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5.1

民間団体の活動に対する支援
過労死等防止対策推進シンポジウムの開催

過労死等防止対策推進法第３条では、「過労死等の防止のための対策は、（中略）過労死等
を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深め
ること等により、行わなければならない。」と規定されている。同法第５条では、過労死等
防止啓発月間を設け、これを 11 月とすると規定するとともに、「国及び地方公共団体は、
過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。」
と規定されている。

４

第

また、同法第 11 条では、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するため
に国及び地方公共団体は、必要な施策を講ずることが規定されている。同法の成立前から民

章

間の団体においては過労死等の防止に関する活動としてシンポジウムを主催してきたが、同

過労死等の防止のための対策の実施状況

法に基づき作成した大綱では、国が取り組む重点対策の中で、過労死等を防止することの重
要性について関心と理解を深めるため、11 月の過労死等防止啓発月間等において、民間団
体と連携して全ての都道府県で少なくとも毎年１回は、シンポジウムを支援して開催すると
記載されている。
このことから、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、こ
れに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間である 11 月を中心に、「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」及び「過労死弁護団全国
連絡会議」等の過労死等の防止に関する活動を行う民間団体と連携し、都道府県や市の後援
も得て、平成 30（2018）年度は、全国 47 都道府県 48 か所（東京都は町田と中央の２会場）
で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を国主催により開催した。
このシンポジウムは、有識者による講演、パネルディスカッション及び家族を過労死で亡
くされた遺族の方などの当事者の体験談を基本的な構成としたものであるが、民間団体のこ
れまでの取組実績や意見を踏まえ、過労死をテーマした落語、若者の声を入れたビデオメッ
セージの紹介をプログラムに入れたり、開会前に過労死遺族が書いた詩に曲をつけた歌を紹
介したりした会場もあり、また、講演についても、過労死問題に精通する弁護士のほか、公
衆衛生学や労働経済学を専門とする大学教授、企業の関係者、産業医、精神科の医師など多
様な視点からの内容のものとなり、48 か所それぞれにおいて特色のあるものとなった。
シンポジウムに参加した人数は、5,646 人（講師等登壇者及びスタッフを除く。）であった。
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（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））
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（過労死等防止対策推進シンポジウムポスター（平成 30 年度））
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コラム₁₈ 過労死等防止対策推進シンポジウムの開催について
過労死等防止対策推進法は 11 月を過労死等防止啓発月間としていることから、毎年
11 月を中心に全国各地で過労死等防止啓発シンポジウムが行われています。
法律施行初年度の平成 26 年度は厚生労働省主催のシンポジウムが東京で開催された
のを皮切りに、平成 29 年度からは 47 都道府県で厚生労働省主催のシンポジウムが行
われています。
平成 30 年 11 月には、東京では中央会場と三多摩地区の町田会場の２箇所でシンポ
ジウムを行いました。

