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　平成26年６月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法

律」により、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保

健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェッ

ク）及びその結果に基づく医師による面接指導の実施等を義務づけるスト

レスチェック制度が創設されております(施行日平成27年12月１日)。

　この法改正を受けて従業員数50名以上の事業場では、ストレスチェッ

ク制度を新たに導入する必要が出てきますが、その場合には、法令に則っ

た上で、ストレスチェック制度の実施に関する規程を決めて、これをあら

かじめ労働者に周囲することが必要とされるところです。

　ただ、各会社でストレスチェック制度の規程を定め運用する場合でも、

この制度の内容を十分理解した上で、各会社に合わせた実施可能なもの

とすることが、法令を遵守していく上でも大事なことと言えます。

　そして、制度理解のためには、ストレスチェックに関連する労働安全衛

生法、労働安全衛生規則等の各条項に当たり、かつ新制度創設であること

から厚生労働省から示された膨大な通達・指針・ＱＡ・マニュアル等に

も当たらなければなりません。ただ、これには、相当な時間が必要となり、

また、そのポイントが分かりづらくご苦労されることもあるかと思われ

ます。

　そこで、本冊子では、ストレスチェック制度のポイントを選び、さら

にご理解しやすいようにＱ＆Ａ形式にして、これ一冊を読めばストレス

チェック制度の基本的事項が分かるようにしております。

　また、新制度の導入をスムーズにするためには労働者の理解も重要と

なりますが、この冊子は、そのための社内説明会での参考資料にもなると

思います。

　本冊子がストレスチェック制度についての労使双方の理解の促進役と

なり、制度が円滑に各社に導入される一助になれば幸いです。

は
じ
め
に
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ストレスチェック制度についての
就業規則の作成・見直しポイント

今回改正された労働安全衛生法に、ストレスチェック制度が盛り込まれていますが、
どのような制度なのか、その全体像を示して説明してください。

ストレスチェック制度とは

　平成26年６月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、心理的な負担の程度を把握す
るための検査（以下「ストレスチェック」という。）と面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
　今回新たに導入されたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人に
その結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ
るとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげ
ることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高
い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次
予防を目的とした取組です（平成27年12月１日施行）。
　ストレスチェック制度の全体像は、下図のとおりです（出所：厚生労働省ＨＰ）。
　　　　　　　　　　　　　　

Q1

A1

事業者による方針の表明

衛生委員会で調査審議

労働者に説明・情報提供

医師、保健師等※によるストレスチェック実施

（実施者）
ストレスチェックの結果を労働者に直接通知
※この他必要に応じて相談窓口等についても情報提供

（実施者）
ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団的分析

（労働者）
セルフケア

※必要に応じて相談窓口の利用

（実施者）
結果の事業者への通知に
同意の有無の確認

（実施者）
集団的分析結果を
事業者に提供

＜高ストレス者＞ 同意有りの場合
（実施者）

面接指導の申出の勧奨
(実施者 )

事業者に結果通知
職場環境の

改善のために活用

労働者から事業者へ面接指導の申出

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師による面接指導の実施

医師から意見聴取

必要に応じ就業上の措置の実施

相談機関、
専門医への紹介

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

○目的の周知方法
○実施体制（実施者等の明示）
○実施方法

○情報の取扱い
○ストレスチェック結果の保存方法
○ストレスチェックの結果等の利用目的・利用方法
○情報の取扱いに関する苦情処理
○不利益な取扱いの防止

※一定の研修を受けた
看護師、精神保健福祉士

○一般定期健診と同時に実施することも可能（ただし結果の取扱いの違いに注意が必要）
○産業医が実施者となることが望ましい

※以下は努力義務

※時間外労働の制限、
作業の転換等について意見

※申出を理由とする不利益取扱いの禁止

必要に応じて

※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行う
※面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止

実
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今回安衛法の改正で、従来の身体の健康診断（安衛法第66条）に加えて、心の健康診断とし
てストレスチェック制度（安衛法第66条の10が導入されたと聞いております。

