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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。

T1609-0316-21-2200

●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
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健康づくりへの
企業の取り組みに対する
従業員の意識を探る
〜第一生命経済研究所・民間企業
正社員に対するアンケート調査より〜
最先端レポート
「働き方」について発信する
企業が注目を集めている
健康キーワード
アンガーマネジメント
法律相談Q&A
会社帰りに介護のため義父宅へ
立ち寄った後、帰宅途中で、交通事故に
遭って大ケガをした社員に通勤災害は
認められるか？　



健康づくりに関する取り組みの	
情報提供のあり方が課題に

　最初に、会社側が発信する健康づくり（運動・食生活・睡
眠・喫煙など生活習慣の改善や病気の予防など）に関する
情報に社員がどのように接しているかを見てみたい。
　図1のとおり、「会社に貼られていたポスター等で見た」

（27.0％）、「会社で配布・回覧された冊子・社内報・チラ
シ等で見た」（22.4%）、「社内LANの掲示板や従業員向
けのホームページ等の電子媒体で見た」（10.9%）の順と
なった。電子媒体は日々 、普及が進んでいるものの、依然と
して紙媒体による情報提供が有効であることが見て取れ
る。ただ一方で、「見たことはない」と答えた割合が54.0%
に上り、いずれかを見た人の割合を上回っている。企業の
健康管理担当者にとっては残念な結果であり、情報提供
のあり方に再考を求める結果といえそうだ。
　同じことは、健康づくりに関する研修等や相談窓口の周
知についてもいえる。
　図2は、最近1年間に、健康づくりに関する従業員向けの
研修等（研修、セミナー、イベント）が自分の会社で実施さ
れたか、実施された場合は参加したかどうかをたずねた結
果である。もっとも多かったのが、「研修等が実施されたか
どうかわからない」とする回答で44.0％にも達した。また図
3は、体の健康に関して相談できる窓口が自分の会社にあ
るかどうかを聞き、「ある」と回答した場合には最近1年間
で相談したことがあるかどうかをたずねたもの。「相談窓口
があるかどうかわからない」とする回答が18.0％にもなっ
た。研修等に比べれば周知率は高いが、2割近くの従業員
が相談窓口の有無さえ知らないという結果は、やはり問題
だろう。

女性、若年層、健康への無関心層	
へのアプローチをどうするか

　相談窓口や研修等が、設置・実施されている場合でも、
課題は少なくない。
　たとえば相談窓口は、「ある」と回答した人は7割近くに
上がるが、実際に相談したことがある人は1割にも満たな
い（図2）。また、研修等では、「実施された」と回答した人
は全体の34.0％だが、実際に「参加した」と回答した人は
19.2％に過ぎない（図3）。
　研修等に参加した人を性・年代別、従業員数別、健康
への関心別に見ると（図4）、参加率が低いのは、男性よ
りも女性、男女とも若年層であることがわかる。また従業
員数別では、従業員数が少ない企業に勤務する人ほど低
く、健康への関心別では、当然ながら関心がない人のほ
うが低い。
　相談窓口に相談したことがある人や健康づくりに関する
情報を見た人の割合でも同様の傾向が見られた。女性や
若年層、健康に関心のない層へのアプローチ、規模の小さ
い企業における取り組みの充実・見直しなどが課題といえ
そうだ。
　相談窓口を例にとると、社内相談窓口を設置している企
業の場合、相談窓口担当や産業保健スタッフを通じて個
人情報が人事に伝わり、昇進などに不利に働くという懸念
を抱かれがちだ。実際にそういうことがないよう、しっかり
情報管理をすることは当然として、相談しやすい環境づく
り、たとえば、産業保健スタッフによる普段からの積極的な
声がけなども必要になってこよう。それでもなかなか社内
相談窓口が活用されない場合は、相談業務を外部委託し、
社内相談窓口と併用することを検討するのもよいだろう。

　第一生命保険株式会社のシンクタンク、株式会社第一生命経済研究所では、従業員数300人以上の民間企
業に勤める正社員1,000人に対して、従業員の健康づくりに関する勤務先の取り組みについてのアンケート調
査を今年3月末に実施、7月にその結果を発表した。従業員の健康づくりに向けた取り組みが、どう受け止めら
れ、実際に健康増進につながっているのかなど、非常に興味深い結果が明らかになった。「健康経営」の重要性
が強調され、各企業もさまざまな取り組みを行っているなか、その実効性の検討や今後の展開への参考として、
今回は、この調査結果を紹介する。

