロ」は、下記の「八つの目標」を掲げております。何卒こちらお目通しの上、御支援を賜

りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

草々 

  

記 

 

「過労死ゼロ」を実現する為の八つの目標 

１．［図書カードによる遺族支援］…過労死被害に遭われた遺族の方への諸支援 

２．［メッセージ発信の要請］…大きな発信力・影響力を伴う行政的支援の推進 

３．［図書館への支援要請］…特設展示やシンポジウム案内等の包括的啓蒙運動 

４．［全国読書感想文コンクールによる啓蒙活動］…国民参加型の広い推進運動 

５．［図書館関係者への支援要請］…書籍を通じた、適切な労働文化の啓蒙運動 

６．［全国読書感想文コンクールに向けての連携］…関係各位との連携及び強化 

７．［白書のデジタルコレクション化］…過労死関連の資料のデジタルデータ化 

８．［遠距離通院助成制度の実現］…過労に起因する病気治療の助成制度の推進 

 

以上  



https://www.karoushizero.jp 

 

 

≪過労死ゼロの活動目標≫ 

 

過労死ゼロは、下記の 8 つの目標を掲げて活動しております。 

既に実現したものもあれば、目下取り組んでいるものもありますが、ひとつひとつの課題と

真摯に向き合い、過労死の無い社会を実現させるべく、一歩一歩確実に目標を達成して参り

ます。 

 

１、＜図書カードによる遺族支援＞ 

過労死を無くすことを目指している「過労死ゼロ」ですが、過労死被害に遭われた遺族の

方の支援にも力を入れております。そのひとつが「図書カードによる遺族支援」です。 

大切なご家族を亡くされたご遺族は、その哀しみと向き合わなければなりません。 

特にお子様の心には深い傷が残ります。時間だけでは癒すことが難しい傷の痛みを少しで

も和らげたい、その想いが図書カードを贈る支援に繋がりました。 

本を読む事が、過去の哀しみと向き合い、心や気持ちの整理をする助けとなります。 

過労死ゼロでは、お子様が 20 歳になるまで毎年 5,000 円分の図書カードをプレゼントする

支援を要請いたします。 

 

２、＜メッセージ発信の要請＞ 

過労死ゼロは、発信力や影響力のある”行政”にメッセージを発信してもらうよう働きかけま

す。 

具体的には、毎年 11 月に開催している「過労死等防止対策推進シンポジウム」へ、文部

科学省および全国の知事会、市長会、町村会の参加を促し活動の後援を要請します。 

発信力や影響力のある行政からの後援が受けられれば、過酷な労働環境で辛い思いをされ

ている皆様方の声を、より大きな声として雇用主である法人や団体宛に発信することがで

きます。 

1 人の小さな声では届かなかったものが、行政の後援と過労死ゼロの活動目標によって、

雇用主へ届くようになるのです。 
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３、＜図書館への支援要請＞ 

過労死が起こる原因のひとつに、「盲目的に働きすぎてしまう」という現象があります。 

自分自身の働き方が、心身の健康を損なう恐れがあるものであると自覚できずに、ただひた

すらに働き、気付いた時には手遅れとなっている悲しい現実が横たわっています。 

まずは自身の働き方を見直し、本当に今の働き方で心身が健康な状態で働けているのか、

どこか過労死に繋がるような要素はないか、きちんと客観的に見つめる必要があるのです。 

そのために、過労死ゼロでは地域の図書館に「働き方を考える選書一覧」を作成し、更に展

示やシンポジウムの案内も置いてもらうことにより、働き方を見直す機会を設けます。 

 

 

４、＜全国読書感想文コンクールによる啓蒙活動＞ 

地域の図書館に「働き方を考える選書一覧」を設けてもらうだけでは、積極的にそれらの

書籍を手に取ろうという方は多くないでしょう。 

そこで、より多くの人に過労死問題について知ってもらうために、全国読書感想文コンクー

ルを開催いたします。選書一覧から選んだ書籍を読んだ感想文を募集し、選考をおこないま

す。学生、社会人、高齢者など、対象年齢は幅広く設け、選考結果は「内閣総理大臣賞」や

「厚生労働大臣賞」「文部科学大臣賞」などの賞を授与することにより、参加する意欲を促

進します。 

このコンクールをおこなうことにより、国民的な啓蒙活動として発展し、過労についての

知識や知見を深め、国民 1 人 1 人が働き方について真剣に考えられるような土壌を作りま

す。 

 

