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県内事業場におけるメンタルヘルス対策の実施状況について 

 
 
日本の職場での課題の一つとして、働く方の半数以上が仕事や職業生活に関する強い不安

やストレスを感じており、また、業務における強い心理的な負荷による精神障害を原因とす

る労災件数が一定数あるところです。 

このような状況を踏まえ、福島労働局では、「第 13 次労働災害防止計画」において、メン

タルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を高めること等を目標としており、目標達成

に向けた取組の一環として、県内の 50 人以上の労働者を使用する事業場（1,763 事業場）

を対象に、メンタルヘルス対策に係る取組状況の自主的な点検・改善及びその結果の提出を

求めたところです。 

今般、福島労働局（局長 森戸和美）は、提出があった事業場（1,180 事業場）の点検結

果を取りまとめました。 

福島労働局及び各労働基準監督署では、県内の事業場におけるメンタルヘルス対策が推進

されるよう、引き続き、事業場に対する指導等を行ってまいります。 

 

【結果の概要】※詳細は添付資料１のとおり。 

〇 産業医の選任率 92.5％ 

〇 衛生管理者の選任率 87.0％ 

〇 事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任率 55.6％ 

〇 ストレスチェックの実施率（毎年） 98.0％ 

〇 心の健康づくり計画の策定率 51.9％ 

〇 メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修の実施率 62.1％ 

〇 メンタルヘルスケアに係る相談窓口の設置率 85.3％ 

〇 職場復帰支援プログラムの策定率 46.8％ 

 

添付資料１：メンタルヘルス対策に係る自主点検結果について 

添付資料２：福島労働局 第 13 次労働災害防止計画（パンフレット） 

添付資料３：仕事や職業生活に関する強いストレスの状況 

添付資料４：精神障害に関する労災の請求、決定及び支給決定件数 

添付資料５：働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 



 
資料１ 

メンタルヘルス対策に係る自主点検結果について 

 

１ 対象事業場等 

 福島県内の労働者数 50 人以上の事業場（1,763 事業場）を対象に、メンタル

ヘルス対策に係る自主点検の実施を依頼し、結果の提出を求めたところ、1,180

事業場（有効回答：66.9％）から回答があった。 

 

２ 点検項目ごとの取組状況 

（１）産業医等の選任状況 

産業医※1 衛生管理者※2 
事業場内メンタルヘ

ルス推進担当者※3 

92.5％ 87.0％ 55.6％ 

※１ 労働安全衛生法（以下「法」という。）第 13 条及び労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）

第５条に基づき、常時 50 以上の労働者を使用する事業場は産業医を選任することが義務付けら

れています。 

※２ 法第 12 条及び令第４条に基づき、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場は衛生管理者を選

任することが義務付けられています。 

※３ 労働者の心の健康の保持増進のための指針（以下「指針」という。）に基づき、事業場のメンタ

ルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任することが求

められています。 

 

 産業医、衛生管理者については、法で選任が義務付けられているものの、

未選任の事業場が存在します。このため、福島労働局としては、選任に向

け、引き続き指導等を行います。 
 

（２）－①衛生委員会（安全衛生委員会）※4の開催状況 

開催している 
（毎月）開催してい

ない 

93.1％ 6.9％ 

※４ 法第 18 条、令第９条及び労働安全衛生規則（以下「規則」という。）第 23 条に基づき、常時 50

人以上の労働者を使用する事業場は衛生委員会を設置し、毎月１回以上開催することが義務付

けられています。また、法第 17 条等に基づき設置する安全委員会と衛生委員会の両方の設置が

必要な事業場では、法第 19 条に基づき、両委員会の職務を合わせもつ安全衛生委員会を設置す

ることに代えることができます。 

 

 後述のストレスチェックを（毎年）実施していない事業場では、半数以
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上の事業場で衛生委員会（安全衛生委員会）が毎月１回以上開催されてい

ない状況でした。 

 衛生委員会（安全衛生委員会）については、法で開催が義務付けられて

いるものの、未開催の事業場が存在します。このため、福島労働局として

は、開催に向け、引き続き指導等を行います。 

 

（２）－②衛生委員会（安全衛生委員会）におけるメンタルヘルス対策に係る事

項についての調査審議※5の状況 

調査審議している 調査審議していない 

80.3％ 18.3％ 

※５ 法第 18 条及び規則第 22 条に基づき、衛生委員会（安全衛生委員会）においてメンタルヘルス

対策に係る事項ついて調査審議することが義務付けられています。 

 

