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Point
❶    メンタルヘルスに関する職場での対策（ラインによるケア）は重要であるが、管理者とその部下と

いう職制上の枠組みだけで捉えると、そこにはいくつかの問題（ハードル）がある（上司と部下の “物
理的ハードル”、“関係性のハードル”、“管理者の資質的ハードル”）。

❷    職場のメンタルヘルス対策を実質的に機能させるには、それらのハードルを克服する組織的な仕
掛けが必要となる。

❸    その一つとして、所属部署にとらわれず他のメンバーの様子を察知し適切にかかわることができ
る人材（ラインケアサポーター）を養成し配置することは有効な手段である。

1．はじめに
近頃、メンタルヘルスに対して一層の関心が集

まっている。
本年 5 月には厚生労働省「自殺・うつ病等対策

プロジェクトチーム」が職場におけるメンタルヘ
ルス対策などを盛り込んだ報告書をまとめ、長時
間労働の抑制やうつ病休職者の職場復帰支援の充
実などを提言している。

（詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/
jisatsu/torimatome.html）

また同じく 5 月、うつ病の治療・研究にかかわ
る関連 4 学会＊は、うつ病を重大な社会的損失を
もたらす「国民病」と指摘し「国家的課題として
啓発に取り組むべきだ」との共同宣言をまとめた。

各企業においても従来から社員のメンタルヘル
ス対策に取り組んでいることと思われるが、本稿

では特に、職場での対策（ラインによるケア）に
ついて問題点を指摘し、それを克服すべく組織的
な仕掛けについて検討したい。

2．	ある人事部長の話	
―どこに力点をおくべきか？―

まず、メンタルヘルス対策については一般的に
1 次予防〜 3 次予防の 3 つ段階で説明される（図
表 1）。
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図表 1　メンタルヘルス対策の領域

１次予防 メンタルヘルスの悪化を防ぐと共にその維持増進を
図る

２次予防 メンタルヘルス不調者を早期発見し早期の治療を 
図る

３次予防 専門的治療、休職者等の職場復帰支援や再発防止を
図る

 出所 ：筆者作成
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社員のメンタルヘルスについて企業の人事労務
担当者の話を聞いてみると、「専門的な対応が必要
となった人への対処をいかに円滑に行っていくか」
という点に関心が向くことが多い。その他、「産業
医とラインとの連携がうまく取れない」「復職させ
る時の職場での対応が難しい」「再発を繰り返して
しまう」など、3 次予防に関して頭を痛めている
様子がうかがえる。

ある企業の人事担当の部長は「必要に迫られて
の対応に精一杯で、根本的な対策なんてとれてい
ない」とも言っていた。ラインの管理者にとって
も、メンタルヘルスの不調で部下が休む事態とな
れば、平常時とは異なる意識と行動が必要とな
る。例えば、本人の様子に応じたきめ細かい対応
や関係先（医師や産業保健スタッフ、人事労務部
署等）との綿密な連携、さらには、他の職場メン
バーにも理解と協力を求めて戦力の一時的な低下
を乗り越えなければならない。予防の段階が 1 次

から 2 次、2 次から 3 次へと進むほど事態は深刻
となり、ラインの管理者も人事担当者も、特別な
労力をかけて臨むことになる。

だからといって深刻な事態への備えだけで良い
かといえば、そうではない。いざ必要となったと
きにそれぞれの予防策が機能するのは当然だが、
モグラたたきの様な事後対処だけでは根本的な対
策にはならない。1 次〜 2 次予防の充実が期待さ
れる。

3. メンタルヘルス対策の中心となるライン
企業が各種のメンタルヘルス対策に取り組む場

合、そのよりどころとなるのは「労働者の心の健
康の保持増進のための指針（厚生労働省）」である。
それによれば、4 つのケアを継続的かつ計画的に
行うことが重要としている（図表 2）。

