ストレスチェック制度に向けて

産業カウンセラーは
働く人と組織を支援します

日本産業カウンセラー協会では、ストレスチェックの実施にあたり、予防カウンセリングやメンタル
ヘルスケアの教育研修が重要と考えています。また、高ストレス者への補助的カウンセリングや職場環
境改善のための研修などアフターケアも大切です。
高ストレス者を出さない、より快適な職場環境づくりを協会ではサポートしていきます。

一般社団法人

日本産業カウンセラー協会

中国支部

ストレスチェックと面接指導の流れ
事業者による方針の表明

実
施
前

協会からの提案は
赤で○囲み！

提案１

衛生委員会で調査審議
従業員に説明・情報提供

提案２

ストレスチェックを実施

ス
ト
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ス
チ
ェ
ッ
ク

結果を従業員へ通知・相談窓口等の情報提供

≪努力義務≫
職場毎の集団

提案３
結果を事業者通知
同意の有無の確認

セルフケアと
相談窓口の利用

事業者へ結果通知

分析し、事業者へ
提供

集
団
分
提案３ 析

職場環境改善のた
めに活用

＜面接指導対象者＞
面接指導の申出勧奨

面
接
指
導

提案３

従業員から面接の申し出
医師による面接指導の実施

提案３
相談機関、専門医への紹介

必要に応じ就業上の措置

全
体
評
価

提案３
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

ストレスチェック制度とは？
職場におけるメンタルヘルス不調者の未然予防
を目的として、2015 年 12 月から 50 名以上の
事業場に年 1 回実施が義務づけられました。
またストレスチェック結果後、高ストレス者が
面接を希望した場合、医師による面接の実施を
しなければなりません。
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厚労省の指針にストレスチェック制度に
おける「産業カウンセラーの役割」が
示されています。
（１）高ストレス者の補助的面談
（２）従業員からの相談対応
（３）集団分析結果に基づく職場改善に
かかわる助言

予防からアフターケアまで
トータルサポート
産業カウンセラー協会からの３つのご提案

●メンタルヘルス研修

（対象：全従業員）
・ストレスチェック制度を理解し、ストレス、心の病に対する理解を促す
・自分のストレスに気づき、対処する実践的手法を学ぶ
●ストレスチェック結果の活かし方研修 （対象：全従業員、管理監督者）
・評価結果の見方とポイント、ストレス低減の仕方を学ぶ
●リスニング研修 （対象：管理監督者・各種リーダー・人事など）
・ストレスチェックを踏まえた管理監督者の役割と部下への対応方法を学ぶ
・傾聴技法を中心に、よりよい人間関係を構築する知識とスキルを習得する

●体験カウンセリング

（対象：全従業員）

・全従業員へのカウンセリング（３０～４０分）の実施による、不調者の早期発見

●スポットカウンセリング

（対象：部署・事業場

管理職・新入社員）

・部署や事業場、もしくは役職を限定して、集中的な体験カウンセリングの実施による
不調者の早期発見

●高ストレス者への補助的カウンセリング

（対象：高ストレス者）
・高ストレス（が疑われる）従業員の補助的カウンセリングの実施
・医師への橋渡しとして、医師との面接を勧めるアドバイス
・ストレスチェック後の継続的カウンセリングのケア
●ストレスチェック結果の活かし方研修 （対象：全従業員）
・評価結果の見方とポイント、ストレス低減の仕方を学ぶ
●コミュニケーション研修 （対象：高ストレスと思われる部署・従業員）
・良好なコミュニケーションスキルの獲得による、ストレス予防のためのよりよい
人間関係の構築

●職場環境改善のサポート
・集団分析を元に、職場でストレスを生み出している要因の分析による、よりよい
職場環境構築のサポート
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メンタルヘルス対策が
事業場にもたらす大きなメリット
職場のメンタルヘルス対策
従業員が
いきいきと
働く

・セルフケアやラインケアなど
・相談窓口の整備や情報提供
・話しやすい職場の風土づくり

良い人材
が定着し、
モチベーシ
ョンUP

積極的に取り組むと

生産性向
上、売上げ
ＵＰ

事業場も
従業員も
潤う

事業場の
評判が上
がる

職業性ストレスモデルとメンタルヘルス対策の位置づけ
個人要因

・性格、価値観
・物事の捉え方
・経験･･･

ストレス反応

職場のストレス要因
・仕事量、仕事の質
・人間関係
・仕事の裁量度
・職場環境 ･･･

・身体的反応
・心理的反応
・行動的反応

・精神的な疾患
・職場不適応･･･

一次予防

二次予防

三次予防

未然防止・健康増進

早期発見と対処

職場復帰・再発予防

仕事外の
要因
・家庭の問題
・金銭の問題など

一次予防が
大切！
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健康障害
問題行動

緩衝要因
・上司、同僚のサポート
・家族、友人のサポート
・ストレス解消方法 など

メンタルヘルス不調者を出すことの影響
・欠勤などの労働損失
一人の負
担が増え、
過重労働

・医療費の負担・事故等への
補償の負担
・周囲の従業員の負担
事業場の
評判低下・
人材不足

メンタル不
調者の増
加

人材定着
への影響

生産性の
低下

メンタルヘルス不調者によるコスト、ご存知ですか？
従業員１人（３０代後半、年収約６００万円）がうつ病で休職した場合
≪休職前 3 か月≫

≪休職期間 6 か月≫

周囲の従業員が業務を
残業で手伝う

周囲の従業員が業務を
残業で手伝う

約 99 万円

＋

約 224 万円

≪休職後 3 か月≫
周囲の従業員が業務を
残業で手伝う

＋

約 99 万円

メンタル面等の理由で休職者 1 人あたりに追加的にかかるコストは

“422 万円”