　これで、「心と身体」の両面での健康診断ができるのかと思っておりましたが、ストレスチェック
制度は身体の健康診断とは大きな違いが設けられていると聞いております。この違いについて教え
てください。

ストレスチェック制度と健康診断の違い

　下記のように違いを比べてみると、それぞれの特徴が分かりやすくなります。
　　

改正安衛法で義務化されたストレスチェックですが、法違反にならないためには、法施行後
いつまでに、何を実施すればよいのでしょうか？

法違反にならないためにすること

　平成27年12月１日の施行後、１年以内（平成28年11月30日まで）に、ストレスチェックを実施する必要がありま
す（結果通知や面接指導の実施までは含みません。） 。

ストレスチェックや面接指導の費用は事業者が負担しなければならないのですか？
また、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要が

ありますか？

費用負担等

　ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を
課している以上、当然、事業者が負担すべきものとされています(通達)。賃金の支払いについては労使で協議して
決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を
支払うことが望ましいとされています(通達)。

Q2

Q3

Q4

A2

A3

A4

ストレスチェック制度 健康診断

労働者の
受診義務

ストレスチェックの受診義務規定はない
* メンタルヘルス不調で治療中のため受検
の負担が大きい等の特別の理由がある労働
者にまで受検を強要する必要はないため

労働者の受診義務規定がある
（安衛法66条５項）

労働者数に
よる相異

従業員数50人未満の事業場については、
当分の間努力義務とする。

常時使用する労働者が
1名でもいれば実施する義務がある

実施者 医師・保健師・一定の研修を受けた看護師
及び精神保健福祉士

医師（歯科の場合は歯科医師）
のみ実施

結果の通知
検査を行った医師等から労働者に直接通知
し、労働者の同意がなければ、事業者に結
果を提供してはならない

事業者が労働者に結果を
通知しなければならない
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衛生委員会はストレスチェック制度が導入されたことにより以前にも増して重要な役割を
果たすことになると言われていますが、具体的にはどのような役割が課せられることになる

のですか？

衛生委員会の役割

　衛生委員会では、ストレスチェック制度の実施方法及び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等につい
て調査審議を行わせることが必要であるとされ、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則った上で、当該事業場に
おけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周知するものとされて
います（指針）。 
　衛生委員会のストレスチェック制度に関する調査審議事項は以下のとおりとされています（安衛則第22条10号
関係）。
　① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
　② ストレスチェック制度の実施体制
　　　＊実施者、共同実施者・実施代表者、その他の実施事務従事者の選任、明示等。
　③ ストレスチェック制度の実施方法 
　　　＊使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの実施頻度・時期、面接指導申出方法等。
　④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法 
　⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
　⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法 
　⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法 
　⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法 
　⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法 
　⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
　　　＊義務はないが、すべての労働者が受検することが望ましいという制度の趣旨を周知する方法 
　⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止 

ストレスチェック制度の導入にあたり、当社における実施体制を検討しております。検査は、
健康診断と異なり、医師以外でもできると聞いておりますが、具体的に誰ができるのか、そ

してどのようなことを行うのか教えてください。また、検査を実施する際の事務を行う者に関して
社内の誰でもが行えるわけではなく、制限があると聞いております。具体的に説明してください。

実施体制

（１）実施者―実施体制①

Q5

Q6

A5

A6

（検査の実施者等）
安衛則第52条の10
 法第66条の10第１項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 
　　一　医師 
　　二　保健師
　　三　 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定め

るものを修了した看護師又は精神保健福祉士
 ２　　（略）
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　ストレスチェックを実施する医師、保健師、看護師、精神保健福祉士については、ストレスチェックを受ける労
働者の所属する事業場の状況を日頃から把握している者が行うことが望ましいこととされています（通達）。

（２）実施者の役割―実施体制②
　医師等の実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定
並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対し
て専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導
を受ける必要があるか否かを確認しなければならないものとされています(指針)。   
　なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が
直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができます。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、
実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとされています。

