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労働安全衛生法改正
ストレスチェックの実施が義務化されました。！
（従業員数、50人以上の全事業所で義務。50人未満は当面努力義務）
施行期日2015年12月1日！

　ストレスチェックの結果は、労働者ご本
人の同意なしで事業主がみることができ
ないので、通常の健康診断とは別に行
う必要があります。

　ただし、個人が特定されない形で、組織集
団として分析したデータは、事業主も知ること
ができるので、会社として取るべきメンタルヘル
ス対策や改善策を検討することができます。

「ストレスチェック」とは、書面の質問に労働者
が回答し、その回答結果をもとにストレス状
況を把握する「アンケート方式」の調査です。

        制度 流 

          何 
何      



Well診断 職場     診断報告書    

Well診断           個人結果通知    

        不調者 増       
        不調者 減     
場合 是非 Well診断  活用下   
     診断  一部上場企業  

導入       
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 社                
大阪府大阪市西区西本町1-2-14 岡島  3階 
 :06-7878-6562      Email:   info@wellfull.jp    

     診断  厚生労働省研究班 成果物    職業性    簡易調査票      開発      
        職業性    簡易調査票  我 国  最 信頼性 高  最 広 導入         
           診断    職業性    簡易調査票 元  更 改善 施  仕様       一部
上企業  導入   御好評          

 職場      項目別 評価  全国平均
   産業平均 比較    
 事業所総括  各職場毎 高    者数 
  算出  一覧表  提供    
 職場 健康   値 算出      不調 
  発生 防止    
 職場     診断結果 説明会 改善  提
  案運用支援 実施             
 高    者 放置          不調
     可能性 高      

         
関  

 問 合   
      

Well診断は行政が求めている
結果通知の要件を全て満た

しています
①レーダーチャートなどでわか
りやすい方法を用いています
②高ストレス者に該当するか
どうかを通知します
③医師による面接指導の要
否を通知します

（①～③は必須）
④事業者への面接指導申出
の方法（事業場内の担当者）
を表記しています
⑤ストレスへの気付きを促し、
セルフケアへのアドバイスを伝
えています
⑥相談窓口に関する情報提
供しています　

（④～⑥は推奨）
⑦医師又は保健師等による
検査であることを保証するため
に、医師等の記名押印を実

施します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 事業者 方針表明

 社内規程類 整備

 衛生委員会  調査審議

 従業員説明 情報提供

          実施

 結果情報提供同意取得

 医師面接指導 実施

 医師   就業上 意見聴取

 就業措置 実施

 集団的分析 評価

 職場環境改善

 実施事項 確認 改善

 労働基準監督署報告

    毎年

国 示          制度    

入 口 事業者 方針表明   出口 労働基準監督署  報告
    一連 流       

        制度

実施体制
 整備 実
施者機能
 担保 

導入  
     
策定 運用

    
     
実務 運
用 実施

衛生委員
会    
   

集団的分
析 職場環
境改善計
画 策定 
運用

事後 医師
面接指導 
為 精神科
産業医 紹
介

規程類 
策定整備

労働基準
監督署報
告用   
策定

各種従業
員周知資
料 実務
様式 策
定 提供産業医  

各種調整

教育 研修

         実施 従業員周知文
 個人結果提供 同意書
 医師面接記録様式
 医師 意見書様式
 相談窓口 案内
 不利益扱     旨 従業員周知
  他 実務    必要   書式 
様式 策定 提供

        制度    概要

 社           以下 WFJ   WFJ 所属     人 社会保労務士  
提携    産業医等                   制度 

            全国展開      
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知  得   
                        SCCS 

事業者 
方針表明

衛生委員会 
 調査審議

 存知             制度 国 定  

会社     10 条 2014年12月17日厚労省検討会資料  

50人以上 事業所         実施義務 2015年12月1日施行

社内規程類 
整備

従業員周知 情
報提供

        
 実施

医師面接指導
 実施

医師   意見
聴取 就業措置

集団的分析 
評価

職場環境改善

労働基準監督
署報告

          取 組  明文化 

        制度導入運用     国 定  
約  項目    詳細 審議            

衛生委員会 審議     項目以上    詳細 
社内規定             

        制度  理解 促  事業所 方針 周
知           

職業性    簡易調査票 57項目 実施  個人 
結果通知時  要件 満            

面接指導対象者 希望  者 面接指導 実施
           費用 会社負担   

国 定  項目    医師  聴取  
必要 応  就業措置 実施           

             集計 分析    集団的分析
 実施有無 労働基準監督署 報告           

       不調者 出  職場環境         従業
員 生産性 定着率 満足度 向上     

衛生委員会未設置 
議事録未保管 
罰則   

多          
業者    要件 満
        注意
 必要   

 産業医 職務 
       
     関  
一連 業務 厚
生労働省令  
規定      

国 指定  5項目     労働基準監督署 
報告            

 SCCS            対策 
       社労士    10 条 
完全     労基対策 万全   

会社 手間             導入     
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知  得   一般社団法人          WFJ  
                        SCCS 