 後述のストレスチェックの実施についてもメンタルヘルス対策に係る

事項に含まれますので、ストレスチェックについて調査審議しているもの

の、「調査審議していない」と回答している事業場もあると考えます。 

 

（３）－①ストレスチェック※6の実施状況 

実施している 
（毎年）実施してい

ない 

98.0％ 1.9％ 

※６ 法第 66 条の 10 及び規則第 52 条の９等に基づき、ストレスチェックを毎年実施することが義

務付けられています（労働者 50 人未満の事業場は当面努力義務）。 

 

（３）－②医師による面接指導※7の実施状況（注：複数に回答した事業場あり） 

実施している 対象者がいない 実施していない 

66.1％ 34.0％ 1.1％ 

※７ ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高いと判断された者が申出を行った場合には、

法第 66 条の 10 及び規則第 52 条の 16 等に基づき、医師による面接指導を実施することが義務付け

られています。 

 

（３）－③ストレスチェック結果の集団分析及び職場環境改善※8の実施状況 

実施している 実施していない 

83.5％ 15.8％ 

※8 規則第 52 条の 14 に基づき、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計、分析し、そ
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の結果を勘案して適切な措置を講ずるように努めることが義務付けられています（努力義務）。 

 

（４）心の健康づくり計画※9を策定状況 

策定している 策定していない 

51.9％ 48.0％ 

※９ メンタルヘルスケアは、中長期的視野に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすること

が重要です。指針に基づき、そのための計画（心の健康づくり計画）を策定した上で、事業者自ら

が事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制

を確立することが求められています。 

 

 ストレスチェックを（毎年）実施していない事業場では、約８割の事業

場が心の健康づくり計画を策定していない状況でした。 
 

（５）メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修※10の実施状況 

実施している 実施していない 

62.1％ 37.2％ 

※10 ４つのケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業

場外資源によるケア）が適切に実施されるよう、指針に基づき、それぞれの職務に応じ、メンタル

ヘルスケアの推進に関する教育研修を行うよう努めることが求められています。 

 

（６）メンタルヘルスケアに係る相談窓口の設置及び事業場外資源（機関）の活

用状況※11（注：複数に回答した事業場あり） 

設けている 
事業場外資源（機

関）を活用している 
設けていない 

85.3％ 26.9％ 14.2％ 

※11 労働者によるメンタルヘルス不調への気づきを促進するため、指針に基づき、事業場の実態に

応じて、その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の活用を図るなど、労働者

が自ら相談を行えるよう必要な環境整備を行うことが求められています。 

 

 ストレスチェックを（毎年）実施していない事業場では、６割以上の事

業場が相談窓口を設置していない状況でした。 

 

（７）職場復帰支援プログラム※12を策定していますか。 

策定している 策定していない 

46.8％ 52.5％ 
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※12 メンタルヘルス不調により休業している労働者が円滑に職場に復帰し、就業を継続できるよう

にするためには、指針に基づき、衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら

職場復帰支援プログラムを策定することが求められています。 

 

３ 今後の取組等 

 今回の結果では、法令に基づく取組の実施状況は全体的にはおおむね適切で

したが、取組が不十分な事業場もみられましたので、引き続き、法令に基づく取

組が実施されるよう指導を行います。 

また、メンタルヘルス不調を予防するためには、法令に基づく取組のみならず、

指針に基づく取組も含めて総合的に対策を推進する必要があります。その推進

に当たっては、産業医、衛生管理者、衛生委員会（安全衛生委員会）等の役割が

重要になりますので、引き続き、それらの実施体制の整備について指導を行うと

ともに、指針に基づく取組についても指導を行います。 

加えて、心の健康づくり計画や職場復帰支援プログラムの策定、メンタルヘル

スケアの推進に関する教育研修等についての支援を無料で行っている福島産業

保健総合支援センターとも連携し、取組の推進を図ります。 



福島労働局  第１３次労働災害防止計画 
（２０１８年４月１日～２０２３年３月３１日） 

    福島県内の労働災害発生状況（２０１７年） 
      ・ 死亡者 ： ２０人   ・ 死傷者（休業４日以上） ： １,８３９人 
 

○ 働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、一人
の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を
持ち得るような社会としていく必要がある。 

○ 就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障
害者である労働者の安全と健康の確保や、疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両
立について、これを当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければならない。 

○ 原発事故からの復興工事に伴う労働者の放射性物質による健康障害防止対策、健康
確保対策、安全対策の推進が重要である。 

現状と計画のねらい 

計画の目標 

基本目標：① 死亡者数を１５％以上減少 
② 死傷者数（休業４日以上）を５％以上減少 

個別目標：③  建設業の死亡者数を１５％以上減少 
製造業及び林業の死亡者数（５年間の総数）を１５％以上減少 

④  陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者
数（休業４日以上）を死傷年千人率で５％以上減少 

