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 県内のストレスチェック実施率は68.9％ 
～沖縄県内のストレスチェック実施状況(平成29年末時点)～ 

前年比で、1.2ポイント上昇 

１．ストレスチェック制度の実施状況について（県内概要） 

職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、平成27年12月から50

名以上の労働者を使用する事業場に対し、年１回のスチレスチェック実施及び労働基準監

督署への報告が義務づけられています（50名未満は努力義務）。 

平成29年12月末時点の状況は以下のとおりです。 

● 実施事業場について （別紙参照） 

ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、68.88％(昨年は66.69％、昨

年比 2.19P△以下同じ)の事業場がストレスチェックを実施していた。管轄署別では、

八重山労働基準監督署管内の84.78％(62.50％、22.28P△)、次いで那覇労働基準監督

署管内の70.38％(64.14％、6.24P△)、沖縄労働基準監督署管内の68.60％(74.47％、

5.87P▲)の順であった。 

● 受検した労働者について （別紙参照） 

ストレスチェック実施事業場のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は 

73.56％(74.02％、昨年比 0.46P▲)であった。管轄署別では、那覇労働基準監督署

管内の74.98％(75.49％、0.51P▲)、次いで名護労働基準監督署管内の74.29％

(76.04％、1.75P▲)、八重山労働基準監督署管内の72.81％(76.98％、4.17P▲)の順

であった。 

集団分析実施事業場について （別紙参照） 

ストレスチェック実施事業場のうち、集団分析を実施した事業場の割合は 

79.40％(73.45％、昨年比 5.95P△)であった。管轄署別では、宮古労働基準監督署

管内の88.89％(77.78％、11.11P△)、次いで沖縄労働基準監督署管内の79.66％

(68.95％、10.71P△)、那覇労働基準監督署管内の79.40％(76.16％、3.24P△)の順で

あった。 

沖縄労働局の取組 

ストレスチェック制度が完全に実施されるよう、労働局、各労働基準監督署ともに 

管内事業者へ周知及び指導を徹底します。 

     別添・ストレスチェック制度の概要（リーフレット） 

沖 縄 労 働 局 発 表 
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   【参考】 
 

面接指導を受けた労働者について （別紙参照） 

ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の 

 割合は0.54％(0.52％、昨年比 0.02P△)であった。管轄署別では、那覇労働基準監督

署管内の0.64％(0.60％、0.04P△)、次いで八重山労働基準監督署管内の0.57％

(1.11％、0.54P▲)、名護労働基準監督署管内の0.35％(0.30％、0.05P△)の順であっ

た。 

 

ストレスチェック制度の目的 

・一次予防を主な目的とする。(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)  

・労働者自身のストレスへの気づきを促す。  

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる。 

 

ストレスチェック制度のポイント  

① 常時使用する労働者に対して、年１回、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)を実施することが事業者の義務になりま

す。  

② ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレスの要因」、「心身のストレス反

応」、「周囲のサポート」の３領域を含む必要があります。  

③ 検査の結果、一定の要件(高ストレスと判定とされた者など)に該当する労働者から

申出があったときは、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となりま

す。  

④ 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置

(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を講じることが義務となります。 

⑤ 面接指導の申出を理由として、労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止さ

れます。また、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの

結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたに

もかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導

の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位(役職)の変更等も

行ってはいけません。 

※ ストレスチェックの結果は、直接本人に通知し、本人の同意がない限り、事業者に提

供してはいけません。 
 

                                



別紙

那覇署 沖縄署 名護署 宮古署 八重山署 局計
平成29年要実施事業場数① 800 344 84 37 46 1311
平成29年実施事業場② 563 236 47 18 39 903

平成28年要実施事業場数①’ 739 333 77 34 48 1231
平成28年実施事業場②’ 474 248 51 18 30 821
平成29年 実施率（％）（②÷①） 70.38 68.60 55.95 48.65 84.78　　　68.88（＋2.19)
平成28年 実施率（％）（②’÷①’） 64.14 74.47 66.23 52.94 62.50　　　66.69

