
（別紙１） 

 

 

項目・単価比率及び予定人数（各年度ごと） 

 

 

件名：岡山市教育委員会教職員ストレスチェックに係る業務（単価契約） 

 

項  目 単価比率 予定人数等 

ストレスチェック   １  ５，２００ 人以内 

結果報告会 １００  ３ 回以内 

カウンセリング １０  ３０ 人以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              （別紙２） 

成 果 物 一 覧 表 

提出する成果品 部 数 提出時期 備 考 

(1) 個人のストレス

チェック結果通知

書（個人あて） 

各1部 記入済調査票送

付の翌日から起

算して４０日以

内 

・ストレスチェック実施者ごとに作成すること。 

・個人のストレスチェック結果通知書の内容が他

に漏洩しないよう個別に封筒に入れ、封緘する

こと。また、封筒には、岡山市が別途指示する

紙面を個別に封入し、ストレスチェック実施者

の所属・職員番号・氏名が判別できるよう窓空

封筒に封緘もしくは、宛名ラベルを貼付する等

すること。 

・指定する条件の者（高ストレス者等）に対して

は、面談勧奨チラシ、カウンセリング申込書を

合わせて封入すること。 

・所属コード順、職員番号順にとりまとめて納品

すること。 

(2) 個人のストレス

チェック調査票

（チェックリス

ト）提出者リス

ト・未提出者リス

ト 

電子媒体 記入済調査票送

付の翌日から起

算して４０日以

内 

・所属（課、学校園）名、職員番号、氏名の一覧 

(3) 組織別分析結果 

報告書 

電子媒体 

及び紙面 

各１部 

記入済調査票送

付の翌日から起

算して６０日以

内 

・岡山市立学校園全体、岡山市教育委員会事務局全体

の分析結果報告書 

・小学校、中学校、高等学校、幼稚園単位の分析結果

報告書 

・各所属（岡山市教育委員会事務局内の各課、学校

園）の分析結果報告書 

(4) カウンセリング

結果報告書 

各１部 カウンセリング

実施日の翌月末

日まで 

・カウンセリングの結果報告については、カウンセリ

ングを受けた職員の概況（性別、年齢、相談内容、

支援状況）、カウンセリングの件数や項目別集計、

相談傾向等を記載した結果報告書にまとめ、毎月1

回、岡山市教育委員会産業医に報告することとす

る。 

 



（別紙３） 

 

岡山市教育委員会事務局の課・学校園数 

令和４年４月１日 現在 

 

区  分 課 ・ 校 園 数 

岡山市教育委員会事務局 

(出先機関含む) 
         １３ 

小学校 ８５ 
（分校除く） 

中学校 ３７ 

義務教育学校 １ 

高等学校 １ 

幼稚園 ３９ 

合  計 １７６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

岡山市教育委員会事務局の内訳 （１３か所） 

教育企画総務課 

就学課 

教育給与課 

教職員課 

指導課 

保健体育課 

学校施設課 

文化財課 

生涯学習課 

公民館振興室・公民館 

教育研究研修センター 

中央図書館 

幸町図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   （別紙４） 

岡山市教育委員会職員ストレスチェック実施要領 

 

１ 趣旨 

  労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成２６年法律第８２号）が平成２６年６月

２５日に公布され、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６６条の１０第１項

及び労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第５２条の９の規定により、職

員の心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」という。）

の実施が平成２７年１２月１日から義務づけられた。 

  本要領は、厚生労働省が公表する心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接

指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（平成２７

年４月１５日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第１号）等をふまえ、

ストレスチェックの実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ ストレスチェックの目的 

  ストレスチェックを受けることにより、職員自身がストレスに気づき、それぞれが自

分に合ったセルフケアを積極的に実施することで、メンタルヘルスの不調を未然に防止

することを目的とする。 

  また、ストレスチェックの検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境等の改善に

つなげ、職場全体にとって働きやすい職場づくりを進めることにも役立てる。 

   

３ 対象者 

  ストレスチェックの実施対象者は、岡山市教育委員会事務局、市立学校園に属する全

職員（1週間の労働時間が正規職員の4分の3以上である臨時的任用職員、再任用職員、

任期付職員及び嘱託職員を含む。）とする。 

  ただし、病気休暇、病気休職、産前産後休暇、育児休業等を取得している者などのス

トレスチェック実施時に勤務していない職員を除く。 

  なお、職員はストレスチェックを受検するよう努めるものとする。 

 