４

第

以下では、平成 30 年 11 月６日に東京中央会場で開催されたシンポジウム（主催＝

章

厚生労働省、後援＝東京都、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）の内容を紹介します。
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シンポジウムは 14 時から開会し、最初に根本匠厚生労働大臣から開会の挨拶があり
ました。その後、過労死等防止について考える議員連盟の馳浩会長から挨拶があり、出
席した議員連盟の国会議員の紹介がありました。
次に、厚生労働省富田望課長から、平成 30 年版「過労死等防止対策白書」の内容を
紹介したうえで、過労死等防止大綱が見直され７月 24 日に閣議決定された内容と過労
死等防止対策の現状について説明がありました。
引き続き、過労死等防止対策推進全国センター代表幹事の川人博弁護士から次のよう
な報告がありました。①課長やマネージャー職など管理職の残業時間が増加している職
場があり、労働基準法の適正な運用が求められること②裁量労働制について、対象業務
でないにもかかわらず、これを適用している会社があり、制度の濫用は長時間労働・過
労死を発生する原因にもなりうるので改善が必要であること③働き方改革法の適用除
外・猶予の建設業、運送業、医師などの業種・職種で過労死が発生していること④看護
師ほか深夜交替制勤務に従事する労働者に過重な負荷が生ずるおそれを十分配慮する必
要があること⑤海外出張・海外赴任者に対して本社が健康管理に十分配慮する必要があ
ること⑥過労死防止大綱に追加された高齢労働者、障害をもつ労働者の過労死防止が必
要であることなどが報告されました。
次に、黒田祥子氏（早稲田大学教育・総合科学学術院教授）から、「働き方の健康、
生産性との関係」と題した講演がありました。講演の内容は、①長時間労働について、
１日 10 時間以上のフルタイム労働者の割合が増加しており、平日１日あたりの睡眠時
間が減少していること②欧州赴任後には、日本で長時間働いていた労働者も労働時間を
減少させ、有給をとっていなかった労働者も多くの有給を取得していること③日本では
多くの仕事に過度なサービスを要求する非効率性があり働き方を変えたくとも一人では
難しいこと④過度の長時間労働は心身の健康を害し、休息をとることでリカバリーが必
要であるし、また、過度の長時間労働は生産性を低下させることなどを豊富な資料をも
とに話されました。
休憩の後に、事例発表として、企業からは株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
の取組、産業医からは宮本俊明氏（産業医科大学産業衛生教授）から「事業場における
産業医の取組事例」が報告されました。
その後、過労死を考える家族の会の体験談を、神奈川家族会のご遺族、兵庫家族会の
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前田和美氏、東京家族会の渡辺多恵子氏、神奈川・東京家族会の渡辺淳子氏がお話しさ
れました。ご遺族からの体験談は、被災した方々が亡くなるまでの本当に過重な労働状
況や上司からのパワハラなどを具体的に述べられ、被災者本人はもちろん、ご遺族にも
重大でいつまでも癒えない苦しみがあることを改めて実感させ、
心に刻ませるものでした。
最後に、全国過労死を考える家族の会代表の寺西笑子氏が、過労死等防止対策推進法
が施行されてから３年以上が経過するが、過労死は根絶するどころか増えている、一層
の防止対策が必要であると訴え、閉会の挨拶をして、シンポジウムは 17 時に終了しま
した。
この日の参加者は約 350 名でした。

４

第

（玉木一成・過労死弁護団全国連絡会議事務局長）

章
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5.2

過労死遺児交流会の開催

過労死等防止対策推進法に基づき作成した大綱では、国が取り組む重点対策の中で、民間
団体の活動に対する支援として、「民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等を
開催する場合、その内容に応じて、事前周知、後援等について支援する。」と定めている。
また、過労死等の防止のための活動を行う「全国過労死を考える家族の会」においては、
全国組織の民間団体としては唯一、毎年、過労死で親を亡くした遺族（児）が集い、互いに
励まし合うなどの交流会を実施している。平成 30（2018）年度においては、
「全国過労死
を考える家族の会」と連携しながら、過労死で親を亡くした遺児等を招請し、イベントを通
して心身のリフレッシュを図るほか、遺児及びその保護者を対象とした相談等を行う交流会

４

第

（以下「過労死遺児交流会」という。）を開催した。
過労死遺児交流会は、平成 30 年８月４日（土）に滋賀県で開催し、遺児 37 名、大人（保

章

護者）20 名が参加した。当日は、子ども向けの体験プログラムとして、SUP（スタンドアッ
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プパドル）、トレッキング、釣り体験などを実施するとともに、保護者向けのプログラムと
して、グループトークや、心理相談や支援制度相談、法律相談などを実施した。
参加した保護者からは、「みなさんが頑張っていらっしゃる事をお聞きし独りじゃない頑
張ろうと思えます。」、「一人で悩んでいる事を、プロの方に相談する、それだけで心が軽く
なりました。」、「この会を通じて成長させてもらってます。ありがとうございます。」等の肯
定的な感想が寄せられた。