健康づくりへの企業の取り組 みに対する従業員の意識を探る
〜第一生命経済研究所・民間企業正社員に対するアンケ ート調査より〜
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図4	 健康づくりに関する従業員向け研修等へ参加した人の割合

図1	 健康づくりに関する情報との接触状況〈複数回答〉
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図3	 健康づくりに関する従業員向け研修等の
実施・参加状況（n=1,000、単位:％）
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パソコンやスマホによる食事・運動などの	
記録・管理ツールの効果に注目

　自分の会社において、健康づくりに関する取り組みを
実施しているか、実施していると回答した場合には、それ
を利用しているかどうかをたずねたのが、図5である。
　取り組みの具体例としてこの調査では、以下の3つを
例示している。
◆パソコンやスマホによる食事・運動などの記録・管理
ツール（以下、「記録・管理ツール」とする）
◆健康づくりに対するポイントと特典付与（以下、「ポイ
ント制」とする）
◆健康づくり支援のための各種プログラム（以下、「支援
プログラム」とする）

　この中で「支援プログラム」は、実施率が38.8％と
もっとも高い半面、「利用したことがある」との回答の
割合は5.5％と最低だった。一方で「記録・管理ツール」
は、実施率は31.7％と最低だった半面、「利用したこと
がある」との回答の割合は9.1％と一番高かった。図6か
ら、「記録・管理ツール」に関しては、健康に気をつける
きっかけになったとする回答が25.3％、あるいは役立っ
たとする回答も20.9％と、いずれももっとも高いことがわ
かる。その点、「支援プログラム」は、健康に気をつける
きっかけになった割合は高いが、実際に健康づくりに役
立ったとする回答は10.9％に過ぎない。「ポイント制」に
関しては、きっかけになった・役立ったとする回答の割合

が、いずれも低いことが見て取れる。
 「ポイント制」と「支援プログラム」は、多くの企業や健
保組合で採用されているが、その効果については再考の
余地があるといえそうだ。一方、「記録・管理ツール」の
効果は他の2つより高く、調査レポートでも「健康状態や
生活習慣を目に見える形で示すと、健康づくりに対する
意識を高める効果や健康を増進する効果があらわれや
すいのかもしれません」と評価している。

健康づくりは従業員の医療費の削減に	
効果ありと、6割の人が回答

　図7は、会社が従業員の健康づくりに取り組むことに
よる、自分の会社や従業員全体への効果についてたずね
た結果である。
　5項目の中で効果がある（「効果がある」+「ある程
度効果がある」）との回答の割合がもっとも高かった
のは「従業員の医療費削減」で、6割（59.9%）に達し
ている。次いで「従業員の欠勤・離職・休職の減少」
（56.7%）、「従業員の生産性の向上」（55.8%）、「従
業員の満足度の向上」（55.7%）と、いずれも高率で続
く。
　図6と比較すると、さまざまな取り組みについて従業員
たちは、それを利用したことによる自身への効果よりも、
従業員全体や会社への効果に対して、一定の期待をもっ
ているといえそうだ。
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健康づくりへの企業の取り組みに
対する従業員の意識を探る
〜第一生命経済研究所・民間企業正社員に
対するアンケート調査より〜

図6　健康に気をつけるきっかけになった取り組み・健康づくりに役立った取り組み〈複数回答〉

図5　健康づくりに関する制度等の実施・利用状況 (n=1,000)

図7　会社が従業員の健康づくりに取り組むことによる会社・従業員全体への効果

27.6％

記録・管理ツール
パソコンやスマホなどを使って、自分の体の状態や食事・
運動などのデータを記録・管理するツールの提供

ポイント制
健康づくり（減量・禁煙・運動・健診受診など）に取り組むと
ポイントがたまり、たまったポイントで特典が得られる制度

支援プログラム
健康づくり（減量・禁煙など）に関するアドバイス・
支援をおこなう従業員向けプログラム

実施されて
いるかどうか
わからない
27.6％

実施されて
いるかどうか
わからない
28.8％

実施されていない
40.7％

実施されていない
38.9％

実施
されて
いる

31.7％

実施
されて
いる

32.3%

利用した
ことはない
22.6％

利用した
ことはない
26.1％

利用したことがある
9.1％

利用したことがある
6.2％

実施されて
いるかどうか
わからない
28.1％

実施されていない
33.1％

実施
されて
いる

38.8%

利用した
ことはない
33.3％

利用したことがある
5.5％
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従業員の心の健康づくりを促すこと

