
国民参加型「過労死」の認知向上と対策に向けた施策案
働き方と過労死を考える読書感想文コンクールの実施



企画の背景と解決案
概要



3

1-1. 企画の背景

関係各所におかれましてはご存知の通り、毎年11月に「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されておりますが、
依然として日本の過労死率は世界的に見ても高い水準で推移しており、その啓蒙運動に広がりを感じることはできません。

本施策において、改善が見られない日本の自殺率を下げるため、
「新しい働き方を考える」ことをテーマとして、日本全国の労働環境改革に繋げたい所存です。

これからの新しい働き方を考えることも大切であり、子どもや児童生徒学生の柔軟な発想も大切であると思います。
何故過労死の遺族支援が必要であるか？過労死のない社会に何が足りないか考えて、新しい日本社会の働き方を考えることは大切であ
ると考えます。

出典：https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1-1.pdf

自殺者数の推移（総数、勤務問題を原因の 1 つとするもの） 勤務問題を原因･動機の 1 つとする自殺者数の推移（原因･動機詳細別）

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1-1.pdf
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1-2. 現状課題と解決案

毎年11月に開催されている「過労死等防止対策推進シンポジウム」におきましては、「①平日開催」「②会場規模による参加者の限定
（100名平均）」「③内容のマンネリ化」という現状であるため、本施策を通じて新たな参加者を広く取り込み、啓蒙運動に繋げます。

現時点で「過労死等防止対策推進シンポジウム」の参加者の多くは現役社会人に留まっていることも課題の一つとして認識し、全国各
地でこれからの日本を担う若い世代や、これまでの日本を支えてきた高齢者の諸先輩方からの声も必要だと考えます。

課題１ 平日開催および会場規模によるシンポジウム参加者制限

課題2 限定された参加者の年齢

解決案１ 全国各地で実施可能な施策を展開

解決案2 今まで・これからの日本に関わる世代を包括
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1-3. 企画内容

現行の「過労死等防止対策推進シンポジウム」のように一方的な情報伝達に頼らず、国民が自ら参加し、能動的に「日本の過労死率」
を認識する機会を創造すべきと考えます。

そのため、全国の図書館に協力を仰ぐことで「働き方を考える選書一覧表」を作成、それらの書籍を無料電子化したうえで、企画の最
終ゴールを「全国読書感想文コンクール」に定めることで、全国各地で国民参加型による「新しい働き方の創造」の機会を創出します。

１ 全国の図書館に協力を仰ぎ、「働き方を考える選書一覧表」を作成

2
「働き方を考える選書一覧表」に選出した書籍を電子化し、無料にて閲覧可能にする

合わせて書籍、音声、点字のデジタルコレクションを制作する

3
全国各地で読書感想文コンクールを開催。国民が自ら「新しい働き方」を考える機会を創出する

参加者には障害者や幅広い年齢層を招致する



現状理解 –日本の過労死と現行対策施策の”今”
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2-1. 現状整理 ｜ 日本の労働時間について

現在の日本における過労死問題を整理します。
労働時間やメンタルヘルスの対策においては改善されているとはいえ、世界的にみて、日本の長時間労働に対する意識は、まだまだ低
い水準と言わざるを得ません。

労働時間の現状 ｜ 日本の労働時間と有給取得率、インターバル制度の認知度

• 週60時間以上勤務をしている割合は、全体で397万人にも上る。

• 年次有給休暇の取得率は17年間に渡り、5割を下回る。

• 勤務間インターバル制度の認知度が低く、制度を導入している企業はわずか1.8%にとどまっている。

①働きすぎ ②休めない ③企業体制が整っていない

データを見ても、日本社会の働き方は、働きすぎ、休暇が少ない、企業のサポート体制が整っていないと言われても、致し方ありません。

資料出所：厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」より算出
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2-2. 現状整理 ｜ メンタルヘルスと労働を原因とする自殺率

メンタルヘルス対策の取り組み、仕事上のストレス等について職場に相談先がある労働者の割合、ストレスチェックの集団分析結果の
活用状況を見ても、中小企業を中心にまだまだ普及しきれていない現状です。
それを起因とする自殺者の割合も改善されておらず、低い水準を推移しています。

勤務問題と自殺者の状況

• 小規模な事業場におけるメンタルヘルス対策の取組割合が低い。

• 平成30年の自殺者総数は20,840人。うち、勤務問題による自殺者は全体の約10％（2,018人）を占める。

• 日本の自殺率は世界主要先進国（G7）でトップ。

日本の自殺状況推移 世界主要先進国との比較

資料出所：警察庁の自殺統計原票データ、人口10万人あたりの自殺者数 WHO 2016年
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2-3. 現状整理 ｜ 過労死の現状