事業者 
方針表明

衛生委員会  
調査審議

会社     10 条 完全     

社内規程類 
整備

従業員周知 情報
提供

         
実施

医師面接指導 
実施

医師   意見聴
取 就業措置

集団的分析 
評価

職場環境改善

労働基準監督署
報告

社会的背景      文 盛 込   説得力    事業者 方針表
明文書 策定    

国 定  約  項目    詳細 一   丁寧        実務
    落  込      衛生委員会議 会議資料 作成    必要
 応  衛生委員会 出席  内容説明     

衛生委員会 審議     項目以上    詳細内容 網羅  
社内規程 規定  策定    

        制度  理解 促 研修 実施  事業所 方針 周知
文書 策定    

職業性    簡易調査票 57項目 実施  個人結果通知 必要    
 要件 満            Well診断  提供    

        専門    産業医   面接指導       国 要件 満    
       型医師 面接指導記録表  御提供    精神科産業医 御紹介 可
能   

国 定  項目 完全網羅          型面接記録様式  御提供 
              制度対応済   就業上 措置 関  医師 
意見書 様式 提供    

              組織 高    者数出現率        
不調   可能性 高 者 等 多軸的 分析 実施    

高    者 出   職場環境    提案  人事労務管理 切 口 
       研修      研修等 実施    

国 指定  労働基準監督署  5項目 包括  集計    御提供  
  

 WFJ        対策
          社労士 
  全国       主宰  
 一般社団法人   

        制度 
全工程 完全    
      WFJ SCCS  
   

 日本          
         第一人者 言
      医師 顧問 擁  
   信頼   組織   

    人 
     組織作 

       対策支援全
国社労士   

 社          
 550-0005 大阪市西区西本町1-2-14 岡島   F
電話 06-6536-5595     info@wellfull.jp
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ストレスチェック・コンサルテーション・サービス＜SCCS>のご提案例

                         

時期 内容 成果物     契約料   込  別  表記 

初回  初回打 合   事業所 現状確認  事業者 方針表明文 込

 
 
月
目

 関係者 実施者 産業医  社内担当者等  
 各種調整 契約内容 業務分担      
 感 整理 情報 共有化等 
 就業規則    適応度診断

     社内規程         規定含  策定 別

個人情報保護管理規程 別

就業規則診断結果     記載例 解説 御提供 込

 
 
月
目

 衛生委員会
 衛生委員会 出席         制度 関
  法令指針 概要 社内方針等 説明 質
疑応答 
 従業員周知 資料提供 研修 実施 
          実施

衛生委員会会議資料作成
         導入    行政 要求    調査審議事
項 網羅  会議資料 策定    

込

衛生委員会議事録作成 3年間 保存義務   込

従業員周知資料作成 込

         実施 別

 
 
月

目
 実施者          個人結果 通知
 結果通知  相談窓口情報 提供
 衛生委員会出席

専門家          相談窓口 提供  

衛生委員会 会議資料作成         実施状況報告 込

 
 
月
目

 精神科産業医     面接指導    
 御提供
 医師面接 実施 医師面接指導      
     
 医師   意見聴取 就業措置 関   
    
 集団的分析 組織診断  実施
 衛生委員会出席

精神科産業医     面接指導     御提供 別

      型 医師面接指導記録表 医師意見書  形 
御提供

込

事業者  医師   意見書  形 提供 保存義務   込

衛生委員会会議資料作成 集団的分析結果説明  

 
 
月

目
 衛生委員会出席
 労働基準監督署報告 法令施行後 

衛生委員会会議資料作成 医師面接指導結果報告 込

労働基準監督署報告資料作成  

今後 年        対策推進計画       健康作 計画   策定 込

 印               Well診断  導入       場合  込       

 印         対策 法改正        制度 関  法令指針等  行政 求    要件   

 料金体系 5 月 短期顧問契約 締結         顧問料  個別  相談下    法令施行後 値上予定   

                       導入      
 担当者 業務負荷軽減 効率化 残業抑制効果         業務精度 保証     
 労働諸法令 専門家   社会保険労務士 対応    法令指針通達対応 万 一 
      時 安心   
 他 同         提供         機関            
   全国対応 可能    一部未対応地域        企業様 国内 全事業所 同 
      受      
        不調者 対応 苦慮    事例等  関  相談 承    

Copyright © 2016　WFJ All 
Rights Reserved.