いずれも重要かつ有効な切り口だが、「職場の人
間関係」や「仕事の量」「仕事の質」といった日常

図表 2　「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

セルフケア
労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自
らのストレスを予防軽減する、あるいはこれに対処す
ること

ラインによるケア
労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関
して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行
うこと

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、
事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、
その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援
すること

事業場外資源によるケア
事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受け
ること

 出所 ：厚生労働省
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場面でのことがストレス要因の上位にあることか
らすれば（図表 3）、仕事場面における対策（ライ
ンによるケア）は大きな意味を持つ。

その点に関して前掲の指針の中では、「ラインに
よるケア」の主体となる管理監督者は「部下であ
る労働者の状況を日常的に把握していて、個々の
職場における具体的なストレス要因を把握し、そ
の改善を図ることができる立場にある」としてい
るのだが、筆者はそこに大きな問題意識を持って
いる。なぜなら、ラインによるケアは上司・部下
といった職制上の枠組みの中だけでは機能し難い
と考えているからだ。

そこで以降では、その克服すべきいくつかの問
題（ハードル）を指摘し、メンタルヘルス対策が
日常場面で確実に展開していくような新たな枠組
みを考えていく。

4．ラインケアの問題―3つのハードル―
（1）上司と部下の “物理的ハードル”

組織のフラット化が進んできたことによって、
管理スパン（一人の管理者が直接管理する部下の
人数や仕事の範囲）が広くなると、日常的に部下
と接する機会も少なくなる。そうすると現実的に
は、職場のストレス要因を把握し改善することや

部下の様子を個別にキャッチすることなど容易で
はない。これは、地域的に複数拠点を管理する人
や多くのプレイイングマネジャーにとっては悩み
の種でもある。

（2）上司と部下の “関係性のハードル”
上司（管理者）との関係に特別なストレスを感

じる部下もいる。課題達成に向けたプレッシャーと
フォローは管理者の当然の役割だとしても、その
やり方や加減によっては、部下に過度な

4 4 4

精神的負
荷をかけることにもなりかねない。また、一部に見
られるパワーハラスメントの問題もある。上司自身
はそのことに気づいていなかったり、そんな上司と
のかかわりに本当は抵抗したくても部下としては
我慢せざるを得ない、という複雑な面もある。

上司と部下で率直な話ができるかどうかは互い
の信頼関係による。上司に対しては言えない、話
せないということもあるだろう。上司だからと
いって、部下の日常的なケアがスムーズにいくと
は限らないと考えるべきだ。

（3）上司（管理者）としての “資質的なハードル”
そもそも、人への関心が薄かったりコミュニ

ケーション力が劣るような管理者も、残念ながら

図表 3　平成 19 年労働者健康状況調査
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 出所 ：厚生労働省「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容」より筆者作成
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いる。誰しも完全ではないので得意不得意はある
が、管理者として人のマネジメントに難点があれ
ば、それをカバーするような周囲からの支援も必
要となる。

5．	ラインケアを機能させる仕掛け①	
―ラインケアサポーターによる補完体制―

ラインによるケアを上司と部下の職制の枠組み
で捉えている限り、前述のようなハードルは克服
できない。小手先でなく本質的な取り組みが求め
られているのではないだろうか。

以下では、そうした観点からライン管理者を支
援する体制づくりと、そこにかかわる人材の養成
といった 2 つの組織的な仕掛けを提案する。

一つ目は、職場のメンタルヘルス対策の面から
本来役割を果たすべきライン管理者への支援体制
を整えることである。それはラインケアの放置状
態を別の人（仮に “ラインケアサポーター” と呼ぶ）
が補うという発想だ。

ラインケアサポーターは、所属する部署にとら
われず、例えば社内の同一フロアーやある一定の
職場範囲のメンバーに対して、日常的に気を配り
そこにいる個人の異変やその兆候（ストレス反応）