労働者数③ 85136 35557 6236 2004 4094 133027
受検労働者数④ 63839 25006 4633 1398 2981 97857

検査実施率（％）（④÷③） 74.98 70.33 74.29 69.76 72.81 73.56

受検労働者数④ 63839 25006 4633 1398 2981 97857
面接指導労働者数⑤（※１） 410 82 16 2 17 527
実施率（％）（⑤÷④） 0.64 0.33 0.35 0.14 0.57 0.54

集団分析実施事業場数⑥（※2） 447 188 37 16 29 717
実施率（⑥÷②） 79.40 79.66 78.72 88.89 74.36 79.40

ストレスチェック実施状況（沖縄県内）％
　　　　　　H29.12.31現在　（　）は前年比率

　（※１）面接指導労働者とは、ストレスチェック結果で医師に高ストレス者と判断され、医師との面接指導を希望した労働者。 労働者本人が面接を希望し
　　　　　ない場合は、実施されません。
　（※２）集団分析とは、法律上義務とされた個人を対象とするストレスチェックに加え、所属部署等の一定規模ごとにストレスチェックの結果を集計・分析
　　　　　するものです。厚生労働省では職場特有のストレス要因を明らかにし、個人レベルのみならず、職場全体に対して、ストレスを低減するための改
　　　　　善策としてこの集団分析を推奨しています。
　　　　　（努力義務）



衛生委員会の開催（実施方法など社内ルールの策定）

ストレスチェック（年１回）の実施

本人に結果を通知

就業上の措置の実施 職場環境の改善

ストレスチェック制度の実施手順

「うつ」などの、メンタルヘルス不調を未然防止 !!

☑ ｢メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する」

旨の基本方針を、まず事業場内に明示しましょう。
☑ 衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法について話し合いましょう。
☑ 社内規程として明文化して、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

≪ストレスチェック実施までのポイント≫

労働基準監督署に
実施結果報告書を提出
※提出時期は、各事業場の事業年度の
終了後など、事業場ごとに設定して
差し支えありません。

医師の面接指導の実施

医師から意⾒聴取

ストレスチェックを実施しましょう
労働安全衛生法の改正により、労働者数50人以上の事業場において、
年１回のストレスチェックが義務づけられています。（平成27年12月から適用）

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 H29.1

事業者の皆さまへ

集団分析
（※努⼒義務）

個人の結果を一定規模
のまとまりの集団ごと
に集計・分析

ストレスチェック制度の目的は、
・労働者自身のストレスへの気づきを
促すこと

・集団分析等を、ストレスの原因とな
る職場環境の改善につなげること

などにより、労働者のメンタルヘルス
不調を「未然防止」することです。

ストレスチェックおよび
面接指導の実施状況の報告
※義務

①ストレスチェックは誰に実施させるか
②ストレスチェックはいつ実施するか
③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するか
④どんな方法でストレスの高い人を選ぶか
⑤面接指導の申出は誰にすれば良いか
⑥面接指導は産業医又はどの医師に依頼して実施するか
⑦集団分析はどんな方法で行うか
⑧ストレスチェックの結果は誰が・どこに保存するのか 等

右のような項目
について、話し
合いましょう。

実施に
向けた
検討事項



働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
○ ストレスチェック制度をはじめとする、メンタルヘルス対策全般の情報を掲載
しています。
https://kokoro.mhlw.go.jp/

○ 本プログラムの利⽤に関する詳細やご不明点などは、専用のコールセンター
（フリーダイヤル）にお問い合わせください。

【電話番号】 ０１２０－６５－３１６７（フリーダイヤル）
【受付日時】 10:00〜17:00（土・日、祝日、12月29⽇〜１⽉３⽇を除く）

ストレスチェック制度サポートダイヤル
○ ストレスチェックに関わる方（産業医、保健師、事業者、衛生管理者、など）
からの、ストレスチェック制度に関するお問い合わせ（事業場における実施方
法、実施体制など）に、専門家がお答えします。

