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関﹁自力で泳げる
力を身につける﹂

科大学名誉教授)が︑厳しい どの事後的なケアが中心であ oyeeAssistan
ストレスにさらされる現代人 った︒﹁メンタルヘルス対策 ceprogramu従業
と︑その対策のあり方を﹁川 の最新実態﹂調査結果でも︑ 員支援プログラム)﹂専門企
で溺れる人を救う﹂という状 ﹁心の健康対策を目的
況に例えたものだ︒このメタ とするカウンセリング
ファlは︑今日の日本の状況 の実施﹂や﹁電話やE
にもよくあてはまる︒
メlルによる相談窓口
長引く不況や労働環境の急 の設置﹂が︑メンタル
激な変化の中で︑働く人々の ヘルス対策の実施項目
心の健康(メンタルヘルス) の上位に挙げられてい
︒
が危機にさらされている︒財 る
しかし︑メンタルヘ
団法人労務行政研究所の調査
﹁メンタルヘルス対策の最新 ルスの問題が深刻化す
実態﹂によれば︑最近3年間 るにつれ︑この事後的
でうつ病やノイローゼ︑心身 なケア 1 ﹁溺れてしま
症などのメンタルヘルスの問 った人をライフセlバ
題を抱える﹁メンタルヘルス ーが救助する﹂アプロ
不全者﹂が増加したとする企 ーチーには限界が感じ
璽危機に立つ﹁心の健康﹂
業は全体で臼・0%︑従業員 られるようになってい
﹁流れの速い川にかけられ
た橋が壊れ︑措を渡ろうとし
た人が次々に川に落ちてい
く︒その多くは泳ぐことがで
きないので︑自分ではどうす
ることもできずに謂れてしま
る︒﹁濁れる﹂ことによるダ
う︒ライフセ パ が懸命に 千人以上の大手企業では刊
1
l
メージが大きく︑回復に時間
救助にあたるが︑そうしてい 2%に達している︒
を要することに加えて︑﹁救
る間にも︑上流からは絶え間
璽﹁治療﹂から﹁予防﹂へ
助﹂にあたる側にも大きな負
なく人が流されてくる﹂
従来︑企業のメンタルヘル 担が生じるためだ︒これに代
これは︑ストレス予防の研
究者レナlト・レビ1氏(ス ス対策は︑問題を抱える人を わって今日注自を集めている
ウェーデン・カロリンスカ医 対象としたカウンセリングな のは︑ふだんからストレスの
状態をチェックし︑対処法な
どを身につけることによって
﹁心の病﹂の発生そのものを
防ぐi ﹁自分で泳げる力を身
につける﹂という予防的な
アプローチである︒
過去 3年臨におけるメンタルヘルス不全者の増減傾舟

m

﹁メンタルヘルス対策の最
新実態﹂によれば︑調査に回
答のあった企業全体の ・
4
%が︑何らかの形でご般社
員に対するメンタルヘルス教
育﹂を実施している︒メンタ
ルヘルスに関する正しい知識
を有し︑自らストレスに対処
することのできる︑﹁自分で
(財)労務行政研究所﹁メンタルヘルス対策の最新実態﹂ (2005年4月) 泳げる﹂人材の育成が目的だ︒
メンタルヘルス対策をサポ
調査期間H2005年112月
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﹁ダウンシフティング﹂や
﹁スロ1ライフ﹂といったラ
イフスタイルを志向すると
き︑そこでは必ずしも﹁メン
タルヘルス﹂という言葉は意
識されていない︒しかし︑自
らの心に耳を傾け︑心地よく
豊かな暮らしを選択していこ
うとするこの方向性は︑日常
の暮らしの中で生み出された
﹁メンタルヘルス対策﹂の優
れた知恵であるといえる︒人
々のメンタルヘルスを支える
のは︑専門家による﹁フォー
マル﹂なサービスに限定され
たものとは限らない︒暮らし
の中に自分なりの心地よさを
取り入れるための小さな知恵
の積み重ねが︑﹁メンタルヘ
ルス﹂を支えているのである︒
身近な暮らしの中の﹁インフ
ォーマル﹂な﹁メンタルヘル
ス対策﹂は︑もっと重視され
ていい︒
一人暮らし用のワンルlム
には︑手聞をかけて料理する
ためのキッチンは用意されて
いないし︑アパートの狭いベ
ランダは︑野菜を育てるよう
には作られていない︒﹁スピ
ード﹂や﹁効率﹂を至上価値
としてきた商品や生活空間を
﹁メンタルヘルス﹂の視点か
ら見宣すと︑これまでとは違
ったこlズが見えてきそうで
ある︒
(オムロン・ヒューマンルネ
ッサンス研究所小山梓)