従業員の健診や再検査等の受診を促すこと

従業員の休養・睡眠の状況の改善を促すこと

従業員の食生活・食習慣の改善を促すこと

従業員の運動習慣の改善を促すこと

従業員の禁煙を促すこと

取
り
組
み
分
野
に
関
し
て

取
り
組
み
方
法
に
関
し
て

健康づくりに関して、従業員に対する
啓発や情報提供をおこなうこと

健康づくりのために必要な費用を補助すること

健康づくりに関して、従業員の相談に
応じたり、指導をおこなったりすること

従業員が身体の状態や生活習慣を
チェックできる機会や場、ツールを提供すること

健康づくりに取り組む従業員に特典を与えること

重要 ある程度重要 あまり重要でない 重要でない

18.3 48.4 26.1 7.2

21.9 55.0 18.1 5.0

22.3 52.0 20.0 5.7

17.7 55.3 21.3 5.7

15.8 54.5 24.2 5.5

14.9 54.1 25.4 5.6

19.7 46.9 25.6 7.8

17.0 59.7 17.2 6.1

24.7 51.5 18.7 5.1

18.0 56.9 19.6 5.5

17.6 54.5 22.6 5.3

り、心身両面での健康づくりが重視されていることがわか
る。
　メンタルヘルス対策については近年、職場内コミュニ
ケーションの活性化などによる、メンタルヘルス不調者が
発生しにくい職場風土づくり（0次予防）の重要性が注目さ
れている。1次〜3次予防が対症療法とするなら、0次予防
は根治療法といえる。根治療法は労働生産性の向上とい
う産業保健本来の目的にもつながっていく。対症療法とと
もに、ストレスチェック制度での集団分析などのツールを活
用し、根治療法を進めていきたいところだ。
　取り組み方法については、重要（「重要」+「ある程度重
要」）との回答の割合は「健康づくりに関して、従業員に対
する啓発や情報提供をおこなうこと」が76.7％でもっとも
高いが、他の項目も僅差で続く。
　取り組み分野、方法のいずれにおいても、どの項目も3
分の2以上の人が重要視している。各企業の実情に合わ
せて優先順位をつけながら、総合的な取り組みを進めてい
くことが求められているといえよう。

＊　＊　＊　＊　＊

　以下、今回のアンケート調査の結果と、そこから導き出
される企業の課題（斜体字）をまとめてみた。
◆情報入手は、ポスター、冊子、チラシなど紙媒体が中
心、ただし半数以上は情報に接触していないと回答。
　→情報提供のあり方の見直し
◆各種取り組みへ参加した人の割合は1割未満。
　→効果を実感した人が少ない「プログラム制」「支援プ
ログラム」の見直し

　→「記録・管理ツール」導入の検討
◆取り組み分野・方法では、どの項目も3分の2以上の人
が重要視
　→心身両面にわたる、総合的な健康づくり対策の必要
性

　調査では、自分の会社が従業員の健康づくりに取り組む
ことに対して、概ね肯定的な回答が得られた。この期待に
応え、労働生産性向上につなげていくために、今後の参考
にしていただきたい。

「会社が従業員の健康に配慮している」との回答は	
3割にとどまるが、会社への期待度は大きい

　図8は、「会社は従業員の健康に配慮している」と思う
か、また「会社は従業員の健康づくりにもっと取り組むべき
である」と思うかを聞いた結果である。
　前者の質問に対しては、思う（「そう思う」+「どちらかと
いえばそう思う」）との回答の割合（28.2%）と、思わない

（「そう思わない」+「どちらかといえばそう思わない」）と
の回答の割合（25.7%）が、同程度という結果となった。調
査レポートはこの結果から、「自分の会社が従業員の健康
に配慮しているとはそれほど感じていないといえます」とし
ている。
　後者の質問に対しては、思う（「そう思う」+「どちらかと
いえばそう思う」）との回答が45.0％に上り、そう思わない

