
メンタルヘルス対策自主点検票（兼ファクシミリ送付票） 
 
福岡労働局労働基準部労働衛生課 あて 

（労働衛生課ファクシミリ番号：０９２－４１１－３５１７） 
（所在地 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東二丁目１１番１号福岡合同庁舎新館 電話092-411-4798） 
 

事業場名  ＊ 

所在地  電話番号  

事業場の 
労働者数 

名  担当部署・職氏名  

 
 福岡労働局では、メンタルヘルス対策の啓発指導を行っています。また、管内の事業場の取組

状況を把握し行政に反映するのため、自主点検を実施しています。お手数ですが、各事項をご

記入の上、上記あて FAX 等によりご回答いただきますようお願いします。 

 なお、あらゆる機会にこの自主点検票を配布しているため、重ねてお渡ししている場合があります。既にご

回答いただいている場合でも、取組状況等が変わった場合には、再度ご回答をお願いします。 
 

Ｎｏ． 項目         自主点検内容 （※該当する □ に"レ"を付けてください。） 

１ 
担当者の 

選任 

メンタルヘルス対策の担当者はいますか？ 

１）□ いる 

２）□ いない → 衛生管理者、衛生推進者等から選任しましょう 

２ 

労働者の 

気づきの 

支援 

メンタルヘルス不調の気づきのための労働者への教育研修・情報提供を 
実施していますか？ 

１）□ 実施している 

２）□ 実施していない → 福岡労働局ホームページの資料等を活用 
の上、メンタルヘルスに係る教育、情報提供等を行いましょう 

３ 
管理監督者に

よる措置 

メンタルヘルス対策のための管理監督者への教育研修・情報提供を実施し
ていますか？ 

１）□ 実施している 

２）□ 実施していない → 福岡労働局ホームページの資料等を活用 
の上、メンタルヘルスに係る教育、情報提供等を行いましょう 

４ 
事業場外資源 

の活用 

精神科医他の相談機関を把握していますか？ 

１）□ 把握している 

２）□ 把握していない → 福岡労働局ホームページ等を参照の上、 
必要な場合に活用してください 

５ 
その他の 

取組内容 

以下のメンタルヘルス対策に関連した取組のうち、実施しているものが 
あれば、選んでください。（※複数回答可） 

１）□ 相談窓口の設置  ２）□ 職場環境の把握・改善の実施 

３）□ 衛生管理者等産業保健スタッフへの研修等の実施 

４）□ 衛生委員会等におけるメンタルヘルスに係る調査審議の実施 

５）□ メンタルヘルス対策に係る計画（心の健康づくり計画）の策定 

６）□ メンタルヘルス不調者の職場復帰支援のための対策等の実施 
 

○メンタルヘルス対策支援センターの利用について（厚生労働省委託事業） 

□ 希望する 

□ 希望しない 

 同支援センターでは、メンタルヘルス対策促進員が職場を訪問し、相談機関等につい

ての情報提供やメンタルヘルス対策に係る体制づくりなどを無料でアドバイスする支

援事業を実施していますので、ご希望についてのチェックをお願いします。ご希望の場

合は、後ほど支援センターから貴殿にご連絡させていただきます。  



 
  

＜メンタルヘルス対策のすすめ＞ 
 

 
 
 
 
 

平成２０年における全国の自殺者は、３２,２

４９人で、このうち労働者は８,９９７人（２７

９％）となっています。 

また、自殺の原因・動機が分かっているものの

うち、その原因・動機は、「健康問題」が１５,

１５３人と最も多く、次いで「経済・生活問題」

（７,４０４人）、「家庭問題」（３,９１２人）、勤

務問題（２,４１２人）の順になっています（重

複）。 

 

同じく、福岡県における自殺者は、１,３１１

人、このうち労働者は３７５人（２８,６％）と

なっています。 

 

 
 

 

福岡労働局管内における精神障害等の労災補

償の請求件数は増加する傾向にあります。 

このうち、自殺による労災請求件数は、平成

２０年は７件（２０％）と前年より４件増加し

ています。 

                            

 
 
 

 
事業者には、より積極的に心の健康の保持増進を図ること （メン

タルヘルス対策）が求められています。 
 

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（メンタルヘルス指

針）に基づき、職場の実態に即した形で、実施可能なところか

ら、着実にメンタルヘルス対策に取り組むことが重要です。 
 

 
    
 

  

◎ 複数の店舗、営業所、支店、工場等で構成される企業については、本社等を通じて、このリ

ーフレットの写しを各店舗等に配布していただき、企業全体でメンタルヘルス対策に取り組ま

れますようお願いします。 

２００９年５月 

従業員の心の健康は大丈夫ですか？ 

自 殺 問 題 

 

精神障害等の労災補償状況  

心の健康を取り巻く状況 

福岡労働局 

○○ｍ 

メンタルヘルス対策を始めましょう 

自殺者の推移 
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事業者がメンタルヘルス対策を積極的に推進することを表明す

るとともに、現状と問題点を明確にして、次の４つのケアを効果

的に推進することにより、職場環境等の改善、メンタルヘルス不

調者(＊)への対応、職場復帰の支援等が円滑に行われるようにし

ましょう。 
 
 ① 労働者自身がメンタルヘルス不調に気づき、自らが対応すること 

（メンタルヘルス指針では「セルフケア」と言います。）  
② 管理監督者（職場の上司等）による部下の不調への早期の気づき、職場

環境の改善等を実施すること （ラインによるケア）  
③（規模５０人以上の事業場において）法令に定める 衛生管理者、産業医等

の産業保健スタッフが対策に取り組むこと （スタッフによるケア）  
④ 事業場外の精神科医等、専門家を活用して、メンタルヘルス不調者に 

対応すること （事業場外資源によるケア） 
 

 