（３）実施者（外部委託・かかりつけ医）―実施体制③
　ストレスチェックの実施を外部機関に業務委託する場合にも、産業医等の事業場の産業保健スタッフが共同実施
者として関与し、個人のストレスチェックの結果を把握するなど、外部機関と事業場内産業保健スタッフが密接に
連携することが望まれます。     
　※（注） 産業医が共同実施者でない場合には、個人のストレスチェックの結果は労働者の個別の同意がなければ

産業医が把握することができず、十分な対応を行うことが難しくなる可能性があります。
なお、労働者が、事業者の指定した実施者でない「かかりつけ医」等で受検したいという場合、ストレス
チェックとみなしてよいかという問題がありますが、 健康診断と異なり、ストレスチェックについては、
事業者が指定した実施者以外で受けるという手続きは規定されていません。このため、事業者が指定した
実施者以外で受けた場合、ストレスチェックを受けたこととはなりません。 

（４）実施の事務(人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できない事務）―実施体制④

　第２項の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェッ
クの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康
情報を取り扱う事務をいい、例えば、以下の事務が含まれます。
　①  労働者が記入した調査票の回収※、内容の確認、データ入力、評価点数の算出等のストレスチェック結果を出

力するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
　②  ストレスチェック結果の封入等、ストレスチェック結果を出力した後の労働者に結果を通知するまでの労働

者の健康情報を取り扱う事務 
　③  ストレスチェック結果の労働者への通知※の事務
　④  面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出の勧奨の事務 
　⑤  ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取扱う業務
　※  封筒に封入されている等ストレスチェック結果を把握できない状態になっているものの回収又は通知する事

務を除く。 

（５）実施の事務（人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務）―実施体制⑤　
　実施の事務に含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないものについては、人事に関して直接の
権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えないとされています。当該事務には、例えば、以下の事務が含
まれます。
   ① 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定   
   ② ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整        

 
 
 
 

安衛則第52条の10　　　＊１項（略） 
　２ 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある
者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
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   ③ ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整    
   ④ ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知     
   ⑤ 調査票の配布  
   ⑥ ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨 
　　＊  実施者がストレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供するにあ

たって労働者の同意は必要ありません。
　　＊  「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ」とは、当該労働者の人事を決定する権限を持つこと又は

人事について一定の判断を行う権限を持つことをいい、人事を担当する部署に所属する者であっても、こう
した権限を持たない場合は、該当しないものとされています。

ストレスチェック制度の調査票は、どのようなものを使用すればよいのでしょうか？
決められたものはあるのでしょうか？

実施方法

（１）ストレスチェックの定義・要件―実施方法①　

安衛法第66条の10
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で
定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

安衛則第52条の９
 事業者は、常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、定期に、次に掲げる事項について法第
66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査）を行わなければならない。
 一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
 二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
 三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

　法第66条の10第１項の規定によるストレスチェックとは、調査票を用いて、安衛則第52条の９第１項第１号か
ら第３号までに規定する次の３つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評
価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをい
います。  
　　① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目   
　　② 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目  
　　③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
　　（注意！）
　　＊  ３つの領域に関する項目を含まない調査票で検査を行うもの又は点数化せずに評価を行うものは、 ストレ

スチェックには該当しないので注意が必要です。
　　＊  機器に指を当ててストレスを計測するというものあるがようですが、 法定のストレスチェックは、調査票を

用いて、「職場のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の３つの領域に関する項目によ
り検査を行い、労働者 のストレスの程度を点数化して評価するものであり、機器による計測は、法に基づく
ストレスチェックに当たりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　

（２）ストレスチェックの調査票―実施方法②
　事業者がストレスチェックに用いる調査票は、安衛則第52条の９第１項第１号から第３号までに規定する３つの
領域に関する項目が含まれているものであれば、医師等実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、
項目を増やしたり、減らしたりすることは事業者の判断により選択することができます。    
　 なお、事業者がストレスチェックに用いる調査票としては、下記項目が入っている「職業性ストレス簡易調査票」