４ 制度の趣旨等の周知 

  岡山市教育委員会事務局（以下「事業者」という。）はストレスチェックの実施にあた

り、本要領を各所属に配布することにより、制度の趣旨等を対象者に周知する。 

 

５ 実施体制 

ストレスチェックの実施に当たっての役割はそれぞれ次のとおりとする。 

(1) 事業者は、次に掲げる事項を行う。 

ア ストレスチェックを実施する業務受託者と契約を締結すること。 

イ 高ストレス者として選定され、医師面接を申し込んだ職員について、産業医と調

整のうえ、医師面接を受けられるようにすること。 



ウ 医師面接の実施後、産業医の意見を聴取し、当該部局の人事担当課及び所属長に

対し情報提供を行うこと。 

エ 医師面接結果記録等を保存すること。 

(2) 業務受託者（以下「実施者」という。）は、次に掲げる事項を行う。 

ア 事業者と協議のうえ、業務受託機関の医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研

修を終了した看護師若しくは精神保健福祉士の中から、ストレスチェック実施に係

る責任者を決定すること。 

イ ストレスチェックの実施 

ウ 高ストレス者のカウンセリング 

エ 集団ごとの集計・分析 

オ 所属長に対する分析結果報告会 

カ 所属長に対する分析結果活用研修会 

(3) 産業医は、次に掲げる事項を行う。 

ア 岡山市教育委員会職員安全衛生委員会（以下「安全衛生委員会」という。）等にお

ける医学的見地からの助言 

イ 職員の医師面接の実施及びその結果を踏まえた就業措置に関する意見 

ウ 職場環境等の評価と改善に係る助言・指導 

(4) 安全衛生委員会は、ストレスチェックの実施に当たり、本要領に定める内容につい

て審議する。 

 

６ ストレスチェックの実施方法等 

(1) 調査方式 

ストレスチェックは、平成２７年５月７日付けで厚生労働省が公表した労働安全衛

生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル（以下「マニュアル」という。）で

示している「職業性ストレス簡易調査票」（57 項目）を用いて、次に掲げる 3 つの領

域に関する項目により検査を行い、心理的負担の程度を点数化して評価する。 

ア 仕事のストレス要因：職場における心理的負担の要因に関する項目 

イ 心身のストレス反応：心理的負担による心身の自覚症状に関する項目 

ウ 周囲のサポート：職場における他の職員からの支援に関する項目 

(2) 実施回数及び実施時期 

実施回数は年１回とし、実施時期は事業者が別に定める。 

(3) 評価方法 

心理的負担の程度の評価方法は、マニュアルで示している得点を用いる。 

(4) 高ストレス者の選定方法 

高ストレス者の選定方法は、マニュアルで示している評価基準を用いた方法とし、

次の要件のいずれかに該当する者を高ストレス者として選定する。 

要件１：調査票のうち、上記６(1)イの項目の評価点の合計が高い者 

要件２：調査票のうち、上記６(1)イの項目の評価点数の合計が一定以上の者であっ

て、かつ上記６(1)アの項目及びウの項目の評価点の合計が著しく高い者 

(5) ストレスチェックの結果通知 



ストレスチェックの結果は、実施者から各職員へ封書で通知される。その際の通知

内容は次のとおりとする。 

ア 個人のストレスチェック結果及びセルフケアのためのアドバイス 

イ 各種相談窓口の案内 

(6) ストレスチェック結果に関する実施者の情報の取り扱い 

事業者は、ストレスチェック個人結果及び高ストレスに選定された者（医師面接の

申込みを行った者を除く。）について把握しない。実施者は、ストレスチェック結果に

関する情報を５年間保存する。 

 

７ ストレスチェックの受検勧奨 

  所属長は所属職員へ受検勧奨を行うこととする。ただし、受検を強要してはならない。 

 

