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早期離職を防ぐには
「心が折れやすい」若者への対応を考える
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T-PECストレスチェック
労働安全衛生法の改正により義務化されたストレスチェックに対
応したサービスです。57問や80問のストレスチェックの実施から
医師面接までワンストップで対応いたします。

セクハラ、パワハラ、アカハラ相談室
経験豊富な相談員が窓口となり、苦情や相談に対して柔軟、かつ
適切な対応を行います。外部相談窓口を設けることで、安心して相
談できる環境が整い、結果的に早期対応が可能となります。

生活習慣病受診サポートサービス
データヘルス計画における効果的な事業実施のために、生活習
慣病に関するご相談にお答えしたり、医療機関の紹介・手配など、
生活習慣病の早期治療、重症化予防をサポートいたします。

人事・労務ホットライン
心理及び労務の専門家が、休職者・復職者への対応に関するアド
バイスや就業規則上の問題解決のためのアドバイスをいたします。

法律相談サービス
身近に存在する、不動産に関係する法的問題、交通事故、お金に
関する法的問題、相続等の問題に、経験豊富な弁護士が窓口とな
り、法律に関する相談を受け付け、アドバイスいたします。

コンプライアンス通報・相談窓口サービス
通報窓口代行サービスのほか、法的な悩みにも対応できるよう提
携法律事務所による通報法律相談サービスを行っています。これ
は、通報代行業務と公益通報に関する相談窓口を兼ねたアウト
ソーシングサービスです。

日本の医学界を代表する各専門分野の総合相談医によるセカンド
オピニオンサービスをご提供しております。また、必要に応じ、優
秀専門臨床医のご紹介をあわせて行っております。

ドクターオブドクターズネットワーク

復職判定について、こころの専門医が復職に関するセカンドオピ
ニオンを実施、中立の立場で復職に関する意見書を作成します。

こころの専門医ネットワーク

認知症は発見が早期であればあるほど、認知症の予防治療効果、
遅延効果が高いとされています。ティーペックは、微細な認知
機能の変化を高精度で客観的に確認できる簡易チェックテスト
をより多くの方に受けていただけるよう、テストシステムのご
提供からテスト実施業務まで幅広く支援いたします。

簡易認知機能確認スケール「あたまの健康チェック」

心理カウンセラーが定期的に事業所を訪問し、「個人カウンセリ
ング」や「人事労務担当・管理職へのコンサルティング」「産業保
健スタッフ・人事労務担当との連携、会議への出席」「職場復帰支
援」を行い、企業におけるメンタルヘルス対策を、より有効かつ効
果的にサポートいたします。

定期訪問カウンセリング

メンタルヘルス研修サービス
組織の生産性向上やメンタルヘルス対策を推進する上で、「研修」
は重要な取り組みのひとつです。企業や団体ごと、職種や職場ご
とに抱えている課題や問題点に合わせたプログラムを実施いたし
ます。
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●日本全国（約16万件）の「専門病院」「大学病院」「地域の病院」
「クリニック〈開業医〉」等を無償で検索できます。

●専門医療検索ができます。
　「小児科系」「産婦人科系」「内科系」「耳鼻咽喉科系」「眼科系」
「整形外科系」「外科系」「歯科系」「泌尿器科系」「皮膚科系」
「脳神経外科系」「麻酔科系」「循環器科系」

●「人間ドック」と「メンタルヘルス」専門の検索ページがござ
います。

●先進医療に関する情報を検索できます。

……お気軽に、ご利用ください。

※PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話は、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話では、インターネットブラウザの種類・バージョンまたは、機種等に
より、ご利用頂けない場合がありますので、予めご容赦願います。また、病院等の詳細情報の表示画面においても、地図表示の機能が対応されていない場合がありますので、併せてご容赦願います。

携帯電話、スマートフォンか
らのアクセスは、上記のＱ
Ｒコードをご利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しておりますのでご自由にご利用ください

　医療機関検索



　そもそも、入社後、自分の希望どおりの部署に配属さ
れることはまずありません。入社式で社長が熱く語って
いた崇高なミッションを感じさせる雰囲気が、実際の職
場には一片も感じられない、といったこともごく普通の光
景です。ただ、キャリアや専門性は、想定外の出来事の
連続で構築されていくものです。自分の希望とはほど遠
い部署に配属され、何年かたったころに自分のキャリア
の足跡を振り返ってみるタイミングがあります。そこで初
めて自分なりのキャリアや専門性が形成されていること
を発見し、妙に納得することもあります。ところが、若者
にはそんな経験知は当然なく、かわりにネットで得た知識

（華やかな転職成功例など）を頼りにします。
　強すぎる自己愛を抱えたまま入社し、そこで人生で初
めて「リアリティー」に接し、自尊心が傷つく。それを守る
ために会社を辞める―。新入社員が離職にいたる道筋
は、おおよそこのようにまとめられそうです。