Q7

A7
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を用いることが望ましいとされています(指針)。
(出所：厚生労働省ＨＰ)

（３）対象となる労働者－実施方法③
　事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者
であることとされています(通達)。
　①  期間の定めのない労働契約により使用される者（契約期間が１年以上の者並びに契約更新により１年以上使

用されることが予定されている者及び１年以上引き続き使用されている者を含む。）であること。
　②  週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数の４分

の３以上であること。

ストレスチェックを一般定期健康診断と同時に実施しようと考えていますが、可能でしょう
か？

健康診断との同時実施－実施方法④

　ストレスチェックを一般健康診断と同時に実施する場合は、ストレスチェックには労働者に検査を受ける義務が
ないこと、検査結果は本人に通知し、本人の同意なく事業者に通知できないことに留意し、 
　① ストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票を別葉にする     
　② 記入後、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分を切り離す    
　③  ＩＣＴを用いる場合は、一連の設問であっても、ストレスチェックに係る部分と一般定期健康診断に係る部分

の区別を明らかにするなど、受検者がストレスチェックの調査票と一般定期健康診断の問診票のそれぞれの
目的や取扱いの違いを認識できるようにする必要があります。

Q8

A8

A あなたの仕事についてうかがいます。
　 最もあてはまるものに○を付けてください。
  1． 非常にたくさんの仕事をしなければならない
  2． 時間内に仕事が処理しきれない
  3． 一生懸命働かなければならない
  4． かなり注意を集中する必要がある
  5． 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
  6． 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない
  7． からだを大変よく使う仕事だ
  8． 自分のペースで仕事ができる
  9． 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
10． 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
11． 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない
12． 私の部署内で意見のくい違いがある
13． 私の部署と他の部署とはうまが合わない
14． 私の職場の雰囲気は友好的である
15． 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない
16. 仕事の内容は自分にあっている
17． 働きがいのある仕事だ

B 最近１か月間のあなたの状態についてうかがいます。
　 最もあてはまるものに○を付けてください。
  1． 活気がわいてくる　　　　　　　　 ７．ひどく疲れた
  2． 元気がいっぱいだ　　　　　　　　 ８．へとへとだ
  3． 生き生きする　　　　　　　　　　 ９．だるい
  4． 怒りを感じる　　　　　　　　　　10．気がはりつめている
  5． 内心腹立たしい　　　　　　　　　11．不安だ
  6． イライラしている　　　　　　　　12．落着かない

「職業性ストレス簡易調査票」の項目（57項目）

13．ゆううつだ　　　　　　　　　　　22．首筋や肩がこる
14．何をするのも面倒だ　　　　　　　23．腰が痛い
15．物事に集中できない　　　　　　　24．目が疲れる
16．気分が晴れない　　　　　　　　　25．動悸や息切れがする
17．仕事が手につかない　　　　　　　26．胃腸の具合が悪い
18．悲しいと感じる　　　　　　　　　27．食欲がない
19．めまいがする　　　　　　　　　　28．便秘や下痢をする
20．体のふしぶしが痛む　　　　　　　29．よく眠れない
21．頭が重かったり頭痛がする

C あなたの周りの方々についてうかがいます。
　 最もあてはまるものに○を付けてください。
次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？
  1． 上司
  2． 職場の同僚
  3． 配偶者、家族、友人等
あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？
  4． 上司
  5． 職場の同僚
  6． 配偶者、家族、友人等
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて
くれますか？
  7． 上司　　　　　　　　　　　
  8． 職場の同僚　　　　　　　　
  9． 配偶者、家族、友人等　　　

D満足度について　　　　　　　　　 
  1． 仕事に満足だ　　　　　　　
  2． 家庭生活に満足だ　　　

【回答肢 (４段階 )】
A そうだ／まあそうだ／ややちがう／ちがう
B  ほとんどなかった／ときどきあった／し
ばしばあった／ほとんどいつもあった

C 非常に／かなり／多少／全くない
D 満足／まあ満足／やや不満足／不満足
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高ストレス者はどのように選定するのですか？
選定方法や基準は決められているのですか？