５、＜図書館関係者への支援要請＞ 

日本図書館協会、日本図書普及株式会社、公益財団法人図書館振興財団、などの団体や、

図書館司書、学校司書などの図書館のエキスパートの方々と協力し、「働き方を考える選書

一覧」の設置や「読書感想文コンクール」への参加呼びかけ、シンポジウムの案内などを積

極的におこなって参ります。 
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６、＜全国読書感想文コンクールに向けての連携＞ 

全国読書感想文コンクールは、図書館の協力だけではなく、過労死等防止対策推進シンポ

ジウム実行委員会との連携が必須です。 

行政機関の支援を受けながら、これらの関係機関を取りまとめ、全国読書感想文コンクー

ルの開催を実現いたします。 

 

 

７、＜白書のデジタルコレクション化＞ 

過労死の実情についての白書を発信するにあたり、各地域の図書館への白書設置にはコス

トと手間がかかる問題があったことから、総務省きくみみ宮城に陳情し、全ての白書をデジ

タル化して、国会図書館のホームページからいつでも誰でも閲覧できるようにいたしまし

た。 

令和元年に実現いたしまして、全国どこにいても、過労死についての白書をご覧いただけま

す。 

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

 

 

８、＜遠距離通院助成制度の実現＞ 

過労に悩む多くの方が、長時間労働や職場のストレスにさらされ、精神的苦痛を感じてい

ます。場合によってはうつ病などの精神疾患を発症することもあり、治療が必要となるケー

スもあります。 

療養には、家族のもとで実家で治療する場合や転地療法のように海の見える、山がある自

然豊かな地域で静養する場合、医療機関が遠方にある際には、通院するにも交通費が負担と

なります。ご家族の経済的な負担を軽減するための精神障害者への公共交通機関は未だ運

賃割引制度が未実施のところも多く、患者やご家族の療養には公共交通機関の更なる割引

助成制度が必要です。 

過労死ゼロでは、障害者手帳が無くても、過労による精神疾患を発症した方が安心して治

療を受けられるように「遠距離通院助成制度（仮）」を実現できるよう働きかけて参ります。 



 

国総安政第５８ 号 

令和元年１０月３日 

    

自 動 車 局 長  殿 

 

 

         総 合 政 策 局 長 

（押印省略） 

 

 

障害者に対する公共交通機関の運賃割引等に関する協力について（依頼） 

 

 

 今般、精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の実施状況について、別添

のとおり取りまとめを行った。この結果、割引を実施している事業者は増加傾向

にあるが、依然として半数以上の事業者が未実施の状況となっている。 

 障害者権利条約の締結等の環境変化も見られる中、精神障害者に対しても、身

体障害者及び知的障害者と同様に公共交通機関の運賃割引制度の適用対象とする

よう、障害者団体等からの度重なる要請があり、第１９８回通常国会においても、

「精神障害者の交通運賃に関する請願」が衆・参両院において採択されるなど、

多くの声が寄せられている。 

 こうした状況を踏まえ、精神障害者への運賃割引等の実施については、貴職に

おかれては、精神障害者割引の実施状況等について関係事業者等に幅広く周知す

るとともに、精神障害者についても身体障害者等を対象として実施している各種

運賃割引等の適用の対象とすることについて、改めて理解と協力を求めるなど、

所要の措置を講じられたい。 

 また、盲ろう者が通訳・介助員二名を伴って公共交通機関を利用する場合にお

いて、通訳・介助員二名について運賃割引制度の適用対象とするよう、障害者団

体等より要望が出ていることから、関係事業者等に幅広く周知し、理解と協力を

求めるなど、所要の措置を講じられたい。 



　　　　　　         平成２７　　　　　　         平成２７

導入事業者 総事業者 導入事業者 総事業者 導入事業者 総事業者

鉄軌道事業 １１者 １１者 ８０者 １６５者 ９１者 １７６者 51.7%

乗合バス事業（※１） ２０者 ２３者 ８３５者 ２２７３者 ８５５者 ２，２９６者 37.2%

旅客船事業 ３３者 ５９者 １４３者 ３４１者 １７６者 ４００者 44.0%

航空事業 － － １６者 ２３者 １６者 ２３者 69.6%

導入事業者 総事業者 導入事業者 総事業者 導入事業者 総事業者

タクシー事業（※３） ３，０８５者 １６，７１３者 ２０，７５８者 ３２，２７３者 ２３，８４３者 ４８，９８６者 48.7%

※１　乗合バス事業の事業数は平成31年3月31日現在の数字である。
※２　タクシー事業の法人事業者数は、福祉限定事業者も含まれる。
※３　タクシー事業の事業者数は平成31年3月31日現在の数字である。