以上の４つの措置を継続的に実施し、メンタルヘルス対策を効果的に推進するため、以下の

ステップで積極的に取り組みましょう。 

 

担当者を決めましょう 
 
 

メンタルヘルス対策の推進のためには、担当者（「メンタルヘルス推進担当者」）を決めて

おくことが大切です。同担当者を中心に、ステップ２以下の対策等を推進します。 
 
① 担当者は、保健師、衛生管理者（規模５０人以上の事業場の場合）、 

衛生推進者又は安全衛生推進者（規模１０～４９人の事業場の場合）、 

人事労務担当者等から選任しましょう。  
② 担当者は、労働者等の個人情報の保護及び労働者の意思の 

尊重に留意し、労働者等が相談しやすい環境をつくることが大切です。  
③ 事業者は、担当者に対する教育研修を実施しましょう。 

 
 

   労働者の気づきを支援しましょう 
 
 

メンタルヘルス対策のためには、まず、労働者自身がストレスに気づき、  

これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することが重要

です。（なお、担当者、管理監督者自身も、自らの不調に注意します。） 
 
○ 労働者に対し、メンタルヘルスに係る教育研修の実施、相談機関の紹介を含めた

情報提供を行いましょう。 

 

メンタルヘルス対策の進め方 

＊「メンタルヘルス不調」とは、 
 精神障害や自殺のみならず、
ストレスや強い悩み、不安など
労働者の心身の健康、社会生活
及び生活の質に影響を与える
可能性がある精神的及び行動
上の問題を幅広く含みます。 

ステップ１ 

ステップ２ 

◎ 教育研修の資料等について 

各ステップにおける担当者、労働者、管理監督者に係る教育研修については、最寄りの労働基準

監督署で実施する講習会、メンタルヘルスセミナーへの参加のほか、中央労働災害防止協会（九州

安全衛生サービスセンター 電話 092-437-1664）等の研修用テキスト、福岡労働局ホーム 

ページ（以下「福岡局ＨＰ」）掲載の各種資料をご活用ください。 

（福岡労働局ホームページのメンタルヘルス対策関係資料の参照方法） 
インターネットのウェッブ検索により、「福岡労働局」で検索の上、福岡局ＨＰに入り、 

左側のメニューの「安全と健康の確保」をクリック → 中央のメニューから 
「労働者の健康確保」をクリック → 中央のメニューから「メンタルヘルス」をクリックしてください。 



 
 

管理監督者による対応に留意しましょう 
 
 

メンタルヘルス不調の防止、不調者への早期対応のためには、労働者自身のみならず、労

働者と日常接している管理監督者（職場の上司等）の役割が重要です。 
 
① 管理監督者は、職場の作業環境、作業方法、いじめの有無等の人間

関係、労働時間、仕事の質と量等、職場環境の問題点を日頃から把握

するとともに、その改善に努めましょう。  
② 管理監督者は、様々な機会をとらえて、部下と交流を図り、部下か

らみて意見を述べたり相談しやすい関係、仕事を通じての信頼関係を

作ってください。  
③ 管理監督者は、部下の性格、行動、その他の特徴をつかみ、これら

のことに変化や日常からのズレが生じたら、声を掛け、話を聴いてみ

る必要があります。 

  なお、自ら対応することが不適切と考えられる場合は、当該部下と

親しい同僚、先輩、元上司等を介して働きかけます。  
④ 管理監督者は、部下に問題行動等が把握された場合は、個人情報の保護等に留意して、ステップ

１の担当者、産業医等に相談します。  
⑤ 事業者は、管理監督者に対し、メンタルヘルス対策に係る教育研修を実施しましょう。 

 
 
 

外部の相談機関等を把握、活用しましょう 
 
 

メンタルヘルス不調者の対応等に当たっては、精神科医等、専門家の意見が重要です。 
 
① メンタルヘルス不調者を把握した担当者は（産業医がいる場合は産業医を通

じ）、個人情報保護、労働者の意思の尊重に配慮しながら、精神科医等の外部の

相談機関等に相談の上、専門家の意見を聴き、当該労働者等に対し、専門家へ

の相談の勧め等、必要な助言、対策を実施します。  
② このため、外部の相談機関、近隣の精神科医等を把握しておく必要がありま

す。 

  次の相談機関のほか、福岡局ＨＰには、産業保健に関する研修を受講した精

神科医、その他の相談機関の名簿を掲示していますので、ご活用ください。  
相談機関の名称 所在地 電話番号 相談窓口の時間帯等 

メンタルヘルス対策支援センター 
（福岡産業保健推進センター内） 

福岡市博多区 
博多駅南 2-9-30 

０９２－９８６－４６２１ ※ センターにお問い合せ下さい。 

九州労災病院 
勤労者メンタルヘルスセンター 

北九州市小倉南区
葛原高松 1-3-1 

０９３－４７５－９６２６ 
電話相談：毎週 月･水～金 10:00～18:00 
       毎週 土 10:00～14:00 
面接相談(要予約)：毎週 月～金 9:00～16:00 

 
 

 

① メンタルヘルス対策の推進に当たっては、労働者の意見を聴くようにしましょう。（規模５０人以上

の事業場においては、同対策の樹立に関することは、衛生委員会の調査審議事項となっています。）  
② メンタルヘルス対策を継続的に実施するために、「心の健康づくり計画」を策定しましょう。  
③ 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援に、事業場として取り組みましょう。  
（②・③については、福岡局ＨＰに、計画の策定例、職場復帰支援の手引き(平成 21年改訂)を掲示しています。） 

めんたる無縁の男 

さらにステップアップ 

※ 相談日等が変更になる場合がありますので、相談機関に御確認をお願いします。 

ステップ３ 

ステップ４ 