研修期間を長くとり内容も工夫して	
会社の「リアリティー」を伝えること

　では、新入社員の離職を防ぐため、企業は何をすれば
よいのでしょうか。そこでまず勧めたいのが、新入社員に
対する研修期間の長期化です。
　かつては新入社員研修に数カ月かけるのが、普通でし
た。それが最近はコスト削減のためか、最低限のマナー
研修程度で済ませ、後は現場に任せるという企業が多く
なってしまいました。OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニン
グ）といえば聞こえはいいですが、現場の上司や先輩は
忙しく、新人になど構っていられないというのが実情で
しょう。
　ただ、私の知る限り、「新入社員の離職率は研修期
間が短い会社ほど高く、長い会社ほど低い」。厳密に
データをとったわけではありませんが、そう言い切って
いいと思います。頭でっかちの新入社員を会社（のリア
リティー）に慣らすためには、研修期間は最低でも1カ月、
理想をいえば3カ月は必要でしょう。
　もちろん研修の内容もよく考える必要があります。そ
の点、時代錯誤かもしれませんが、合宿研修も見直され

　｢最近の新入社員は心が折れやすい」「ちょっと叱った
だけで泣き出したり、逆ギレしたりする。その挙げ句に会
社に来なくなってしまい、退職してしまうことも珍しくな
い」。企業の人事担当者や管理職から、そんな話を聞く
機会が多くなりました。
　大学の教員として、十数年間、若者の変化を見続けて
きた立場から言えば、心が折れやすい若者も、逆に元気
な若者も昔からいました。ただ、折れやすい若者の比率
は確かに高まっているように感じます。
　本稿では、心が折れやすい新入社員にどう対応すれば
メンタルヘルス不調や離職を防げるのかを示していきま
すが、最初になぜ、そんな若者が増えてきたのか考察して
みます。

強すぎる自己愛を抱えたまま入社	
現実とのギャップに自尊心が傷つく

　私は、若者の折れやすい心、ストレスを抱え込みやす
い性格を「メランコリー型」「執着気質型」「自己愛、依存
傾向型」の3つに分類しています。
　「メランコリー型」は、真面目、几帳面でルールやマ
ニュアルを重んじるタイプのこと。人間関係にも細かく気
を使います。職場では模範的な性格ですが、変化に弱い
という弱点があるため、大きな変化が続く現代ではスト
レスを抱え込みやすくうつ病にもかかりやすいタイプです。
「執着気質型」は、上昇志向が強く、寝る時間も惜しん
で頑張るタイプのこと。上司としては頼りにしたいタイプ
ですが、頑張っても結果が出ない場合、燃え尽きてしま
います。特に成果主義の下では心配なタイプです。
　3つ目の「自己愛、依存傾向型」は、自己への執着や自
己愛が非常に強く、根拠のないプライドを持っているタ

てよいと思います。「同じ釜の飯を食う」ことで同期の絆
が深まり、配属後もお互いに悩みを打ち明けられる仲間
ができます。これは離職を防ぐ大きなポイントになります。
　また、外部から“立派な”講師を招くのも否定はしませ
んが、社内のリソースをうまく使い、より実効性のある研
修にすることも考えてください。私の知るある飲料メー
カーの販売会社では、合宿研修に社長が訪れ、新入社
員たちと膝を交えて語り明かします。社長は、新人時代
の失敗談などを笑いも交えながら話すそうです。新入社
員にとっては、“立派な”講師の高尚な話より、はるかに
会社のリアリティーが伝わりためになることは、言うまで
もないでしょう。その会社では工場や配送の現場研修も
しっかり行い、会社全体でさまざまな社員がさまざまな
仕事に携わっているということを身をもって知らしめます。
これも、新入社員に会社のリアリティーを浸透させるのに
非常に有効です。実際、その会社の社員の定着率は、他
の販社よりも、はるかに高いそうです。
　研修に、オリエンテーリングやゲームなど「遊び」の要
素を取り入れることも大切です。ウェザーニューズ社を創
業した故・石橋博良氏は、「よく遊び、よく学べ」ならぬ、
「よく遊べ、たくさん遊べ、仲間と遊べ」という社是を掲
げました。そのこころは、「学んでいることも遊びであり、
遊んでいることも学んでいることである。人は、遊びか
ら自分の隠れた才能を見いだす。人は、遊びから天職を
見いだす」というものです。この精神から、日本初の民間
気象情報サービス会社が生まれたのです。「学び」と「遊
び」は決して対立するものではありません。人は遊びの
なかからこそ、真に学んでいくのです。
　もっとも、こうした話を企業の人事（教育）担当者に
すると、理解は示すものの「うちでは無理です」「予算
が通りません」などという答えが返ってきます。ここ
であえて苦言を申し上げると、日本の企業の人事担当
者は、よく勉強するし理解力もありますが、実行力に
欠けるきらいがあります。就職氷河期を切り抜けてき
た世代も人事部門の中核になりつつありますが、厳し
い時代に就職したためか、まじめで「遊び」を知らない
傾向も見て取れます。