（「そう思わない」+「どちらかといえばそう思わない」）の
10.7%を大きく上回った。会社に対する期待度の高さを示
す結果といえよう。
　ただし、どちらの質問でも「どちらともいえない」との回答
が半数近くを占めている。この点について調査レポートで
は「自分の会社が従業員の健康づくりに関してどのような
配慮や取り組みをおこなっているかについて十分な情報を
もっておらず、それに取り組むべきか判断しかねている人
が少なくない」「企業においては、従業員の健康づくりに取
り組みを拡げるとともに、既に取り組んでいることについて
従業員に周知させることも必要でしょう」としている。

心の健康づくりを会社に求める回答が8割	
不調者を出さない職場風土づくりを進めたい

　自分の会社が従業員の健康づくりのために行う取り組
みの分野・方法について、どの程度重要かをたずねたの
が、図9である。
　取り組み分野について見ると、重要（「重要」+「ある
程度重要」）とする回答でもっとも高い割合を示したのは、

「従業員の心の健康づくりを促すこと」で76.9％に達す
る。また、身体面の健康づくりを含む他の項目も、重要（「重
要」+「ある程度重要」）とする回答は6〜7割台となってお

図8　従業員の健康づくりに関する会社の取り組みについての評価・意向

図9	 自分の会社が従業員の健康づくりのために取り組む分野・方法の重要度（n=1,000)

特集

健康づくりへの企業の取り組みに
対する従業員の意識を探る
〜第一生命経済研究所・民間企業正社員に
対するアンケート調査より〜

0 20 40 60 80 100(%）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない そう思わない

会社は従業員の健康に
配慮している

会社は従業員の健康づくりに
もっと取り組むべきである

4.7 23.5 46.1 16.8 8.9

11.3 33.7 44.3 8.1 2.6
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最先端レポート

　「DODA転職人気企業ランキング2016」のトップ3は、
1位グーグル（前回2位）、2位トヨタ自動車（同1位）、3
位ソニー（同3位）。
　グーグルは、2015年7月に人事トップが著書『WORK 
RULES！（ワーク・ルールズ！）』で人事・採用の仕組み
を公開し、先進的な「働き方」がさまざまなメディアで取
り上げられた。そうした同社の「働き方」やそれを可能に
する環境に魅力を感じている人が多いことが、1位獲得
につながったと考えられる。
　その他、カフェテリア、託児所、フィットネスクラブなど
の施設を充実させた新本社への移転が話題となった楽
天が6位（同11位）、「ワーク・ライフ・バランスの実現が

できそう」という投票理由が多かった資生堂が8位（同9
位）となっている。また、2017年度から1日の所定労働時
間を20分短縮すると発表した味の素が26位（同42位）、
朝型勤務へのシフトを導入する伊藤忠商事が28位（同
36位）、経営陣が力強く推進する「働き方改革」が注目
を集めたカルビーが42位（同78位）など、働きやすい環
境整備に取り組む企業が人気となっている。
　ライフスタイルの多様化が進み、働く側は「働きやす
い企業かどうか」を重視するようになってきている。企業
には、新しい働き方や多様な働き方を推進するだけでな
く、それを積極的に外部に発信することが求められてい
るといえそうだ。

「働き方」について発信する
企業が注目を集めている
DODA転職人気企業ランキング2016

　株式会社インテリジェンスが運営する転職サービスDODA（デューダ）」は6月6日、「DODA転職人
気企業ランキング2016」の結果を発表した。調査の対象者は、正社員として就業中の22～39歳の男女
5,163人。この結果に、「働き方」への注目度が反映された。