2018 年度

過労死遺児交流会

コラム₁₉ ～全国の過労死遺児と親たちが琵琶湖で交流～
全国過労死を考える家族の会では、親が過労死した子どもたちを対象に過労死遺児交
流会を行っています。親が長時間労働やハラスメントで身体や心を壊し、亡くなるとい
う体験は子どもにとって受け入れがたいものです。働くという、大人にとって当たり前
のことで命を落とす。そして自分も大人になったら、働かなければならない。このことは、
子どもにとって将来に希望が持てなくなり、自分が生きていくことさえも、疑問に思っ
てしまう出来事です。過労死遺児とこの子たちを育てる親にとって、抱えている問題は
深く難しいものです。実際に不登校や引きこもり、家庭内暴力、非行といった問題行動
に直面しているご家庭も多いです。家族の会では、過労死遺児の子育てに不安を抱える
親たちと、死別悲嘆を抱え将来に不安を持つ子どもたちの心のケアために、以前より交
流会を行っていました。この活動は 2016 年より国の委託事業として支援が受けられる
ようになり、2018 年度の遺児交流会は、８月に琵琶湖で行われました。全国各地から
集まった子どもたちは２歳〜大学生まで年齢は様々ですが、初参加の小さい子どもが多
く、子どもたちから親を奪う過労死が、さらに増えているということを実感しました。
今回は琵琶湖ということで、子どもたちにとっては、マ
リンスポーツと野外体験がメインのプログラムになりまし
た。父親がいない家庭では、野外活動の機会が減ることが
多いです。この交流会で是非体験させてほしいと、毎年お
母さんたちから強い要望がでています。過労死は子どもか
ら多くのものを奪います。父親との時間を奪われるだけで
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なく、成長の過程での体験の幅も狭くなってしまいます。でも、この交流会で、同じ経
験をした人と出会い、一緒に楽しい時間を過ごす中で、子どもたちには元気と勇気を持っ
てほしいと願っています。過労死遺児の気持ちは同じ体験
をした子どもが一番よくわかります。小さい子は死別の心
細さや不安、恐怖を言葉にはしませんが、抱っことせがん
だり、手をつないだり、甘えたりして、それを伝え、年上
の子が小さい子を抱き上げたり、お世話をするとき、言葉
を使わなくても、その気持ちを受け止めてあげているのだ
と感じます。そして、小さい子と触れ合うことで成長した
子どもも、大人たちも気持ちが温かくなります。遺児交流

４

第

会ならではの癒しの場がここにはあります。

章

子どもたちが元気に遊んでいる間に、親たちはここでしか話せない気持ちを語り合い、
法律や心理についてそれぞれの専門家の話を聞きました。心理関係では死別を体験した
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子どもたちの心理的特徴について説明を受けました。親を亡くした後の子どもの行動が、
発達障害と間違われることがある、というお話に、もっと早くこのような話を聞くこと
が出来たら、子どものことであれほど悩まずにすんだのに、と涙を流す参加者もいまし
た。親の死という特殊な体験をした子どもの心理について説明し、対応方法や注意点を
教えてくれる相談機関はほとんどなく、特に過労死を体験した子どもの心の問題につい
て話し合えるのは、この遺児交流会しかないと思います。参加者の子どもたち、親たち
はとても有意義な時間を過ごし、来年また会うことを約束していました。最後に参加者
の感想です。
・お姉ちゃんが遊んでくれたのが楽しかった。来年はもっと泊まりたい！
・グループトークはとても参考になりました。子ども、大人の心理によく当てはまりま
す。モーニングワーク（死別の悲しみと立ち直るまでのプロセス）ということがわかっ
たのも大きかったです。亡くなった父親をいるように話す子どものことも、特別おか
しなことではないとのことで安心しました。
・私は昨年遺児交流会に初めて参加しました。あっという間に友達ができて親友となり
嬉しかったです。 今年も、友達に会えるのが楽しみでした。そして今年、再会した
とき、友達も私に会いたかったと言ってくれてとても嬉しかったです。 また多くの
皆さんが「久しぶり」とか「大きくなったね」と言って皆さんが家族のように思いま
した。 父親を亡くして辛い思いをしているのは自分だけではないと思えて力強くな
れました。そして何よりも母が元気になれたことがとっても嬉しかったです。
（全国過労死を考える家族の会

遺児交流会担当

渡辺しのぶ）
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5.3

シンポジウム以外の活動に対する支援等

平成 30（2018）年度は全国 47 都道府県において国主催によるシンポジウムを開催した
ところであるが、国主催によるシンポジウム以外で、過労死等の防止に関する活動を行う民
間団体の主催による「シンポジウム」や「つどい」などが行われた際には、都道府県労働局
が後援等の支援を実施した。