つでもメリットとなる︒その らのライフスタイルを取り入
ため︑﹁自分で泳げる﹂人材 れる方法が模索されている︒
の育成はリスクマネジメント 個人の情報発信の場として急
の戦略としてもとらえられる 成長しているブログで︑﹁田
舎暮らし﹂や﹁自給自足﹂の
ようになってきている︒
文字と並んで語られているの
璽﹁壊れた橋を直す﹂
は︑﹁一人でも︑週に一日は
という視点
手聞をかけて料理することに
しかし︑﹁自分で泳げる力 している﹂﹁ベランダで野菜
を身につける﹂ことによって を育ててみた﹂といった︑ご
メンタルヘルス問題への対策 くささやかな変化である︒
とする考え方には欠けている
盤身近な暮らしの
ものがある︒それは︑﹁厳し
﹁メンタルヘルス﹂
いストレスにさらされた状態
で働かなければならない﹂こ
とが前提とされる働き方その
ものを見直す﹁壊れた橋を
直す﹂ーという視点である︒
今︑﹁ダウンシフテイング﹂

や﹁スローライフ﹂と呼ばれ
る新たなライフスタイルへの
志向性が高まりを見せてい
る︒﹁ダウンシフティング﹂
は﹁減速﹂を指す言葉で︑所
得よりも自由時閣を︑出世よ
りも生活の質や自己実現を追
求するライフスタイルのこ
と︒﹁スロlライフ﹂は︑﹁ス
ピード﹂や﹁効率﹂を至上価
値としてきた近代産業社会の
あり方に異を唱え︑マイペー
スにゆったりと人生を楽しも
うとするライフスタイルを指
している︒
﹁ダウンシフティング﹂や
﹁スローライフ﹂といったラ
イフスタイルを象徴するの
は
︑ UタlンやIタlンによ
る﹁田舎暮らし﹂の増加とい
う現象である︒特に人気の高
い沖縄県への移住者数は︑県
外への転出者数を年間二千人
近く上回っているという︒
しかし︑多くの人々の簡で
は︑このような大きなライフ
スタイルの転換という形では
なく︑日常の生活の中でこれ

http://suntory.jp/MALTS/
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ワンルームのキッチンで調理をする
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業も増えている︒これらの企
業では︑企業や個人を対象と
して︑メンタルヘルスの維持
.向上のためのさまざまなツ
ールが開発されている︒
たとえば︑インターネット
上のストレス診断ツlル︒オ
ンラインでストレスチェック
テストを受けると︑その場で
分析結果と対処のためのアド
バイスが表示される︒携帯電
話を利用してサービスにアク
セスし︑毎日その日のストレ
スの状態や対処方法をチェッ
クすることで︑ストレスマネ
ジメントの習慣化をサポート
するものもある︒ストレスの
予防を支援するeラl ニング
では︑ストレスに関する知識
をわかりやすく紹介するコン
テンツや︑ストレス耐性を向
上させるための理論とテクニ
ックをゲlム感覚で学習でき
るプログラムなども提供され
ている︒
識しいストレスに負けず︑
高い生産性を維持できる人材
を育てることは︑企業側にと
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