イプです。このタイプは最近、増えている「新型うつ」に
もなりやすいといわれています。本稿では、このタイプを
念頭に話を進めていきます。
　なぜ今の若者は、自己愛が強いのでしょう。
　もっとも大きな原因は、家庭でも学校でも地域でも、
過保護、過干渉の中で育ってきた結果、失敗や挫折の
経験がないということが挙げられます。個性重視のゆと
り教育を受け、大学全入時代で特に苦しむことなく入
試も通過したことも相まって、自己愛が肥大化したまま
会社に入ってきます。もう一つは情報化時代の影響です。
常にテレビやインターネットからの情報を浴びるほど受け
ることで、同世代の華やかに活躍する芸能人やスポーツ
選手たちと自己イメージを同化させ、自己愛が増幅して
いくのです。
　自己愛が強すぎると、「自分は他人とは違うユニーク
な個性の持ち主だ」と潜在意識に刷り込まれ、就職活動
の際も、自分の専門性や適性を非常に重視します。キャ
リアデザインの必要性を強調しすぎる今の大学教育の
責任もありますが、就職活動の時点から自分のキャリア
ゴールを設定し、そこに向けたビジョンを思い描きます。
　それ自体は悪いことではありません。しかし、いざ入社
すると、現実の自分は会社でミスもすれば、上司にも叱ら
れるし、まだ特別な能力や地位があるわけでもありませ
ん。このギャップを感じると、自尊心が悲鳴を上げます。
同時に職場での自己肯定感を失う者も出てきます。
　すると上司や同僚のちょっとした叱責にも過敏に反応
します。自己防衛が働き、自分が傷つかないように、言
い訳をしたり、他人（上司）を責めたりします。そして最後
の逃げ道として、「この職場にいること自体が間違い」と
会社を辞めてしまうのです。

　近年、新入社員の早期離職が問題となっている。内閣府の調べでは、企業に就職した大卒社員のうち1年目で1割、3年目
では3割もの社員が会社を辞めている。企業にとっては多大な採用コストをかけた新入社員が辞めることは、大きな損失と
なる。そこで今回は、新入社員離職を防ぐ方策について、最近の若者の傾向を踏まえたうえで考えてみたい。
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　人事部門の方々には、人材の教育・育成は、企業の
将来を左右するという気概をもって、研修のあり方を
大胆に変革していただきたいと思います。

「傾聴」は部下の自尊心を満たし	
上司への信頼と尊敬につながる

　今の若者は、自己愛とプライド、依存心が高く「認
められたい」「話を聴いてほしい」という欲求が強い
のですが、昔に比べ余裕がなくなった管理職は、部下
に声をかけたり、おせっかいを焼いたり、相談に乗っ
たりすることが減り、そうした欲求に応えられない状
況にあります。
　その意味で、新入社員のトレーナーや上司は、他人
の話をよく聞くこと、すなわち「傾聴」ができるかど
うかを基準に選ぶべきです。単に「仕事ができるか
ら」という理由だけで新入社員の指導に当たらせるこ
とは避けたほうがよいでしょう。仕事ができる人は、
他人の話を聞かず、教えることや叱ることだけになり
がちです（もちろん、仕事ができる人すべてがそうで
はありませんが……）。そうなると部下は、自己肯定
感がぐらつき、ひどく自信を失い、離職の決断につな
がっていくのです。
　傾聴は、部下の自尊心を満たすことで上司への信頼
と尊敬にダイレクトにつながり、職場のモチベーショ
ンを高めます。かの高名な経営哲学者・ドラッカーも
「本物のリーダーは話すより、聞く姿勢のほうが重要
との本質を知っている」と述べています。
　傾聴の実践のため、具体的には次の3つの原則を知
ることが大切です。

「傾聴」の3原則
◆同意を示してコネクトする

部下の話の中に1つでも肯定、共感できる事実を
見いだし、その話に同意を示す。
◆共感を示す

部下の思考と感情の理解に努め、共感を示す。

な部門の意見を聞いていると、確かに疲れ
る（共感）」

部下「営業は要求ばかりで言い放し。製造は言い訳
ばかり。役員は、面倒な調整ごとを僕たちに押
し付けてきます。あんな会議、やっている意味
があるのかなと思います」（部下の不満）

上司「みんなが自部門の利益を主張し合って譲ら
ないというのは問題だと思う（共感）。会議
の数も、時間も減らしたほうがいいかもし
れないね。でも、部門間のチームプレーは
必要だから、どうしたらいいかな？」（質問）

　傾聴の達人として、「尾木ママ」の愛称で知られる教
育評論家の尾木直樹氏の例も挙げておきます。
　氏は中学校教師時代、生徒から「どうしたの先生」と
呼ばれていたそうです。悪いことをしても叱りつけること
なく、「どうしたの？」と問いかけることから付いたニック
ネームです。
　あるとき、生徒が窓ガラスをモップで割っている場面
に遭遇した尾木先生が「どうしたの？」と話しかけると、
その生徒はこう話し始めたそうです。「朝、母親とけん
かして、イライラしながら遅刻しないように走ってきたの
に間に合わず、生活指導の先生に怒られて腹が立った」。
それを聞いた尾木先生は「そりゃぁ、大変だったねぇ」
と共感を示したところ、生徒は自分から「中三にもなって、
こんなことをするのは恥ずかしいですよね」と、反省の姿
勢を見せたそうです。相手の話を聴き、相手を受け入れ
ることは、相手に気づきを促すことを示すエピソードとい
えます。