5.4

民間団体の活動の周知

前記 3.1 の国民に向けた周知・啓発の実施において、平成 30（2018）年度に過労死等に

４

第

関するパンフレットを作成した旨記載したが、このパンフレットには、「労働条件や健康管
理に関する相談窓口等一覧」として行政機関における各種窓口を掲載するとともに、
「過労
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死の防止のための活動を行う民間団体の相談窓口」として、「過労死等防止対策推進全国セ

過労死等の防止のための対策の実施状況

ンター」、「全国過労死を考える家族の会」及び「過労死弁護団全国連絡会議」を併せて掲載
し、民間団体の活動の周知を図った。

（過労死等防止啓発パンフレット（平成 30 年度））

過労死弁護団全国連絡会議（過労死 110 番全国ネッ

コラム₂₀ トワーク）の取組について

2014 年に過労死等防止対策推進法が施行され、その後、過労死等防止大綱が策定され、
2019 年４月から働き方改革関連法が施行されましたが、この間も、残念ながら日々新
たな犠牲者が発生しています。
1988 年６月に「過労死 110 番」全国一斉相談を始めて以来、今年で満 31 年となり
ます。こうした中で、今年６月 15 日に全国 34 都道府県において「過労死・パワハラ・
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働き方改革 110 番」全国一斉電話相談を実施し、200 件以上の深刻な相談が寄せられま
した。
・夜勤の仕事だが、業務終了後の昼間の時間帯に会議で呼び出されるので、睡眠が十
分にとれない。
・調理の仕事をしているが、多くの人数の食事を作らなければならず、朝早くから夜
まで働き続け通勤途上で疲れから転びそうになった。
・建築関係の仕事を行っているが月の残業時間が 80 時間以上である。大変きつい。
国からの規制もあって納期が厳しい。働き方改革を言っている総務の人たちだけが
定時に帰っている。
・今年から中学教員になった娘が、毎日朝６時半出勤、夜 10 時過ぎ帰宅で疲れ切っ
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ている。
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・コンビニのオーナーだが、長時間労働であり、健康も害している。人が足りないの
で休むこともできない。

過労死等の防止のための対策の実施状況

・海外の工場に派遣されていた部長が、
長時間労働等が原因で心筋梗塞により死亡した。
・年間 800 時間〜1000 時間超の残業をしているが、残業代も支払われず、上長のパ
ワハラもあり、うつ病になった。
・夫が、長時間労働と社内での人間関係のトラブルが原因で自殺した。子供たちも小
さく、住宅ローンを抱えているので、この先の生活が不安である。
・上司から殴る蹴るの暴行を受け、今は休職している。暴行をはたらいた上司はその
まま働き続けている。
過労死は、日本社会、日本の職場に深く根付いた原因により発生しているため、容易
には解決できない問題です。しかしながら、現実の被害に接し、毎年毎年新しいご遺族
の方々から相談を受けており、そのたびに一刻も早く「過労死ゼロ」の社会を実現した
いと痛切に感じています。
過労死・過労疾病の被災者やその遺家族の補償、救済も大切です。
その補償を行うために定められた現行の労災認定基準は、現実の過重労働の実態に即
して、医学的知見や判例等に基づき見直すことが求められています。
過労死弁護団全国連絡会議は、2018 年５月にこれらの労災認定基準の改正を求めて
その具体的な内容を意見書としてまとめ、厚生労働省に提出しました（写真）。そして、
2019 年５月には、同弁護団と厚生労働省の担当部局との
間で意見交換が行われました。
同弁護団からは、労働時間認定の適正化、深夜交替制勤
務の過重性の評価、複数職場での過重労働、精神疾患患者
の症状が悪化した場合の認定等、多岐にわたる労災認定基
準の改正案を提起しました。
労災認定基準の改正は、被災者・遺族の救済問題にとど
まらず、過労死や過労疾患を予防していくためにも重要な
テーマであり、今後とも関係者が取組を進めていくことが
重要です。
（弁護士