「怒り」に振り回されて損を	
しないためのトレーニング
　「アンガー（anger）」とは、怒りや
いら立ちといった感情のこと。「ア
ンガーマネジメント」は、こうした感
情を上手にコントロールするための
心理トレーニングで、1970年代に
アメリカで誕生した。
　現在、アメリカでは企業研修や学
校教育にも採用され、映画やテレビ
ドラマの題名になるほど一般的に
普及している。特に、経営者、弁護
士、医師、スポーツ選手など、冷静
な判断を求められる場面が多い職
業の人が、よりよい生活や仕事、人
間関係を得るために、積極的に習得
している。
　日本でも、2011年に設立され
た一般社団法人日本アンガーマネ
ジメント協会によって広められつ
つあり、最近では社員研修に取り
入れる企業が増えている。その背
景には、長時間労働や過度な成果
主義によって職場の人間関係がギ
スギスし、人々のストレスが増大
していることや、ハラスメントを
気にしすぎるあまり、部下の言動
に不満を感じていても叱ることが
できない、またはどう叱ったらよ
いかわからない上司が増えている
現状がある。
　では、アンガーマネジメントによっ
て、どのように怒りの感情をコント
ロールすることができるのだろうか。

アンガーマネジメントKeyword

健康キーワード

パワハラやトラブルを気にしすぎて
「怒り」の感情を抑え込まないために

他人を変えるよりも	
自分を変えるほうが簡単
　日本におけるアンガーマネジメン
トの第一人者、安藤俊介氏の著書
『「怒り」のマネジメント術』（朝日新
聞出版）によると、「怒り」はアレル
ギーに似ており、アレルギー治療の
ように「対症療法」と「体質改善」を
行うことで、怒りにくい体質になれ
るという。
　まず、とっさの怒りへの対症療法
としては、手もとにあるペンやパソ
コンのキーボードなどに意識を集中
させることが挙げられている。怒り
の感情は6秒までがピークとされる
ため、周囲の物に意識を移して6秒
間をやりすごせば、心が沈静化され、
怒りに任せた発言や行動を防ぐこ
とができる。また、「怒りをレベル
分けする」ことが有効だという。た
とえば不愉快（1～3）、腹が立つ（4
～6）、激怒（7～9）、憤怒（10）と
いったように、怒りのレベルを自分
の感性で10段階に設定し、怒りを
数値化してみると、怒っていること
のほとんどはたいしたことではない
ように思え、怒ることが減ってくる
そうだ。
　体質改善の方法としては、自分に
とってのルールを見直し、許容範囲
を広げていくことが挙げられている。
というのは、怒りの感情は、考え方
や価値観の違いから生まれるから
だ。たとえば「自分は職場でいちば

ん勤続年数が長いのに、意見を尊
重してもらえない」と不満に思い、イ
ライラしている人がいたとする。こ
の場合「勤続年数が長い人をまわり
は立てるべきだ」という、その人なり
のルールがイライラの根底にあるの
で、それをなくせば不満もなくなる
ということだ。このように、自分を
変えるほうが、まわりの人の価値観
を変えるより、楽にイライラから解
放されることができるという。

「怒ること」と「怒らないこと」	
を区別するのが大事
　アンガーマネジメントは、怒りの
感情を否定するものではない。怒
りはネガティブなことばかりをもた
らすのではなく、コントロール次第
で、モチベーションにつながるとい
うメリットもある。「悔しいから頑張
る」「負けたくないから努力する」と
いった感情は、怒りのエネルギーか
ら生まれるのだ。
　安藤氏は前述の著書の中で、怒
るべきことは怒り、怒らなくてもい
いことは怒らないようにすることが
大事だと述べている。また、言葉の
意味よりも言い方のほうが人の印
象に残るため、「何を言うか」より「ど
う言うか」が重要なのだという。つ
まり、怒鳴り口調で正論を言っても、
まわりから支持や共感を得ることは
難しい。
　職場のトラブルやハラスメントに
は、怒りの感情が関与しているケー
スが少なくない。アンガーマネジメ
ントにより適切に怒りを伝えられる
ようになれば、人間関係のストレス
が減るだろう。

転職サービス「DODA」転職人気企業ランキング2016（上位50社)

順位 昨年順位 昨年比 企業名
1 2 1 グーグル
2 1 －1 トヨタ自動車
3 3 0 ソニー
4 4 0 全日本空輸（ANA）
5 6 1 Apple Japan
6 11 5 楽天
7 7 0 本田技研工業（Honda）
8 9 1 資生堂
9 8 －1 パナソニック
10 14 4 電通
11 5 －6 オリエンタルランド
12 12 0 リクルートホールディングス
13 16 3 ヤフー
14 15 1 東日本旅客鉄道（JR東日本）
15 28 13 アマゾン ジャパン
16 20 4 日本マイクロソフト
17 13 －4 三菱商事
18 10 －8 サントリーホールディングス
19 22 3 キーエンス
20 33 13 ソフトバンク
21 18 －3 日本航空（JAL）
22 17 －5 日立製作所
23 19 －4 任天堂
24 38 14 タニタ
25 30 5 東海旅客鉄道（JR東海）