高ストレス者の選定方法―実施方法⑤　　　　

　次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとされています。この場合におい
て、具体的な選定基準は、医師等実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定すること
となっています（指針）。   
 ① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者     
 ②  調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、
かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当
該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者     

 
　　＊  実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法のほか、選定基準に加え

て補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉
士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定
する方法も考えられます。この場合、当該面談は、法第66条の10第１項の規定によるストレスチェックの実
施の一環として位置付けられます。

各労働者がストレスチェックを受けたかどうかを把握して、まだ受けていない労働者に対
しては受検を勧奨することは可能でしょうか？

ストレスチェックの受検の勧奨　

　自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対応 につなげることで、労働者
がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、 全ての労働者がストレスチェックを受けることが
望ましいことから、事業者は、実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、
労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨
することができるものとされています。なお、この場合において、実施者は、ストレスチェックを受けた労働者の
リスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供するに当たって、労働者の同意を得る必要はないものとされて
います（指針）。
　　＊  業務命令のような形で強要するようなことのないよう、受検勧奨のやり方については衛生委員会等でよく

話し合い、労働者に周知しておく必要があります。
　　＊  実施者又はその他の実施事務従事者が自ら受検の勧奨をすることも可能です。

ストレスチェックの結果については医師等実施者から、遅滞なく、労働者に直接通知され
るようにしなければならないとされていますが、労働者に通知すべきストレスチェック結

果とはどのようなものですか？

ストレスチェック結果の通知

Q9

Q10

Q11

A9

A10

A11
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　ストレスチェックを受けた労働者に実施者が通知すべきストレスチェック結果は、次の①から③までを含むもの
でなければなりません。なお、①には、第 52条の９第１号から第３号までに規定する３つの項目ごとの点数を含ま
なければなりません(通達）。
    ①  ストレスチェックの調査票への回答に基づき、当該労働者のストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示した

もの
    ② 当該労働者のストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果 
    ③ 面接指導の要否

＊  結果の通知の場合において、事業者は、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知させることが望ま
しいとされています（指針）。

    ① 労働者によるセルフケアに関する助言・指導 
    ② 面接指導の対象者にあっては、事業者への面接指導の申出窓口及び申出方法    
    ③ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供 

ストレスチェックの結果の通知について、事業者へ提供するには、労働者から同意が必要
とのことですが、どのようにすればよいのかご教授ください。

労働者の同意

（１）労働者の同意の取得―労働者の同意①

　労働者の同意の取得は、個人ごとの同意の事実が客観的に確認可能な方法で記録される必要があることから、書
面又は電磁的記録によらなければなりません。また、同意の取得に係る書面又は電磁的記録は、事業者が５年間保
存することが望ましいとされています(通達）。 　

（２）労働者の同意の取得方法―労働者の同意② 
　ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック結果の事業者への提供につい
ての労働者の同意を取得することは不適当であるため、 事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者
の同意を取得してはならないこととし、同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法によらなければならない
ものとしています。ただし、事業者は、労働者に対して同意を強要する行為又は強要しているとみなされるような
行為を行ってはならないことに留意することとされています(指針)。
　①  ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者又は

その他の実施事務従事者が、ストレスチェックを 受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。  
　②  ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他

の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に

Q12

A12

安衛法第66条の10第２項
　事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場
合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の
検査の結果を事業者に提供してはならない。

（労働者の同意の取得等）
安衛則第52条の13第１項
　法第66条の10第２項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によらなければならない。 
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対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有
無を確認する方法。 

　　 　なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出を
もってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えないものとされて
います。　

ストレスチェックの結果の記録と保存についての留意点をご教授ください。

ストレスチェック結果の記録・保存(指針）

　①  結果の事業者への提供について、労働者から同意が得られた場合
　　 　事業者は、当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを５年間保存しなければならないとされてい