【電話番号】 0570-03-1050（通話料がかかります）
【受付日時】 10:00〜17:00（土・日、祝日、12月29⽇〜１月３日を除く）

厚⽣労働省版ストレスチェック実施プログラム
をご活用いただくことで、簡単･便利に実施することができます。

このリーフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。

｢ ストレスチェックって､どのように実施すればいいの？」とお悩みの方へ

厚⽣労働省版ストレスチェック実施プログラム（無料ツール）とは？

○ ストレスチェックの受検、結果出⼒、結果管理までを⼀括で実施できるプログ
ラムです。厚⽣労働省ホームページから無料でダウンロードいただけます。

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

▼ 他にも、事業者の皆さまにご利⽤いただける相談窓⼝があります。

厚生労働省版ストレスチェック 検 索

https://kokoro.mhlw.go.jp/
http://stresscheck.mhlw.go.jp/




1:事業場選任の産業医
2:事業場所属の医師(1以外の医師に限
る。)、保健師、看護師又は精神保健
福祉士

3:外部委託先の医師、保健師、看護師
又は精神保健福祉士

対象年 検査実施年月

事業の
種 類

事業場の名称

事業場の
所在地

在籍労働者数

検査を受けた
労働者数

集団ごとの分析の
実施の有無

産

業

医

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

郵便番号( )

電話 ( )

氏 名

所属医療機関の
名称及び所在地

年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名

㊞

㊞

受 付 印

面接指導を
受けた労働者数

検査を実施した者

面接指導
を実施した医師

1:事業場選任の産業医
2:事業場所属の医師（1以外の医師に限
る。）

3:外部委託先の医師

8 0 5 0 1

元号 年 月

7:平成
→

1:検査結果の集団ごとの分析を行った
2:検査結果の集団ごとの分析を行っていない

年分

年

7:平成
→

元号

労働
保険
番号

人

人

人



１ □□□で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学的文字･イメージ読取

装置（ＯＣＩＲ）で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り

曲げたりしないこと。

２ 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。

３ 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字

で明瞭に記入すること。

４　「対象年」の欄は、報告対象とした心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「検査」とい

う。）の実施年を記入すること。

５ １年を通し順次検査を実施した場合、その期間内の検査の実施状況をまとめて報告すること。この

場合、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記入すること。

６　「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によって記入すること。

７　「在籍労働者数」の欄は、検査実施年月の末日現在の常時使用する労働者数を記入すること。

８ 「検査を実施した者」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第１項の規定により検査を実施した医師

等について該当する番号を記入すること。検査を実施した者が２名以上あるときは、代表者について

記入すること。選択肢２の「事業場所属の医師（１以外の医師に限る。）」には、同じ企業内の他の

事業場所属の医師が含まれること。選択肢３の「外部委託先」には、健康診断機関や外部専門機関が

含まれること。

９　「検査を受けた労働者数」の欄は、報告対象期間内に検査を受けた労働者の実人数を記入すること

とし、複数回検査を受けた労働者がいる場合は、１名として数えて、記入すること。

10 「面接指導を実施した医師」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第３項の規定により面接指導を実

施した医師について、該当する番号を記入すること。

11　「面接指導を受けた労働者数」の欄は、労働安全衛生規則第52条の15の規定により医師等が面接指

導を受けることが必要と認めたもののうち、申出をして実際に医師による面接指導を受けた者の数を

記入すること。

12　「集団ごとの分析の実施の有無」の欄は、労働安全衛生規則第52条の14の規定に基づき検査結果の

集団ごとの分析の実施の有無について、該当する番号を記入すること。

13　「産業医の氏名」の欄及び「事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名

することができること。
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