順位 昨年順位 昨年比 企業名
26 42 16 味の素
27 23 －4 武田薬品工業
28 36 8 伊藤忠商事
29 24 －5 デンソー
30 26 －4 三井物産
31 32 1 三菱重工業
32 25 －7 キヤノン
33 29 －4 明治
34 35 1 三菱東京UFJ銀行
35 43 8 未来工業
36 34 －2 日産自動車
37 21 －16 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（P&G）
38 27 －11 フジテレビジョン
39 31 －8 花王
40 41 1 日本アイ・ビー・エム
41 37 －4 NTTドコモ
42 78 36 カルビー
43 39 －4 NTTデータ
44 60 16 東日本電信電話（NTT東日本）
45 63 18 バンダイ
46 49 3 マツダ
47 50 3 博報堂
48 54 6 日本電気（NEC）
49 47 －2 カゴメ
50 82 32 日本テレビ放送網（日テレ）
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会社帰りに介護のため義父宅へ
立ち寄った後、帰宅途中で、
交通事故に遭って大ケガをした
社員に通勤災害は認められるか？

当社の社員が、会社からの帰りに、要介護状態にある義父宅に介護
のために立ち寄った後、自宅へ帰る途中で交通事故に遭いました。
その結果、大ケガをして、入院加療中です。本人は通勤災害を申請
したいと言っていますが、こうしたケースは通勤災害として認めら
れるのでしょうか？

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。

反復継続的な介護は「日常生活上必要な行為」であり、
かつ帰宅途中のケガなので、通勤災害として認められる

Answer

　要介護状態にある義父に対する
介護は、反復継続的なものであれ
ば、日常生活上必要な行為であっ
て労働者災害補償保険法施行規則

（以下「労災保険規則」という）8条
5号に該当するものと考えられま
す。そして、自宅へ帰る途中であ
れば当該社員が遭遇した交通事故
は、通勤労災として認められます。
◆「通勤」の定義
　労働者災害補償保険法（以下「労
災保険法」という）7条1項2号は、同
法における保険給付に、「労働者の
通勤による負傷、疾病、障害又は
死亡（以下「通勤災害」という）に関
する保険給付」が含まれる旨を定め
ており、労災保険が、通勤災害に
対しても給付されるとしています。
　また、ここでいう「通勤」の範囲に
ついて、労災保険法7条2項は、「労
働者が、就業に関し」行う移動で、
以下①〜③に該当するものを、「合
理的な経路及び方法により行うこ

とをいい、業務の性質を有するも
のを除くものとする」としています。

①住居と就業の場所との間の往
復

②厚生労働省令で定める就業の
場所から他の就業の場所への
移動

③①に掲げる往復に先行し、又
は後続する住居間の移動（厚
生労働省令で定める要件に該
当するものに限る。）

　そして、労災保険法7条3項によ
れば、これらの経路を逸脱した場
合や中断した場合には、原則とし
て「通勤」に該当しませんが、当該
逸脱又は中断が、日常生活上必要
な行為であつて厚生労働省令で定
めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである
場合は、当該逸脱又は中断の間を
除き「通勤」に該当します。
◆「日常生活上必要な行為」の定義
　この「日常生活上必要な行為」に
ついては、労災保険法規則8条にお

いて、以下の5つが定められていま
す。

(1)日用品の購入その他これに準
ずる行為

(2) 職業訓練、学校教育法第１条
に規定する学校において行
われる教育その他これらに
準ずる教育訓練であつて職
業能力の開発向上に資する
ものを受ける行為

(3) 選挙権の行使その他これに
準ずる行為

(4) 病院又は診療所において診
察又は治療を受けることそ
の他これに準ずる行為

(5)要介護状態にある配偶者、子
父母、配偶者の父母並びに
同居し、かつ、扶養している
孫、祖父母及び兄弟姉妹の
介護（継続的に又は反復して
行われるものに限る。）