８ カウンセリング及び医師面接の申込み 

実施者は、高ストレス者に選定された者に対し、ストレスチェック結果に「カウンセ

リング申込書」及び「産業医の面接申込書（情報提供同意書）」を添付して通知する。

当該申込書を受け取った者のうち、希望者は必要事項を記入し実施者に送付してカウン

セリング又は医師面接の申込みを行うことができる。 

 

９ カウンセリングの実施 

実施者は「カウンセリング申込書」を受け付け、申込者と日時を決めて、カウンセリ

ングを実施する。カウンセリングの利用及び実施結果について事業者は把握しない。 

ただし、職務専念義務免除によりカウンセリングを利用する場合は、職員本人から事

業者に申請することとする。 

 

10 医師面接の実施 

 (1) 医師面接の申込み 

実施者は「産業医の面接申込書（情報提供同意書）」を受け付け、事業者へ送付する。 

事業者の衛生管理者等は申込者と産業医との日程調整を行う。 

 (2) 医師面接の資料 

申込者は「ストレスチェック結果」及び「自己チェックリスト（Ａ・Ｂ）」を、人事

担当課は「勤務状況」等の面接に必要な書類を産業医へ提出する。 

人事担当課からの情報提供については、「産業医の面接申込書（情報提供同意書）」

の提出をもって申込者の同意が得られたものとする。 

 (3) 医師面接の内容 

産業医はストレスチェックの結果及び勤務の状況を踏まえ、心身の現状、業務への

影響等について確認する。 

(4) 医師面接についての産業医からの意見書 

医師面接後、産業医はその結果を事業者へ報告する。事業者は産業医から出された

就業上の配慮についての意見書を人事担当課へ提出する。 

医師面接において行う就業上の配慮及び措置は次のとおりである。 



ア 時間外勤務への配慮（軽減） 

イ 所属の上司、人事担当課との業務負荷について確認の機会の指示 

ウ 休暇・休養 

(5) 産業医からの意見書提出後の対応 

医師面接の結果、就業上の配慮及び措置が必要とされた職員については、当該職員、所

属長及び人事担当課の関係者により、就業上の配慮及び措置について検討し、決定する。

また、就業上の配慮及び措置は期間を定めて行うものとし、事前に定めた期間経過後は通

常の勤務に戻す等、適切な措置を講じる。 

(6) 結果の記録及び保存 

事業者が医師面接を実施したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、５

年間保存する。 

ア 医師面接の実施年月日 

イ 当該職員の氏名、所属、職名 

ウ 医師面接を行った産業医の氏名 

エ 当該職員の勤務状況 

オ 当該職員の心理的な負担の状況 

カ その他の当該職員の心身の状況 

キ 当該職員の健康を保持するために必要な措置についての産業医の意見 

 

11 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析 

(1) 集団・分析の対象集団について 

実施者は、ストレスチェックの結果に基づいて、対象者全体、学校園区分、各課室・

学校園の単位で一集団とし、10人以上回答のあった集団ごとに集計し、分析を行う。 

(2) 事業者は集団分析結果及び実施者の助言内容等（以下「集団分析結果等」という。）

を受け、各集団における特徴を把握するが、結果については、慎重に取り扱う。 

(3) 事業者及び各所属長は、集団分析結果等を通じて職場環境の把握に努め、必要に応

じて適切な改善措置を講ずる。 

 

12 ストレスチェック結果に関する事業者の情報の取扱い 

 (1) 事業者は、高ストレス者として選定され、医師面接を申し込んだ職員からストレス

チェックの結果の提供を受けた場合は、医師面接の記録と合わせて５年間保存する。 

 (2) 上記に該当しない職員の結果は、実施者が５年間保存する。 

 

13 職員に対する不利益取扱いの防止 

  事業者及び所属長は、ストレスチェック実施に関して、次の職員に対し、不当な配置

換えや降格、分限処分等の不利益取扱いを行ってはならない。なお、就業上の措置はそ

の内容のいかんを問わず不利益取扱いとはみなさない。 

 (1) ストレスチェックを受検しない職員 

 (2) 医師面接の結果、就業上の措置が必要と判断された職員 

 



14 医師面接の実施に係る服務の取扱い 

  高ストレス者に選定され、医師面接を申し込んだ職員の医師面接に係る服務の取扱い

は、職務専念義務免除により対応する。 

 

 附則 この要領は、平成２８年７月２８日から施行する。 


