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広告大手の電通に勤務していた女性
新入社員（当時２４）が昨年末に自殺し
たのは、長時間の 過重労働 が原因
だったとして労災が認められた。遺族と
代理人弁護士が７日、記者会見して明
らかにした。電通では１９９１年にも入社
亡くなった高橋まつりさん

２年目の男性社員が 長時間労働 が原
因で自殺し、遺族が起こした裁判で 最
高裁 が会社側の責任を認定。過労自
殺で会社の責任を認める司法判断の流

PR

注目情報

れをつくった。その電通で、若手社員の

４８８０万円で家が売れた

過労自殺が繰り返された。

【私は…】３５年ローンで買った
家をコレで売りました【コレって】

靴通販のアスビーなら！

「死んでしまいたい」 過労自殺の電
通社員、悲痛な叫び

ネットで全国800店にお取り寄せ
試し履きしてから購入できます！

またジョギングが楽しい！
グルコサミンを超える新発想！ロコ
モア。今なら１０００円＋税！

亡くなったのは、入社１年目だった高
橋まつりさん。三田 労働基準監督署
（東京）が労災認定した。認定は９月３０
[PR]

日付。

世界三大高級時計といえば…国木田彩良
がスイスをめぐりその魅力に迫る

高橋さんは東大文学部を卒業後、昨
年４月に電通に入社。インター ネット広告 を担当するデジタル・アカウント部に配

ＮＹの今を伝える最旬キャデラック
アメ車はデカくて燃費悪い？違います！

属された。代理人弁護士によると、１０月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定
した高橋さんの１カ月（１０月９日～１１月７日）の 時間外労働 は約１０５時間にの
ぼった。

鈴木おさむ、藤本美貴などゲスト決定！
子育てを考えるイベントに無料ご招待！

料理研究家・藤野真紀子さんに聞く

高橋さんは昨年１２月２５日、住んでいた都内の電通の女子寮で自殺。その前か

愛犬への感謝を、フードに込めて

ら、 ＳＮＳ で「死にたい」などのメッセージを同僚・友人らに送っていた。三田労基
署は「仕事量が著しく増加し、 時間外労働 も大幅に増える状況になった」と認定
し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論づけた。

テリー伊藤が日本で一番好きな温泉宿？
全国のホット温まる温泉情報が満載！

週替わりで求人情報をお届けします！

電通は先月、インター ネット広告 業務で不正な取引があり、広告主に代金の過

朝日新聞とマイナビ転職の厳選情報一覧

大請求を繰り返していたと発表した。担当部署が恒常的な人手不足に陥っていた
と説明し、「現場を理解して人員配置すべきだった」として経営に責任があるとして

朝日新聞社会部 公式ツイッター

いた。高橋さんが所属していたのも、 ネット広告 業務を扱う部署だった。
電通は００年の 最高裁 判決以降、社員の出退勤時間の管理を徹底するなどとし
ていたが、過労自殺の再発を防げなかった。代理人弁護士によると、電通は労基
署に届け出た 時間外労働 の上限を超えないように、「勤務状況報告書」を作成す
るよう社員に指導していたという。電通は「社員の自殺については厳粛に受け止め
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ている。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」と
@Asahi_Shakaiさんの

している。（千葉卓朗）
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Twitterで表示

パスポート誕生１５０年！３年後に登場する新デザインって何？～政府ＩＴＶ
※Twitterのサービスが混み合っている時など、
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国公立大学が持つ魅力や求められる使命と
は？
「住まいの未来」を考える 10月は住生活月間
スポーツ・文化・ビジネスが生む、日本の未来
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誰にでもある「人に伝えたくなるいい話」

２３日までのＣＩＭＢクラシックで、８カ月ぶりに米ツ
アーに復帰しました。

朝デジ就活ニュース

黒 い大地 をた どって

シン・ゴジラの死に至る病

森に消えた「死の工場」

エレキテル中野緊急入院

「ナチスは地面を耕し、木を植えて森に戻し、関係
書類を破棄しました。痕跡は消されたのです」。
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