過労死等の認定件数は、脳・心臓疾患、精神障害ともに、近年、横ばい傾向にあります。特に民間企業と国家・地方公務員の認定件数
に開きがある点を見ても、日本の民間企業がいかに過労死が起こりやすい環境であるかがわかります。
また、労災支給を行ったケースで対象者が死亡したケースはおよそ35％で、3人に1人が死亡している計算です。

①民間雇用労働者の労災補償の状況

②国家公務員の公務災害の補償状況

③地方公務員の公務災害の補償状況

脳疾患、心臓疾患で労災支給が決定したケースは238件。
うち対象者が死亡したケースは82件。
支給決定数は過去10年間で改善されていない。

公務災害補償が適用された割合が、民間企業と比
べて圧倒的に低い。

国家公務員と比較すれば、公務災害補償適用ケー
スは増えるものの、民間企業と比べれば圧倒的に
低い。
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2-4. 現状整理 ｜ 訴求効果の低い対策状況

民間団体の活動に対する支援として、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
など民間団体と連携し、国主催による「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全ての都道府県で開催していますが、平成30年の開催
日時は平日のみで、参加者数も多くなく、啓蒙活動として民間団体に最大限訴求できているとは言えない現状です。

勤務問題と自殺者の状況

• 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催日時が課題。

• 開催日時、開催会場の制限による、参加者数の低迷。

• シンポジウムのイベント内容が常に一方的で、国民が自ら過労死防止に向けて声を上げる環境が整わない。

日本の自殺状況推移 過労死等防止対策推進シンポジウムの開催状況（平成30年度）

<週末開催地>
・茨城（11/25 日）
・新潟（11/10 土）
・福井（11/11 日）
・京都（11/10 土）
・徳島（11/17 土）
・高知（12/01 土）
・熊本（12/02 日）
・鹿児島（12/01 土）

上記からも分かるように、
83％は平日開催で、参加者
が集いにくい現状です。

セミナー形式のイベント ｜ 一方的な情報発信では訴求効果を見込めない
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2-5. 現状整理 ｜ 過労死等防止対策推進シンポジウム参加者の声

「過労死等防止対策推進シンポジウム（平成26年度開催）」参加者によるアンケート結果から、シンポジウムに対する声のまとめです。
シンポジウムの内容改善について言及した意見が上がっていますが、5年が経過した現在でも、シンポジウムの内容は変化しておらず、
このまま国民の声を蔑ろにしていては、日本社会全体に過労死の現状を認知させるには至りません。

過労死等防止対策推進シンポジウムアンケート結果

基調講演は情報量が貧弱で、問題提起にならないと思った。専門的になることを恐れずに情報提示を多く行ってほしかった。
【20 代 男性 会社員・学生】

過労死を防止する具体策、現場の労働実態の把握、改善是正策をスピード感を持って臨んでほしい。
【30代 男性 会社員】

書いてあることと同じ内容を読み上げるだけならば、本人でなくてもいいのではないか？ 冊子を配布するだけで充分。
【30代 男性 会社員】

今日の内容を多くの国民に発信してほしい。
【40代 女性 自営業】

もっと詳細な講演を開催していただきたい。
【50代 女性 その他（団体職員）】
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2-6. 現状整理 ｜ 過労死等防止対策推進シンポジウム過去コンテンツ内容

参考として過去の「過労死等防止対策推進シンポジウム」施策内容を見直すと、コンテンツに変化が見られません。
基調講演は基盤としつつも、新たなコンテンツづくりが必要と考えられます。

基調講演のみのシンポジウムコンテンツ

基調講演のみのシンポジウムに変革をもたらすべく、
読書コンクールの実施を提案いたします。



過労死等防止対策推進シンポジウム改正案–国民参加型施策の提案
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3-1. 具体的施策案概要

全国の図書館に協力を仰ぐことで「働き方を考える選書一覧表」を作成、それらの書籍を無料電子化したうえで、企画の最終ゴールを
「全国読書感想文コンクール」に定めることで、全国各地で国民参加型による「新しい働き方の創造」の機会を創出します。

全国の図書館に協力を仰ぎ、「働き方を考える選書一覧表」を作成

「働き方を考える選書一覧表」に選出した書籍を電子化し、無料にて閲覧可能にする
合わせて書籍、音声、点字のデジタルコレクションを制作する

全国各地で読書感想文コンクールを開催。国民が自ら「新しい働き方」を考える機会を創出する
参加者には障害者や幅広い年齢層を招致する
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3-2. 選書の電子化（点字・音声書籍の作成）