川人

博・過労死弁護団全国連絡会議幹事長）
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コラム₂₁ 各地の過労死家族の会の紹介
神奈川過労死等を考える家族の会
神奈川過労死等を考える家族の会は 2017 年５月に結成されました。会員数は約 15
名です。過労死により夫や子供を亡くされた方、亡くなり方は様々ですが、大切な家族
を亡くしたという想いは同じで、２カ月に１度の交流会では食事をしたり、一緒に料理
を作ったりしながらざっくばらんに話しをして、泣いて笑って支えあって前に進んでい
ます。神奈川の会は神奈川の過労死弁護団との交流も深く、生徒や学生を対象に過労死
等の防止に理解を深めてもらうための啓発授業に向けた教材つくりや授業、過労死防止
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の活動を共に進め、会員にとっても励みとなっています。
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また毎年 11 月に行われる過労死等防止対策推進シンポジウムの運営も神奈川労働局
を中心に、家族の会、弁護団、各団体が一丸となって話し合い、行政、遺族、労使、弁

過労死等の防止のための対策の実施状況

護団すべてのご協力のもと超党派で行うことができ、「過労死防止の志は同じである」
ことを共有できたことは大変重要なことです。これからも分かち合い、支えあいながら、
過労死防止に向けて一丸となって進んでいきたいと思います。
（神奈川過労死等を考える家族の会代表

工藤祥子）

京都労災被災者家族の会
京都労災被災者家族の会は 1990 年に結成されました。当時は労災認定を求め、10 年
以上の闘いが続きました。「過労死救済元年」といわれる 1995 年以降、次第に過労死
問題は社会的な注目を集めることが少なくなっていきました。
新たな活動を目指して、10 周年のコンサートを開催し、手記集『語り部となって』
を発刊しました。そして「今日も元気でお帰りやす」という家族の会の旗を作りました。
これは京都弁独自のニュアンスで、見送りの挨拶にもなり、元気で帰って来なさいとい
う命令にもなります。
京都の旗を掲げて活動しましたが、若い層に過労死・過労自殺が増えていくという苦
しい時代が続きました。その思いを過労死防止法制定運動につなげていきました。20
名ほどの小さな会ですが、過労死ゼロ社会を目指して京都らしい活動を展開していきた
いと思います。
（京都労災被災者家族の会

中嶌清美）

兵庫過労死を考える家族の会
2002 年４月、過労死遺族同士が励まし合い、大切な家族がなぜ亡くなったのか、真
相を求める闘いを支え応援する目的で、弁護士の支援の下で設立されました。
今も夫を亡くした妻や、息子娘を亡くした父母が救いを求めて参加されます。約十名
の家族会ですが、減少するどころか増え続けています。
過労死は「改善しうる社会の仕組みの問題であり、早急な対策が必要である！」との
強い思いで、2012 年５月、過労死防止法制定兵庫実行委員会を立ち上げました。
遺族が中心となり、弁護士と共に、委員会での口頭陳述等、市議会や県議会の意見書
採択や署名活動に精力的に取り組み、多くのご支援をいただき、過労死等防止対策推進
法が成立しました。
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現在、過労死防止兵庫センターと協力し、兵庫過労死等防止対策推進シンポジウムや
生徒・学生を対象に過労死等防止の重要性についての理解を深めてもらうための啓発授
業にも取り組んでいます。
これからも遺族を支え、過労死のない社会になるよう声をあげていきます。
（兵庫過労死を考える家族の会

森川

えみ（共同代表））

北海道での過労死問題のハブを目指して

コラム₂₂ ～過労死等防止対策推進北海道センター～
４
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過労死等防止対策推進北海道センター（以下「北海道センター」）は、2018 年７月
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12 日に、北海道内の過労死問題に取り組む市民・諸団体により設立されました。現在
の会員数は 53 名です。

過労死等の防止のための対策の実施状況

従前、北海道では、特に、北海道過労死問題研究会という団体において、過労死問題
についての事例研究や過労死 110 番などの活動を行っていましたが、これらの活動も
引き継ぎつつ、北海道労働局や北海道庁雇用労政課などの行政庁との意見交換・協力体
制の構築のほか、過労死防止啓発授業の実施・拡大活動などをしています。
また、北海道センターが中心となって取り組む過労死等防止対策推進シンポジウムに
おいては、定員を超える参加を得るなど、対外的な活動としても一定の成果を出すこと
ができたかと思います。
第１回北海道センター定期総会において、多くの会員の参加を得て、過労死白書を読
み解き、また、過重労働問題についての現場の声を聞くという記念講演・シンポジウム
を行いました。これを支える幹事会も、月１回程度のペースで開催しています。
今後は、これらの活動に加え、会員の意見を聞き、より発展的な会員参加型の活動を
加えて行っていく予定です。
そして、弁護士や家族の会、医師、カウンセラーなど多彩なメンバーが所属している
ことを生かし、北海道で過労死問題に悩む人が必要なところにつなぐための中心、
「ハブ」
となっていきたいと考えています。
（弁護士皆川洋美