【参　考】平成１８年の協力依頼実施前の精神障害者割引導入事業者数

平成１８年４月１日時点

公営事業者 民営事業者 計

鉄軌道事業 １２者 ３０者 ４２者

乗合バス事業 ２７者 １１５者 １４２者

旅客船事業 ０者 ２者 ２者

法　　人 個　　人 計

タクシー事業 ５７０者 ５５８者１，１２８者

※タクシー事業の法人事業者数には、福祉限定事業者も含まれる。

※乗合バス事業、タクシー事業については、平成18年3月31日現在の数字である。

公共交通機関における精神障害者に対する運賃割引等の実施状況

平成３１年４月１日現在

公営事業者 民営事業者 計
導入率

法　　人（※２） 個　　人 計
導入率

○平成18年11月、厚生労働省より、国土交通省に対する「精神障害者に対する各種運賃及び料金に係る割引サービス等の運用の拡大
（協力依頼）」通知を受け、同年12月、国土交通省より各公共交通事業者及び団体に対し、精神障害者割引導入協力依頼文を初めて通
知した。

【別添】



 

 

【参考１】 

精神障害者保健福祉手帳制度の概要 

 

１．概 要 

 一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者保健福祉手帳 

を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社

会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的としている。 

  根拠：精神保健福祉法第 45 条 

 

２．交付対象者 

 次の精神障害の状態にあると認められた者に交付する。 

精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の３等 

級とする。 

 １級：精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめ      

る程度のもの 

 ２級：精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常      

生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

 ３級：精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受ける      

か、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要      

とする程度のもの        

 

３．交付申請手続き 

 その居住地（居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。） 

の市区町村を経由して、都道府県知事に申請する。 

 手帳の有効期限は交付日から２年が経過する日の属する月の末日とな

っており、２年ごとに、障害等級に定める精神障害の状態にあることに

ついて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 

 

４．交付者数（平成２９年度末現在） 

９９１，８１６人 

（1 級：120,651 人、2 級：590,557 人、3 級：280,608 人） 

 

 



【参考２】 

盲ろう者について 

 

１ 盲ろう者（視覚と聴覚の重複障害）数 

 １万４，３２９人（推計値） 

 ※平成 24 年度障害者総合福祉推進事業「盲ろう者に関する実態調査」（全

国盲ろう者協会）より 

 

２ 障害の状態 

 視覚と聴覚の障害の状態や程度によって、４つのタイプに大別される。 

区分 見えない 見えにくい 

聴こえない 全盲ろう 弱視ろう 

聴こえにくい 盲難聴 弱視難聴 

 

３ コミュニケーション方法 

 盲ろう者のコミュニケーション手段は、視覚及び聴覚の障害の程度や生育

歴、障害の重複の仕方等によって様々であり、個別性の高い支援が必要とさ

れている。 

（参考：コミュニケーション方法（主なもの）） 

 （１）触手話 

   両手を使って手話を使う相手の両手に軽く触りながら触読する。 

 （２）指点字 

両手の人差し指、中指、薬指の６本の指を指し出し、これを６つの点

から成り立つ点字に見立てて点字記号を打つ方法。 

 （３）指文字 

相手の手のひらの中に、アルファベットや 50 音を手の形で表現した

指文字を綴って会話する方法。 

 

４ 通訳・介助員 

 一人で外出したり人と会話をすることが困難な盲ろう者にとって、通訳・

介助員の存在は欠かせず、通訳・介助員は、その盲ろう者に適したコミュニ

ケーション方法で情報の保障（通訳）をし、移動の際には手引き（介助）を

行う。 

 １名の盲ろう者について、その外出時間や内容、また状況に応じて、２名

の通訳・介助員が支援することもある。 



【参考３】 

 

 第１９８回通常国会において採択された「精神障害者の交通運賃に関す

る請願」について 

 

請願要旨 

 憲法第十四条は法のもとの平等をうたい、国連の障害者権利条約第四条

は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明

記している。障害者基本法が改正され、精神障害者も障害者と規定され

た。「障害者差別解消法」は差別の解消を宣言している。障害者が移動を

する際に公共交通機関の役割は必要不可欠なものとなっているが、現在、

身体・知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者は除

外されている。国においては、憲法、条約、国内法の理念や条文、また、

三障害一元化の趣旨を踏まえて、ＪＲその他の鉄道、航空機、旅客船及び

タクシーの各運賃、高速道路その他の有料道路の通行料金にかかわる交通

運賃割引制度を精神障害者にも適用されるよう適切な措置を講じることを

強く求める。 

 ついては、精神障害者も身体、知的障害者と同等にＪＲなど交通運賃割

引制度の適用対象にされたい。 

 

 

 


	要望書.pdf
	活動目標.pdf
	精神割引通達.pdf