パワハラにならない叱り方	
「か・り・て・き・た・ね・こ」

　上司・部下の人間関係を悪化させ離職につながる原因
として、パワーハラスメント（以下、パワハラ）も大きな要
素です。
　パワハラについては社会の認知度も高まっていますが、
多くの管理職が、「何がパワハラで何がパワハラでない

◆質問する
部下に質問を重ねていくことで、部下が問題の解
決方法に自ら気づき、自ら変化するように導く。

　以下、それぞれについて詳しく説明します。

◆同意を示してコネクトする
　部下からの、未熟で独りよがりと感じる話でも、一つだけ
でも良いから肯定、共感できる事実を見いだし、同意を示
すというスキルです。「報告・連絡・相談（ホウレンソウ）」を
受けるときはもとより、特に部下を叱るときには、これが重
要となります。必要以上に身構え、心を閉ざしている彼ら・
彼女らの予想に反し、同意を示すと、ハッとして態度を軟化
させます。部下の心理の機微を突く技法です。
　例えば、部下の書類提出が締め切りに遅れたことを注
意する場面で考えてみましょう。

上司「あの書類だけど、時間が足りなかった？」

部下「いつもギリギリになってから仕事を振って
くるじゃないですか。今回も、締め切りま
での時間が短すぎました。もっと早く指示
を出していただけるはずだと思いますが」
（部下の不満）

上司「そうだね。時間がなかっただろうね（同意）。
もっと前に頼むべきだったね（同意）。今回
だったら、何日前に頼めばよかったかな？」

◆共感を示す
　部下の考え（思考）だけでなく、感じていること（感
情）を理解しようと努め、深い共感を示すことです。
　部下の発言内容を受け止め、それと同様の趣旨を繰り
返すとよいでしょう。最近の若者は、さまざまなネット情
報から、職場や経営に対する批判を口にすることがあり
ます。そういうとき、たとえそれが青臭い意見であっても、
上司は対抗しないほうが、よい結果を生みます。

特集
新入社員の早期離職を
防ぐには
「心が折れやすい」若者への対応を考える

部下「うちの会社って、結局は社長の独裁じゃな
いですか。社員の考えが反映されることな
んか、ないですよね」

上司「なるほど、社長が何でも一人で決めて、現
場社員のアイデアが生かされないと感じて
いるんだね」（共感）

　さらに、部下が抱いているであろう感情を推察し、共
感を示すと、大きな効果があります。

上司「会社の意思決定に、社員が参加する機会が
ないことが不満なんだね」（感情への共感）」

◆質問する
　3つ目の技法は、質問のしかたです。ここには大きく3
つの意味があります。
◦さらに話を引き出して傾聴する
◦指示をせずに対等な関係として意見を求め、部下の自

尊心を満たす
◦上司の質問に答えながら、部下がどう行動を変えたら

よいかに気づき、それを表明させること
　これらを踏まえ、さまざまな部門が出席する会議で部
下がまったく発言せず、時折居眠りしていたときを想定
した会話例を挙げます。会議終了後、それを上司がさり
げなく注意し、部下の行動を変えさせるための対話です。
問いかけを重ねて、最終的に部下の考えを引き出します。

上司「さっきの会議だけど、昨日、寝るの遅かっ
た？」

部下「いいえ、別にそういうわけでは……。ただ
でさえ忙しいのに、あの会議はいつも長す
ぎます」

上司「あの会議、確かに長いよね（同意）。いろん
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が出ています。ジャーナリストの池上彰氏も、「NHK勤
務時代、部下を叱ってうまくいったことはなかった」と述
懐されています。
　厳しく叱ったほうがよい場合もあるかもしれません。し
かし、叱って成長させるのはとても難しいというのが、私
の実感です。人間関係が希薄になり、叱ったり叱られた
りする経験が少なくなり、自尊心が傷つきやすい人が増
えている今はなおさらです。叱り方は本当に難しいので
すが、「かりてきたねこ」を参考に、上手な叱り方を実践
してください。

教育研修やコーチングで	
管理職のスキルを高める

　ここまで読んで、読者の中には「なぜ、部下に対し
てここまで気を使う必要があるのか」「満足に仕事もで
きない若造のプライドなど、知ったことか」と思われ
る方もいらっしゃるでしょう。しかし、そこで思考停
止すると状況は何一つ変わりません。
　新入社員の離職を防止するうえで、今問われている
のは、新入社員自身ではなく、新入社員を受け入れる
管理職、人事担当者、経営者がいかに変わるかという
ことです。
　特に、部下と直接接する管理職に対する教育研修に
もっと力を入れるべきです。部下に寄り添い、理解し、
共感力を持ち、カウンセラーのように接するスキルを
持つこと。これらは現代のリーダーおよび管理職に必
須となりつつあります。ところが、ハラスメントに関
する研修は増えてきたものの、コミュニケーションス
キルやリーダーシップ、あるいは最近の若者が重視す
るワークライフバランスに関する教育研修はまだまだ
普及途上です。日本では「管理職には教育研修は必要
ない」という企業文化が根強くあります。ある金融機
関のトップと話をした際、その方は「優秀な人材を採
用し、その中でもさらに優秀な者が管理職になってい
る。そんな管理職に今さらお金をかけて、スキルを学
ばせる必要はあるのか」と言いました。管理職自身も
プライドが高く教育研修など自分には不要と考える人