現時点で、電子化しデジタルコレクションに追加予定の書籍は下記の通りです。

過労死ゼロの社会を -高橋まつりさんはなぜ亡くなったのか

出版：連合出版
発売：20171101
著者：高橋幸美さん、川人博さん

未和 -NHK記者はなぜ過労死したのか

出版：岩波書店
発売：20190509

著者：尾崎孝史さん

過労死その仕事、命より大切ですか

出版：ポプラ社
発売：20190314
著者：牧内昇平（朝日新聞記者）さん

過労死は何を告発しているか -現代日本の企業と労働

出版：岩波現代文庫
発売：20130821
著者：森岡孝二さん

企業にはびこる名ばかり産業医

出版：幻冬舎 経営者新書
発売：20180529
著者：鈴木友紀夫さん

過労死１１０番 -働かせ方を問い続けて３０年

出版：岩波ブックレットNo.１００９
発売：20191004
著者：森岡孝二さん、大阪過労死問題連絡会

過労事故死～隠された労災

出版：旬報社
発売：20200428
著者：川岸卓哉さん 渡辺淳子さん



16

3-3. 働き方を考える選書一覧表の作成

全国の図書館に協力を仰ぎ、前頁に記載の7つの書籍を含む、「働き方を考える選書」の一覧表を作成します。
選書に選定した書籍は全て点字、音声書籍を包括したうえで電子化し、国立国会図書館デジタルコレクションに追加することで、国民
が自由に閲覧、働き方や過労死の問題を自ら考えながら、読書感想文コンクールに参加できる形を作り出します。

協力依頼先 ｜ 日本図書館協会 国立国会図書館デジタルコレクション
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3-4. 過労死関連書籍デジタルコレクション化の重要性

現在、明治以前のものや震災関連等に限られている国会図書館デジタルコレクションに、過労死や自殺の社会問題、働き方改革、いじ
め、パワーハラスメント問題など保存し、解決方法を国民自信が考える機会に繋げます。
政府の規制改革推進会議の答申において、これらの書籍をデジタル化する提言があることからも、書籍のデジタルコレクションは国費
で保存していくべき過労死問題と考え、デジタルコレクションに保存された書籍を活用して、児童生徒の心の授業なども行うことにも
活路を見出します。

選書をデジタルコレクションに追加

読書感想文コンクールの指定図書として活用、将来的な活用方法

活用方法①：本施策の指定図書として 活用方法②：子供たちの心の教育として＆
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3-5. 国民参加型の読書感想文コンクールを実施｜読書感想文サンプル

参考までに、選書を読んでいただいた方の読書感想文を掲載します。
本施策では、全国の方々に同様の読書感想文執筆を呼びかけ、 「過労死等防止対策推進シンポジウム」にて感想文発表の場を創出しま
す。
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3-6. 国民参加型の読書コンクールを実施｜コンクールと表彰

「働き方を考える」のテーマで学生や社会人、高齢者など幅広く全国読書感想文を応募したのち、 優良感想文を選出し、「過労死等防
止対策推進シンポジウム」にてコンクールの開催します。
その中から、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、金賞銀賞などを選出し厚生労働省主催の各都道府
県シンポジウム会場で表彰して、国民的な啓蒙活動として盛り上げるための施策として発展させていきます。

オンライン選書一覧に基づく読書感想文執筆を一般公募

応募のあった読書感想文を一次選考、優良感想文の著者を「過労死等防止対策推進シンポジウム」に招致する

各都道府県で開催される「過労死等防止対策推進シンポジウム」にて、優良感想文の中から各賞を発表し表彰

読書感想文コンクールの流れ ｜ 感想文募集から表彰まで

1

2

3

前頁で掲載した電子化選書の読書感想文を一般募集します。募集要項などの詳細はウェブサイトで告知予定です。

応募のあった読書感想文の中から優良作品を「過労死等防止対策推進シンポジウム」で発表する場を設けます。

シンポジウムで発表された読書感想文の中から、各章を発表し表彰することで国民参加型施策を完結させます。



本施策の協力依頼先一覧
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4-1. 協力先

厚生労働省 ｜ URL：https://www.mhlw.go.jp/index.html

過労死等防止対策推進全国センター ｜ URL：https://karoshi-boushi.net/

過労死防止学会 ｜ URL：http://www.jskr.net/

全国過労死を考える家族の会 ｜ URL：https://karoshi-kazoku.net/

日本図書館協会 ｜ URL：https://www.jla.or.jp/

本施策実施にあたり、協力を要請する機関、組織の一覧です。

https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://karoshi-boushi.net/
http://www.jskr.net/
https://karoshi-kazoku.net/
https://www.jla.or.jp/


国民と一緒に「働き方」を考える機会を創出することが、「過労死」を防止するための最善の手法であると考えます。
本施策実現に向けて、ご協力のほど宜しくお願いいたします。