⑤ 東京電力福島第一原子力発電所並びに特定復興再生拠点区域復
興再生計画に基づく除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃
棄物等処分業務における安全衛生確保対策の徹底を図る 

⑥  仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を
含めた相談先がある労働者の割合を高める 

⑦  メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を高める 
⑧  ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の
割合を高める 

⑨  化学品の分類及び表示に関する世界調和システムによる分類の結

果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質につい
て、ラベル表示と安全データシートの交付を行っている化学物質譲
渡・提供者の割合を高める 

⑩  第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数（休業４
日以上）を死傷年千人率で５％以上減少 

⑪  職場での熱中症による死亡者数（５年間の総数）を５％以上減少 

takahashitk
フリーテキスト
 資料２

takahashitk
直線
ここにメモを書いてください。



計画の重点事項 

（１）東日本大震災の復興に係る安全衛生確保対策の推進 
（２）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 
（３）過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 
（４）就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 
（５）疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 
（６）化学物質等による健康障害防止対策の推進 
（７）企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 
（８）安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進 
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福島県における労働災害発生状況と第13次労働災害防止計画の目標 

第11次労働災害防止計画 第12次労働災害防止計画 第１3次労働災害防止計画 

5％以上減 

15％以上減 

死亡者数 

休業４日以上の死傷者数 

【参考】安全衛生関係の主な啓発週間・月間 
 ４月 STOP！熱中症クールワークキャンペーン準備期間 
 ５月 STOP！熱中症クールワークキャンペーン期間（～９月） 
 ６月 全国安全週間準備期間、STOP！転倒災害プロジェクト重点実施期間 
 ７月 全国安全週間（１日～７日）、STOP！熱中症クールワークキャンペーン重点

取組期間 
 ９月 全国労働衛生週間準備期間、 職場の健康診断実施強化月間 
１０月 全国労働衛生週間（１日～７日） 
１１月 過労死等防止啓発月間 
１２月 STOP！転倒災害プロジェクト重点実施期間（～２月） 



重点事項の具体的取組 

○ 東京電力福島第一原子力発電所廃炉作業において、作業の時間管理、１Ｆガイドラインに基づく
放射線防護措置等の作業計画を作成させ、計画に基づく作業を実施させるなど、作業員の被ば
く低減対策等を実施させる。 

   また、新規入場者に対しては必要な安全衛生教育、放射線教育を必ず実施させ不安全行動の
撲滅に取り組ませるなど、作業の安全衛生対策を実施させる。 

   さらに、原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度を活用するなど、緊急作業に従事し
た労働者に対する長期的健康管理対策等について周知を行い、所属事業者による健康管理対
策を実施させる。 

○ 特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄
物等処分業務について、新規入場者教育、除染等作業等に係る特別教育、健康診断実施と結
果に基づく事後措置の実施等の健康障害防止対策を実施させる。 

   また、墜落・転落災害の防止、建設機械との接触事故防止、家屋の解体作業時の労働災害防
止等の対策に取り組ませる。 

（１）東日本大震災の復興に係る安全衛生確保対策の推進 

（２）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

（３）過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 

○ 建設業について、墜落・転落災害防止のため、足場の確実な設置、手すり先行工法、フルハーネ
ス型等の墜落防止用保護具の推奨を推進するとともに、はしご等で多く墜落災害が発生してい
ることから、その使用方法に関して指導する。また、解体工事現場における安全対策を指導す
る。 

○ 製造業について、製造機械によるはさまれ・巻き込まれ災害防止対策として機械の本質安全化
を推進するとともに、作業標準の点検及び作業者に対する安全教育の取組を指導する。また、
災害発生事業場に対し、原因の究明と再発防止措置の徹底を指導する。 

○ 林業について、今後改正が見込まれている伐木作業に係る労働安全衛生規則の改正内容及び
「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に示した安全な伐倒方法等の普
及、下肢を保護する防護衣の着用の徹底、安全なかかり木処理の方法の普及等を図る。 

○ 労働者の健康管理に関するトップの取組方針の設定・表明等企業における健康確保措置の推
進について指導する。 

○ 「『過労死ゼロ』緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策」を推進する。 

○ 過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスクが高い状況にある労働者を
見逃さないため、医師による面接指導や産業医・産業保健スタッフによる健康相談等が確実に
実施されるよう指導する。 

○ 時間外労働の上限規制により過重労働の防止を図るとともに、過重な労働により脳・心臓疾患
等の発症リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、長時間労働者に対する健康確保措
置を指導する。 