◆本件について
　本件において社員が、要介護状
態の義父の介護のために同人宅に
立ち寄る行為は、反復継続的なも
のであれば上記 (5) に該当するの
で、「日常生活上必要な行為」とい
えます。そして、当該社員が遭遇
した事故は、義父宅から帰宅する
際の交通事故である以上、本件社
員は合理的な経路に復し、「当該逸
脱又は中断の間」ではないと評価で
きるので通勤災害として認められ
ます。
　なお、上記 (5) は、本件と同様
の事例である裁判例（大阪高判平成
19年4月18日労働判例937号14頁）
を受け、平成20年に行われた労災
保険規則の改正で加えられたもの
です。
　改正以前の同裁判例では、義父
に対する上記介護は、『労働者本人
又はその家族の衣、食、保健、衛
生など家庭生活を営むうえでの必
要な行為』に当たり、上記 (1)・「日
用品の購入その他これに準ずる行
為」に当たると判断しました。

　当該事案において、裁判所は、
結論を導くにあたり、「義父が85
歳の高齢であり、両下肢機能全廃
のため、食事の世話、入浴の介助、
簡易トイレにおける排泄物の処理
といった、日常生活の全般について
介護が不可欠な状態であったこと」、

「原告夫婦は義父宅の近隣に居住し
ており、義父の介護を行うことが
できる親族は他にいなかったこと」、

「原告は週4日間程度、義父の介護
を行ってきたこと」等の具体的事情
を考慮しています。したがって、裁
判所は、当該事案において介護が
必要不可欠であり、これを原告が
行うほかなかったといい得る事情
があったか、そして現実に原告が
このような介護を行っていたかとい
う点に着眼して、当該介護が「日用
品の購入その他これに準ずる行為」
に該当するかを判断したといえます。
　裁判所も述べているように、「日
用品の購入その他これに準ずる行
為」への該当性は、その時代の社会
常識とともに変化していくものであ
り、義父の介護が家庭生活を営む
うえで必要不可欠とした裁判所の
判断は、高齢化社会において、在
宅介護の必要性が増している現代
を反映したものといえます。
　裁判所が「日用品の購入その他こ
れに準ずる行為」への該当性の判断
要素とした「当該行為が必要不可欠
といえるか」、「当該行為を当該社
員が行わざるを得ないといえるか」
は、改正によって労災保険規則8
条に追加された上記 (5)、すなわち

「要介護状態にある配偶者、子父母、
配偶者の父母並びに同居し、かつ、
扶養している孫、祖父母及び兄弟
姉妹の介護（継続的に又は反復して
行われるものに限る。）」への該当性
を判断する際にも、重要視されるも
のと考えられます。

◆子供の送迎の場合
　現在、通達によって、「ほかに子
供を監護する者がいない共稼労働
者が託児所、親戚等に預けるため
にとる経路」については、「合理的経
路」であるとされています（平成18
年3月31日基発第0331042号）。当
該通達によれば、配偶者が専業主
婦（主夫）であった場合、通常は労
働者による子供の送迎は「合理的経
路」に該当せず、事故などに遭遇し
ても、通勤災害になりません。
　しかし、少子高齢化社会におい
ては、高齢者の介護の機会も増え
ることから、共稼労働者でなくとも
子供を監護する者がいない場合が
考えられます。今後、共稼労働者
以外（配偶者が働いていない場合）
でも、子供の託児所への送迎を合
理的経路とする必要性が高まるで
しょう。
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T-PEC EAPニュース 39号(2016.10月15日号）

誤植のお詫びと訂正

　T-PEC EAPニュース39号・特集において、2カ所に誤植がありました。
　謹んでお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

■2ページ 左の段 16行目
誤）図2は、最近1年間に、　→　正）図3は、最近1年間に、

　　　　 ×　　　　　　　　　　　　　　  ○

■2ページ 左の段 20〜21行目
誤）また図3は、　→　正）また図2は、

　　　　　　　　　　 ×  　　　　　　　　　  ○

　以上です。P3の図2と図3への指示・誘導が誤っておりました。読者の皆様に
おかれましては、該当箇所について上記のように読み替えていただければ幸い
です。
　ご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

ティーペック 株式会社