まいます。叱る目的と内容を適切な言葉で、短時間で伝
えることが大切です。
　ただし部下が心を開いてもっと話したそうにしていた
ら、トコトン向き合うのも良いでしょう。この場合も、一方
的に話すのではなく、傾聴の姿勢を忘れずに。

「き」キャラクター（性格）に触れない

　「根っからおっちょこちょいなんだよ」「君のようなダ
メ人間が、うちの会社に入れたのが不思議だよ」といった、
性格や人格を否定する言葉は、部下の自尊心を深く傷つ
けます。自分の存在そのものを否定されたと受け止めか
ねません。折れやすい部下の心は、上司が想像する以上
にもろいことを肝に銘じましょう。

「た」他人と比較しない

　誰かと比較されると、自尊心が傷つきます。折れやす
い部下は、自尊心が高い割に自分に自信が持てないため、
他人と比較して何かと気に病む傾向があります。上司は
部下の前では、決して「比較」というものさしを見せない
ように気づかいましょう。

「ね」根に持たない

　部下を叱ったことは、その場ですっぱり忘れること。後
になって蒸し返すと、部下は上司とのかかわりを避けるよ
うになります。逆に、部下との面談で親密な空気をつく
れたときも、それを引きずってはいけません。他の部下の
妬みを誘うとともに、その部下にも「自分は特別扱いされ
ている」と勘違いされることがあります。
　良い空気も悪い空気も、その場限りと心得ることです。

「こ」個別に叱る

　同僚や取引先の前で叱ることほど、本人の自尊心を深
く傷つけることはありません。部下を叱るときは、別室な
どで個別に面談の場を持ちましょう。

＊
　あるシンクタンクの調査では、たとえ正当な理由で
叱っても、部下の半分以上にとっては逆効果という結果

か」、いまひとつ理解、納得ができないといいます。
　そこで私は、パワハラにならない部下の叱り方として、
「かりてきたねこ」の原則をつくりました。以下、説明し
ていきます。

部下を叱る基本
「か・り・て・き・た・ね・こ」
「か」感情的にならない
「り」理由を話す
「て」手短に
「き」キャラクター（性格）に触れない
「た」他人と比較しない
「ね」根に持たない
「こ」個別に叱る

｢か」感情的にならない
　まず「怒る」と「叱る」の違いを知っておきましょう。

「怒る」は感情が先行した状態で、理性は働いていませ
ん。「叱る」は理性が先行し、教え導く気持ちが働きます。
　上司の怒りやイライラが部下に伝わると、折れやすい
部下は心を武装し、本音を吐き出すどころではなくなり
ます。怒りで感情をコントロールできなくなっていると自
覚したら、少し時間を置いて冷静になってから話しかけま
しょう。

｢り」理由を話す

　なぜ叱るのか、その理由が部下にはっきり伝わるよう
話すことが大切です。理由が伝わらないと部下は、「単な
る八つ当たり」「自分を嫌っているだけ」と誤解するかも
しれません。
　部下を叱る際には、「何を目的に叱ろうとしているの
か」をよく考えましょう。そのうえで「同じミスを繰り返し
てほしくないから」「そこを直せば、もっと成長できること
を知ってもらいたいから」というように、叱る理由を明確
に伝えることです。

「て」手短に

　クドクドと長い話をすると、伝えたいことがぼやけてし

わたなべ たかし
1956年神奈川県生まれ。79年、早稲田大学政経学部卒業後、モービル
石油に入社。その後、米国へ留学しMBA取得。米国ペプシコ社など外資
企業を中心にキャリアを積み2002年、独立して産業カウンセラー、エ
グゼクティブコーチの道へ。職場のメンタルヘルス、ハラスメント対策、
コーチングなどに関しては最多級の講演・研修実績を誇る。近著に『折れ
やすい部下の叱り方』（日本経済新聞出版社）などがある。

が少なくありません。こうした経営者、管理職の意識
から変えていく必要があります。
　さらに言えば、管理職に対し社外のプロのコーチを
相談役につける、ビジネス・コーチングも導入してい
くべきでしょう。コーチングでさまざまな角度から質
問をされると、自分の問題点に気づき、率先して改善
していこうとするリーダーシップのある管理職も出て
きます。
　アメリカでは、傾聴法や共感力を高めるコーチング
が主体で、実施後は本人や部下が、その効果を実感で
きるケースが多いようです。また、こうしたトレーニ
ングを重ねると、管理職自身も、今まで抱えていた個
人的な悩みなどにも気づくようになり、ワークライフ
バランスの感覚も身について、それを実践することで
生きがいがさらに高まるといわれています。