をいち早く察知して声をかけるなど、積極的にか
かわるような役割を担う。そして、話を聴いて適
切に判断し、然るべき人（例えば、対象者の上司
や産業保健スタッフなど）につなぐ（図表 4）。

職場でこうした体制をとってケアを進めていく
メリットは大きい。

第 1 に、上司と部下という枠組みではなく開放
された中での対策は、管理者一人ではカバーしき
れない “物理的ハードル” をクリアーすることに
なる。

また第 2 に、困っていることや悩んでいること
などを日常の仕事場面に近いところで率直に話せ
る相手がいるということは、管理者と部下との“関
係性のハードル” の克服にもつながる。

第 3 に、職場のメンタルヘルスの維持・増進に
向けて社内の貴重な人材を有効活用するという点
もメリットと考えられる。ラインケアサポーター
のような役割にふさわしい人は、管理者すべてで
はないにしろ一定の比率で社内にいるはずだ。人
への関心があり、他者のちょっとした感情の変化
にも気が向く適切で良好な感度の持ち主だ。そう
した資質を、その人が属する部署の中だけで発揮
させているのはもったいない。Face to Face のコ

図表 4　ラインケアサポーター（LCS）の役割（イメージ）
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 出所 ：筆者作成
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ミュニケーションが希薄となりがちな社内に良い
影響をもたらし、ラインケアの “資質的なハード
ル” を克服することになるだろう。

この他にも有意義だと思われるのは、例えば、
メンバー間の日常的な交流が少なく、なんとなく
ギスギスした雰囲気の職場においても、風通しを
良くするきっかけになるという点である。ライン
ケアサポーターの存在によって、職場における会
話の量は増えていくだろう。職場における良質な
交流の機会を増やす取り組みなど、社内にいる複
数のラインケアサポーター同士が検討し横断的な
展開につなげても良い。

ただし、このラインケアサポーターの立ち回り
方についてはいくつか留意すべきこともある。例
えば、自分一人で背負い込まないとか、管理者や
専門スタッフへの「つなぎ役」に徹するなど、あ
くまでも、本来機能すべきライン管理者の役割を
サポートする立場であるとの認識は重要となる。

こうした留意点をはじめとして、状況に応じた
適切な判断とコミュニケーションがとれるように
なるためのトレーニングや、その土台となるメン
タルヘルス関連の基礎知識を習得する機会が必要
となってくるが、それについては次項で述べる。

6．	ラインケアを機能させる仕掛け②	
―ラインケアサポーターの養成―

次に提案したいのは、前述のようなラインケア
サポーターを社内で養成するということだ。既に
述べたが、人への関心があり、他者のちょっとし
た感情の変化にも気が向くような適切で良好な感
度の持ち主は社内に数名はいるだろう。

しかし、特に個人の感情の側面に触れる場合に
は、メンタルヘルスの基礎知識に加えて、プライ
バシーへの配慮なども求められる。また、相手や
状況に応じたコミュニケーション、判断の仕方、
立ち回り方など、身体で覚えて身につけるべきも
のもある。

ラインケアサポーターには、こうしたある種の
実践知を備えていてもらいたいが、これらの習得・
向上には頭だけでなく、実践を伴う継続的なト
レーニングが必要となる。

一例として、弊社が企画するラインケアサポー
ター養成講座の概要を示す（図表 5）。メンタルヘ
ルスの基礎知識をはじめ、ラインケアサポーター
としての基本的態度、相手や状況に応じたコミュ
ニケーションのとり方、適切な対処方法について、
事例に基づく参加者同士の討議や専門家によるレ

図表 5　ラインケアサポーター養成講座概要
セッション 1：メンタルヘルスの基礎知識①
−世間の状況、事業者の義務（安全配慮義務）、3 つの段階（未然防止・増進／初期対処／治療・復職）
　→ 未然防止・増進段階：ストレス知識（ストレッサーと反応）、職業性ストレスモデル（ストレッサー減少と緩衝要因）
　→ 初 期 対 処 段 階：ストレス反応、不調者への対応、関係者・専門家へのつなぎ、プライバシー
　→ 治 療・ 復 職 段 階：関係者間連携、職場体制再構築の支援、職場環境ウォッチ