ます（安衛則52条の13第２項）。 
　②労働者の同意が得られていない場合
　　 　安衛則第52条の11の規定に基づき、事業者は、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実
施者を含む実施事務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の
設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じなければなりません。この場合において、ストレスチェック
結果の記録の保存については、実施者がこれを行うことが望ましく、実施者が行うことが困難な場合には、事
業者は、実施者以外の実施事務従事者の中から記録の保存事務の担当者を指名するものとされています。実施
者又は実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、５年間保存することが望ましいとされ
ています。 なお、ストレスチェック結果の記録の保存方法には、書面による保存及び電磁的記録による保存が
あり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17 年厚生労働省令第 44 号）に基づき適切な保
存を行う必要があります。

Q13

A13
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ストレスチェックの結果の面接指導が必要となる労働者、面接指導の実施方法その他面接
指導の際の留意点についてご教授ください。

面接指導

（１）面接指導の対象となる労働者の要件―面接指導①

　面接指導の対象となる労働者は、衛生委員会等において調査審議し、事業者のストレスチェック制度に関する規
程において定めた基準及び方法により、高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要がある
と実施者が認めた者であることとされています(通達）。

（２）対象労働者の要件の確認方法―面接指導②
　事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対象となる者かどうかを確認す
るため、当該労働者からストレスチェック結果を提出させる方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有
無を確認する方法によることができるものとされています(指針）。

（３）面接指導の実施方法(通達)－面接指導③

　面接指導の実施方法等は次のとおりです。
　①  面接指導を受けることを希望する旨の申出は、書面や電子メール等で行い、事業者は、その記録を５年間保存

することが望ましいこと。 
　②  申出を行った労働者については、ストレスチェック結果の事業者への提供に同意したものとして取り扱って

Q14

A14

（面接指導の対象となる労働者の要件）
労働安全衛生規則第52条の15
　法第66条の10第３項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者
であって、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであ
ることとする。
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差し支えなく、その場合は、その旨をあらかじめ労働者に周知する必要があること。ただし、申出を行った労
働者が要件に該当するか否かを確認する方法について、衛生委員会等において調査審議し、事業者が実施者に
当該労働者が要件に該当するか否かを確認する方法などストレスェック結果を提供させる方法以外の方法を
定めた場合については、当該方法に基づくことができること。

　③  「遅滞なく」とは、概ね１月以内をいうこと。
　④  面接指導は、面接指導を受ける労働者の所属する事業場の状況を日頃から把握している当該事業場の産業医

その他労働者の健康管理等を行うのに 必要な知識を有する医師が行うことが望ましいこと。 

（４）医師の確認事項(指針）―面接指導④

　面接指導を実施する医師は、規則第52条の17の規定に基づき、面接指導において 次に掲げる事項について確認
するものとされています。  
　①  当該労働者の勤務の状況（職場における当該労働者の心理的な負担の原因及び職場における他の労働者によ

る当該労働者への支援の状況を含む。）   
　② 当該労働者の心理的な負担の状況 
　③ ②のほか、当該労働者の心身の状況 
　なお、事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじ
め、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に関する労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態
様並びに作業負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとされています。 

（５）面接指導の結果についての医師からの意見の聴取(指針)－面接指導⑤

　法第66条の10第５項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意見を聴くに当たっては、面接指
導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴く
ものとされています。具体的には、 次に掲げる事項を含むものとされています。  
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安衛法第66条の10
５　事業者は、第３項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必
要な措置について、厚生労働省令で 定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）
安衛則第52条の19
面接指導の結果に基づく法第66条の10第５項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行
われた後、遅滞なく行わなければならない。
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ア　下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断