＊
　部下の教育・指導に悩む上司は、自分と部下との「違
い」を強く感じ、「なぜわかってくれないんだ」「若いやつ
は理解できない」と苛立っています。しかし、違いにばか
り目を向けていたら、部下との溝は深まるばかりです。
　時代や環境が変化しても、人間の本質はそれほど変わ
りません。「折れやすい」「扱いにくい」若者も、上の世代
とは多少異なる背景と感性を持つだけで、特別違う人た
ちだとは思いません。
　自分と部下、自分の世代と部下の世代の「違い」ではな
く、「共通する部分」に目を向けましょう。そうすれば、部
下の悩みや戸惑いの原因が見えてきます。共感が生まれ、
お互いの理解が始まります。「共通する部分」は、応援し
ているサッカーチームでも、趣味でも、スポーツでも、何
でも構いません。それを糸口にコミュニケーションをとるこ
とが、新入社員離職防止の第一歩になるはずです。
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新入社員の早期離職を
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最先端レポート

　改正障害者雇用促進法のポイントは、以下の4点だが、
④だけは平成30年4月の施行となる。
① 障害者に対する差別の禁止
② 合理的配慮の提供義務
③ 苦情処理・紛争解決援助
④ 法定雇用率の算定基礎の見直し
　①の差別禁止とは、募集・採用、賃金、配置、昇進など
の雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理
由とする差別を禁止するというもの。
　募集・採用時に、「障害者だから」という理由で、求人
への応募を認めないことや、業務遂行上必要でない条
件を付けて障害者を排除すること、採用後に、障害者と
いう理由で能力を適正に評価せず、異なる扱いをするこ
と─などが差別に当たる。
　ただし積極的な差別是正措置として、障害者を有利に
取り扱うこと（障害者のみを対象とする求人など）、後
述する合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評
価した結果として障害者でない人と異なる取り扱いをす
ること（障害者でない労働者の能力が障害者である労
働者に比べて優れている場合に、評価が優れている障
害のない労働者を昇進させること）などは、差別に当た
らない。
　②の合理的配慮は、募集及び採用時、採用後におい
て、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保する
ための措置である。
　視覚障害者に対し、点字や音声などで採用試験を行
うこと、聴覚・言語障害者に対し、筆談などで面接を行
うこと、作業を可能にする工夫を行うこと（肢体不自由
者に対し机の高さを調節することや、知的障害者に対し、
図などを活用した業務マニュアルを作成することなど）、
精神障害者の出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院や体
調に配慮することなどが合理的配慮に該当する。
　ただし合理的配慮の提供が、事業活動への影響の程
度や実現困難度、費用・負担の程度などを勘案し、事業
主に過重な負担を及ぼす場合は、その旨を障害者に説

明し、その意向を十分尊重したうえで、できる範囲での
合理的配慮を提供することとなる。
　厚生労働省では差別禁止と合理的配慮について指針
を告示し、Q&Aも作成している。ウェブサイト※でも公開
しているので、人事労務担当者はぜひチェックし、参考
にしていただきたい。また、差別禁止や合理的配慮に関
し従業員に教育しておく必要もあるだろう。
　③は、事業主に対し、障害者からの苦情を自主的に解
決することが努力義務化されたことを示す。紛争に発展
した場合は都道府県労働局が必要な助言、指導または
勧告をするとともに、新たに調停制度を創設するという。
　④は、精神障害者を法定雇用率の算出基礎に加える
ということ。現在、障害者雇用率制度に含まれる障害者
は、身体障害者・知的障害者であり、精神障害者を雇用
した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものと
みなして算出されている。
　その点、新しい障害者雇用率制度は、精神障害者雇
用の追い風になる一方で、企業にとっては差別禁止・合
理的配慮と雇用率制度の対象者が異なることに注意を
促す声もある。
　雇用率制度の対象となる障害者は、障害者手帳（身体
障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳）の所持
者だが、差別禁止と合理的配慮は、こうした各種手帳を
所持しない人も対象となる。そうなると企業は、各種手
帳を所持していない障害者を雇用した場合、法定雇用率
に算定できず各種助成金の利用にも制限がかかるにも
かかわらず、コストをかけて差別禁止・合理的配慮を行
う必要がある。
　企業にとって障害者雇用は、法定雇用率の達成とい
うコンプライアンス上の課題にとどまらない。企業の社
会的責任、さらには労働人口減少への対応やダイバーシ
ティー（人材の多様性）の確保など今後の企業戦略にも
かかわってくるテーマである。改正障害者雇用促進法の
施行は、現場での具体的対応だけでなく、大局的な見地
からの企業の方向性を問うものといえそうだ。

改正障害者雇用促進法が施行
具体的対応とともに企業の方向性が問われる
　この4月1日をもって、改正障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）が施行された。今
回は、雇用分野における障害者に対する差別の禁止、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する
ための措置、法定雇用率の見直しなど、企業に対し早急な対応を迫る改正法のポイントを概観する。

新入社員だけでなく	
中堅社員も要注意
　新入社員や新入生が6月に入っ
て調子を崩す、「5月病」ならぬ「6
月病」が増えているといわれる。
　そもそも、5月病や6月病はとも
に正式な病名ではなく、医学的に
は「適応障害」と診断されることが
多い。適応障害とは、大きな環境の
変化にうまく適応できないことが
ストレスとなって、意欲の低下や食
欲不振、憂鬱感、不眠、イライラ感、
不安、頭痛やめまいなどさまざま
な心身の不調を引き起こす病気で
ある（本誌vol.23・2012.10.15号
参照）。
　では、なぜ6月にこうした不調が
多く現れるようになったのか。
　新入社員の場合、研修を終え新
しい部署に配属され、想像とは違
う現実に失望したり、人間関係の
ストレスなどがたまったりして、心
身の疲弊が顕在化するのが6月と
いう。梅雨の時期特有のジメジメ
とした気候も、いっそう気分を落ち
込ませる。
　6月病は、新プロジェクトの始動
などで4月以降、環境が変化した中
堅社員にも現れる。新しい立場で
成果を出さなければならないとい
うプレッシャーに加え、それまで
培ってきた経験から自分の力を過
大評価する一方、若者に比べて柔
軟性や適応力が衰えていることも、
不調の大きな原因となる。