○ ストレスチェック制度について、高ストレスで、かつ医師による面接指導が必要とされた者を適切
に医師の面接指導につなげるなど、メンタルヘルス不調を未然に防止するための取組を推進す
るとともに、ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善について、その取組を推
進することで、事業場における総合的なメンタルヘルス対策の取組を推進する。 

○ パワーハラスメントの防止について、リーフレット等を活用して周知する。 

○ 雇用形態の違いにかかわらず、安全衛生教育や健康診断、安全衛生委員会への参画等につい
て適正に実施するよう指導する。 



（４）就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 

（５）疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 

（７）企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 

（６）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

（８）安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進 

○ 第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店）について、安全衛生に対する意識を高めるととも
に、雇入れ時の安全衛生教育の徹底を図る。 

○ 陸上貨物運送事業について、荷役作業における安全ガイドライン等の周知・普及に取り組むとと
もに、保護帽の着用等基本的な安全対策の徹底を図る。 

○ 福島局版転倒災害防止対策「転ばないでね！」に基づき、チェックリストを用いた職場の総点検・
その結果に基づく対策を実施するよう呼びかける。 

○ 介護労働者の腰痛予防について、身体負担軽減を図る動作補助装置等の導入の推奨を行う。 

○ 日本工業規格に適合したＷＢＧＴ値測定器を普及させるとともに、ＷＢＧＴ値の測定とその結果に
基づき、必要な措置がとられるよう指導する。 

○ 交通労働災害防止対策を呼びかける。 
○ 派遣労働者を対象とした安全衛生教育の実施について指導する。 

○ 外国人労働者を対象とした安全衛生教育の実施、労働災害防止のための日本語教育等の実
施、労働災害防止に関する標識・掲示、健康管理の徹底を図る。 

○ 障害者である労働者の労働災害防止について指導する。 

○ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針、治療と職業生活の両立支援のた
めのガイドラインの周知啓発を図り、企業の意識改革及び支援体制の整備を促進する。 

○ 労働者に寄り添いながら相談支援を行い、労働者と主治医や企業・産業医とのコミュニケーショ
ンのサポートを行う「両立支援コーディネーター」の活用を促進すること等により、治療と職業生
活の両立に係る相談支援体制を支援する。 

○ 危険性又は有害性等が判明していない化学物質が安易に用いられないようにするため、事業者
及び労働者に対して、必要な対策を講じることを指導・啓発する。 

○ 化学物質リスクアセスメントの結果に基づく作業等の改善方法を具体的に分かりやすく示してい
くなど、作業改善の実効性を上げるための指導を行う。 

○ 雇入れ時等の安全衛生教育において、化学物質のラベル表示やＳＤＳによる情報について理解
を深められるようにする他、保護具の正しい着用方法等、教育の必要性について指導する。 

○ 必要な石綿ばく露防止措置を講じない施工者への対策の必要性について指導する。 
○ 個々の労働者のばく露の状況等を継続的に把握し保存する必要性について指導する。 
○ 健康管理手帳制度の周知を行う。 
○ 事業場等の実情に応じた禁煙、空間分煙等の受動喫煙防止対策の普及・促進を図る。 
○ 第９次粉じん障害防止総合対策に基づき、粉じん健康障害防止の自主的取組を推進する。 

○ 企業のマネジメントの中に安全衛生を位置付けることを推奨する。 
○ 労働災害防止団体の活動と連携した業界団体等による自主的な安全衛生活動を促進する。 
○ 労働災害防止団体が行っている支援策の活用を促進する。 

○ 登録検査機関・登録教習機関等に対する監査を実施して指導するとともに、意図的に違法な行
為を行う悪質な事業者を摘発した場合は、処分基準に照らし、適切に処分を行う。 

○ 第三次産業の業界団体に対し、会員企業の安全衛生対策を推進するための安全衛生委員会等
の設置を働きかける。 



 
資料３ 

仕事や職業生活に関する強いストレスの状況 

 

 

 出典：労働安全衛生調査及び労働者健康状況調査 
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働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省が委託して運営している働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト「こころの耳」では、メンタルヘルス対策の基礎
知識、事業場の取組事例、「５分でできるセルフチェック」等の
ツール、各種研修案内などのメンタルヘルスに関する情報の提
供を行っています。

また、メンタルヘルス不調者等に関する無料のメール相談や
電話相談も行っています。

URL： http://kokoro.mhlw.go.jp
電話相談： ０１２０－５６５－４５５

資料５

http://kokoro.mhlw.go.jp