イ　必要に応じ、職場環境の改善に関する意見

（６）結果の記録及び保存(指針）―面接指導⑥
　事業者は、面接指導の結果に基づき、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを５年間保存しなければな
らないとされています（安衛則第52条の18）。
　① 面接指導の実施年月日   ② 当該労働者の氏名   ③ 面接指導を行った医師の氏名 
　④ 当該労働者の勤務の状況   ⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況  
　⑥ その他の当該労働者の心身の状況  
　⑦ 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

ストレスチェックの結果の集団ごとの分析が必要とされていますが、どのようにすればよ
いのでしょうか？

集団ごとの集計・分析

（１）ストレスチェック結果の集団ごとの分析―集団ごとの集計・分析①

　「一定規模の集団」とは、職場環境を共有し、かつ業務内容について一定のまとまりをもった部、課などの集団で
あり、具体的に集計・分析を行う集団の単位は、事業者が当該事業場の業務の実態に応じて判断するものとされて
います(通達）。
　集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集団ごとの集計・分析の結果を事業者に提供するに当たっては、当該
結果はストレスチェック結果を把握できるものではないことから、当該集団の労働者個人の同意を取得する必要はあ
りません。ただし、集計・分析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定され、当該労働者個人
のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10人を下回る場
合には、集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、
事業者に集計・分析の結果を提供してはならないとされています。ただし、個々の労働者が特定されるおそれのない
方法で集計・分析を実施した場合はこの限りではありませんが、集計・分析の手法及び対象とする集団の規模につい
て、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行わせる必要があることに留意する必要があります（指針）。 

Q15

A15

安衛則第52条の14
事業者は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の
当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について
分析させるよう努めなければならない。
２ 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者
の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよ
う努めなければならない。

就業区分
就業上の就業上の措置の内容

区分 内容

通常勤務 通常の勤務でよいもの ―

就業制限 勤務に制限を加える
必要のあるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作
業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少又は昼間
勤務への転換等の措置を講じる。

要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させな
い措置を講じる
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（２）集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善(指針）－集団ごとの集計・分析②
　事業者は、次に掲げる事項に留意することが望ましいとされています。  
　①  産業保健スタッフから管理監督者に対し職場環境を改善するための助言を行わせ、 産業保健スタッフ及び管

理監督者が協力しながら改善を図らせること。
　②  管理監督者に、労働者の勤務状況を日常的に把握させ、個々の労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス又

は責任等が生じないようにする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行わせること。 

派遣労働者に対するストレスチェックで注意しなければならないのは、どのようなことで
すか？

派遣労働者に対するストレスチェック

　安衛法第66条の10に基づくストレスチェック及び面接指導については、派遣中の労働者に関し、派遣元事業者が
事業者としての責務を負うものとされています。
　ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、職場単位で実施する必要があることから、派遣労働者も含め
た一定規模ごとに、派遣先事業者において集計・分析することが適当です。そのためには、派遣先事業者において
も派遣労働者に対してストレスチェックを実施することが望ましいとされています。
　面接指導の結果に基づき、派遣元事業主が派遣中の労働者に就業上の措置を講ずる場合には、労働者派遣契約の
変更が必要となること等も考えられることから、必要に応じて、派遣先事業主と連携し、適切に対応することが望
ましいとされています。

ストレスチェック制度では、不利益取扱いが禁止されているということですが、具体的に
はどのようなことですか？

不利益取扱いの禁止

　安衛法第66条の10第３項の規定に基づき、事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な
取扱いをしてはならず、また、労働者が面接指導を受けていない時点においてストレスチェック結果のみで就業上
の措置の要否及び内容を判断することはできないことから、事業者は、当然に、ストレスチェック結果のみを理由
とした不利益な取扱いについても、これを行ってはならないとしています(指針)。

ストレスチェック制度で気を付けなければならない、健康情報の保護について教えてくだ
さい。

守秘義務と情報管理

　安衛法第104条では、ストレスチェックでの検査や面接指導の実施の事務に従事した者に対して、その実施に関
して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないとしています。
　「検査（ストレスチェック）の実施の事務に従事した者」とは、ストレスチェックを実施した医師、保健師等の実
施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務（個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は
結果の保存（事業者に指名された場合に限る）等を含む。）に携わる者も入り、守秘義務が課せられますので注意が
必要です。
　その他、情報管理で気を付けなければならない事項は、以下のとおりです(指針)。
　① 事業者に提供するストレスチェック結果の範囲
　　 　事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場合には、実施者は、事業者に対
して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報についてストレスチェック結果を提供することができる
ものとする。