6月病Keyword

健康キーワード

6月に入って現れる適応障害
管理職のあり方など見直すきっかけにも

　適応障害の状態は、長く続くほ
ど深刻な状態に陥る。厚生労働省
によると、適応障害と診断された
人のうち40%以上が、5年後には
「うつ病」などに診断名が変わると
いう。適応障害やうつ病は、真面目
で几帳面な性格の人がかかりやす
い傾向がある。こうした人が6月病
にかかると、やる気がない、仕事が
できない自分を責め、さらに落ち込
むという悪循環に陥る。

部下をメンタルヘルス	
不調に追い込む上司とは
　6月病解消のためにもっとも有効
な手段は、ストレスの原因から離れ
ることである。
　しかし、ストレスの原因が仕事
や職場の人間関係である限り、そ
う簡単に断ち切れるものではない。
ストレスにより心身の不調を感じ
たら、まずは家族や親しい人に相
談することで、ストレスは軽減され
る。
　また、本号特集でご登場いただ
いた渡部卓氏（帝京平成大学教
授）は、会社員が受けるストレスの
中でも、特に上司との相性（の悪
さ）が、5月病・6月病をはじめとす
るメンタルヘルス不調につながり
やすいと指摘したうえで、部下をう
つ病に追い込む管理職のタイプを、
以下の5つに分類、注意を促してい
る。
■エリート上司
　仕事の能力は高く長時間労働も

いとわないが、それらは自己愛か
ら来る自己実現と出世欲がベース。
同僚、部下に無関心で、現場や出
先への共感、アドバイスも苦手。
■ひらめ上司
　部下のホウレンソウ（報告・連
絡・相談）を途中でさえぎったり、
すぐ怒ったりし「傾聴」できない一
方、自分の上司には上目遣いで平
身低頭のコミュニケーションスタ
イルをとるタイプ。
■ガラパゴス上司
　自分の育った時代の価値観を押
し付け、それに合わないものは全
否定する。「派遣社員や女性には
任せられない」「男性の育児休暇な
ど理解できない」などと公言する。
■慇懃無礼上司
　部下の相談には丁寧に応じるが、
「そうか、困ったね」と一緒に困る
だけで、解決策を考えようとしな
い上司。言葉遣いはソフトだが、実
際は自己保身がベース。
■アル中上司
　部下からの相談に気安く応じ夕
食に誘うが、実際にはそれを口実
に酒を飲みたいだけ。相談の内容
は聞いておらず、翌日にはすっかり
忘れる。部下が女性の場合はセク
シュアルハラスメントと受け取られ
かねない。
　渡部氏はまた、かつては6月にな
ると催された、社内旅行やハイキ
ング、運動会などのイベントも、5
月病・6月病の解消には有効だった
と指摘している。
　6月病対策をきっかけに、管理職
のあり方や社内コミュニケーション
を見直してみてはどうだろう。

※ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
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被害妄想の社員
無断欠勤を理由に
退職処分は可能か？

　ある社員が、数年前から「同僚からいやがらせを受けている」「会
社で盗聴されている」などと訴え、状況が改善されない限り出社で
きないとして、有給休暇をすべて使い、さらに1カ月ほど無断欠勤し
ています。
　実際にいやがらせや盗聴の事実はなく、すべてこの社員の精神的
不調による妄想です。会社としては無断欠勤が懲戒規定の「欠勤多
くして不真面目なとき、および正当な理由なしに無断欠勤引き続き
１４日以上に及ぶとき」に当たるとして論旨退職処分（退職金は支
払う）としたいのですが、本人に病識がないだけに、反発が予想さ
れます。どのように対応すればよいのか、ご教示ください。
　また、仮にこの社員が過去に精神不調により休職をしていた場合、
会社に求められる対応に違いが出るのでしょうか。

Question

回答者  小笠原耕司 弁護士
1984年、一橋大学法学部卒業。現在、
小笠原六川国際総合法律事務所の代
表弁護士を務めるほか、青山学院大
学講師として教壇に立つ。講演やセミ
ナー等でも活躍し、内容は企業・金融
法務の実務に即したものから社員の
メンタルヘルスや労務管理、人材面を
主眼とした法律問題まで幅広い。著書
は『安全配慮義務違反を防ぐための
EAP（従業員支援プログラム）導入の
すすめ』（清文社）ほか多数。

Respondent

法律相談

本誌では企業、従業員を取り巻く
不安要因を法律的側面より支援し、
理解を深めていただくために、企
業のとり得る対策等について当社
顧問弁護士で、小笠原六川国際総
合法律事務所代表弁護士を務める
小笠原耕司氏を回答者とし、読者
からの相談に答えていただいた。