 問 合    社           
電話 06-6536-5595  e-mail info@wellfull.jp 

➢労働安全衛生法が改正（2015年12月1日施行）され、労働者数50人以上の事業場でストレスチェックが義務化されました。
➢このストレスチェック制度は、単にストレスチェックをすれば良いというものではなく、前工程では事業者の方針表明、衛生委員会での調
査・審議、社内規程策定、後工程では、医師の面接指導、医師からの意見聴取と就業措置、労働基準監督署への報告等、様々な
対応が行政から求められています。
一般社団法人ウエルフルジャパン（ＷＦＪ）では、ストレスチェックの前後工程を含めたストレスチェック・コンサルテーションのワンストップサービ
スをご提供しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用語説明：メンヘル＝メンタルヘルス



労働安全衛生改正         導入運用支援    
    WFJ衛生委員会       e      案内

 衛生委員会議事録 作成 提出

WFJ衛生委員会       概要

 現状体制 確認 事業者方針表明策定    

 関係者  調整 業者 選定 契約内容 確認等含  

 衛生委員会審議 調査事項 整理 会議資料作成

 就業規則診断 診断結果    作成

 従業員周知資料作成

 衛生委員会 参加     概要説明

         実施計画 作成

 2015年12月1日 施行   改正労働安全衛生法    50人以上 事業所 1年 1回定期     
     実施 義務付      当該        制度 関   厚生労働省労働基準局安全衛生部
          面接指導 実施方法等 関  検討会          制度 関  情報管理及 不利
益取 扱 等 関  検討会     労働安全衛生法 基          制度 関  検討会報告書 
 同12月17日開示             運用時 概要 明確       

  当該報告書 則           導入運用  時      
 事業者 方針表明        対策             位置   明確化
 衛生委員会  審議 確認
          関  社内規定 策定
 事業者 実施者        経営者       昇進 異動等 関  権限 持 監督的  
 地位   者 例 病院 院長 当該病院 産業医 兼務    場合   当該産業医   
院 
 長等  実施者        
 集団的 分析 職場     診断  職場環境改善     今後法制化 検討
 労働基準監督署  結果報告

  社           WFJ)  
 事業者方針表明策定    
 衛生委員会       
 社内規程類 改定 策定
          実施 導入運用支援含  
 医師 面接指導      
 職場     診断 職場環境改善
 労基報告等       &     
      全国     提供   
  日本 唯一 社会保険労務士  
 
 法人   

  問 合   
 社           WFJ)

       対策支援社労士全国   

本店 大阪市西区西本町
06-6536-5595

info@wellfull.jp
対応地区 北海道 関東 中部 関西  
       中国 四国 九州 沖縄

 詳細  問合 下   

       対策管理規程         実施規定含  
等  提供可能   規程類 策定 別途費用 必要 場合   得

   

専門家   
社労士 依頼 
  安心   
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        制度 流 

        関連 社内規程
等 策定

衛生委員会  
調査審議

労働者説明 情報提供

        実施
 医師 保健師等 

 実施者 
個人結果 労働者 

直接通知
 情報提供 相談窓
口      

 実施者 
医師面接指導 
申出勧奨

 労働者 
医師面接指導 
事業者 申出 

 事業者 
就業措置医師
意見聴取

         面接指導 実施状況 点検 確認 改善事項 検討 PDCA 回  

労働基準
監督署報告 

実施

 議事録保存義務3年

 実施者 
分析結果 事業者 

提供

 職場環境改善
 管理監督者研修
      研修 等

 医師 
相談機関 専門医 紹

介

 心 健康   計画   職場復帰支援     
        対策管理規程
         実施規定
 個人情報 関  管理規程 等 

 目的 体制 方法
 情報 取扱
 不利益取扱 禁止等

 実施者 
事業者  結果提供
同意有無確認

 実施者 
事業者 
結果提供

 実施者 
職場   
集団的分析

 集団分析
   組織診断 

 個人 
           

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書一部改変
平成26年12月17日厚生労働省労働基準局安全衛生部
          面接指導 実施方法等 関  検討会 
         制度 関  情報管理及 不利益取扱 等 関  検討会 