セッション 2：メンタルヘルスの基礎知識②
−メンタルヘルスの基礎知識（続き）
−ライン長への期待、ラインケアサポーターへの期待　（企業内カウンセラーによる講義）
−職場におけるコミュニケーションの種類と基本的態度　（サポーターとしての意識）

セッション 3：事例から実践知を学ぶ①　（初期段階での対処）
−教材例： 「面前で叱責を喰らった A 君」「机の上が乱雑な B さん」「新任管理者とベテランの仲」「新人の悩み」 

「朝早く夜遅い C 君」「業績不振の新米主任」「相談室を拒む D さん」　など

セッション 4：事例から実践知を学ぶ②　（治療・復職段階での対処）
−教材例：「しばらく休むことに…」「休職者と管理者」「復帰が不安です」「やっぱりダメです」など
−修了確認

講座期間中に提出してもらう課題：
①課題図書に対するレポート
②職場内観察＆レポート
③カウンセリングを受ける体験レポート
 出所 ：筆者作成
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クチャーを通して学習する構成となっている。
また、月 1 回の 4 日間にわたる講座期間中、講

座外で実際にカウンセリングを受けてくる体験や
社内（職場）の観察と職場メンバーへの声かけなど、
より実践的な内容になっている。

7．残された課題
第 1 に、ラインケアサポーターの配置や活用と

いった枠組みを展開するに当たっては、その人た
ちにどのような役割を与え、何を期待するのかを
明確にする必要がある。

ただ、その検討は、前述のような養成講座に参
加しながら、徐々に具体化していっても良い。講
座に参加するうちに生まれてくる発想やアイデアを
つなげて、社内のメンタルヘルス対策をデザインし
ていくことも、現実的な進め方だと思う。

また、ラインケアサポーターの人選についてで
あるが、それは既に与えられている役割（例えば

「グループリーダーだから」とか「○○委員だから」
など）に縛られて行ってはならない。なぜなら、
既存の役割に引っ張られたままその立場になって
しまうと、中立的なサポートができなくなるとい
う恐れがあるからだ。

第 2 の課題は、ラインケアサポーターの継続的
なメンテナンスである。養成講座を修了したから
といって、その後は放っておいて良いというもの
ではない。例えば、最近見受けられる若手社員の
様子とか、社内（職場）の雰囲気や疲労度など現

場の声を共有して、その後の対策につなげるよう
な展開が大切となる。

ラインケアサポーターの継続的な活用こそ、メ
ンタルヘルスの保持増進に資するということを念
頭において、そのネットワークを維持し充実させ
ていくことが重要と考える。

第 3 は、そもそも社内でどこまで、どんな取り
組みを行うか、という迷いである。

企業においてメンタルヘルス対策が必要とされ
ていることには論を待たない。しかし、そこにど
れくらいの力を入れて、どのように取り組むかは
各社の判断による。

本稿で提案したような枠組みを過分なものと感
じた読者もいるかもしれないが、ラインによるケ
アを本気で機能させようとする工夫や取り組みは、
既に一部の企業で行われている。ある企業では、
特に新入社員に対するケアを充実させるため、そ
の指導に当たる先輩社員たちにラインケアの具体
的な方法をトレーニングしているし、また別の企
業では、基礎編と応用編に分けて管理職向けの講
座を社内で開催し、段階的に職場対応力を向上さ
せていくことを独自に進めている。

メンタルヘルス対策を付け焼き刃のように考え
ている限り、状況が悪くなることはあっても良く
なることはない。いまこそ、社内の実態に応じた
メンタルヘルス対策の枠組みづくりと積極的な展
開を進めていくべきである。

人材／人材育成の視点