北海道センター事務局長）

「働き方改革」関連法施行を考える

コラム₂₃ ～過労死等防止学会第５回大会～

2019 年５月 25 日（土）〜26 日（日）、過労死防止学会第５回大会が京都・龍谷大学
深草キャンパスで開催されました。
昨年８月１日に前代表幹事の森岡孝二氏が急逝され、多くの人々に大きな衝撃と哀し
みをもたらしましたが、氏の急逝後の初めての全国大会でしたから、事実上、森岡氏を
追悼する大会となりました。約 30 名の報告者、約 160 名の参加者、その全員が氏の遺
志をしっかりと受け継いでいこうという熱い大会となりました。
「働き方改革関連法」が昨年６月に制定され、本年４月より施行されたのですが、こ
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の法律が長時間労働の解消と過労死ゼロの実現にどれほど奏功するか、これは関係諸団
体のこれからの取組いかんではないでしょうか。そのような意味をもって、今回の大会
の統一テーマは「『働き方改革』関連法制定１年、いま再び長時間労働を問う」でした。
初日の午前中、“まともな働かせ方をしている企業の経営者に聞く” として、龍谷大
学の京都産業学センターとの共催で S 社の社長・佐々木智一氏による講演「経営戦略と
ワーク・ライフ・バランス」がおこなわれました。働きやすい職場づくりは何よりも経
営者の姿勢と努力が重要であることを実感させられるものでした。
午後からは、「『働き方改革』関連法制定１年、各分野から成果と課題を問う」と題し
て、家族の会、メディア関係、法学者による特別シンポジウムがおこなわれました。
西垣迪世氏（全国過労死を考える家族の会兵庫代表）は、自身の子どもを亡くされた
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母親として、労働時間の短縮への実効ある規制が求められており、「働く人の人権・生
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存権を守ることが、真の働き方改革であり、国や企業の繁栄にも繋がる」と主張されま
した。阪本輝昭氏（朝日新聞記者）は、朝日新聞創刊以来の「過重労働、過労死」問題

過労死等の防止のための対策の実施状況

の記事を渉猟し、時代背景の変化と過重労働の報道記事の関連性を問いながら、メディ
アとしての責任と課題を話されました。脇田 滋氏（龍谷大学名誉教授）は、「働き方
改革法」の労働時間規制の特徴と問題点を論じ、EU や韓国の事例を紹介しながら「健
康で働く権利」実現に向けた課題を語られました。
統一テーマに沿ったシンポジウムとして、２日目の午後には、共通論題「『働き方改革』
関連法制定１年、職場の健康その実態を問う」として、医療と労働科学、ハラスメント
研究から問い直す報告がおこなわれました。
金子雅臣氏（職場のハラスメント研究所所長）は、ハラスメントの規制法案が策定さ
れたが、重要なことは「職場の人権侵害」について「自社で許されてきた人権侵害的言
動を共通基準で見直すことだ」と主張されました。天笠

崇氏（精神科医、代々木病院）

は、働き方改革関連法で時間外労働の規制がなされるようになったが、「月 100 時間、
年間 720 時間、６ヶ月平均 80 時間」は国が定めた最長限度であり、「特別延長時間を
より短く締結させることが重要」だと主張されました。佐々木

司氏（大原記念労働科

学研究所）は、勤務間インターバルと過労死問題を、外国の研究成果を交えながら、疲
労回復に重要なレム睡眠を十分にとるためには 7.5 時間の睡眠が不可欠であると説き、
そのためには勤務間インターバルは 16 時
間が必要であると力説されました。
上記以外、２日目の午前中は、いま社会
的に関心が集まっている「コンビニ 24 時
間営業」問題を含む５つの分科会が、また
それとは別に「森岡孝二研究」の特別分科
会がもたれ、それぞれ活発な報告と討議が
おこなわれました。
これらの報告の詳細については学会
シンポジウムの様子

WEB ページをご覧ください。

（黒田兼一・明治大学名誉教授、過労死防止学会代表幹事）
ホームページ
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