 事業者 
面接指導 医師 

依頼

 医師 
面接指導 実施

 事業者 
必要 応 就業措置

 実施

事業者   方針 表明

 面接申出先 周知

 医師意見書様式 準備

 面接様式 準備

 報告用    集積 集計



料  金

項目 仕様・説明 単位 料金(円/税別）

１
個人のストレス
チェック

A：実施者（判定等）をWFJの提携先産業医が実施 人 2000

B：実施者（判定等）を事業場産業医が実施 人 1000

２
集団的分析
（組織診断）

A：事業場一括りの職場のストレス診断 事業場 ０

B：事業場の職場別ストレスリスク一覧表 事業場 ０

C：部署単位での職場のストレス診断 部署 10,000

３
分析結果への
コンサルアドバイ
ス

2-A/Bへのコンサルタントからのアドバイスレポート 事業場 20,000

２-C へのコンサルタントからのアドバイスレポート 事業場 12,000

４
＜eプラン＞
衛生委員会プ
ランニング

ストレスチェック制度導入で必須の衛生委員会での調査審議の運用をサポートし
ます。

事業場 別途お見積り

５

＜SCCS＞スト
レスチェック・コン
サルテーション
サービス

ストレスチェック制度の入り口から出口までの総合コンサルテーションサービスです。 事業場 別途お見積り

６ 相談窓口 フリーダイヤルで使えるなんでも相談窓口です。

事業場規模
による/月

別途お見積り

７
精神科産業医
サービス

御社産業医にて、メンタルヘルス関係の面接指導の対応ができない場合、精神
科産業医による次なる体制を御提供します。月々の基本料金を支払う事で、いざ
というときに精神科産業医による面接指導等のサービスを受けることができます。ま
た、関東・関西地区においては、精神科産業医顧問のご紹介も可能です。

※詳細は、別紙
提供

８
規程類の策定
整備

A：メンタルヘルス対策管理規程（ストレスチェック規定を含む） 事業場 70,000

B：職場復帰支援プログラム（規程） 事業場 70,000

C：就業規則診断＞現在の就業規則がメンタルヘルスの諸問題、法改正ストレス
チェック制度に対応し得るか診断します。

事業場
当法人のお客

様は無料

９ 各種研修

A：ストレスチェック制度実施にあたっての管理職研修 ２H 30,000

B：メンタルヘルス対策における管理職研修（ラインケア研修） ２H 30,000

C：メンタルヘルス対策におけるセルフケア研修 ２H 30,000

D：管理職の為のパワハラ研修 1.5H 30.000

E：新入社員研修（社会人としての基礎力養成） 3H 50,000

★研修のテーマ、内容、時間、料金についてはお気軽にご相談ください。

一般社団法人ウエルフルジャパン
【大阪本社】
〒550-0005　大阪市西区西本町1丁目2番14号
岡島ビルディング3F（地下鉄四つ橋線本町駅26番出口直結）
TEL　06-6536-5595  /06-7878-6562
FAX　06-6537-1543　
http://www.wellfull.jp/index.html
Email :info@wellfull.jp
【東京支社】
〒104-0061東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階　　
℡　03-6869-0830
【福岡支社】
〒810－0072 福岡市中央区長浜1丁目4－5　エルフィナ天神北201号室
℡　092-739-5551 　

我           造詣
 深 社会保険労務士 団体
   人事労務 諸問題   
  対策等 企業     人 
関     専門家   
 依頼内容 料金      
 気軽  相談下   

【御提供サービス（抄）】
☆労基対策万全のストレスチェック導入運用支援
☆法改正対応のストレスチェックの実施
☆メンタルヘルス不調者対応サポート
☆（精神科）産業医の御紹介　　等

＞＞ISO27001（ISMS)　認証取得＜＜

※以下は、定価です。料金については、実施人数、内容によりご相談に応じます。



「がんばる人とがんばれる組織作り」
メンタルヘルス対策支援社労士全国ネット

（社）ウエルフルジャパン
【大阪本店】
〒550-0005

大阪市西区西本町1-2-14　岡島ビル3階
℡　06-6536-5595
http:/www.wellfull.jp/

【福岡支社】

福岡市中央区長浜1丁目4－5　エルフィナ天神北201号室 

【東京支社】
東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階
℡　03-6869-0830 

【担当】

 060-0033 北海道札幌市中央区北 条東 丁目343-2-201
 社会保険労務士事務所    社会保険労務士 倉 雅彦
 電話090-8897-1295 FAX011-522-9463
   email  kura@email.plala.or.jp http://www.sr-terrace.com/