Q16

Q17

Q18

A16

A17

A18
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　② ストレスチェック結果等の共有範囲
　　 　事業者は、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当該労働者の健康確保のための

就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者の上司又は同僚等に共有してはならないものとする。
　　 　集団ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となった集団の管理者等にとっては、その当該事業場内
における評価等につながり得る情報であり、無制限にこれを共有した場合、当該管理者等に不利益が生じるお
それもあることから、事業者は、当該結果を事業場内で制限なく共有してはならないものとする。

　③ 生データ等の提供制限
　　 　面接指導結果に関する情報を事業者に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加工することによ
り、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要な情報に限定して提供しなければな
らないこととし、診断名、検査値若しくは具体的な愁訴の内容等の生データ又は詳細な医学的情報は事業者に
提供してはならないものとする。

ストレスチェック制度が義務化されましたが、これに伴い就業規則の作成や見直しをする
場合のポイントを教えてください。

就業規則作成・変更でのポイント

　基本的には１～ 18のＱＡの各事項について、法・規則・指針・通達の内容を踏まえて自社の状況に当てはめてルー
ル化していくことが大切です。特にその中でも①衛生委員会における調査審議事項、②ストレスチェックの実施体
制、③同実施方法、④面接指導の実施　⑤集団ごとの集計・分析、⑥各段階での情報管理については、ルール化す
る際のポイントとなる事項と言えます。
　指針でも言っているようにストレスチェック制度の目的は労働者のメンタル不調を未然に防止するもので、労働
者のメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に位置付けられるものです。ルール化する場合でもこの位置付けに留
意することが必要だと思います。

【略語表】
安衛法：労働安全衛生法
安衛則：労働安全衛生規則
指　針： 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指

導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
通　達： 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査
等関係)（平成27年基発0501第3号）

Q19

A19
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支えます！  
職場の安心
企業の未来

人事・労務の相談、年金、労働社会保険の手続き…
身近なことから未来のことまで、社労士にお任せください。社 労士

人事・労務管理も社労士にご相談ください
就業規則の
作成・見直し

賃金・評価制度
の設計・運用

優秀な人材の
確保・育成

職場トラブルの
未然防止・円満解決

インターネットでアピール経営労務診断サービス
企業の人事・労務管理に関する情報を社労士が確認・診断し、その結果を企業情報ウェブ
サイト「サイバー法人台帳 ROBINS」に掲載し、企業の労務管理の健全性を広くアピール
するお手伝いをします。

経営労務診断サービス※詳細は

社労士に相談・業務依頼をしたいときは…
全国47都道府県に設置されている社会保険労務士会にお問い合わせいただくか、
全国社会保険労務士会連合会ホームページ
（www.shakaihokenroumushi.jp）をご覧ください。

こんなことでお悩み、お困りではありませんか？

「雇用」するとどうなるの？
●就業規則、雇用契約書って？
●労働時間の管理はどうしたらよいの？
●労働保険、社会保険って加入しなければならないの？

「雇用」した後はどうするの？
●行政手続きが複雑でわかりにくい。
●人事・労務管理の法律知識がない。相談できる専門家がいてほしい。
●従業員とトラブルが発生！ どこに相談したらよいの？

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社、他士業等の社労士でない者が、労働社会保険に関する
申請書等の作成・届出及び帳簿書類の作成業務などを行えば、社会保険労務士法違反となります。注

意

？
？



 支えます！ 職場の安心  企業の未来 ～社労士～

全国社会保険労務士会連合会
〒103-8346 中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 TEL.03-6225-4864

社労士会

12月2日は
社労士の日