になります！

上記ケースに加え、新たな人材の確保や社員教育のコストが必要となる。また残業の負荷など
により、効率低下やミス、トラブルの増加などが想定されます。
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研修・カウンセリングの利用料金
各種研修

研修メニューも
豊富で低コスト

利用料金

◎1 時間単価

１６，２００円（消費税込）＋交通費

※各種メンタルヘルス研修ともに、人数による追加料金等はいただきません。
※基本的な研修カリキュラムをベースに、オーダーメイドの研修を実施致します。
試しに体験カウンセリ
ングからスタート

体験・スポット・補助的カウンセリング 利用料金
◎1 時間単価

６，１５０円（消費税込）
（事業所に赴く場合は、別途交通費必要）

※貴事業場内でのカウンセリングもしくは当協会相談室での実施など、ご要望に応じて対応可能。
※継続的なカウンセリングにも対応可能。

協会のルームカウンセリング 利用料金
◎基本料金

月額

１０，８００円（消費税込） （１回分含む）

２回目より 1 時間単価

６，１５０円（消費税込）

※協会事務所の相談室などで相談者のご都合の良い日時（土日祝の利用可）に
ご相談していただけます。 予約制
※事業場外にあることで、人目を気にせず、気軽にご利用いただけます。

活用例
従業員 50 人の事業場で、
体験カウンセリングを実施した場合
50 人×6,150 円/時＝307,500 円
過労状態の従業員やメンタル不調者が疑われる
従業員を、体験カウンセリングで早期発見・早期
対応すれば、休職者が出た場合の 10 分の１以下
のコストでリスク対策が可能。
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社員教育（管理職・一般職）年２回と
定期的なカウンセリング（月１回２時間）
を実施した場合

活用例

研修 ２時間×16,200 円/時×2 回＝64,800 円
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ２時間×6,150 円/時×12 月＝147,600 円
合計 212,400 円（年間）
計画的な研修により、従業員のメンタルヘルスに対する意
識を高め、年間を通したカウンセリングの実施により、よ
り効果的な予防対策が実現。

協会事務所と相談ルーム
一般社団法人日本産業カウンセラー協会

中国支部

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-4-8
みのるガーデンビル 2 階
Tel 086-224-4050
Fax 086-234-1432
E-mail chugokushibu@counselor.or.jp

広島事務所
〒730-0016 広島市中区幟町 3-1
第 3 山県ビル 5 階
Tel 082-223-7470
Fax 082-228-2658
E-mail hiroshima@counselor.or.jp

山陰事務所
〒690-0886 松江市母衣町 55-4
松江商工会議所 5 階
Tel 0852-28-9008
Fax 0852-28-9018
E-mail saninmatue@counselor.or.jp

産業カウンセラー＆キャリアコンサルタントの育成事業
協会では、産業カウンセラー養成講座（通学制・通信制）を中国５県で開催しています。
【通学講座】４月～10 月

【通信講座】11 月～翌年 10 月

岡山教室、広島教室

岡山教室、広島教室、山口教室、松江教室、鳥取教室

国家資格のキャリアコンサルタント養成講習を開催しています。
【通学講座のみ】
６月～9 月 広島教室
※

10 月～翌年 3 月 岡山教室

開催教室、時期は年によって変更の可能性があります

社内に産業カウン
セラーの有資格者
がいると安心！

開催時期・定員・受講料等の詳細は協会ホームページでご確認ください
http://chugoku-c.com/

日本産業カウンセラー協会 中国支部

検索
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まずは、お気 軽 にご相 談 ください！
ご希望のサービスに

☑

に入れ、FAX かお電話にてご相談ください。

 教育研修

□□ メンタルヘルス研修
メンタルヘルス研修
□□ ストレスチェック結果の活かし方研修
ストレスチェック結果の活かし方研修
□□ リスニング研修
リスニング研修
□□ ストレスチェック制度の導入研修
ストレスチェック制度の導入研修

 予防カウンセリング

□□体験カウンセリング
体験カウンセリング
□□ スポットカウンセリング
スポットカウンセリング

 アフターケア

□□高ストレス者への補助的カウンセリング
高ストレス者への補助的カウンセリング
□□ ストレスチェック結果の活かし方研修
ストレスチェック結果の活かし方研修
□□ コミュニケーション研修
コミュニケーション研修
□□ 職場環境改善のサポート
職場環境改善のサポート

 その他 ご要望があればご記入ください

ご記入日

平成

年

月

日

団 体 ・ 企業名
担当者氏名（役職）

（役職：
TEL

）

FAX

連 絡 先
E-メール

一般社団法人日本産業カウンセラー協会中国支部

☎086-224-4050

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-4-8 みのるガーデンビル 2 階

E-mail chugokushibu@counselor.or.jp
http://chugoku-c.com/

広島事務所
〒730-0016 広島市中区幟町 3-1 第 3 山県ビル 5 階
☎ 082-223-7470
Fax 082-228-2658
E-mail hiroshima@counselor.or.jp

Fax 086-234-1432
検索

山陰事務所（松江）
〒690-0886 松江市母衣町 55-4 松江商工会議所 5 階
☎ 0852-28-9008
Fax 0852-28-9018
E-mail saninmatue@counselor.or.jp