欠勤の原因究明と対策を採ったうえで
改善しない場合に論旨退職処分とすべき

Answer

　直ちに諭旨退職処分とすると
「正当な理由なしに無断欠勤」した
とはいえないと争われる可能性が
あります。
 会社の規程上行いうる範囲で労
働者の欠勤の原因究明とその対策
を採ったうえで改善しない場合に、
諭旨退職処分とするべきです。以
下、詳しく解説していきます。

◆諭旨退職処分とは
　諭旨退職処分とは、一般的に、
退職願若しくは辞表の提出を勧告
し、即時退職を求め、所定期間内
に勧告に応じない場合は懲戒解雇
に処するものであり、懲戒処分の
一種です。
　そのため、諭旨退職処分を受け

た労働者は会社に対して同処分の
無効を理由とした地位確認請求訴
訟を提起する可能性があります。

◆懲戒処分無効への対策
　懲戒処分が無効とならないため
には、前号記事（vol.36／病気休
職満了後、診断書の提出を拒否し
た社員を解雇できるか？）にもあ
るように、以下の3つの条件が必
要になります。

①就業規則による解雇事由の存在
②懲戒事由該当性

客観的合理的な理由があること
も含む

③処分の社会通念上の相当性
適正手続を経ていることを含む

　本件では、精神的不調による無
断欠勤であり、特に精神科医によ
る健康診断等がなされた事情もな
いために「正当な理由なしに無断
欠勤」したといえるか、懲戒事由
該当性が問題となります。
　ここで、判例（最判平成24年4
月27日）が参考になります。
　同判例の事案では、職場で嫌が
らせを受けている等と主張して

（なお、当該労働者の認識は被害
妄想等精神的不調に基づくもので
実在しないものであった）、約40
日間にわたって所定の手続きを取
らずに欠勤を続けた労働者に対し
て会社が諭旨退職処分とし、労働
者が当該懲戒処分の無効を理由に
雇用契約上の地位を有することの
確認及び賃金等の支払を求めたも
のです。
　裁判所は当該事案において、精
神科医による健康診断を実施する
などしたうえで、その診断結果等
に応じて、必要な場合は治療を勧
めたうえで休職等の処分を検討
し、その後の経過を見るなどの対
応を採るべきであり、このような
対応を採ることなく、労働者の出
勤しない理由が存在しないことか
ら、直ちにその欠勤を正当な理由
なく無断でされたものとして行っ
た諭旨退職処分は、懲戒事由を欠
き、無効であると判示しました。
　判例の事案は、就業規則に必要
と認めるときに従業員に対し臨時
に健康診断を行うことができる旨
の定めがあったことから、会社が
精神科医による健康診断受診を実
施すべきであったとしています。
これは、すべての会社で必ず行う
べきとの趣旨ではないと考えられ
ますが、会社が規程上行える原因
究明、対策を尽くすことが求めら
れているといえます。

　本件では、臨時に健康診断がで
きる規定がある場合には、精神科
医による健康診断を実施すべきこ
とになりますし、そのような規定
がない場合には、最低でも労働者
に診断書の提出を求め、治療の勧
奨、専門医の意見聴取、休職処分
の検討及び経過観察などの対応を
採ることが重要になるでしょう。
　なお、判例は、懲戒事由を欠い
ていることから会社に懲戒権自体
が存在しないとして懲戒処分を

「無効」としている（懲戒権濫用に
よる無効とはしていない）と考え
られます。

◆精神疾患を再発した場合
　一般的に、うつ病等の精神疾患は
再発の可能性が高いとされています。
そのため、一度うつ病等によって休
職した労働者が再度欠勤を繰り返
すことも想定されます。就業規則上、
同一理由の休職が認められ、対象労
働者の休職期間が相当程度残存し
ている場合には、主治医の意見を求
めた上で再度の休職を検討すること
が望ましいでしょう。
　裁判例（東京地判平成17年2月18
日）は、躁うつ病による７カ月間の
休職から復職した労働者が躁うつ
症状を再発したことで解雇された
事案において、解雇事由該当性（「社
員の職務遂行能力又は能率が著し
く劣り、また、向上の見込みがない
と認められたとき」「精神又は身体
の障害若しくは病弱のため、業務
の遂行に甚だしく支障があると認
められたとき」）を否定して解雇を無
効としました。その理由に、本件解
雇に先立って会社が労働者の主治
医の助言を求めた形跡がないこと
や本人尋問における供述態度に躁
うつ病の症状を見受けることがで
きず治療の効果があがっていたこ

労災等法律の専門家への
質問を募集中
このコーナーでは、読者の皆さんから
の質問を募集しています。労災につい
ての疑問など、小笠原弁護士に聞いて
みたいことがありましたら、お気軽に
下記までメールをお寄せください。

ｍr e p o r t@ t- p e c . co. j p

とを挙げています。
　以上のように、労働者が精神疾
患を再発していた場合であっても
会社に求められる対応は変わらず、
主治医の意見を求めて休職を検討
する等慎重な対応が必要になるで
しょう。

10 11


